
- 第１回ベジタブルでワンダフルRUN！！ -

20km　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

1時間17分42秒1 松木 隼也551 マツキ ジュンヤ

1時間23分45秒2 竹中 大作535 タケナカ ダイサク

1時間28分04秒3 永田 拓也574 ナガタ タクヤ

1時間29分09秒4 笹倉 清貴529 ササクラ キヨタカ

1時間34分37秒5 松本 展幸523 マツモト ノブユキ

1時間36分05秒6 岡野 公明522 オカノ キミアキ

1時間36分27秒7 田附 芳夫527 タヅケ ヨシオ

1時間36分45秒8 織林 翔584 オリバヤシ ショウ

1時間37分32秒9 石田 雄太512 イシダ ユウタ

1時間40分13秒10 熊澤 駿560 クマザワ シュン

1時間41分13秒11 大槻 卓司518 オオツキ タカシ

1時間41分34秒12 藤目 基慎561 フジメ モトチカ

1時間44分18秒13 岩田 誠567 イワタ マコト

1時間44分33秒14 綱内 翔一564 ツナウチ ショウイチ

1時間46分10秒15 池田 晴紀504 イケダ ハルキ

1時間46分38秒16 中川 雅至517 ナカガワ マサシ

1時間47分38秒17 清野 健二郎521 セイノ ケンジロウ

1時間48分29秒18 西田 幸弘538 ニシダ ユキヒロ

1時間48分30秒19 池田 和彦526 イケダ カズヒコ

1時間49分08秒20 萩野 敦士505 ハギノ アツシ

1時間49分23秒21 相原 正太郎573 アイハラ ショウタロウ

1時間51分35秒22 石野 孝544 イシノ タカシ

1時間51分54秒23 有馬 博紀562 アリマ ヒロキ

1時間53分13秒24 竹原 健一569 タケハラ ケンイチ

1時間53分59秒25 村田 和浩534 ムラタ カズヒロ

1時間54分34秒26 打田 敏生553 ウチダ トシオ

1時間54分42秒27 米田 佳弘595 ヨネダ ヨシヒロ

1時間55分43秒28 濱口 慎治580 ハマグチ シンジ

1時間56分39秒29 村上 宜也581 ムラカミ ノブヤ

1時間57分44秒30 惣田 智洋566 ソウダ トモヒロ

1時間57分53秒31 田中 知徳541 タナカ トモノリ

1時間58分17秒32 中谷 憲裕590 ナカタニ カズヒロ

1時間59分25秒33 二宮 一彦525 ニノミヤ カズヒコ

1時間59分34秒34 戌亥 孝次532 イヌイ コウジ

2時間00分31秒35 田中 庸平568 タナカ ヨウヘイ

2時間01分44秒36 木戸 嘉彦530 キド ヨシヒコ

2時間02分44秒37 星田 昌寛545 ホシダ マサヒロ

2時間04分16秒38 森 宣広515 モリ ノリヒロ

2時間04分54秒39 水野 博章575 ミズノ ヒロアキ

2時間07分04秒40 小嶋 淳507 コジマ ジュン

2時間07分08秒41 吉見 誠502 ヨシミ マコト

2時間07分20秒42 唐見 淳芳520 カラミ アツヨシ

2時間08分06秒43 三枝 佳史570 ミエダ ヨシフミ

2時間08分56秒44 鈴木 章裕548 スズキ アキヒロ

2時間09分04秒45 山下 剛司543 ヤマシタ タケシ

2時間09分24秒46 島尾 大介582 シマオ ダイスケ

2時間10分02秒47 坪井 孝次郎833 ツボイ コウジロウ

2時間10分14秒48 高柳 有策588 タカヤナギ ユウサク

2時間10分56秒49 庄治 曉572 ショウジ サトル

2時間11分08秒50 古賀 博之524 コガ ヒロユキ
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2時間11分24秒51 新田 稔511 ニッタ ミノル

2時間11分49秒52 山下 学587 ヤマシタ マナブ

2時間12分28秒53 西川 眞二558 ニシカワ シンジ

2時間13分11秒54 小久保 映冶565 コクボ エイジ

2時間13分39秒55 角田 正直509 ツノダ マサナオ

2時間13分48秒56 谷戸 克匡594 ヤト カツマサ

2時間13分51秒57 鈴木 伸雄516 スズキ ノブオ

2時間16分30秒58 竹内 宏次555 タケウチ コウジ

2時間17分03秒59 湯川 恭司556 ユカワ キヨウジ

2時間17分13秒60 小田 員由531 オダ カズヨシ

2時間17分39秒61 鈴木 克爾583 スズキ カツジ

2時間17分59秒62 安森 知章586 ヤスモリ トモアキ

2時間18分00秒63 白木 敏之578 シラキ トシユキ

2時間19分59秒64 清岡 万之514 キヨオカ カズユキ

2時間21分16秒65 橋本 りゅうた593 ハシモト リュウタ

2時間22分02秒66 小橋 郁夫528 コバシ イクオ

2時間22分29秒67 渡邊 俊介503 ワタナベ シュンスケ

2時間26分20秒68 清水 浩一郎537 シミズ コウイチロウ

2時間33分52秒69 野木 大作592 ノギ ダイサク

2時間37分14秒70 大野 朋宏542 オオノ トモヒロ

2時間37分53秒71 濱﨑 真久550 ハマサキ マサヒサ

2時間42分52秒72 臼井 孝之559 ウスイ タカユキ

2時間52分08秒73 亀田 裕己579 カメダ ヒロミ

2時間52分28秒74 浅井 貴之549 アサイ タカユキ

2時間53分44秒75 黒江 保仁533 クロエ ヤスヒト

2時間56分49秒76 原口　和義546

3時間03分52秒77 清水 友博591 シミズ トモヒロ

3時間04分05秒78 岡本 友久577 オカモト トモヒサ
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