
- 舞洲チャレンジ！走魂RUN！２０１６シーズン２ -

２０ｋｍ　男子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2016/2/14

スタート： 11:30:00

会場: 舞洲スポーツアイランド

主催: TEAM・ゼロ事務局

1時間17分35秒1 傳野 剛103 デンノ ツヨシ

1時間24分09秒2 松浦 智史185 マツウラ サトシ

1時間25分50秒3 吉住 尚樹190 ヨシズミ ナオキ

1時間26分21秒4 前中 康隆150 マエナカ ヤスタカ

1時間28分37秒5 牧野 実194 マキノ ミノル

1時間28分50秒6 上野 真司123 ウエノ シンジ

1時間29分11秒7 牧野 祐也234 マキノ ユウヤ

1時間29分57秒8 和田 将大124 ワダ マサヒロ

1時間30分28秒9 沖田 将士227 オキタ マサシ

1時間32分08秒10 大平 智嗣105 オオヒラ サトシ

1時間32分47秒11 奥野 健也235 オクノ ケンヤ

1時間32分58秒12 束河 朝彦149 ソクガワ トモヒコ

1時間33分26秒13 南 和輝215 ミナミ カズキ

1時間33分43秒14 天野 雄太216 アマノ ユウタ

1時間33分43秒15 岡本 岳則113 オカモト タケノリ

1時間34分15秒16 橋爪 崇120 ハシヅメ タカシ

1時間34分50秒17 宮下 良二127 ミヤシタ リョウジ

1時間35分45秒18 橋元 慎二181 ハシモト シンジ

1時間35分51秒19 大石 和広145 オオイシ カズヒロ

1時間36分19秒20 井手 剛司104 イデ ツヨシ

1時間36分35秒21 服部 伸映205 ハットリ ノブアキ

1時間36分37秒22 江崎 友輔241 エサキ ユウスケ

1時間37分36秒23 山東 伸生121 サンドウ ノブオ

1時間38分33秒24 村松 信明198 ムラマツ ノブアキ

1時間38分48秒25 西村 英祥174 ニシムラ ヒデアキ

1時間39分34秒26 吉田 暁充179 ヨシダ アキミツ

1時間39分38秒27 上田 泰平221 ウエダ タイヘイ

1時間40分25秒28 常富 幸喜219 ツネトミ コウキ

1時間40分38秒29 川端 大助200 カワバタ ダイスケ

1時間40分49秒30 原 隆浩117 ハラ タカヒロ

1時間41分15秒31 明星 敏之147 ミョウジョウ トシユキ

1時間41分18秒32 山口 大輔131 ヤマグチ ダイスケ

1時間41分22秒33 不藤 吉浩108 フトウ ヨシヒロ

1時間41分24秒34 尾崎 和彦128 オザキ カズヒコ

1時間41分30秒35 野山 伸彦158 ノヤマ ノブヒコ

1時間42分04秒36 山口 勝巳143 ヤマグチ カツミ

1時間42分31秒37 山辺 芳和155 ヤマベ ヨシカズ

1時間43分18秒38 山田 雄太197 ヤマダ ユウタ

1時間43分29秒39 谷川 弘一133 タニガワ コウイチ

1時間43分36秒40 藤井 泰志239 フジイ ヤスシ

1時間43分36秒41 貝田 昌樹233 カイダ マサキ

1時間43分57秒42 野口 貴宏182 ノグチ タカヒロ

1時間44分38秒43 今井 康介223 イマイ コウスケ

1時間44分45秒44 増田 好弘107 マスダ ヨシヒロ

1時間44分57秒45 伊藤 大介170 イトウ ダイスケ

1時間45分49秒46 奥田 紘平203 オクダ コウヘイ

1時間46分19秒47 稲葉 夏樹243 イナバ ナツキ

1時間46分27秒48 杉田 正文196 スギタ マサフミ

1時間46分44秒49 大西 聡171 オオニシ サトシ

1時間47分41秒50 永井 克183 ナガイ スグル

TEAM▲ZERO
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1時間47分56秒51 高橋 空也153 タカハシ クウヤ

1時間48分51秒52 久保田 晃平191 クボタ コウヘイ

1時間49分11秒53 本郷 仁康111 ホンゴウ ヒロヤス

1時間49分20秒54 西川 良平206 ニシカワ リョウヘイ

1時間49分34秒55 竹内 達朗102 タケウチ タツロウ

1時間49分43秒56 岡田 一郎207 オカダ イチロウ

1時間49分57秒57 熊田原 修210 クマタバラ オサム

1時間50分11秒58 福田 靖久217 フクダ ヤスヒサ

1時間50分30秒59 源根 秀一157 ゲンネ ヒデカズ

1時間50分37秒60 中島 義弘132 ナカシマ ヨシヒロ

1時間51分00秒61 小林 雄二175 コバヤシ ユウジ

1時間51分18秒62 川元 陽郎212 カワモト ヨウロウ

1時間51分22秒63 堀 慎太郎224 ホリ シンタロウ

1時間51分58秒64 古本 久智110 コモト ヒサトモ

1時間52分06秒65 山野 清122 ヤマノ キヨシ

1時間52分29秒66 小坂 浩146 コサカ ヒロシ

1時間53分07秒67 原垣内 章弘236 ハラガイチ アキヒロ

1時間53分07秒68 佐野 俊二郎184 サノ シュンジロウ

1時間54分49秒69 直原 考志250 ジキハラ タカシ

1時間55分32秒70 橋本 行正125 ハシモト ユキマサ

1時間55分48秒71 佐山 眞199 サヤマ マコト

1時間56分21秒72 長安 純240 ナガヤス ジュン

1時間56分25秒73 多満城 厚士115 タマキ アツシ

1時間56分34秒74 大野 正紀195 オオノ マサキ

1時間56分47秒75 堀口 拓矢245 ホリグチ タクヤ

1時間56分51秒76 橋口 佳典168 ハシグチ ヨシノリ

1時間57分12秒77 江口 圭佑169 エグチ ケイスケ

1時間57分18秒78 稲村 庄治142 イナムラ ショウジ

1時間57分57秒79 大川 恭弘141 オオカワ ヤスヒロ

1時間58分10秒80 井上 雅之220 イノウエ マサユキ

1時間58分10秒81 中西 正巳106 ナカニシ マサミ

1時間59分41秒82 斉藤 賢史164 サイトウ ケンジ

1時間59分42秒83 森田 信良177 モリタ ノブヨシ

1時間59分49秒84 得能 康弘242 トクノ ヤスヒロ

1時間59分59秒85 若松 幸司134 ワカマツ コウジ

2時間00分48秒86 大川 雅彦140 オオカワ マサヒコ

2時間01分26秒87 山田 穣治226 ヤマダ ジョウジ

2時間01分30秒88 中井 勇智163 ナカイ ユウジ

2時間01分39秒89 森本 浩一176 モリモト コウイチ

2時間01分54秒90 金子 勝139 カネコ マサル

2時間02分35秒91 村尾 弘道214 ムラオ ヒロミチ

2時間02分46秒92 細谷 康太136 ホソヤ コウタ

2時間03分53秒93 馬場 裕司204 ババ ユウジ

2時間03分54秒94 管田 剛史189 スガタ ツヨシ

2時間04分03秒95 狩野 裕之237 カノウ ヒロユキ

2時間04分05秒96 高崎 治郎231 タカサキ ジロウ

2時間04分35秒97 山中 和夫180 ヤマナカ カズオ

2時間05分00秒98 神之口 寿218 カミノクチ ヒサシ

2時間05分26秒99 水越 康寛193 ミズコシ ヤスヒロ

2時間05分42秒100 黒田 勉101 クロダ ツトム
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2時間05分47秒101 大向井 圭二173 オオムカイ ケイジ

2時間05分57秒102 猪俣 剛167 イノマタ タケシ

2時間05分57秒103 澤 新也178 サワ シンヤ

2時間06分48秒104 大岡 功一209 オオオカ コウイチ

2時間07分22秒105 村上 俊平229 ムラカミ シュンペイ

2時間07分22秒106 井戸上 勝一230 イドウエ ショウイチ

2時間07分23秒107 三宅 祐輝228 ミヤケ ユウキ

2時間07分45秒108 森田 敬司116 モリタ ケイジ

2時間07分47秒109 繁治 純202 シゲジ ジュン

2時間10分11秒110 藤井 健悟129 フジイ ケンゴ

2時間10分20秒111 正面 貴大248 ショウメン タカヒロ

2時間10分47秒112 近藤 寛之251 コンドウ ヒロユキ

2時間11分11秒113 加登 哲137 カトウ テツ

2時間12分35秒114 八野 智行161 ハチノ トモユキ

2時間13分49秒115 林 宏樹165 ハヤシ ヒロキ

2時間14分24秒116 畑尾 吉彦172 ハタオ ヨシヒコ

2時間14分51秒117 田井中 一郎249 タイナカ イチロウ

2時間16分17秒118 森本 浩文244 モリモト ヒロフミ

2時間16分40秒119 中井 雅敏138 ナカイ マサトシ

2時間18分16秒120 上瀧 直柔252 ウワタキ ナオナリ

2時間19分05秒121 松井 友洋192 マツイ トモヒロ

2時間19分51秒122 柴沼 均154 シバヌマ ナオ

2時間20分56秒123 馬場 辰也253 ババ タツヤ

2時間23分01秒124 寺島 充康156 テラシマ ミツヤス

2時間24分02秒125 上塚 佳祐247 ウエツカ ケイスケ

2時間24分28秒126 武田 大輔186 タケダ ダイスケ

2時間28分12秒127 松井 徳光144 マツイ トクミツ

2時間30分21秒128 樋口 英治162 ヒグチ ヒデジ

2時間32分08秒129 田和 直也246 タワ ナオヤ

2時間46分31秒130 岩井 健晃211 イワイ タケアキ

TEAM▲ZERO


