
- ２０１６春の舞州　RUN祭り！ -

20km　男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2016/5/15

スタート： 12:00:00

会場: 舞州スポーツアイランド

主催: TEAM・ゼロ　事務局

1時間19分28秒1 永江 和久768 ナガエ カズヒサ

1時間21分40秒2 赤坂 吉観781 アカサカ ヨシミ

1時間23分09秒3 鎌田 佑780 カマダ ユウ

1時間23分22秒4 左奈田 勲790 サナダ イサオ

1時間25分12秒5 廣田 真志769 ヒロタ マサシ

1時間26分16秒6 橋田 健輔707 ハシダ ケンスケ

1時間29分26秒7 辰巳 聖弥772 タツミ セイヤ

1時間30分26秒8 石井誠886 イシイ　マコト

1時間33分38秒9 井澤 健814 イザワ タケシ

1時間33分52秒10 菅原 太郎786 スガハラ タロウ

1時間34分44秒11 前浦 透859 マエウラ トオル

1時間35分02秒12 齋藤 正865 サイトウ タダシ

1時間37分16秒13 竹内 省吾703 タケウチ ショウゴ

1時間37分51秒14 中山 賢一762 ナカヤマ ケンイチ

1時間38分37秒15 小川 恒755 オガワ ヒサシ

1時間38分48秒16 滝 信一郎702 タキ シンイチロウ

1時間39分47秒17 藤田 光三752 フジタ コウゾウ

1時間39分47秒18 大浦 俊幸773 オオウラ トシユキ

1時間39分59秒19 塩出　宏治885

1時間41分02秒20 河野 健太848 カワノ ケンタ

1時間41分30秒21 座間 聖徳727 ザマ キヨノリ

1時間43分52秒22 眞鍋 太介873 マナベ ダイスケ

1時間44分58秒23 河合 悠希880 カワイ ユウキ

1時間45分23秒24 篠崎 成708 シノザキ セイ

1時間45分59秒25 小宮 良介774 コミヤ リョウスケ

1時間48分01秒26 大谷 俊介744 オオタニ シュンスケ

1時間49分16秒27 田村 嘉之776 タムラ ヨシユキ

1時間49分55秒28 中村 隆司811 ナカムラ タカシ

1時間50分02秒29 中居 森彦725 ナカイ モリヒコ

1時間50分19秒30 森 和美789 モリ カズミ

1時間50分22秒31 福島 雅也737 フクシマ マサヤ

1時間51分03秒32 加島 慎也882 カシマ シンヤ

1時間52分00秒33 西尾 直記810 ニシオ ナオキ

1時間52分31秒34 木村 祥司802 キムラ シヨウジ

1時間52分57秒35 輿石 和貴847 コシイシ カズキ

1時間53分27秒36 渡瀬 亨797 ワタセ トオル

1時間53分30秒37 頼光 拓真881 ヨリミツ タクマ

1時間53分31秒38 山口 哲史869 ヤマグチ テツシ

1時間53分44秒39 中田 充茂868 ナカタ ミツシゲ

1時間53分51秒40 小西 雄次749 コニシ ユウジ

1時間55分02秒41 中田 貴大729 ナカタ タカヒロ

1時間55分31秒42 谷垣 博章842 タニガキ ヒロアキ

1時間55分48秒43 小西 弘之717 コニシ ヒロユキ

1時間55分56秒44 伊賀 嘉則735 イガ ヨシノリ

1時間55分59秒45 杉田 哲也764 スギタ テツヤ

1時間56分15秒46 西岡 大輝799 ニシオカ ヒロキ

1時間57分06秒47 森本 徹741 モリモト トオル

1時間57分23秒48 中山 利夫803 ナカヤマ トシオ

1時間57分27秒49 佐野 史幸723 サノ フミユキ

1時間57分33秒50 長尾 翔太816 ナガオ ショウタ

TEAM▲ZERO
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1時間58分07秒51 牧田 祐輔747 マキタ ユウスケ

1時間58分10秒52 渡部 雄登757 ワタナベ ユウト

1時間58分15秒53 油田 学718 アブラタ マナブ

1時間58分29秒54 藪野 光宏860 ヤブノ ミツヒロ

1時間58分48秒55 田中 淳800 タナカ ジュン

1時間58分58秒56 飯田 裕志835 イイダ ヒロシ

1時間59分18秒57 米本 篤史854 ヨネモト アツシ

1時間59分19秒58 松下 洋一795 マツシタ ヨウイチ

1時間59分48秒59 神谷 俊治857 カミタニ シュンジ

1時間59分50秒60 若田 哲二791 ワカタ テツジ

2時間00分41秒61 若林 亮輔874 ワカバヤシ リョウスケ

2時間01分14秒62 近藤 武嗣705 コンドウ タケシ

2時間01分17秒63 吉永 仁820 ヨシナガ ヒトシ

2時間01分26秒64 岡本 直846 オカモト タダシ

2時間02分11秒65 藤本 翔平841 フジモト ショウヘイ

2時間02分23秒66 森田 昌樹825 モリタ マサキ

2時間03分05秒67 渡邉 嵩也851 ワタナベ タカヤ

2時間03分40秒68 田村 茂行794 タムラ シゲユキ

2時間03分52秒69 岡本 悠和861 オカモト ユウワ

2時間03分57秒70 足立 洋平742 アダチ ヨウヘイ

2時間04分10秒71 榊原 弘題850 サカキバラ コウダイ

2時間04分16秒72 犬飼 康裕753 イヌガイ ヤスヒロ

2時間05分01秒73 藤原 良太872 フジワラ リョウタ

2時間05分50秒74 裏山 篤834 ウラヤマ アツシ

2時間06分45秒75 松本 健太775 マツモト ケンタ

2時間06分53秒76 山下 瑛弘856 ヤマシタ アキヒロ

2時間06分56秒77 林田 知久818 ハヤシダ トモヒサ

2時間07分12秒78 犬飼 得喜766 イヌガイ トクヨシ

2時間07分40秒79 平岡 吉人801 ヒラオカ ヨシヒト

2時間07分55秒80 大橋 成規832 オオハシ ナルキ

2時間08分03秒81 上農 真之830 カミノウ マサユキ

2時間08分15秒82 木村 清継716 キムラ キヨツグ

2時間08分55秒83 景山 克雄740 カゲヤマ カツオ

2時間09分24秒84 金澤 武庸815 カナザワ タケツネ

2時間09分45秒85 西坂 仁710 ニシザカ ヒトシ

2時間09分54秒86 細井 泰之798 ホソイ ヤスユキ

2時間10分15秒87 渡部 真一郎756 ワタナベ シンイチロウ

2時間10分19秒88 片山 隆司706 カタヤマ タカシ

2時間11分07秒89 馬越 浩司783 マゴシ コウジ

2時間11分12秒90 高畠 道広701 タカハタ ミチヒロ

2時間11分17秒91 大宮 仁志758 オオミヤ ヒトシ

2時間11分41秒92 松本 健児736 マツモト ケンジ

2時間12分13秒93 鳥取 紀太778 トットリ ノリタ

2時間12分23秒94 田井中 一郎837 タイナカ イチロウ

2時間12分55秒95 中村 隆男788 ナカムラ タカオ

2時間13分08秒96 山並 典正724 ヤマナミ ノリマサ

2時間13分13秒97 大久保 勲819 オオクボ イサオ

2時間13分47秒98 石川 翔一864 イシカワ ショウイチ

2時間14分37秒99 竹山 礼853 タケヤマ レイ

2時間14分41秒100 相道 幸治813 アイドウ コウジ
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2時間14分43秒101 州崎 真弘809 スザキ マサヒロ

2時間16分23秒102 猿谷 正浩704 サルヤ マサヒロ

2時間16分38秒103 杉岡 真宏777 スギオカ マサヒロ

2時間17分27秒104 今井　誠884 イマイ　マコト

2時間17分33秒105 濱野 竜也878 ハマノ タツヤ

2時間18分02秒106 大橋 行男748 オオハシ イクオ

2時間18分14秒107 樋口 翔839 ヒグチ カケル

2時間18分45秒108 神崎 貴将866 カンザキ タカマサ

2時間19分43秒109 曳野 亥三夫711 ヒキノ イサオ

2時間19分58秒110 大塚 英二785 オオツカ エイジ

2時間20分34秒111 有田 将輝826 アリタ マサキ

2時間21分21秒112 垣見 幸緒858 カキミ ユキオ

2時間21分39秒113 吉田 直樹843 ヨシダ ナオキ

2時間21分58秒114 上陸 裕介823 ジョウリク ユウスケ

2時間22分00秒115 辻野 晃弘840 ツジノ アキヒロ

2時間22分31秒116 森本 浩733 モリモト ヒロシ

2時間24分01秒117 上野 真人759 ウエノ マサト

2時間24分29秒118 蓑部 孝行782 ミノベ タカユキ

2時間25分44秒119 佐伯 龍美745 サエキ タツミ

2時間26分55秒120 大久保 智宏845 オオクボ トモヒロ

2時間27分34秒121 平岡 賢司730 ヒラオカ ケンジ

2時間28分19秒122 藤永 真嗣743 フジナガ シンジ

2時間28分55秒123 吉澤 宥輝746 ヨシザワ ユウキ

2時間29分38秒124 西村 卓也770 ニシムラ タクヤ

2時間30分06秒125 水野 洋734 ミズノ ヒロシ

2時間30分50秒126 上塚 佳祐836 ウエツカ ケイスケ

2時間31分15秒127 清水 正行812 シミズ マサユキ

2時間31分18秒128 古藤 浩行792 コトウ ヒロユキ

2時間32分10秒129 榎本 孝一771 エノモト コウイチ

2時間34分18秒130 西口 浩明879 ニシグチ ヒロアキ

2時間34分21秒131 嵐 晴次郎829 アラシ セイジロウ

2時間36分16秒132 山林 貴司808 ヤマバヤシ タカシ

2時間36分37秒133 前田 隆輔871 マエダ リュウスケ

2時間36分56秒134 江南 政治731 エナミ セイジ

2時間37分59秒135 荒谷 隆浩787 アラタニ タカヒロ

2時間38分00秒136 竹内 千畝852 タケウチ チウネ

2時間38分17秒137 宇佐美 優樹876 ウサミ ユウキ

2時間39分33秒138 北川 裕一朗726 キタガワ ユウイチロウ

2時間39分43秒139 花澤 佑介870 ハナサワ ユウスケ

2時間40分39秒140 杉村 茂夫817 スギムラ シゲオ

2時間41分11秒141 川田 大樹765 カワタ ダイキ

2時間41分33秒142 植田 隆富875 ウエダ タカトミ

2時間43分01秒143 八幡 秀政849 ヤワタ ヒデマサ

2時間44分52秒144 久保田 智志828 クボタ サトシ

2時間45分20秒145 末川 翔太805 スエカワ ショウタ

2時間45分20秒146 亀井 資弘806 カメイ モトヒロ

2時間50分54秒147 吉田 眞三862 ヨシダ シンゾウ

2時間52分22秒148 平西 敏博779 ヒラニシ トシヒロ

2時間56分04秒149 辻本 忍867 ツジモト シノブ

3時間30分00秒150 富村 巧855 トミムラ タクミ

TEAM▲ZERO



- ２０１６春の舞州　RUN祭り！ -
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順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ
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スタート： 12:00:00

会場: 舞州スポーツアイランド

主催: TEAM・ゼロ　事務局

3時間43分57秒151 福永 恵人838 フクナガ ケイト

TEAM▲ZERO


