
- 第3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 地区

 2016/9/11

スタート： 10:00:00

会場: ノエビア・スタジアム神戸

主催: TEAM・ゼロ　事務局

36分14秒1 山本 晃嗣303 ヤマモト コウジ 和歌山県

37分34秒2 前田 和哉281 マエダ カズヤ 兵庫県

39分20秒3 田中 美章255 タナカ ヨシアキ 大阪府

39分42秒4 玉置 慶輔257 タマキ ケイスケ 和歌山県

39分49秒5 高柳 隆夫249 タカヤナギ タカオ 兵庫県

40分50秒6 濱中 亨273 ハマナカ トオル 兵庫県

40分59秒7 藪下 亮299 ヤブシタ リョウ 兵庫県

41分22秒8 高野 弘之247 タカノ ヒロユキ 和歌山県

42分56秒9 小日向 毅239 コヒナタ ツヨシ 大阪府

43分10秒10 森 智史294 モリ サトシ 兵庫県

44分11秒11 井手 剛司208 イデ ツヨシ 滋賀県

44分11秒12 中川 和也266 ナカガワ カズヤ 兵庫県

45分00秒13 瀧本 智基250 タキモト トモキ 兵庫県

45分45秒14 池田 浩之204 イケダ ヒロユキ 兵庫県

45分47秒15 松島 豊285 マツシマ ユタカ 兵庫県

46分26秒16 堀田 亮280 ホリタ リョウ 兵庫県

46分53秒17 上野 雅史215 ウエノ マサフミ 兵庫県

47分49秒18 大加戸 秀樹221 オオカド ヒデキ 兵庫県

48分06秒19 呉 英燦236 ゴ エイサン 大阪府

48分26秒20 牧之瀬 大介283 マキノセ ダイスケ 大阪府

49分07秒21 三島 公男289 ミシマ キミオ 三重県

49分19秒22 宇戸 和秋218 ウト カズアキ 大阪府

50分22秒23 羽柴 秀人271 ハシバ ヒデト 兵庫県

51分03秒24 松原 洋明287 マツバラ ヒロアキ 和歌山県

51分05秒25 坂口 俊二243 サカグチ シュンジ 大阪府

51分47秒26 大垣 勲220 オオガキ イサオ 兵庫県

52分08秒27 松永 博286 マツナガ ヒロシ 兵庫県

53分05秒28 渡辺 健司305 ワタナベ タケシ 兵庫県

53分07秒29 上田 邦彦214 ウエダ クニヒコ 大阪府

53分21秒30 原　明義274 ハラ　アキヨシ 兵庫県

53分27秒31 秋山 隆201 アキヤマ タカシ 千葉県

53分30秒32 森 大翔296 モリ ヒロト 兵庫県

53分49秒33 宇城 章文217 ウジロ アキフミ 兵庫県

54分47秒34 廣瀬 紘一277 ヒロセ コウイチ 徳島県

55分01秒35 小川 久人224 オガワ ヒサト 兵庫県

55分27秒36 景山 克雄225 カゲヤマ カツオ 大阪府

55分54秒37 富井 大輔262 トミイ ダイスケ 兵庫県

56分33秒38 絹田 隆紘231 キヌタ タカヒロ 兵庫県

56分46秒39 高谷 亮典248 タカヤ リョウスケ 京都府

56分56秒40 松下 敦也284 マツシタ アツヤ 和歌山県

56分57秒41 梅村 尚毅219 ウメムラ ナオキ 奈良県

57分02秒42 井上 智弘210 イノウエ トモヒロ 兵庫県

57分05秒43 大町 健樹222 オオマチ タケキ 京都府

57分29秒44 塩田 智洋245 シオタ トモヒロ 大阪府

57分50秒45 前田 功一282 マエダ コウイチ 兵庫県

58分42秒46 清水 秀一246 シミズ シュウイチ 兵庫県

58分50秒47 森 友良295 モリ トモヨシ 兵庫県

58分53秒48 坪井 孝次郎306 ツボイ コウジロウ 兵庫県

58分56秒49 竹内 宏次251 タケウチ コウジ 兵庫県

59分27秒50 南 幸博292 ミナミ ユキヒロ 大阪府
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59分47秒51 畔上 岳202 アゼガミ タケシ 鳥取県

59分51秒52 籔本 秀雄300 ヤブモト ヒデオ 和歌山県

1時間00分20秒53 長田 佑介267 ナガタ ユウスケ 兵庫県

1時間00分24秒54 疋田 成治275 ヒキダ ジョウジ 兵庫県

1時間00分26秒55 井上 よしお211 イノウエ ヨシオ 兵庫県

1時間00分56秒56 福田 茂生278 フクダ シゲオ 京都府

1時間01分08秒57 小西 清志237 コニシ キヨシ 大阪府

1時間01分20秒58 阪口 敦律242 サカグチ アツノリ 兵庫県

1時間02分11秒59 久保 寛倫234 クボ ヒロミチ 兵庫県

1時間02分28秒60 草山 将一233 クサヤマ ショウイチ 大阪府

1時間02分44秒61 三墨 淳平290 ミスミ ジュンペイ 兵庫県

1時間02分55秒62 木村 泰昌232 キムラ ヤスマサ 兵庫県

1時間02分57秒63 岩佐 大輔212 イワサ ダイスケ 兵庫県

1時間03分03秒64 鮫島 博之244 サメジマ ヒロユキ 兵庫県

1時間03分16秒65 加茂 幸夫226 カモ ユキオ 兵庫県

1時間04分14秒66 見塚 忠利291 ミヅカ タダトシ 大阪府

1時間04分16秒67 角田 正直260 ツノダ マサナオ 兵庫県

1時間04分22秒68 川渕 善文229 カワブチ ヨシフミ 大阪府

1時間04分28秒69 夏目 孝之268 ナツメ タカユキ 大阪府

1時間04分38秒70 田中 経久253 タナカ ツネヒサ 大阪府

1時間05分06秒71 石原 健司206 イシハラ タケシ 兵庫県

1時間05分10秒72 安原 亨298 ヤスハラ トオル 兵庫県

1時間06分15秒73 姫路 友哉276 ヒメジ トモヤ 大阪府

1時間06分17秒74 伊藤 勇司209 イトウ ユウジ 大阪府

1時間06分21秒75 野口 展生269 ノグチ ノブオ 兵庫県

1時間06分27秒76 小屋敷 健二240 コヤシキ ケンジ 兵庫県

1時間06分33秒77 唐見 淳芳227 カラミ アツヨシ 大阪府

1時間06分51秒78 中井 泰彦265 ナカイ ヤスヒコ 岡山県

1時間07分43秒79 鶴田 一輝261 ツルタ カズキ 大阪府

1時間08分05秒80 山崎 理樹301 ヤマザキ リキ 兵庫県

1時間09分17秒81 北場 健三230 キタバ ケンゾウ 兵庫県

1時間11分58秒82 星加 博光279 ホシカ ヒロミツ 大阪府

1時間11分59秒83 新井 慶一203 アライ ヨシカズ 兵庫県

1時間12分29秒84 鳥居 竜治263 トリイ リュウジ 兵庫県

1時間14分45秒85 竹本 慎二252 タケモト シンジ 兵庫県

1時間15分43秒86 小林 竜一郎238 コバヤシ リュウイチロウ 兵庫県

1時間18分16秒87 土谷 昌弘259 ツチタニ マサヒロ 兵庫県

1時間18分28秒88 上田 昭宏213 ウエダ アキヒロ 兵庫県

1時間20分38秒89 塚田 勝258 ツカダ マサル 兵庫県

1時間23分19秒90 石井 博205 イシイ ヒロシ 徳島県

1時間25分04秒91 服部 伸吾272 ハットリ シンゴ 兵庫県

1時間25分04秒92 井筒 功貴207 イヅツ イサキ 兵庫県

1時間49分50秒93 渡邉 清捷304 ワタナベ キヨカツ 秋田県
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