
- 第１回ベジタブルでワンダフルRUN！！ -

10km　男子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2014/9/15

スタート： 10:00:00

会場: ノエビアスタジアム神戸

主催: チーム▲ゼロ

38分03秒1 古家後 惣一337 コヤゴ ソウイチ

38分06秒2 前田 和哉327 マエダ カズヤ

43分17秒3 佐々木 順一374 ササキ ジュンイチ

43分28秒4 中野 克記323 ナカノ カツノリ

44分10秒5 高原 義正343 タカハラ ヨシマサ

44分36秒6 花田 孝一333 ハナダ コウイチ

44分55秒7 池田 浩之339 イケダ ヒロユキ

45分00秒8 水畑 雅博301 ミズハタ マサヒロ

45分18秒9 小川 英俊330 オガワ ヒデトシ

45分25秒10 岩田 有生313 イワタ ユウキ

45分35秒11 大石 和広328 オオイシ カズヒロ

47分49秒12 長 和彦352 オサ カズヒコ

47分59秒13 赤瀬 正360 アカセ タダシ

48分27秒14 羽柴 秀人304 ハシバ ヒデト

48分48秒15 田代 壮367 タシロ ソウ

49分33秒16 柄川 剛309 エガワ ツヨシ

49分55秒17 吉田 徹368 ヨシダ トオル

49分56秒18 宮垣 光寿354 ミヤガキ ミツトシ

50分10秒19 佐藤 寛之359 サトウ ヒロユキ

52分19秒20 石井 剛303 イシイ ツヨシ

52分39秒21 小原 譲321 オハラ ユズル

52分49秒22 高見 芳浩369 タカミ ヨシヒロ

53分00秒23 黒川 芳朗381 ヨシロウ クロカワ

53分42秒24 藤本 優樹345 フジモト ユウキ

55分11秒25 立石 明広312 タテイシ アキヒロ

55分14秒26 若槻 健児341 ワカツキ ケンジ

55分23秒27 小野木 康文319 オノキ ヤスフミ

55分26秒28 加藤 安秀346 カトウ ヤスヒデ

55分34秒29 井下 拓哉355 イシタ タクヤ

55分58秒30 伊藤 隆光382 イトウ タカミツ

56分09秒31 松山 剛志373 マツヤマ ツヨシ

56分16秒32 坂上 譲376 サカウエ ユズル

56分24秒33 金子 正一348 カネコ ショウイチ

57分18秒34 阿萬 大地351 アマ ダイチ

57分20秒35 中村 匡宏379 ナカムラ マサヒロ

57分29秒36 上坂 麻樹320 ウエサカ アサキ

57分37秒37 山本 雄史307 ヤマモト ユウジ

57分54秒38 天野 顕377 アマノ アキラ

58分13秒39 村田 充332 ムラタ ミツル

58分31秒40 片岡 憲一358 カタオカ ケンイチ

58分38秒41 土島 史大344 ツチシマ フミヒロ

58分47秒42 野村 和也305 ノムラ カズヤ

59分16秒43 齋藤 茂365 サイトウ シゲル

59分16秒44 望月 善仁366 モチヅキ ヨシヒト

59分50秒45 長井 俊介372 ナガイ シュンスケ

1時間01分46秒46 植木 英雄353 ウエキ ヒデオ

1時間02分03秒47 宮本 敬史357 ミヤモト タカシ

1時間02分13秒48 石原 健司315 イシハラ タケシ

1時間02分35秒49 井原 清行375 イハラ キヨユキ

1時間02分43秒50 瀬川 信弘362 セガワ ノブヒロ
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1時間02分44秒51 山﨑 順二338 ヤマサキ ジュンジ

1時間02分54秒52 藤川 淳司322 フジカワ ジュンジ

1時間03分12秒53 松平 真380 マツヒラ マコト

1時間03分34秒54 伊庭 正326 イバ タダシ

1時間03分47秒55 夏目 孝之306 ナツメ タカユキ

1時間04分03秒56 中島 丈310 ナカジマ タケシ

1時間04分38秒57 北場 健三329 キタバ ケンゾウ

1時間06分37秒58 舛形 剛347 マスガタ ツヨシ

1時間07分29秒59 植田 晃正335 ウエダ アキマサ

1時間07分52秒60 中島 聡一350 ナカシマ ソウイチ

1時間09分07秒61 沖村 大介314 オキムラ ダイスケ

1時間09分36秒62 荻野 剛302 オギノ ツヨシ

1時間10分07秒63 西村 恭平378 ニシムラ キョウヘイ

1時間10分18秒64 藤田 創370 フジタ ハジメ

1時間11分09秒65 弓場 俊幸334 ユバ トシユキ

1時間13分41秒66 谷本 一363 タニモト ハジメ

1時間14分31秒67 竹本 慎二316 タケモト シンジ

1時間14分42秒68 小林 竜一郎342 コバヤシ リュウイチロウ

1時間22分54秒69 本村 卓也336 モトムラ タクヤ

TEAM▲ZERO


