
- 舞州チャレンジ！走魂RUN！２０１７ -

10km　男子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2017/3/5

スタート： 11:00:00

会場: 舞州スポーツアイランド

主催: 走魂チャレンジ実行委員会TEAM・ゼロ事務局

34分09秒1 中田 湧人260 ナカタ ワクト

36分08秒2 深田 誠277 フカダ マコト

39分27秒3 宮下 幸延289 ミヤシタ ユキノブ

40分00秒4 平尾 悠貴275 ヒラオ ユウキ

41分35秒5 佐竹 秀和237 サタケ ヒデカズ

41分46秒6 稲垣 匡敏207 イナガキ マサトシ

43分07秒7 岩佐 貫汰209 イワサ カンタ

45分08秒8 濱岡 洋太267 ハマオカ ヨウタ

45分13秒9 綱澤 晃251 ツナサワ アキラ

47分08秒10 栗原 洸233 クリハラ コウ

47分19秒11 東野 達也274 ヒガシノ タツヤ

47分37秒12 Ｍｕｔａ Ｋｕｎｉｏ290 ムタ クニオ

47分40秒13 小野 翔太郎220 オノ ショウタロウ

47分55秒14 田中 順也245 タナカ ジュンヤ

48分10秒15 亀卦川 晋226 キケガワ シン

48分24秒16 油田 学202 アブラタ マナブ

49分00秒17 広房 隆行276 ヒロフサ タカユキ

49分10秒18 安野 正功293 ヤスノ マサノリ

49分15秒19 小林 幸太234 コバヤシ コウタ

49分20秒20 徳田 祐大253 トクダ ユウタ

49分49秒21 金治 亮介222 カナジ リョウスケ

49分56秒22 鈴木 雅幾241 スズキ マサキ

50分18秒23 鈴木 惇也240 スズキ ジュンヤ

51分22秒24 山本 哲司295 ヤマモト テツジ

51分28秒25 長谷 良太266 ハセ リョウタ

51分37秒26 濱田 裕之268 ハマダ ヒロユキ

51分39秒27 政 幸太郎283 マサ コウタロウ

52分10秒28 池田 太郎203 イケダ タロウ

52分31秒29 喜多 敏公228 キタ トシヒロ

53分21秒30 中崎 秀文257 ナカザキ ヒデフミ

53分44秒31 田部 勇志248 タベ ユウジ

53分53秒32 北澤 諒229 キタザワ リョウ

54分36秒33 中村 璃臣也261 ナカムラ リミヤ

54分53秒34 田中 諒247 タナカ リョウ

55分03秒35 佃 智之249 ツクダ トモユキ

55分15秒36 上村 陽212 ウエムラ ヨウ

55分17秒37 西田 翔263 ニシダ ショウ

55分25秒38 青木 強201 アオキ ツヨシ

55分41秒39 要 唯司223 カナメ タダシ

55分44秒40 石井 謙充204 イシイ カネミツ

56分06秒41 大橋 忠司216 オオハシ タダシ

56分11秒42 細川 進一郎280 ホソカワ シンイチロウ

56分29秒43 中沢 真治259 ナカザワ シンジ

57分18秒44 原 佑輔272 ハラ ユウスケ

57分22秒45 大石 誠214 オオイシ マコト

57分33秒46 能勢 洋彦264 ノセ ヒロヒコ

57分34秒47 久保 大樹231 クボ タイキ

57分44秒48 柳岡 正樹294 ヤナオカ マサキ

1時間00分19秒49 岡安 佑介218 オカヤス ユウスケ

1時間00分21秒50 岸 主実227 キシ カズミ

TEAM▲ZERO
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1時間01分02秒51 文田 孝之279 フミタ タカユキ

1時間01分07秒52 宮崎 博志288 ミヤザキ ヒロシ

1時間01分44秒53 上原 友之介211 ウエハラ ユウノスケ

1時間01分49秒54 堀田 穂樹282 ホッタ ミヅキ

1時間01分51秒55 堀田 暁彦281 ホッタ アキヒコ

1時間02分24秒56 福田 茂生278 フクダ シゲオ

1時間02分27秒57 清水 潔238 シミズ キヨシ

1時間02分49秒58 熊岡 隆好232 クマオカ タカヨシ

1時間02分58秒59 増田 和倫284 マスダ カズノリ

1時間03分13秒60 岩佐 和徳208 イワサ カズノリ

1時間03分14秒61 松島 順也285 マツシマ ジュンヤ

1時間03分23秒62 川野 昭彦225 カワノ アキヒコ

1時間03分27秒63 小松 智235 コマツ サトシ

1時間03分48秒64 元山 雅史291 モトヤマ マサフミ

1時間04分38秒65 任田 修252 トウダ オサム

1時間05分34秒66 武川 博宣242 タケガワ ヒロノブ

1時間05分51秒67 伊藤 直司206 イトウ ナオジ

1時間07分09秒68 八木橋 潤292 ヤギハシ ジュン

1時間07分23秒69 冨浪 博255 トミナミ ヒロシ

1時間07分27秒70 板鼻 謙昌205 イタハナ ヨシマサ

1時間07分35秒71 川口 章平224 カワグチ ショウヘイ

1時間07分35秒72 林田 雅裕270 ハヤシダ マサヒロ

1時間07分52秒73 田中 治244 タナカ オサム

1時間08分04秒74 橋本 敏広265 ハシモト トシヒロ

1時間08分12秒75 竹澤　輝音246

1時間08分51秒76 土倉 嵩一郎254 トクラ コウイチロウ

1時間09分13秒77 津﨑 裕二250 ツザキ ユウジ

1時間10分12秒78 中崎 文也258 ナカザキ フミヤ

1時間11分56秒79 西川 侑作262 ニシカワ ユウサク

1時間12分15秒80 金沢 英男221 カナザワ ヒデオ

1時間12分16秒81 金 徳守230 キン トクス

1時間25分47秒82 奥村 優生219 オクムラ ユウキ

TEAM▲ZERO


