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３０キロ 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2020/1/5

スタート： 10:00:00

会場: ノエビアスタジアム神戸

主催: チームゼロ事務局

1時間48分44秒1 大塚 崇弘713 オオツカ タカヒロ

1時間49分34秒2 宮本 武史780 ミヤモト タケシ

1時間53分50秒3 中川 光二756 ナカガワ コウジ

1時間56分10秒4 植田 翔711 ウエダ ショウ

1時間57分07秒5 伊藤 康孝707 イトウ ヤスタカ

1時間58分55秒6 植田 聡710 ウエダ サトシ

1時間59分23秒7 田中 拓磨745 タナカ タクマ

2時間00分42秒8 武智 聖典743 タケチ キヨノリ

2時間03分34秒9 東條 龍之介752 トウジョウ リュウノスケ

2時間04分03秒10 坂本 慧732 サカモト サトシ

2時間05分02秒11 松原 史哲775 マツバラ フミアキ

2時間05分14秒12 金光 啓祐723 カネミツ ケイスケ

2時間05分43秒13 井野 洋平790 イノヨウヘイ

2時間06分20秒14 渋谷 太陸737 シブヤ タイチ

2時間07分38秒15 松原 賢太774 マツバラ ケンタ

2時間07分42秒16 福垣 篤767 フクガキ アツシ

2時間10分28秒17 柴田 智之736 シバタ トモユキ

2時間10分48秒18 奥井 海717 オクイ カイ

2時間11分21秒19 井口 陽平703 イグチ ヨウヘイ

2時間11分59秒20 糸谷 将弥708 イトタニ マサヤ

2時間12分49秒21 豊嶋 忠夫753 トヨシマ タダオ

2時間13分22秒22 清水 将一738 シミズ マサカズ

2時間13分57秒23 幸 浩司785 ユキ コウジ

2時間14分26秒24 中田 吉郎759 ナカタ ヨシロウ

2時間16分20秒25 三宅 晴彦778 ミヤケ ハルヒコ

2時間21分15秒26 西川 栄一760 ニシカワ エイイチ

2時間21分41秒27 堤 武751 ツツミ タケシ

2時間22分24秒28 竹内 保洋742 タケウチ ヤスヒロ

2時間22分43秒29 岡 佳孝715 オカ ヨシタカ

2時間23分10秒30 鍜治 達弘720 カジ タツヒロ

2時間23分48秒31 野口 幸一762 ノグチ コウイチ

2時間24分05秒32 吉本 頌太郎787 ヨシモト ショウタロウ

2時間24分17秒33 塩田 敦史734 シオタ アツシ

2時間26分16秒34 松葉 啓文773 マツバ ヒロミ

2時間26分41秒35 鎌倉 誠724 カマクラ マコト

2時間27分04秒36 古賀 誠729 コガ マコト

2時間27分56秒37 近藤 倫世731 コンドウ トモヨ

2時間31分02秒38 岩田 有生709 イワタ ユウキ

2時間31分19秒39 田房 栄作748 タブサ エイサク

2時間33分04秒40 南 薫777 ミナミ カオル

2時間33分38秒41 山本 陽太784 ヤマモト ヨウタ

2時間35分58秒42 濵上 賀正765 ハマガミ ヨシマサ

2時間37分50秒43 服部 祥二764 ハットリ ショウジ

2時間37分58秒44 伊藤 明706 イトウ アキラ

2時間38分35秒45 鳥落 宏樹755 トリオチ ヒロキ

2時間39分03秒46 桑田 直樹727 クワダ ナオキ

2時間40分29秒47 練木 誠人761 ネリキ マサト

2時間41分19秒48 米田 安孝788 ヨネダ ヤスタカ

2時間41分20秒49 足立 雅弘701 アダチ マサヒロ

2時間44分52秒50 中島 和彦757 ナカジマ カズヒコ
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2時間45分09秒51 吉岡 勲786 ヨシオカ イサオ

2時間46分30秒52 松崎 寛之772 マツザキ ヒロユキ

2時間47分09秒53 片山 崇721 カタヤマ タカシ

2時間48分27秒54 向園 英城781 ムコウゾノ ヒデキ

2時間49分19秒55 荻田 誠司716 オギタ セイジ

2時間49分58秒56 池端 政宏704 イケバタ マサヒロ

2時間51分05秒57 大槻 弥司714 オオツキ ヒロシ

2時間52分36秒58 前島 剛769 マエジマ ゴウ

2時間53分30秒59 自念 圭輔735 ジネン ケイスケ

2時間53分48秒60 杉原 高明740 スギハラ タカアキ

2時間53分48秒61 澤崎 秀憲733 サワザキ ヒデノリ

2時間53分50秒62 門田 昂722 カドタ コウ

2時間55分16秒63 右川 博幹712 ウガワ ヒロキ

2時間56分36秒64 三木 聖也776 ミキ セイヤ

2時間57分43秒65 高浪 昇741 タカナミ ノボル

2時間58分03秒66 前田 雄司771 マエダ ユウジ

2時間58分19秒67 渡邉 修宏789 ワタナベ ノブヒロ

2時間58分24秒68 野田 剣一763 ノダ ケンイチ

3時間00分20秒69 矢野 雅文782 ヤノ マサフミ

3時間00分56秒70 田村 圭輔750 タムラ ケイスケ

3時間01分12秒71 玉川 哲郎749 タマガワ テツロウ

3時間09分27秒72 平野 光司766 ヒラノ コウジ

3時間13分23秒73 田所 和孝744 タドコロ カズタカ

3時間20分44秒74 中田 美津夫758 ナカタ ミツオ

3時間23分30秒75 下村 育生739 シモムラ イクオ

3時間29分28秒76 有本 彦二702 アリモト ヒコジ

Team▲ZERO


