
- 第3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

 2016/9/11

スタート： 12:00:00

会場: ノエビア・スタジアム神戸

主催: TEAM・ゼロ　事務局

1時間15分51秒1 永山 敬575 ナガヤマ タカシ 兵庫県

1時間16分08秒2 谷口 宗平560 タニグチ ソウヘイ 兵庫県

1時間24分52秒3 衛藤 正則518 エトウ マサノリ 大阪府

1時間26分04秒4 岡野 公明520 オカノ キミアキ 京都府

1時間26分33秒5 森田 進606 モリタ ススム 兵庫県

1時間30分29秒6 前田 佳蔵596 マエダ ヨシゾウ 兵庫県

1時間31分28秒7 林田 博586 ハヤシダ ヒロシ 広島県

1時間31分57秒8 後藤 圭一536 ゴトウ ケイイチ 兵庫県

1時間33分37秒9 吉川 和宏610 ヨシカワ カズヒロ 滋賀県

1時間35分50秒10 塩田 正544 シオダ タダシ 大阪府

1時間35分57秒11 高橋 和也549 タカハシ カズヤ 兵庫県

1時間38分59秒12 丹田 雅明561 タンダ マサアキ 兵庫県

1時間39分06秒13 野島 修581 ノジマ オサム 兵庫県

1時間41分04秒14 寺尾 将564 テラオ マサシ 兵庫県

1時間41分19秒15 上野 博也514 ウエノ ヒロヤ 兵庫県

1時間42分53秒16 森 登志雄604 モリ トシオ 大阪府

1時間44分24秒17 ポトゥタン ジェラルド595 ポトゥタン ジェラルド 兵庫県

1時間44分43秒18 萩野 光博582 ハギノ ミツヒロ 大阪府

1時間44分50秒19 吉富 大芝612 ヨシトミ ヒロシ 兵庫県

1時間45分11秒20 守田 奨605 モリタ ショウ 兵庫県

1時間45分17秒21 小巻 伸一538 コマキ シンイチ 兵庫県

1時間45分34秒22 濱田 隆二584 ハマダ リュウジ 兵庫県

1時間46分34秒23 中島 佑季570 ナカジマ ユウキ 大阪府

1時間48分19秒24 向原 徹603 ムコウハラ トオル 兵庫県

1時間48分42秒25 竹嶋 俊貴554 タケシマ トシキ 大阪府

1時間49分24秒26 津口 吉月562 ツグチ ヨシヅキ 大阪府

1時間51分05秒27 徳留 源566 トクトメ ハジメ 兵庫県

1時間51分53秒28 西川 英次577 ニシカワ エイジ 大阪府

1時間53分53秒29 古林 茂人593 フルバヤシ シゲト 兵庫県

1時間54分24秒30 上畑 正和515 ウエハタ マサカズ 大阪府

1時間54分49秒31 鎌下 修525 カマシタ オサム 兵庫県

1時間55分45秒32 畑中 健一583 ハタナカ ケンイチ 兵庫県

1時間56分01秒33 中根 直樹572 ナカネ ナオキ 東京都

1時間56分35秒34 藤原 裕司592 フジワラ ユウジ 大阪府

1時間57分17秒35 原田 和明587 ハラダ カズアキ 兵庫県

1時間57分23秒36 小松 昭司539 コマツ ショウジ 大阪府

1時間57分44秒37 志賀 岳545 シガ タケシ 京都府

2時間00分49秒38 林 均585 ハヤシ ヒトシ 徳島県

2時間01分08秒39 栗林 俊行533 クリバヤシ トシユキ 兵庫県

2時間01分21秒40 梅田 昌彦517 ウメダ マサヒコ 兵庫県

2時間01分50秒41 佐藤 勝雄541 サトウ カツオ 兵庫県

2時間02分24秒42 土井 渉565 ドイ ワタル 大阪府

2時間02分48秒43 井本 寛東512 イモト ヒロハル 兵庫県

2時間03分19秒44 高橋 誠552 タカハシ マコト 愛媛県

2時間03分58秒45 高橋 稔明551 タカハシ トシアキ 兵庫県

2時間04分33秒46 荒尾 拓矢506 アラオ タクヤ 兵庫県

2時間04分39秒47 中俣 忠博574 ナカマタ タダヒロ 和歌山県

2時間05分08秒48 池田 誠508 イケダ マコト 兵庫県

2時間05分22秒49 田中 諒557 タナカ リョウ 兵庫県

2時間05分45秒50 三宅 正夫602 ミヤケ マサオ 岡山県
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2時間05分47秒51 宮内 和彦601 ミヤウチ カズヒコ 兵庫県

2時間06分09秒52 矢飼 智608 ヤガイ サトシ 滋賀県

2時間06分27秒53 津村 雄一563 ツムラ ユウイチ 京都府

2時間08分25秒54 吉久 彰人614 ヨシヒサ アキヒト 大阪府

2時間08分43秒55 久富 泰洋589 ヒサトミ ヤスヒロ 三重県

2時間09分47秒56 田辺 英樹558 タナベ ヒデキ 兵庫県

2時間10分25秒57 名倉 嘉史576 ナグラ ヨシフミ 大阪府

2時間11分33秒58 田中 知徳556 タナカ トモノリ 兵庫県

2時間11分35秒59 徳永 太郎567 トクナガ タロウ 大阪府

2時間11分53秒60 吉川 朋宏611 ヨシカワ トモヒロ 兵庫県

2時間13分33秒61 井上 裕之511 イノウエ ヒロユキ 大阪府

2時間13分58秒62 舛形 芳樹597 マスガタ ヨシキ 鳥取県

2時間13分59秒63 岸 大輔530 キシ ダイスケ 大阪府

2時間14分27秒64 井出 研509 イデ ケン 京都府

2時間14分38秒65 小嶋 淳534 コジマ ジュン 大阪府

2時間14分41秒66 松本 卓也599 マツモト タクヤ 大阪府

2時間14分50秒67 平野　浩司590 ヒラノ　コウジ 兵庫県

2時間15分33秒68 上坂 麻樹513 ウエサカ アサキ 兵庫県

2時間17分00秒69 松井 美久598 マツイ ヨシヒサ 兵庫県

2時間18分08秒70 瀧川 智之553 タキガワ トモユキ 大阪府

2時間18分26秒71 赤井 一輝501 アカイ カズテル 兵庫県

2時間18分50秒72 河原 知之528 カワハラ トモユキ 奈良県

2時間19分01秒73 西島 親正578 ニシジマ チカマサ 鳥取県

2時間20分16秒74 小林俊樹537 コバヤシ　トシキ 兵庫県

2時間20分19秒75 内輪 昌透516 ウチワ マサト 兵庫県

2時間23分14秒76 澤根 広543 サワネ ヒロシ 大阪府

2時間24分32秒77 古林 修平594 フルバヤシ シュウヘイ 兵庫県

2時間25分10秒78 久門 等588 ヒサカド ヒトシ 徳島県

2時間25分41秒79 楠井 慶昭531 クスイ ヨシアキ 北海道

2時間27分16秒80 高橋 秀祐550 タカハシ シュウスケ 兵庫県

2時間30分30秒81 森本 浩文607 モリモト ヒロフミ 大阪府

2時間35分36秒82 近藤 威540 コンドウ タケシ 兵庫県

2時間36分42秒83 盛山 裕太548 セイヤマ ユウタ 岡山県

2時間36分57秒84 河合 桂司527 カワイ ケイジ 岡山県

2時間37分02秒85 有岡 広喜507 アリオカ ヒロヨシ 兵庫県

2時間39分50秒86 吉永 廣士613 ヨシナガ ヒロシ 兵庫県

2時間42分05秒87 中坊 幸晴573 ナカボウ ユキハル 京都府

2時間42分12秒88 貝畑 健太524 カイハタ ケンタ 兵庫県

2時間45分04秒89 藤原 進591 フジワラ ススム 大阪府

2時間45分44秒90 西田 宏579 ニシダ ヒロシ 兵庫県

2時間51分53秒91 尾泉 大樹519 オイズミ ダイキ 大阪府

2時間52分52秒92 仲西 裕571 ナカニシ ユウ 大阪府

2時間55分23秒93 島本 昌隆546 シマモト マサタカ 和歌山県

3時間08分16秒94 岡本 康弘521 オカモト ヤスヒロ 兵庫県

3時間09分16秒95 菊田 充孝529 キクタ ミチタカ 兵庫県

3時間17分42秒96 小島 壮司535 コジマ タケシ 大阪府
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