
- 第１回ベジタブルでワンダフルRUN！！ -

30km　男子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2014/9/15

スタート： 12:00:00

会場: ノエビアスタジアム神戸

主催: チーム▲ゼロ

1時間50分35秒1 楠本 正輝771 クスモト マサキ

2時間02分43秒2 杉井 圭介753 スギイ ケイスケ

2時間03分28秒3 西松 成器752 ニシマツ ナルキ

2時間04分05秒4 大西 正人734 オオニシ マサト

2時間07分00秒5 衛藤 正則857 エトウ マサノリ

2時間07分01秒6 高濱 慶太829 タカハマ ケイタ

2時間08分47秒7 橋本 雅樹726 ハシモト マサキ

2時間09分49秒8 濱田 正澄702 ハマダ マサズミ

2時間10分51秒9 和田 将大748 ワダ マサヒロ

2時間14分11秒10 長瀬 大典777 ナガセ ダイスケ

2時間15分05秒11 田中 朋之772 タナカ トモユキ

2時間18分10秒12 福田 正光721 フクダ マサミツ

2時間20分14秒13 東條 三雄855 トウジョウ ミツオ

2時間20分39秒14 秋庭 智泰722 アキバ トモヤス

2時間20分54秒15 服部 晃児727 ハットリ コウジ

2時間21分06秒16 北川 浩史875 キタガワ ヒロフミ

2時間21分57秒17 神尾 崇史716 カミオ タカシ

2時間22分52秒18 三田 与志雄813 ミタ ヨシオ

2時間23分07秒19 一宮 篤723 イチミヤ アツシ

2時間23分26秒20 護 木之下828 マモル キノシタ

2時間24分41秒21 大畑 雅寛892 オオハタ マサヒロ

2時間24分55秒22 尾田 継之830 オダ ツグユキ

2時間25分33秒23 小川 徹701 オガワ トオル

2時間25分34秒24 船越 武文724 フナコシ タケフミ

2時間25分52秒25 成宮 康二郎858 ナリミヤ コウジロウ

2時間27分00秒26 前田 佳蔵793 マエダ ヨシゾウ

2時間27分56秒27 高橋 修平837 タカハシ シュウヘイ

2時間30分25秒28 岩井 一718 イワイ ハジメ

2時間31分01秒29 福田 和隆787 フクダ カズタカ

2時間32分07秒30 田宮 慶尚811 タミヤ キョウタカ

2時間32分15秒31 谷口 欣哉838 タニグチ ヨシチカ

2時間32分26秒32 上田 恭平769 ウエダ キョウヘイ

2時間32分29秒33 南光 恭裕763 ナンコウ ヤスヒロ

2時間33分12秒34 吉川 和宏715 ヨシカワ カズヒロ

2時間33分19秒35 小野原 良876 オノハラ リョウ

2時間33分24秒36 小山 邦彦770 コヤマ クニヒコ

2時間33分27秒37 木暮 洋和761 コグレ ヒロカズ

2時間34分01秒38 中野 学845 ナカノ マナブ

2時間34分08秒39 太田 一詠869 オオタ カズナガ

2時間34分31秒40 松下 敦也826 マツシタ アツヤ

2時間34分59秒41 西嶋 直紀901 ニシジマ ナオキ

2時間35分24秒42 藤野 浩孝808 フジノ ヒロタカ

2時間35分43秒43 西嶋 宣久786 ニシジマ ノリヒサ

2時間36分53秒44 守川 武広707 モリカワ タケヒロ

2時間37分00秒45 久本 達格796 ヒサモト タツノリ

2時間37分02秒46 山崎 真司815 ヤマザキ シンジ

2時間37分41秒47 玉井 雅洋895 タマイ マサヒロ

2時間38分02秒48 小川 恒835 オガワ ヒサシ

2時間38分24秒49 副島 茂臣706 ソエジマ シゲオミ

2時間38分39秒50 山内 一也755 ヤマウチ カズヤ
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2時間38分47秒51 谷川 寛757 タニガワ ユタカ

2時間40分17秒52 宮西 孝芳801 ミヤニシ タカヨシ

2時間40分18秒53 梅田 昌彦773 ウメダ マサヒコ

2時間40分23秒54 岡本 岳則735 オカモト タケノリ

2時間40分55秒55 加藤 平太899 カトウ ヘイタ

2時間41分49秒56 樋口 勝已809 ヒグチ カツミ

2時間42分04秒57 古林 武夫719 フルバヤシ タケオ

2時間42分10秒58 松本 光司902 マツモト コウジ

2時間42分10秒59 西口 知邦790 ニシグチ トモクニ

2時間42分46秒60 小美野 達之816 オミノ タツユキ

2時間43分25秒61 前田 弘崇843 マエダ ヒロタカ

2時間44分40秒62 西山 幸宏750 ニシヤマ ユキヒロ

2時間44分55秒63 雨森 明824 アメノモリ アキラ

2時間44分57秒64 吉武 邦彦873 ヨシタケ クニヒコ

2時間45分08秒65 西谷 克巳841 ニシタニ カツミ

2時間46分57秒66 塩出　宏治1001

2時間47分54秒67 坂田 真也784 サカタ シンヤ

2時間48分00秒68 江見 啓輔746 エミ ケイスケ

2時間48分01秒69 赤尾 勝832 アカオ マサル

2時間48分35秒70 水戸部 太一861 ミトベ タイチ

2時間48分57秒71 塚本 昌路733 ツカモト マサミチ

2時間49分06秒72 松原 正佳768 マツバラ マサヨシ

2時間49分14秒73 野田 寿宏862 ノダ トシヒロ

2時間49分32秒74 北岡 元和710 キタオカ モトカズ

2時間50分41秒75 佐々木 晃782 ササキ アキラ

2時間51分23秒76 小田 厚志821 オダ アツシ

2時間52分02秒77 岡本 哲878 オカモト サトシ

2時間52分39秒78 林 弘之846 ハヤシ ヒロユキ

2時間52分53秒79 田中 裕樹779 タナカ ユウキ

2時間53分02秒80 吉田 徹713 ヨシダ トオル

2時間53分39秒81 木山 直己822 キヤマ ナオキ

2時間54分26秒82 田中 光久886 タナカ ミツヒサ

2時間55分29秒83 桐山 徹709 キリヤマ トオル

2時間56分33秒84 松下 隆797 マツシタ タカシ

2時間56分44秒85 鳥居 勇祐867 トリイ ユウスケ

2時間57分20秒86 宮脇 正三827 ミヤワキ ショウゾウ

2時間57分43秒87 小巻 伸一863 コマキ シンイチ

2時間58分07秒88 太田 暁859 オオタ アキラ

2時間58分14秒89 松村 浩昌792 マツムラ ヒロマサ

2時間58分49秒90 赤瀬 広至854 アカセ ヒロシ

2時間59分56秒91 柳川 治彦850 ヤナガワ ハルヒコ

3時間00分18秒92 山下 浩二891 ヤマシタ コウジ

3時間01分13秒93 宍倉 忠夫764 シシクラ タダオ

3時間02分51秒94 柏木 天平751 カシワギ テンペイ

3時間02分53秒95 中井 英人730 ナカイ ヒデト

3時間03分18秒96 林 泰範791 ハヤシ ヤスノリ

3時間03分19秒97 峰本 厚774 ミネモト アツシ

3時間04分04秒98 森岡 忍896 モリオカ シノブ

3時間04分54秒99 山崎 佑樹848 ヤマサキ ユウキ

3時間05分01秒100 若松 幸司766 ワカマツ コウジ
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3時間05分49秒101 山口 正治765 ヤマグチ ショウジ

3時間05分51秒102 川端 吉純739 カワバタ ヨシスミ

3時間06分08秒103 宇野 洋史725 ウノ ヒロシ

3時間08分50秒104 村田 朝誠818 ムラタ アサセイ

3時間08分59秒105 浅田 真弘823 アサダ マヒロ

3時間10分03秒106 菊次 隆879 キクツギ タカシ

3時間12分34秒107 岡本 薫820 オカモト カオル

3時間12分44秒108 岩根 一彦708 イワネ カズヒコ

3時間13分33秒109 熊原 大祐758 クマハラ ダイスケ

3時間13分34秒110 宮崎 有弘817 ミヤザキ ユウコウ

3時間13分35秒111 中矢 弘志703 ナカヤ ヒロシ

3時間13分46秒112 藤部 昌也868 フジベ マサヤ

3時間14分23秒113 篠原 周治851 シノハラ シュウジ

3時間15分38秒114 神野 衛887 カンノ マモル

3時間16分50秒115 白石 卓也872 シライシ タクヤ

3時間16分58秒116 石田 禎一705 イシダ テイイチ

3時間17分14秒117 西村 隆737 ニシムラ タカシ

3時間18分13秒118 荻野 晋吾903 オギノ シンゴ

3時間18分47秒119 長瀬 光男717 ナガセ ミツオ

3時間19分30秒120 中谷 紘ニ807 ナカタニ コウジ

3時間19分52秒121 山本 裕之805 ヤマモト ヒロユキ

3時間21分06秒122 山下 雅義853 ヤマシタ マサヨシ

3時間21分19秒123 田邉 淳900 タナベ アツシ

3時間22分59秒124 西川 孝博804 ニシカワ タカヒロ

3時間23分05秒125 辻井 智士904 ツジイ トモノリ

3時間24分11秒126 高橋 和英508 タカハシ カズヒデ

3時間25分00秒127 高村 峰生883 タカムラ ミネオ

3時間26分52秒128 矢飼 智794 ヤガイ サトシ

3時間27分34秒129 岸 輝雄870 キシ テルオ

3時間29分27秒130 吉原 修800 ヨシハラ オサム

3時間29分41秒131 太田 学799 オオタ マナブ

3時間30分54秒132 山田 有士882 ヤマダ ユウシ

3時間31分45秒133 小林 誓840 コバヤシ チカシ

3時間32分52秒134 桑原 茂雄898 クワハラ シゲオ

3時間32分55秒135 水黒 順二798 ミズクロ ジュンジ

3時間37分16秒136 浦山 賢志781 ウラヤマ サトシ

3時間37分58秒137 三木 健寿795 ミキ ケンジュ

3時間38分45秒138 森田 信良880 モリタ ノブヨシ

3時間38分57秒139 井上 雄元731 イノウエ カツモト

3時間41分14秒140 秋元 孝文741 アキモト タカフミ

3時間41分30秒141 嶋田 和浩810 シマダ カズヒロ

3時間42分57秒142 藤澤 史朗894 フジサワ シロウ

3時間43分11秒143 川隅 加津年767 カワスミ カヅトシ

3時間46分34秒144 角谷 恵一847 カクタニ ケイイチ

3時間46分46秒145 近江 清秀844 オウミ キヨヒデ

3時間48分47秒146 城間 哲也831 シロマ テツヤ

3時間49分56秒147 戸島 真二852 トジマ シンジ

3時間50分49秒148 松井 幸司788 マツイ コウジ

3時間54分24秒149 浅田 明俊736 アサダ アキトシ

3時間55分35秒150 平塚 裕章762 ヒラツカ ヒロアキ
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3時間56分38秒151 八乙女 悦範819 ヤオトメ ヨシノリ
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