
- ２０１６春の舞州　RUN祭り！ -

10km　男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2016/5/15

スタート： 10:30:00

会場: 舞州スポーツアイランド

主催: TEAM・ゼロ　事務局

37分44秒1 溝口 智史523 ミゾグチ サトシ

40分16秒2 三露 正401 ミツユ タダシ

40分55秒3 石田 浩之530 イシダ ヒロユキ

41分02秒4 濱中 亨533 ハマナカ トオル

41分57秒5 浦口 洋次郎415 ウラグチ ヨウジロウ

42分06秒6 木田 智士435 キダ サトシ

43分37秒7 高野 弘之407 タカノ ヒロユキ

43分45秒8 小西 隆洋414 コニシ タカヒロ

43分52秒9 井木 眞元465 イギ マサモト

44分44秒10 三田 都志彦518 サンダ トシヒコ

44分56秒11 小日向 毅412 コヒナタ ツヨシ

44分59秒12 井上 照幸486 イノウエ テルユキ

45分18秒13 外島 久稔444 ソトジマ ヒサトシ

45分42秒14 白石 朋之506 シライシ トモユキ

46分31秒15 尾崎 和彦437 オザキ カズヒコ

46分31秒16 坂田 浩太朗515 サカタ コウタロウ

46分50秒17 釜口 博418 カマグチ ヒロシ

46分51秒18 白井 篤志565 シライ アツシ

48分04秒19 是澤 英明469 コレサワ ヒデアキ

49分19秒20 谷口 将文489 タニグチ マサフミ

49分31秒21 辻 直規478 ツジ ナオキ

49分42秒22 中井 賀雄510 ナカイ ヨシオ

49分57秒23 中本 正司548 ナカモト セイジ

50分11秒24 久保 浩229

50分21秒25 木村 誓一461 キムラ セイイチ

51分15秒26 檜垣 貴昭445 ヒガキ タカアキ

52分10秒27 石田 孝宏468 イシダ タカヒロ

52分22秒28 原 明義580 ﾊﾗ ｱｷﾖｼ

52分24秒29 渡邊 英士511 ワタナベ エイジ

52分40秒30 古賀 哲也492 コガ テツヤ

52分42秒31 古賀 寿生459 コガ ヒサオ

52分55秒32 黒瀬 拓哉559 クロセ タクヤ

52分58秒33 松井 淳520 マツイ ジュン

52分59秒34 小野 慎也522 オノ シンヤ

53分04秒35 定野 真志438 サダノ マサシ

53分15秒36 宇戸 和秋543 ウト カズアキ

53分37秒37 米田 芳稔428 ヨネダ ヨシノリ

53分39秒38 三竿 卓也531 ミサオ タクヤ

53分52秒39 大越 大助503 オオゴシ ダイスケ

54分02秒40 峰本 厚449 ミネモト アツシ

54分02秒41 峰本 陽平450 ミネモト ヨウヘイ

54分04秒42 加藤 聖治409 カトウ セイジ

54分17秒43 森永 英樹516 モリナガ ヒデキ

54分24秒44 永井 秀昭482 ナガイ ヒデアキ

54分36秒45 中島 大助487 ナガシマ ダイスケ

54分59秒46 伊藤 雅章420 イトウ マサアキ

55分00秒47 本多 雄士566 ホンダ ユウジ

55分17秒48 渡部 修545 ワタナベ オサム

55分42秒49 谷本 和登544 タニモト カズト

56分17秒50 川口 健一郎439 カワグチ ケンイチロウ
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56分53秒51 前沢 直賞425 マエザワ ナオタカ

57分04秒52 山本 英雄404 ヤマモト ヒデオ

57分11秒53 薮内 誠434 ヤブウチ マコト

57分23秒54 山本 隆宏426 ヤマモト タカヒロ

57分32秒55 吉松 誠460 ヨシマツ マコト

57分46秒56 小西 努464 コニシ ツトム

58分00秒57 木村 英裕495 キムラ ヒデヒロ

58分11秒58 岡本 博文408 オカモト ヒロフミ

58分45秒59 原 達也525 ハラ タツヤ

59分06秒60 牧野 成紀505 マキノ セイキ

59分08秒61 木村 充志498 キムラ アツシ

59分16秒62 杉田 修治448 スギタ シュウジ

59分22秒63 伊藤 憲和405 イトウ ノリカズ

59分29秒64 藤瀬 登422 フジセ ノボル

59分32秒65 藤本 卓治473 フジモト タクジ

59分38秒66 籾山 諒太475 モミヤマ リョウタ

59分39秒67 赤松 宏樹552 アカマツ ヒロキ

59分43秒68 上原 修二427 ウエハラ シュウジ

59分45秒69 黒瀬 公啓546 クロセ キミヒロ

59分53秒70 尾野 敏彦442 オノ トシヒコ

59分54秒71 高木 慎市493 タカギ シンイチ

59分59秒72 尾崎 俊彦480 オザキ トシヒコ

1時間00分08秒73 松山 知弘576 マツヤマ トモヒロ

1時間00分10秒74 吉田 武431 ヨシダ タケシ

1時間00分16秒75 籔本 秀雄403 ヤブモト ヒデオ

1時間00分19秒76 平林 弘和574 ヒラバヤシ ヒロカズ

1時間00分32秒77 伊藤 耀太郎406 イトウ ヨウタロウ

1時間00分33秒78 橋本 敏広509 ハシモト トシヒロ

1時間00分34秒79 今井 琢海547 イマイ タクミ

1時間00分45秒80 原田 紀昌502 ハラダ ノリマサ

1時間00分52秒81 朝倉 真一441 アサクラ シンイチ

1時間01分12秒82 沢田 輝567 サワダ アキラ

1時間01分35秒83 塚原 誠二535 ツカハラ セイジ

1時間01分44秒84 高山 義弘526 タカヤマ ヨシヒロ

1時間02分16秒85 福田 茂生471 フクダ シゲオ

1時間02分28秒86 住谷 彰敏416 スミタニ アキトシ

1時間02分42秒87 木村 俊裕497 キムラ トシヒロ

1時間02分49秒88 東 健二413 アズマ ケンジ

1時間02分49秒89 松下 信一521 マツシタ シンイチ

1時間02分55秒90 山野 公輔550 ヤマノ コウスケ

1時間03分04秒91 青山 将554 アオヤマ マサル

1時間03分17秒92 川合 秀幸417 カワイ ヒデユキ

1時間03分29秒93 石橋 諭512 イシバシ サトシ

1時間03分44秒94 福井 豊571 フクイ ユタカ

1時間04分25秒95 本間 幹章472 ホンマ モトアキ

1時間04分33秒96 川人 章義454 カワンド アキヨシ

1時間04分38秒97 吉川 将功433 ヨシカワ マサヨシ

1時間04分43秒98 塩野谷 貴彦532 シオノヤ タカヒコ

1時間04分50秒99 永石 正行560 ナガイシ マサユキ

1時間04分53秒100 奥本 浩二562 オクモト コウジ

TEAM▲ZERO



- ２０１６春の舞州　RUN祭り！ -

10km　男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2016/5/15

スタート： 10:30:00

会場: 舞州スポーツアイランド

主催: TEAM・ゼロ　事務局

1時間05分12秒101 鶴沢 望570 ツルサワ ホマレ

1時間05分23秒102 小田 聡402 オダ サトシ

1時間05分31秒103 盛 佑輔549 モリ ユウスケ

1時間05分34秒104 西田 憲弘421 ニシダ ノリヒロ

1時間06分44秒105 生田 圭志488 イクタ ケイジ

1時間07分06秒106 西村 健太郎484 ニシムラ ケンタロウ

1時間07分07秒107 元木 伸宏553 モトキ ノブヒロ

1時間07分08秒108 蔡 宗儒536 サイ ソウシュ

1時間07分10秒109 北川 卓義563 キタガワ タカヨシ

1時間07分22秒110 山野 一弥551 ヤマノ カズヤ

1時間07分34秒111 平賀 浩樹419 ヒラガ ヒロキ

1時間07分35秒112 釣谷 育宏528 ツリタニ ヤスヒロ

1時間08分14秒113 奥村 紀之569 オクムラ ノリユキ

1時間08分16秒114 福留 浩司513 フクドメ コウジ

1時間08分21秒115 堀田 岳500 ホッタ ガク

1時間08分35秒116 中市 喜則452 ナカイチ ヨシノリ

1時間08分50秒117 上田 新540 ウエダ アラタ

1時間09分06秒118 鈴木 一也561 スズキ カズヤ

1時間09分21秒119 辻谷 暢夫440 ツジタニ ノブオ

1時間09分35秒120 藤田 清人477 フジタ キヨヒト

1時間09分41秒121 津﨑 裕二485 ツザキ ユウジ

1時間09分50秒122 仲村 公太490 ナカムラ コウタ

1時間09分51秒123 長濱 雅之481 ナガハマ マサユキ

1時間09分53秒124 仲西 裕479 ナカニシ ユウ

1時間10分02秒125 大原 敏正462 オオハラ トシマサ

1時間10分03秒126 大西 徹524 オオニシ トオル

1時間10分21秒127 出橋 秀樹423 デハシ ヒデキ

1時間10分22秒128 津田 康博470 ツダ ヤスヒロ

1時間10分24秒129 森田 弘平447 モリタ コウヘイ

1時間10分44秒130 輪島 泰洋457 ワジマ ヤスヒロ

1時間10分57秒131 畑中 義久451 ハタナカ ヨシヒサ

1時間11分03秒132 小河 慎也539 オガワ シンヤ

1時間11分03秒133 江口 広彰538 エグチ ヒロアキ

1時間11分39秒134 松中 廣見463 マツナカ ヒロミ

1時間12分00秒135 下村 泰一564 シモムラ タイイチ

1時間12分06秒136 竹本 慎二424 タケモト シンジ

1時間12分25秒137 三宅 優573 ミヤケ マサル

1時間12分30秒138 青木 保雄411 アオキ ヤスオ

1時間12分39秒139 粟津 義徳494 アワヅ ヨシノリ

1時間12分39秒140 藤倉 満志456 フジクラ ミツシ

1時間12分47秒141 大橋 克己508 オオハシ カツミ

1時間13分56秒142 後藤 英公507 ゴトウ エイコウ

1時間14分04秒143 渡邉 博519 ワタナベ ヒロシ

1時間14分04秒144 北谷 高文517 キタタニ タカフミ

1時間14分22秒145 河野 経夫466 コウノ ツネオ

1時間14分22秒146 鰐川 孝一郎429 ワニカワ コウイチロウ

1時間14分45秒147 神田 剛史474 カンダ タケシ

1時間15分22秒148 田中 宏典527 タナカ ヒロノリ

1時間19分16秒149 阪本 晋也432 サカモト シンヤ

1時間21分14秒150 清藤 翔太568 セイトウ ショウタ
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1時間21分22秒151 木村 晋一496 キムラ シンイチ

1時間22分21秒152 相田 優介467 アイダ ユウスケ

1時間22分29秒153 牧野 聡557 マキノ サトシ

1時間23分19秒154 増田 幹弥458 マスダ モトヒロ

1時間23分43秒155 園原 京香537 ソノハラ ケイカ

1時間24分46秒156 森川 健499 モリカワ タケシ

1時間24分55秒157 舛谷 貴宏575 マスタニ タカヒロ

1時間24分59秒158 神谷 大仁558 カミヤ ダイジ

1時間26分34秒159 益田 有生491 マスダ ユキ

1時間30分00秒160 溝端　利夫577 ミゾバタ　トシオ

1時間34分01秒161 寺田 隆410 テラダ タカシ
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