
- 第2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 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45分16秒1 宮崎 健司1055 ミヤザキ ケンジ 滋賀県

1時間57分57秒2 南 刀太郎1095 ミナミ トウタロウ 兵庫県

2時間02分41秒3 衛藤 正則1071 エトウ マサノリ 大阪府

2時間10分11秒4 加藤 寛之1038 カトウ ヒロユキ 兵庫県

2時間11分27秒5 福田 正光1009 フクダ マサミツ 兵庫県

2時間12分36秒6 大西 正人1017 オオニシ マサト 兵庫県

2時間13分21秒7 藤岡 裕也1074 フジオカ ヒロヤ 兵庫県

2時間13分38秒8 細川 寛1025 ホソカワ ヒロシ 徳島県

2時間20分10秒9 川畑 祐一1007 カワバタ ユウイチ 兵庫県

2時間20分39秒10 楠瀬 直人1050 クスノセ ナオト 兵庫県

2時間22分17秒11 寺尾 将1065 テラオ マサシ 兵庫県

2時間23分18秒12 宮地 正記1101 ミヤチ マサキ 兵庫県

2時間25分39秒13 服部 晃児1015 ハットリ コウジ 兵庫県

2時間26分27秒14 小野原 良1081 オノハラ リョウ 兵庫県

2時間29分58秒15 平山 智之1105 ヒラヤマ トモユキ 兵庫県

2時間31分03秒16 副島 茂臣1003 ソエジマ シゲオミ 大阪府

2時間31分39秒17 星子 英次郎1053 ホシコ エイジロウ 奈良県

2時間32分20秒18 平野 直樹1013 ヒラノ ナオキ 兵庫県

2時間33分42秒19 矢野 雄久1023 ヤノ カツヒサ 高知県

2時間34分15秒20 水野 重人1036 ミズノ シゲヒト 大阪府

2時間34分41秒21 一宮 篤1012 イチミヤ アツシ 大阪府

2時間35分19秒22 三代 真由1029 ミシロ マサヨシ 兵庫県

2時間37分45秒23 大田 良二1001 オオタ リョウジ 滋賀県

2時間38分30秒24 大森 潤1027 オオモリ ジュン 岡山県

2時間38分44秒25 岡田 浩一1058 オカダ コウイチ 大阪府

2時間39分48秒26 木村 貴昭1032 キムラ タカアキ 大阪府

2時間42分28秒27 細木 繁樹1045 ホソキ シゲキ 大阪府

2時間42分48秒28 堤 翔1089 ツツミ ショウ 兵庫県

2時間42分49秒29 田中 裕樹1034 タナカ ユウキ 兵庫県

2時間43分48秒30 伊本 直史1020 イモト ナオフミ 京都府

2時間44分21秒31 宮本 孝行1104 ミヤモト タカユキ 兵庫県

2時間44分55秒32 石田原 啓1093 イシダハラ アキラ 大阪府

2時間46分33秒33 津山 規1106 ツヤマ タダシ 大阪府

2時間47分11秒34 渡部 博之1062 ワタナベ ヒロユキ 兵庫県

2時間48分31秒35 柏木 天平1022 カシワギ テンペイ 兵庫県

2時間49分15秒36 伊勢嶋 潤1108 イセジマ ジュン 滋賀県

2時間49分23秒37 足立 考司1018 アダチ タカシ 大阪府

2時間49分31秒38 大島 修1066 オオシマ オサム 兵庫県

2時間51分56秒39 田中 光久1087 タナカ ミツヒサ 奈良県

2時間52分05秒40 大森 滋人1005 オオモリ シゲト 大阪府

2時間52分57秒41 吉成 太郎1094 ヨシナリ タロウ 大阪府

2時間53分35秒42 村田 和浩1046 ムラタ カズヒロ 大阪府

2時間54分11秒43 大垰 英克1100 オオタオ ヒデカツ 兵庫県

2時間54分58秒44 瀧 正孝1040 タキ マサタカ 兵庫県

2時間56分23秒45 赤山 賢次1004 アカヤマ ケンジ 大阪府

2時間56分50秒46 林 均1039 ハヤシ ヒトシ 徳島県

2時間57分12秒47 渡辺 芳勝1088 ワタナベ ヨシカツ 大阪府

2時間57分56秒48 齊藤 久夫1044 サイトウ ヒサオ 大阪府

2時間58分14秒49 菅野 宜昌1006 スガノ タカヨシ 兵庫県

3時間00分58秒50 岡 昇平1091 オカ ショウヘイ 兵庫県

Team▲ZERO
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3時間01分13秒51 岡村 健一1102 オカムラ ケンイチ 大阪府

3時間02分46秒52 西川 拓範1082 ニシカワ ヒロノリ 奈良県

3時間03分25秒53 芥川 浩二1060 アクタガワ コウジ 兵庫県

3時間04分22秒54 秋吉 直樹1019 アキヨシ ナオキ 大阪府

3時間04分22秒55 藤崎 愛史1080 フジサキ チカシ 兵庫県

3時間04分39秒56 石田 禎一1002 イシダ テイイチ 京都府

3時間07分06秒57 宮脇 正三1059 ミヤワキ ショウゾウ 大阪府

3時間08分27秒58 岡田 一郎1109 オカダ イチロウ 大阪府

3時間10分07秒59 山口 公一1052 ヤマグチ キミカズ 兵庫県

3時間11分16秒60 伊藤 吉光1111 イトウ ヨシテル 大阪府

3時間13分54秒61 若松 幸司1024 ワカマツ コウジ 兵庫県

3時間14分56秒62 岡本 洋平1069 オカモト ヨウヘイ 兵庫県

3時間15分12秒63 水野 健司1076 ミズノ タケシ 大阪府

3時間17分20秒64 高橋 和英1008 タカハシ カズヒデ 兵庫県

3時間17分24秒65 橋爪 昭彦1057 ハシヅメ アキヒコ 大阪府

3時間18分02秒66 丸岡 秀晃1063 マルオカ ヒデアキ 兵庫県

3時間19分28秒67 末次 尚1116 スエツグ タカシ 兵庫県

3時間20分12秒68 阪田 治1033 サカタ オサム 大阪府

3時間21分53秒69 俵 寛和1077 タワラ ヒロカズ 大阪府

3時間25分34秒70 大塚 良介1117 オオツカ リョウスケ 大阪府

3時間26分57秒71 阿部 貴志1049 アベ タカシ 京都府

3時間28分17秒72 大森 研治1035 オオモリ ケンジ 大阪府

3時間31分34秒73 中谷 紘ニ1051 ナカタニ コウジ 大阪府

3時間33分39秒74 西川 眞二1070 ニシカワ シンジ 大阪府

3時間34分23秒75 杉本 真人1031 スギモト マサト 大阪府

3時間35分47秒76 柏木 まもる1113 カシワギ マモル 兵庫県

3時間36分43秒77 加藤 忠明1115 カトウ タダアキ 大阪府

3時間37分22秒78 高士 誠司1092 タカシ セイジ 兵庫県

3時間37分52秒79 三木 健寿1048 ミキ ケンジュ 奈良県

3時間41分39秒80 白木 敏之1084 シラキ トシユキ 大阪府

3時間42分32秒81 松宮 拓也1107 マツミヤ タクヤ 愛知県

3時間42分57秒82 内田 祐介1073 ウチダ ユウスケ 兵庫県

3時間43分52秒83 笠原 遼1114 カサハラ リョウ 福井県

3時間45分15秒84 古舘 勇1054 コヤカタ イサム 兵庫県

3時間49分33秒85 小川 聖之1047 オガワ セイシ 兵庫県

3時間52分11秒86 小林 誓1067 コバヤシ チカシ 兵庫県

3時間58分45秒87 上村 哲也1086 ウエムラ テツヤ 兵庫県

4時間05分22秒88 近江 清秀1068 オウミ キヨヒデ 兵庫県

Team▲ZERO


