
- 第2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 地区

 2015/9/13

スタート： 12:30:00

会場: 兵庫県神戸市　ノエビア・スタジアム神戸

主催: TEAM・ゼロ事務局

1時間18分26秒1 栗原 克己606 クリハラ カツミ 兵庫県

1時間19分59秒2 前田 佳蔵647 マエダ ヨシゾウ 兵庫県

1時間23分29秒3 岡野 公明627 オカノ キミアキ 京都府

1時間25分09秒4 安達 康行620 アダチ ヤスユキ 兵庫県

1時間25分37秒5 國松 寿699 クニマツ ヒサシ 兵庫県

1時間25分55秒6 織林 翔692 オリバヤシ ショウ 兵庫県

1時間26分11秒7 伊東 宏明683 イトウ ヒロアキ 兵庫県

1時間26分15秒8 柴原 浩章625 シバハラ ヒロアキ 兵庫県

1時間26分45秒9 吉川 和宏604 ヨシカワ カズヒロ 滋賀県

1時間29分20秒10 塩出こうじ729

1時間29分27秒11 千代 勝博629 チシロ カツヒロ 滋賀県

1時間30分02秒12 中 慎太郎644 ナカ シンタロウ 大阪府

1時間32分07秒13 延原 秀和615 ノブハラ ヒデカズ 兵庫県

1時間32分30秒14 杉原 高明612 スギハラ タカアキ 兵庫県

1時間32分46秒15 川本 幸洋633 カワモト ユキヒロ 大阪府

1時間33分35秒16 西田 恭明622 ニシダ ヤスアキ 兵庫県

1時間33分47秒17 椎葉 清作724 シイバ シンサク 兵庫県

1時間34分58秒18 吉富 大芝727 ヨシトミ ヒロシ 兵庫県

1時間35分18秒19 北村 亮701 キタムラ リョウ 兵庫県

1時間35分41秒20 高橋 和也657 タカハシ カズヤ 兵庫県

1時間36分53秒21 濱田 隆二623 ハマダ リュウジ 兵庫県

1時間37分19秒22 野島 修624 ノジマ オサム 兵庫県

1時間37分36秒23 上田 力642 ウエダ チカラ 大阪府

1時間37分58秒24 福井 光俊659 フクイ ミツトシ 大阪府

1時間38分21秒25 全 平烈616 ジョン ピョンヨリ 東京都

1時間39分07秒26 守屋 啓吾621 モリヤ ケイゴ 岡山県

1時間40分04秒27 高橋 毅610 タカハシ ツヨシ 兵庫県

1時間41分15秒28 原田 修一675 ハラダ シュウイチ 兵庫県

1時間41分18秒29 山内 久男662 ヤマウチ ヒサオ 兵庫県

1時間41分40秒30 大坂 勝661 オオサカ マサル 兵庫県

1時間42分57秒31 田附 芳夫631 タヅケ ヨシオ 兵庫県

1時間44分02秒32 若井 幹生638 ワカイ ミキオ 兵庫県

1時間44分31秒33 今村 意仁679 イマムラ ヨシミ 滋賀県

1時間44分52秒34 梅田 昌彦632 ウメダ マサヒコ 兵庫県

1時間46分00秒35 甲田 知久680 コウダ トモヒサ 兵庫県

1時間46分52秒36 西田 幸弘653 ニシダ ユキヒロ 京都府

1時間47分00秒37 森 厚志728 モリ アツシ 兵庫県

1時間47分24秒38 柳 貴博693 ヤナギ タカヒロ 兵庫県

1時間47分40秒39 嶺 秀明648 ミネ ヒデアキ 大阪府

1時間48分48秒40 根来 政徳718 ネゴロ マサノリ 兵庫県

1時間49分17秒41 井上 毅640 イノウエ ツヨシ 兵庫県

1時間49分17秒42 加藤 慎也694 カトウ シンヤ 大阪府

1時間49分19秒43 吉田 朋晃637 ヨシダ トモアキ 兵庫県

1時間49分47秒44 下出 一成614 シモデ カズシゲ 滋賀県

1時間50分05秒45 萩野 敦士608 ハギノ アツシ 岡山県

1時間50分32秒46 吉田 泰久668 ヨシダ ヤスヒサ 兵庫県

1時間51分52秒47 髙宮 勝哉643 タカミヤ カツヤ 兵庫県

1時間51分54秒48 木村 眞悟619 キムラ シンゴ 兵庫県

1時間52分07秒49 森本 浩634 モリモト ヒロシ 和歌山県

1時間52分35秒50 小巻 伸一672 コマキ シンイチ 兵庫県
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1時間53分24秒51 中村 将志613 ナカムラ マサシ 大阪府

1時間55分17秒52 板場 宣幸635 イタバ ノブユキ 大阪府

1時間55分49秒53 山口 裕一711 ヤマグチ ユウイチ 大阪府

1時間56分00秒54 六車 泰章681 ムグルマ ヒロアキ 兵庫県

1時間56分46秒55 高橋 稔明710 タカハシ トシアキ 兵庫県

1時間57分04秒56 中尾 喜之684 ナカオ ヨシユキ 兵庫県

1時間57分07秒57 吉川 朋宏717 ヨシカワ トモヒロ 兵庫県

1時間57分24秒58 田中 知徳658 タナカ トモノリ 兵庫県

1時間58分37秒59 吉田 光太651 ヨシダ コウタ 大阪府

1時間59分18秒60 松浦 宏幸670 マツウラ ヒロユキ 兵庫県

1時間59分30秒61 加茂 幸夫682 カモ ユキオ 兵庫県

1時間59分31秒62 中谷 伸也712 ナカタニ シンヤ 兵庫県

2時間00分12秒63 石浜 順也630 イシハマ ジュンヤ 大阪府

2時間00分39秒64 岡野 義正602 オカノ ヨシマサ 大阪府

2時間01分24秒65 関口 晃信628 セキグチ アキノブ 兵庫県

2時間06分33秒66 今井 涼太723 イマイ リョウタ 兵庫県

2時間06分53秒67 安岡 利幸663 ヤスオカ トシユキ 兵庫県

2時間07分18秒68 安田 健志686 ヤスダ ケンジ 兵庫県

2時間09分15秒69 竹口 順康605 タケグチ ノブヤス 大阪府

2時間09分25秒70 小久保 映冶671 コクボ エイジ 兵庫県

2時間10分56秒71 後藤 哲範674 ゴトウ テツノリ 大阪府

2時間11分22秒72 石井 利洋713 イシイ トシヒロ 兵庫県

2時間11分34秒73 伊藤 達也652 イトウ タツヤ 兵庫県

2時間12分10秒74 細見 公亮719 ホソミ コウスケ 京都府

2時間15分44秒75 内村 裕二709 ウチムラ ユウジ 大阪府

2時間15分54秒76 北野 淳冶676 キタノ ジュンジ 大阪府

2時間16分05秒77 稲垣 裕介708 イナガキ ユウスケ 大阪府

2時間16分20秒78 百々 克眞691 ドド カツマサ 三重県

2時間17分22秒79 松島 貴規678 マツシマ タカノリ 大阪府

2時間17分36秒80 三谷 高史716 ミタニ タカシ 和歌山県

2時間18分04秒81 植田 満704 ウエダ ミツル 大阪府

2時間19分17秒82 猿谷 正浩609 サルヤ マサヒロ 兵庫県

2時間20分50秒83 森 友良641 モリ トモヨシ 兵庫県

2時間20分51秒84 山田 博之707 ヤマダ ヒロユキ 広島県

2時間20分57秒85 原口 和義654 ハラグチ カズヨシ 大阪府

2時間22分54秒86 西島 親正677 ニシジマ チカマサ 鳥取県

2時間25分54秒87 植木 啓真700 ウエキ ヒロマサ 兵庫県

2時間29分31秒88 前野 泰博685 マエノ ヤスヒロ 兵庫県

2時間31分28秒89 谷 吉將698 タニ ヨシマサ 兵庫県

2時間33分45秒90 浦田 準650 ウラタ ヒトシ 京都府

2時間34分13秒91 姫路 友哉715 ヒメジ トモヤ 大阪府

2時間36分18秒92 伊飼 美明660 イカイ ヨシアキ 大阪府

2時間42分33秒93 小屋敷 健二695 コヤシキ ケンジ 兵庫県

2時間47分04秒94 菊田 充孝669 キクタ ミチタカ 兵庫県

2時間54分01秒95 川越 弘敏649 カワゴエ ヒロトシ 福岡県

2時間54分08秒96 黒江 保仁645 クロエ ヤスヒト 兵庫県

2時間57分12秒97 楠本 泰基688 クスモト ヤスキ 大阪府

3時間04分57秒98 山本 佑哉702 ヤマモト ユウヤ 兵庫県

3時間19分30秒99 中野 剛志1090 ナカノ ツヨシ 兵庫県

3時間40分36秒100 橋本 和典703 ハシモト カズノリ 福井県
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