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１０キロ 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2021/1/24

スタート： 9:30:00

会場: ノエビアスタジアム神戸

主催: TEAM▲ZERO

33分10秒1 川端 樹382 カワバタ イツキ

33分15秒2 宮本 武史366 ミヤモト タケシ

34分05秒3 木村 春馬328 キムラ ハルマ

34分24秒4 吉見 健太377 ヨシミ ケンタ

35分36秒5 片岡 佑太320 カタオカ ユウタ

35分55秒6 井上 裕介311 イノウエ ユウスケ

37分14秒7 森 雄治368 モリ ユウジ

38分42秒8 水野 稜365 ミズノ リョウ

39分30秒9 新開 倫之339 シンカイ トモユキ

40分20秒10 中谷 靖幸352 ナカタニ ヤスユキ

40分41秒11 高野 弘之343 タカノ ヒロユキ

41分39秒12 山本 海斗375 ヤマモト カイト

41分49秒13 岡 善之316 オカ ヨシユキ

42分02秒14 中野 嘉久353 ナカノ ヨシヒサ

42分52秒15 若柳 陽380 ワカヤナギ ヨウ

42分53秒16 今田 雅巳312 イマダ マサミ

42分55秒17 山田 晋也549 ヤマダ シンヤ

43分43秒18 小松 将大335 コマツ マサヒロ

43分43秒19 衣笠 匠326 キヌガサ タクミ

44分08秒20 堀田 雅360 ホッタ マサシ

44分24秒21 伊豆井 理巳307 イズイ マサミ

44分42秒22 了源 弘太郎378 リョウゲン コウタロウ

44分47秒23 小谷 勇人332 コタニ ハヤト

45分07秒24 矢野 秀一372 ヤノ シュウイチ

45分29秒25 吉田 勇太376 ヨシダ ユウタ

45分38秒26 田尻 和弘346 タジリ カズヒロ

45分47秒27 中村 晃大354 ナカムラ アキヒロ

45分50秒28 金丸 大介322 カネマル ダイスケ

46分40秒29 矢野 秀人373 ヤノ ヒデト

46分50秒30 平井 翔357 ヒライ ショウ

47分42秒31 古高 和良331 コタカ カズヨシ

48分28秒32 佐々木 聡337 ササキ ハジメ

48分36秒33 杉田 哲也340 スギタ テツヤ

49分16秒34 安西 龍一303 アンザイ リュウイチ

49分44秒35 笠原 健319 カサハラ ケン

50分19秒36 奥村 徹318 オクムラ トオル

50分34秒37 原田 和貴355 ハラダ カズキ

51分48秒38 加藤 晋也321 カトウ シンヤ

52分46秒39 池田 敏幸304 イケダ トシユキ

53分20秒40 石野 孝306 イシノ タカシ

53分29秒41 石田 真樹305 イシダ マサキ

55分08秒42 矢嶋 亮太371 ヤジマ リョウタ

55分18秒43 高木 雄志朗342 タカギ ユウジロウ

55分46秒44 三好 哲史367 ミヨシ アキフミ

55分53秒45 齊藤 和美336 サイトウ カツミ

57分04秒46 俣江 幸二361 マタエ コウジ

57分59秒47 種谷 友作350 タネタニ ユウサク

58分21秒48 谷川 淳一349 タニガワ ジュンイチ

59分34秒49 衣笠 亮327 キヌガサ リョウ

59分35秒50 上條 弘之324 カミジョウ ヒロユキ

Team▲ZERO



- 祝！再開！再会！ニューイヤーＲＵＮ2021大吉 -

１０キロ 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2021/1/24

スタート： 9:30:00

会場: ノエビアスタジアム神戸

主催: TEAM▲ZERO

1時間01分07秒51 伊藤 丈直308 イトウ タケナオ

1時間01分37秒52 古川 久義359 フルカワ ヒサヨシ

1時間02分43秒53 小林 憲昭334 コバヤシ ノリアキ

1時間02分48秒54 森岡 修司369 モリオカ シュウジ

1時間02分49秒55 森山 直樹370 モリヤマ ナオキ

1時間04分53秒56 細田 勝洋381 ホソダ カツヒロ

1時間04分56秒57 小林 克宜333 コバヤシ カツノリ

1時間05分40秒58 大西 晃彦315 オオニシ アキヒコ

1時間07分44秒59 浅井 道治301 アサイ ミチハル

1時間07分45秒60 河本 義磯330 コウモト ヨシキ

1時間08分42秒61 松本 唯詩363 マツモト タダシ

1時間11分46秒62 上原 大地313 ウエハラ ダイチ

1時間12分56秒63 阿部 一夫302 アベ カズオ

Team▲ZERO


