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主催: TEAM▲ZERO

2時間32分51秒1 東田 薫1194 ヒガシダ カオル

2時間37分34秒2 小野 喜之1060 オノ ヨシユキ

2時間39分01秒3 河添 哲也1074 カワソエ テツヤ

2時間39分01秒4 楢林 蒼大1176 ナラバヤシ ソウダイ

2時間42分16秒5 山本 真也1271 ヤマモト シンヤ

2時間45分02秒6 石原 俊1018 イシハラ シュン

2時間46分52秒7 福田 充宏1206 フクダ ミツヒロ

2時間48分04秒8 藤井 浩文1208 フジイ ヒロフミ

2時間53分34秒9 岩野 圭佑1028 イワノ ケイスケ

2時間59分12秒10 吉野 健司1279 ヨシノ ケンジ

2時間59分22秒11 北川 博章1082 キタガワ ヒロアキ

2時間59分57秒12 久保 忠大1088 クボ タダヒロ

3時間02分33秒13 花尻 誉拡1187 ハナジリ タカヒロ

3時間02分41秒14 瀧本 直人1141 タキモト ナオト

3時間03分51秒15 岩田 知和1027 イワタ トモカズ

3時間06分36秒16 淺野 良治1003 アサノ リョウジ

3時間06分58秒17 塩飽 真之1122 シワク マサユキ

3時間07分06秒18 石原 隆司1019 イシハラ タカシ

3時間07分54秒19 古賀 順也1092 コガ ジュンヤ

3時間09分24秒20 大林 史彦1046 オオバヤシ フミヒコ

3時間10分26秒21 竹村 秀之1145 タケムラ ヒデユキ

3時間10分47秒22 河合 健介1070 カワイ ケンスケ

3時間12分11秒23 松本 泰明1233 マツモト ヤスアキ

3時間15分08秒24 平井 伸幸1199 ヒライ ノブユキ

3時間16分07秒25 宮脇 健司1245 ミヤワキ ケンジ

3時間16分20秒26 山本 陽一1273 ヤマモト ヨウイチ

3時間16分59秒27 古市 周平1215 フルイチ シュウヘイ

3時間17分39秒28 稲田 勝浩1024 イナダ カツヒロ

3時間17分59秒29 山野 正晴1266 ヤマノ マサハル

3時間18分09秒30 松井 義忠1225 マツイ ヨシタダ

3時間20分39秒31 松本 茂1232 マツモト シゲル

3時間21分43秒32 吉野 嘉展1280 ヨシノ ヨシノブ

3時間21分57秒33 牧 宏明1219 マキ ヒロアキ

3時間22分12秒34 難波 竜太1177 ナンバ リュウタ

3時間22分44秒35 河合 康一1071 カワイ コウイチ

3時間23分09秒36 大関 法光1041 オオゼキ ノリミツ

3時間25分48秒37 北川 一秀1080 キタガワ カズヒデ

3時間25分54秒38 石川 誠一1016 イシカワ セイイチ

3時間25分59秒39 辻村 真二1152 ツジムラ シンジ

3時間26分01秒40 角谷 英守1061 カクタニ ヒデモリ

3時間26分33秒41 笠井 祐貴1062 カサイ ユウキ

3時間27分27秒42 正木 孝治1222 マサキ コウジ

3時間28分33秒43 安野 正功1257 ヤスノ マサノリ

3時間28分51秒44 櫻井 和夫1110 サクライ カズオ

3時間29分17秒45 有馬 純1008 アリマ ジュン

3時間29分39秒46 岩井 剛1025 イワイ タケシ

3時間29分45秒47 中井 規仁1161 ナカイ ノリヒト

3時間30分05秒48 新保 寿基1124 シンボ トシキ

3時間33分52秒49 牧野 隆1221 マキノ タカシ

3時間33分54秒50 白井 潤1121 シライ ジュン

Team▲ZERO



- 明石城公園マラソン２０２０ -

42.195km 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2020/11/22

スタート： 10:02:36

会場: 明石公園

主催: TEAM▲ZERO

3時間34分10秒51 藤井 靖章1209 フジイ ヤスアキ

3時間34分57秒52 宮原 茂大朗1244 ミヤハラ シゲタロウ

3時間37分05秒53 永田 雄次1169 ナガタ ユウジ

3時間37分30秒54 高治 修二1136 タカジ シュウジ

3時間38分15秒55 古賀 誠1093 コガ マコト

3時間38分31秒56 荻野 優之1056 オギノ マサユキ

3時間38分50秒57 町田 祐磨1224 マチダ ユウマ

3時間38分57秒58 芝本 尚暉1118 シバモト ナオキ

3時間38分57秒59 石黒 賢1017 イシグロ サトシ

3時間39分10秒60 種平 謙二1149 タネヒラ ケンジ

3時間39分48秒61 大村 浩之1049 オオムラ ヒロユキ

3時間40分06秒62 安宗 拓史1259 ヤスムネ タクシ

3時間40分40秒63 六田 清二1281 ロクタ セイジ

3時間40分48秒64 藤原 保之1212 フジワラ ヤスユキ

3時間41分18秒65 河木 孝光1072 カワキ タカミツ

3時間41分34秒66 中野 康之1172 ナカノ ヤスユキ

3時間41分44秒67 小林 貴1101 コバヤシ タカシ

3時間42分10秒68 三木 武司1237 ミキ タケシ

3時間43分40秒69 和田 幸洋1282 ワダ ユキヒロ

3時間43分52秒70 福井 健二1203 フクイ ケンジ

3時間44分25秒71 雑賀 久晃1103 サイガ ヒサテル

3時間45分19秒72 池澤 幸一1012 イケザワ コウイチ

3時間45分34秒73 岡田 邦彦1051 オカダ クニヒコ

3時間46分26秒74 中嶋 賢一1167 ナカジマ ケンイチ

3時間46分44秒75 菅井 雅一1126 スガイ マサカズ

3時間47分51秒76 牧野 章宣1220 マキノ アキノリ

3時間47分59秒77 杉本 志郎1128 スギモト シロウ

3時間48分09秒78 疋田 亮太1196 ヒキダ リョウタ

3時間48分19秒79 小笹 展弘1094 コザサ ノブヒロ

3時間49分01秒80 三角 道夫1236 ミカド ミチオ

3時間50分18秒81 村本 和久1247 ムラモト カズヒサ

3時間50分23秒82 冨永 治郎1157 トミナガ ジロウ

3時間51分04秒83 高見 岬1138 タカミ ミサキ

3時間51分26秒84 三宅 司1242 ミヤケ ツカサ

3時間51分34秒85 竹内 保洋1143 タケウチ ヤスヒロ

3時間51分57秒86 一木 加津雄1020 イチキ カズオ

3時間52分11秒87 安藤 博昭1010 アンドウ ヒロアキ

3時間52分23秒88 山本 勝也1270 ヤマモト カツヤ

3時間52分54秒89 松岡 渉平1227 マツオカ ショウヘイ

3時間53分42秒90 北川 翔太1081 キタガワ ショウタ

3時間53分51秒91 塩谷 好正1116 シオヤ ヨシマサ

3時間54分19秒92 中川 博之1164 ナカガワ ヒロユキ

3時間54分28秒93 馬場園 信吾1188 ババゾノ シンゴ

3時間55分08秒94 中村 謙司1173 ナカムラ ケンジ

3時間55分08秒95 藤原 吾朗1211 フジワラ アロウ

3時間55分20秒96 光山 靖彦1239 ミツヤマ ヤスヒコ

3時間56分08秒97 池田 憲史1013 イケダ ノリフミ

3時間56分14秒98 橋野 文男1182 ハシノ フミオ

3時間57分21秒99 森山 聡1254 モリヤマ サトシ

3時間57分22秒100 安東 雅彦1011 アンドウ マサヒコ

Team▲ZERO



- 明石城公園マラソン２０２０ -

42.195km 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2020/11/22

スタート： 10:02:36

会場: 明石公園

主催: TEAM▲ZERO

3時間57分33秒101 中尾 正春1162 ナカオ マサハル

3時間57分39秒102 友定 和貴1159 トモサダ カズタカ

3時間57分58秒103 後藤 康弘1099 ゴトウ ヤスヒロ

3時間58分13秒104 阪田 成士1107 サカタ セイジ

3時間58分46秒105 奥山 茂1058 オクヤマ シゲル

3時間59分06秒106 長谷川 真一1185 ハセガワ シンイチ

3時間59分31秒107 朝山 伸介1004 アサヤマ シンスケ

4時間01分06秒108 山本 和之1268 ヤマモト カズユキ

4時間02分10秒109 恵比奈 和彦1035 エヒナ カズヒコ

4時間03分43秒110 大場 雄二郎1045 オオバ ユウジロウ

4時間04分13秒111 山本 芳則1274 ヤマモト ヨシノリ

4時間04分29秒112 山根 弘之1264 ヤマネ ヒロユキ

4時間04分49秒113 佐々木 義治1112 ササキ ヨシハル

4時間04分53秒114 田鍋 将大1148 タナベ マサヒロ

4時間05分36秒115 長倉 康之1165 ナガクラ ヤスユキ

4時間05分53秒116 渡辺 智昭1285 ワタナベ トモアキ

4時間06分11秒117 岡本 恵資1053 オカモト ケイスケ

4時間06分36秒118 中田 優1168 ナカタ ユウ

4時間07分53秒119 吹田 充司1125 スイタ アツシ

4時間09分02秒120 高尾 京司1134 タカオ ケイジ

4時間09分46秒121 矢野 秀一1260 ヤノ シュウイチ

4時間10分09秒122 西村 友希1179 ニシムラ トモキ

4時間10分39秒123 石岡 琢磨1015 イシオカ タクマ

4時間12分52秒124 岡崎 好文1050 オカザキ ヨシフミ

4時間12分53秒125 小戸 学1098 コト マナブ

4時間13分17秒126 小川 恒1055 オガワ ヒサシ

4時間13分52秒127 浜田 健志1189 ハマダ タケシ

4時間13分54秒128 平野 宏1201 ヒラノ ヒロシ

4時間15分38秒129 野口 勇人1181 ノグチ ハヤト

4時間15分46秒130 友久 康太郎1160 トモヒサ コウタロウ

4時間15分48秒131 太田 圭1042 オオタ ケイ

4時間16分18秒132 田中 浩輔1146 タナカ コウスケ

4時間17分11秒133 森川 武1250 モリカワ タケシ

4時間18分08秒134 高木 茂1135 タカギ シゲル

4時間19分34秒135 淡谷 淳一1009 アワヤ ジュンイチ

4時間19分43秒136 歯朶原 一久1117 シダハラ カズヒサ

4時間21分27秒137 竹内 大作1142 タケウチ ダイサク

4時間21分34秒138 福島 達夫1204 フクシマ タツオ

4時間21分51秒139 柏木 悟1064 カシワギ サトル

4時間23分53秒140 恒岡 喜典1153 ツネオカ ヨシノリ

4時間24分15秒141 佐々木 創1111 ササキ ハジム

4時間24分34秒142 峰 良徳1240 ミネ ヨシノリ

4時間24分47秒143 岡本 昂大1054 オカモト コウダイ

4時間25分00秒144 浜端 哲也1190 ハマバタ テツヤ

4時間25分09秒145 鬼木 章裕1059 オニキ アキヒロ

4時間25分25秒146 福島 浩1205 フクシマ ヒロシ

4時間25分29秒147 大西 洋一1044 オオニシ ヒロカズ

4時間25分39秒148 澤田 基貴1115 サワダ モトキ

4時間25分51秒149 岡田 裕大郎1052 オカダ ユウタロウ

4時間26分02秒150 木地 善啓1078 キジ ヨシアキ
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4時間27分55秒151 庄司 久哉1120 ショウジ ヒサヤ

4時間28分00秒152 空 秀俊1132 ソラ ヒデトシ

4時間28分56秒153 先田 栄司1109 サキタ エイシ

4時間29分15秒154 近藤 晃三1102 コンドウ コウゾウ

4時間29分49秒155 魚谷 直輝1032 ウオタニ ナオキ

4時間30分10秒156 山根 有吾1265 ヤマネ ユウゴ

4時間30分32秒157 山本 克則1269 ヤマモト カツノリ

4時間32分37秒158 足立 雅弘1006 アダチ マサヒロ

4時間33分16秒159 樋口 吾一1197 ヒグチ コイチ

4時間33分53秒160 佐藤 武司1114 サトウ タケシ

4時間34分12秒161 中島 和彦1166 ナカジマ カズヒコ

4時間34分17秒162 瀧川 勝三1140 タキガワ カツミ

4時間35分09秒163 木村 嘉明1086 キムラ ヨシアキ

4時間35分40秒164 山崎 博樹1262 ヤマサキ ヒロキ

4時間35分59秒165 森川 晴夫1251 モリカワ ハルオ

4時間36分51秒166 川崎 厚志1073 カワサキ アツシ

4時間37分27秒167 三木 健1238 ミキ タケシ

4時間37分30秒168 守屋 啓吾1253 モリヤ ケイゴ

4時間38分13秒169 久良木 基文1089 クラキ モトフミ

4時間38分34秒170 釜谷 勝浩1068 カマタニ カツヒロ

4時間38分44秒171 古本 憲一1216 フルモト ケンイチ

4時間38分56秒172 坂 隆昭1192 バン タカアキ

4時間40分01秒173 五島 一浩1095 ゴシマ カズヒロ

4時間41分47秒174 横山 裕之1276 ヨコヤマ ヒロユキ

4時間42分00秒175 澄村 尚宏1129 スミムラ ナオヒロ

4時間43分37秒176 魚谷 和人1031 ウオタニ カズト

4時間44分25秒177 竹原 義明1144 タケハラ ヨシアキ

4時間44分37秒178 太田 真司1043 オオタ シンジ

4時間45分05秒179 壬生 真人1241 ミブ マサト

4時間45分52秒180 橋本 宏之1184 ハシモト ヒロユキ

4時間46分16秒181 的場 茂男1234 マトバ シゲオ

4時間46分23秒182 工藤 康紀1087 クドウ コウキ

4時間46分24秒183 児島 晋1096 コジマ ススム

4時間46分39秒184 横平 幸一1275 ヨコヒラ コウイチ

4時間48分02秒185 岩瀬 操1026 イワセ ミサオ

4時間50分55秒186 菅野 宜昌1127 スガノ タカヨシ

4時間51分24秒187 清水 一也1119 シミズ カズヤ

4時間51分47秒188 山本 康弘1272 ヤマモト ヤスヒロ

4時間53分13秒189 岸本 昌之1079 キシモト マサユキ

4時間57分38秒190 出来 大典1155 デキ ダイスケ

4時間57分44秒191 中條 辰也1150 チュウジョウ タツヤ

4時間59分32秒192 小寺 隆弘1097 コデラ タカヒロ

5時間05分53秒193 新谷 真治1123 シンガイ シンジ
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