
- 舞州チャレンジ！走魂RUN！２０１７ -

20km　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

1時間11分52秒1 三上 純469 ミカミ ジュン

1時間13分54秒2 西村 祥吾454 ニシムラ ショウゴ

1時間15分18秒3 金房 裕之420 カナフサ ヒロユキ

1時間18分14秒4 川原 昇422 カワハラ ノボル

1時間21分00秒5 濱西 亮輔458 ハマニシ リョウスケ

1時間22分31秒6 籔内 成477 ヤブウチ アキラ

1時間24分34秒7 波多野 貴彦456 ハタノ キヨヒコ

1時間30分27秒8 中西 一成446 ナカニシ カズナリ

1時間30分52秒9 山元 潤一479 ヤマモト ジュンイチ

1時間32分16秒10 辻 直幸441 ツジ ナオユキ

1時間36分15秒11 井手 剛司409 イデ ツヨシ

1時間36分22秒12 岡部 恭武417 オカベ ヤスタケ

1時間36分47秒13 池永 純405 イケナガ ジュン

1時間38分51秒14 喜代田 航輝425 キヨタ コウキ

1時間38分51秒15 石本 航大407 イシモト コウダイ

1時間38分53秒16 松尾 翔太467 マツオ ショウタ

1時間39分39秒17 前浦 透466 マエウラ トオル

1時間40分21秒18 中尾 栄祐443 ナカオ エイスケ

1時間42分27秒19 板鼻 利樹408 イタハナ トシキ

1時間42分37秒20 森本 円汰474 モリモト エンタ

1時間43分40秒21 辻 信之442 ツジ ノブユキ

1時間44分26秒22 宮下 大佑470 ミヤシタ ダイスケ

1時間45分51秒23 木村 公治424 キムラ コウジ

1時間45分53秒24 草薙 晃426 クサナギ アキラ

1時間47分48秒25 和田 一登481 ワダ カズト

1時間47分54秒26 山原 大輔478 ヤマハラ ダイスケ

1時間48分21秒27 武田 英次435 タケダ エイジ

1時間48分49秒28 中村 健一448 ナカムラ ケンイチ

1時間50分20秒29 井上 卓三410 イノウエ タクゾウ

1時間50分38秒30 内田 照也414 ウチダ テルヤ

1時間50分44秒31 岡田 勇人416 オカダ ハヤト

1時間51分09秒32 平尾 健二462 ヒラオ ケンジ

1時間51分19秒33 近藤 昌宏430 コンドウ マサヒロ

1時間52分10秒34 松本 俊美468 マツモト トシハル

1時間52分27秒35 村田 慶輔472 ムラタ ケイスケ

1時間52分50秒36 川人 正臣423 カワヒト マサオミ

1時間52分53秒37 吉川 健一480 ヨシカワ ケンイチ

1時間52分56秒38 岡本 基岐418 オカモト モトキ

1時間54分45秒39 蒲原 亨421 カモハラ トオル

1時間56分16秒40 西安 哲平455 ニシヤス テッペイ

1時間56分42秒41 青山 保402 アオヤマ タモツ

1時間58分18秒42 中川 智文445 ナカガワ トモフミ

1時間59分15秒43 上畑 正和413 ウエハタ マサカズ

1時間59分27秒44 林 謙太郎459 ハヤシ ケンタロウ

2時間00分20秒45 林田 知久460 ハヤシダ トモヒサ

2時間00分24秒46 佐藤 隆博433 サトウ タカヒロ

2時間02分04秒47 石丸 光二406 イシマル ミツジ

2時間02分21秒48 末沢　正彦434 スエザワ　マサヒコ

2時間05分20秒49 金子 卓司615 カネコ タクジ

2時間05分52秒50 工藤 智427 クドウ サトシ

TEAM▲ZERO
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2時間06分03秒51 竹田 博海436 タケダ ヒロウミ

2時間06分27秒52 福田 知広464 フクダ トモヒロ

2時間09分31秒53 中村 健一郎449 ナカムラ ケンイチロウ

2時間10分57秒54 田原 航平439 タハラ コウヘイ

2時間11分56秒55 久保田 和寿429 クボタ カズヒサ

2時間12分31秒56 森 義明473 モリ ヨシアキ

2時間12分39秒57 中川 拓也444 ナカガワ タクヤ

2時間13分55秒58 才記 徹也431 サイキ テツヤ

2時間17分03秒59 坂口 直久432 サカグチ ナオヒサ

2時間18分09秒60 久保 輝幸428 クボ テルユキ

2時間18分10秒61 坂野 朋浩461 バンノ トモヒロ

2時間19分06秒62 岩田 掌己412 イワタ ショウキ

2時間20分15秒63 玉岡 真樹440 タマオカ マサキ

2時間20分27秒64 館林 康司437 タテバヤシ ヤスシ

2時間21分21秒65 八久 義雄476 ヤギュウ ヨシオ

2時間21分21秒66 馬場 辰也457 ババ タツヤ

2時間21分38秒67 恵美 諭415 エミ サトシ

2時間23分27秒68 森本 陽一郎475 モリモト ヨウイチロウ

2時間26分26秒69 角花 健太郎419 カクハナ ケンタロウ

2時間27分36秒70 三好 貴也471 ミヨシ タカヤ

2時間28分30秒71 新居 誠介452 ニイ セイスケ

2時間28分30秒72 新居 大遥453 ニイ タイヨウ

2時間28分43秒73 中原 理樹447 ナカハラ マサキ

2時間29分08秒74 青木 眞作401 アオキ シンサク

2時間41分00秒75 中村 雅彦450 ナカムラ マサヒコ

2時間47分42秒76 嵐 晴次郎404 アラシ セイジロウ

TEAM▲ZERO


