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10km 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2020/11/22

スタート： 9:58:33

会場: 明石公園

主催: TEAM▲ZERO

34分02秒1 片山 毅彦228 カタヤマ タケヒコ

36分37秒2 小栗 邦彦223 オグリ クニヒコ

38分24秒3 東 卓志202 アズマ タクジ

38分35秒4 杉浦 彰彦257 スギウラ アキヒコ

38分45秒5 廣 直樹300 ヒロ ナオキ

38分47秒6 峯岸 政明321 ミネギシ マサアキ

38分50秒7 菅原 太郎255 スガハラ タロウ

39分13秒8 吹原 成治301 フキハラ シゲハル

39分29秒9 東元 恒明277 トウモト ツネアキ

39分35秒10 上野 顕彦210 ウエノ アキヒコ

40分09秒11 藤岡裕也303 フジオカ　ヒロヤ

40分37秒12 太田 雄介216 オオタ ユウスケ

41分34秒13 荻野 一男222 オギノ ヨシオ

42分15秒14 宮本 直樹325 ミヤモト ナオキ

42分16秒15 池 政志205 イケ セイジ

42分30秒16 高見 重人265 タカミ シゲト

43分24秒17 真尾 司307 マオ ツカサ

43分45秒18 吉形 健二344 ヨシカタ ケンジ

44分00秒19 大江 正道214 オオエ マサミチ

45分38秒20 稲田 弘209 イナダ ヒロム

46分48秒21 疋田 進一296 ヒキダ シンイチ

47分39秒22 増尾 厚史310 マスオ アツシ

47分44秒23 尾西 康暢225 オニシ ヤスノブ

48分04秒24 林 雄一292 ハヤシ ユウイチ

48分17秒25 西永 康一286 ニシナガ コウイチ

48分26秒26 田中 英之272 タナカ ヒデユキ

48分40秒27 和田 真一347 ワダ シンイチ

48分41秒28 宮本 貴好323 ミヤモト タカヨシ

49分01秒29 豊田 優278 トヨタ マサル

49分09秒30 飯塚 健二204 イイヅカ ケンジ

49分11秒31 坂口 誠248 サカグチ マコト

49分18秒32 山本 昭彦337 ヤマモト アキヒコ

49分25秒33 山本 誠338 ヤマモト マコト

49分37秒34 高橋 秀祐263 タカハシ シュウスケ

50分02秒35 白波瀬 一貴252 シラハセ カズキ

50分04秒36 庫田 貴行239 クラタ タカユキ

50分26秒37 平井 孝行298 ヒライ タカユキ

50分39秒38 下村 嘉巳251 シモムラ ヨシミ

50分40秒39 早稲田 守346 ワセダ マモル

50分46秒40 森田 涼330 モリタ リョウ

50分50秒41 後藤 玲244 ゴトウ アキラ

51分06秒42 松尾 年和313 マツオ トシカズ

51分16秒43 中村 友浩281 ナカムラ トモヒロ

51分44秒44 和田 将人348 ワダ マサト

51分53秒45 曽田 圭260 ソタ ケイ

52分26秒46 山本 佳史341 ヤマモト ヨシフミ

52分38秒47 渡辺 寛三350 ワタナベ ヒロミ

52分42秒48 山口 智洋336 ヤマグチ トモヒロ

53分21秒49 西田 稔285 ニシダ ミノル

53分44秒50 有吉 譲治203 アリヨシ ジョウジ
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53分48秒51 八田 千広288 ハッタ チヒロ

54分39秒52 板東 龍司294 バンドウ リュウジ

54分59秒53 原 武史293 ハラ タケシ

55分02秒54 屋敷 勇太331 ヤシキ ユウタ

55分42秒55 久米 雅克238 クメ マサカツ

56分35秒56 小川 暢也220 オガワ ノブヤ

56分57秒57 古田 寛明304 フルタ ヒロアキ

57分26秒58 横山 弘樹342 ヨコヤマ ヒロキ

57分26秒59 大野 恵吏218 オオノ アイリ

57分29秒60 渡邉 貴哉349 ワタナベ タカヤ

57分46秒61 田窪 天千266 タクボ テンチ

57分48秒62 古谷 諭史305 フルタニ サトシ

58分03秒63 久保 良和237 クボ ヨシカズ

58分06秒64 神林 繁233 カンバヤシ シゲル

58分39秒65 高橋 光男264 タカハシ ミツオ

58分55秒66 木谷 理洋235 キヤ リヨウ

59分04秒67 免古地 剛328 メコチ タケシ

59分13秒68 山本 将人339 ヤマモト マサト

59分25秒69 児島 紘之243 コジマ ヒロユキ

59分27秒70 瀬尾 佳寛259 セオ ヨシヒロ

59分31秒71 三代 康雄318 ミシロ ヤスオ

59分32秒72 吉岡 正人343 ヨシオカ マサヒト

59分53秒73 鈴木 将258 スズキ マサシ

1時間00分26秒74 増田 和資311 マスダ カズシ

1時間00分32秒75 下向 浩司250 シモムキ コウジ

1時間00分58秒76 柄本 京一212 エノモト ケイイチ

1時間01分32秒77 森 博之329 モリ ヒロユキ

1時間01分58秒78 黒田 高史240 クロダ タカシ

1時間02分30秒79 町井 卓也312 マチイ タクヤ

1時間03分12秒80 巽 透271 タツミ トオル

1時間03分16秒81 安田 修一332 ヤスダ シュウイチ

1時間03分24秒82 太田 章彦215 オオタ アキヒコ

1時間03分24秒83 末谷 一郎254 スエタニ イチロウ

1時間03分42秒84 上川 佳宏229 カミカワ ヨシヒロ

1時間04分08秒85 岡田 茂219 オカダ シゲル

1時間04分31秒86 中谷 壮太郎279 ナカタニ ソウタロウ

1時間04分36秒87 谷 吉將273 タニ ヨシマサ

1時間04分37秒88 田尻 尊王269 タジリ タカオ

1時間05分29秒89 地頭江 智249 ジトウエ サトシ

1時間05分31秒90 大西 直樹217 オオニシ ナオキ

1時間06分07秒91 中村 浩司280 ナカムラ コウジ

1時間06分17秒92 小木曽 吏朗221 オギソ シロウ

1時間06分19秒93 楠元 康紀236 クスモト ヤスノリ

1時間06分34秒94 伊藤 修208 イトウ オサム

1時間06分47秒95 谷口 広久274 タニグチ ヒロヒサ

1時間06分58秒96 松山 芳隆316 マツヤマ ヨシタカ

1時間07分03秒97 浜本 敦宏290 ハマモト アツヒロ

1時間07分08秒98 田窪 久人267 タクボ ヒサト

1時間07分16秒99 尾崎 士郎224 オザキ シロウ

1時間07分16秒100 牧野 絆吏308 マキノ バンリ
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1時間08分31秒101 竹下 正浩268 タケシタ マサヒロ

1時間08分40秒102 松原 佳明314 マツバラ ヨシアキ

1時間09分03秒103 西田 仁司284 ニシダ ヒトシ

1時間09分29秒104 黄田 克彦213 オウダ カツヒコ

1時間10分18秒105 吉田 宏之345 ヨシダ ヒロユキ

1時間11分23秒106 松本 唯詩315 マツモト タダシ

1時間11分23秒107 水戸 宏320 ミト ヒロシ

1時間11分47秒108 津崎 崇276 ツザキ タカシ

1時間13分09秒109 日高 忠夫297 ヒダカ タダオ

1時間14分22秒110 古吟 精二242 コギン セイジ

1時間14分32秒111 浦山 賢志211 ウラヤマ サトシ

1時間16分56秒112 牧野 裕一309 マキノ ユウイチ

1時間17分50秒113 佐伯 浩次246 サエキ コウジ

1時間20分37秒114 出下 宏弥207 イデシタ ヒロヤ

1時間23分15秒115 君塚 宏234 キミヅカ ヒロシ

1時間23分27秒116 河田 幸一230 カワダ コウイチ

1時間26分55秒117 石川 徳尚206 イシカワ ナルヒサ

1時間27分14秒118 高野 裕馬262 タカノ ユウマ

1時間27分29秒119 川田 秀次231 カワタ ヒデツグ

1時間27分38秒120 西川 敏283 ニシカワ サトシ

1時間40分23秒121 山本 征男340 ヤマモト ユキオ

1時間42分33秒122 福山 政徳302 フクヤマ マサノリ

1時間47分17秒123 古起 敏明241 コキ トシアキ
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