
- 第3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

 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55分32秒1 楠本 正輝849 クスモト マサキ 兵庫県

2時間01分36秒2 高橋 伸幸869 タカハシ ノブユキ 兵庫県

2時間11分08秒3 森崎 泰生921 モリサキ ヤスオ 大阪府

2時間17分41秒4 福田 正光897 フクダ マサミツ 兵庫県

2時間18分02秒5 亀井 悠太839 カメイ ユウタ 兵庫県

2時間18分45秒6 福田 真之898 フクダ マサユキ 兵庫県

2時間19分36秒7 玉谷 哲郎878 タマタニ テツロウ 兵庫県

2時間21分33秒8 西野 悠887 ニシノ ヒサシ 広島県

2時間22分42秒9 野中 俊樹889 ノナカ トシキ 愛知県

2時間23分22秒10 宮下 幸延918 ミヤシタ ユキノブ 京都府

2時間23分43秒11 平井 征英896 ヒライ ユキヒデ 大阪府

2時間31分05秒12 北村 亮844 キタムラ リョウ 兵庫県

2時間32分20秒13 吉村 光司930 ヨシムラ コウジ 兵庫県

2時間32分57秒14 福江 滋934 フクエ　シゲル

2時間34分01秒15 水野 重人915 ミズノ シゲヒト 大阪府

2時間34分30秒16 藤田 光三902 フジタ コウゾウ 大阪府

2時間34分53秒17 神野 浩838 カミノ ヒロシ 兵庫県

2時間35分41秒18 宮地 正記919 ミヤチ マサキ 兵庫県

2時間35分43秒19 杉原 高明861 スギハラ タカアキ 兵庫県

2時間36分33秒20 大杉 朗隆824 オオスギ アキタカ 大阪府

2時間36分55秒21 石塚 貴義809 イシヅカ タカヨシ 愛知県

2時間37分21秒22 佐藤 隆文857 サトウ タカフミ 広島県

2時間37分43秒23 楠瀬 直人848 クスノセ ナオト 兵庫県

2時間40分53秒24 藤井 一生900 フジイ カズオ 兵庫県

2時間41分14秒25 山下 修927 ヤマシタ オサム 大阪府

2時間41分43秒26 後 利彦818 ウシロ トシヒコ 京都府

2時間43分05秒27 宇佐美 樹817 ウサミ タツキ 岡山県

2時間44分13秒28 岩井 一814 イワイ ハジメ 兵庫県

2時間45分26秒29 猪熊 勇之介813 イノクマ ユウノスケ 兵庫県

2時間45分33秒30 植木 光一816 ウエキ コウイチ 兵庫県

2時間45分38秒31 定 真之介856 サダ シンノスケ 大阪府

2時間46分01秒32 星子 英次郎907 ホシコ エイジロウ 奈良県

2時間48分21秒33 二宮 智史888 ニノミヤ サトシ 兵庫県

2時間48分31秒34 秋吉 直樹802 アキヨシ ナオキ 大阪府

2時間49分46秒35 山田 琢郎928 ヤマダ タクロウ 兵庫県

2時間49分51秒36 高橋 哲也868 タカハシ テツヤ 兵庫県

2時間49分57秒37 森田 千晴923 モリタ チハル 京都府

2時間50分50秒38 岡崎 博道828 オカザキ ヒロミチ 岡山県

2時間50分54秒39 谷口 秀樹876 タニグチ ヒデキ 兵庫県

2時間51分36秒40 藤本 和重905 フジモト カズシゲ 三重県

2時間51分53秒41 金田 大成837 カネダ タイセイ 兵庫県

2時間51分54秒42 戸川 長之881 トガワ ナガシ 岡山県

2時間53分31秒43 真力田 裕樹912 マカタ ユウキ 兵庫県

2時間53分38秒44 山本 信彦929 ヤマモト ノブヒコ 三重県

2時間53分58秒45 日置 将稔895 ヒオキ マサトシ 大阪府

2時間53分59秒46 藤井 仁志901 フジイ ヒトシ 大阪府

2時間54分17秒47 木村 眞悟845 キムラ シンゴ 兵庫県

2時間54分44秒48 井上 達弘810 イノウエ タツヒロ 兵庫県

2時間57分18秒49 中居 森彦883 ナカイ モリヒコ 大阪府

2時間59分38秒50 中村 隆司884 ナカムラ タカシ 兵庫県

Team▲ZERO



- 第3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

 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

3時間00分52秒51 村田 和浩920 ムラタ カズヒロ 大阪府

3時間01分39秒52 岸 輝雄843 キシ テルオ 兵庫県

3時間01分52秒53 芥川 浩二803 アクタガワ コウジ 兵庫県

3時間04分21秒54 前田 友和910 マエダ トモカズ 兵庫県

3時間07分05秒55 小林 拓磨853 コバヤシ タクマ 京都府

3時間07分30秒56 阪口 明弘854 サカグチ アキヒロ 兵庫県

3時間08分11秒57 福本 正彦899 フクモト マサヒコ 兵庫県

3時間08分19秒58 森本 慎也925 モリモト シンヤ 奈良県

3時間08分25秒59 阿部 貴志806 アベ タカシ 京都府

3時間11分05秒60 田中 光久872 タナカ ミツヒサ 奈良県

3時間13分51秒61 菅野 宜昌860 スガノ タカヨシ 兵庫県

3時間13分52秒62 鈴木 佑一864 スズキ ユウイチ 兵庫県

3時間13分58秒63 長谷川 幸雄892 ハセガワ ユキオ 大阪府

3時間14分00秒64 渡辺 英樹932 ワタナベ ヒデキ 大阪府

3時間17分11秒65 田邉 淳874 タナベ アツシ 兵庫県

3時間17分25秒66 鈴木 康史863 スズキ ヤスフミ 大阪府

3時間17分44秒67 三田 与志雄916 ミタ ヨシオ 兵庫県

3時間18分38秒68 大野 文也825 オオノ フミヤ 大阪府

3時間19分27秒69 早瀬 勝明894 ハヤセ カツアキ 兵庫県

3時間19分39秒70 中山 勝886 ナカヤマ マサル 大阪府

3時間21分08秒71 谷口 敏明875 タニグチ トシアキ 兵庫県

3時間21分36秒72 荒木 克典807 アラキ カツノリ 兵庫県

3時間23分01秒73 新野 啓介859 シンノ ケイスケ 兵庫県

3時間27分35秒74 長谷 浩行891 ハセ ヒロユキ 兵庫県

3時間28分03秒75 漆谷 繁820 ウルシダニ シゲル 兵庫県

3時間28分10秒76 猪熊 広章812 イノクマ ヒロアキ 奈良県

3時間28分41秒77 木暮 琢磨851 コグレ タクマ 兵庫県

3時間30分28秒78 田草川 賢870 タクサガワ マサル 兵庫県

3時間30分41秒79 梅原 成徳819 ウメハラ シゲノリ 京都府

3時間31分22秒80 小林 聖852 コバヤシ キヨシ 大阪府

3時間32分29秒81 中山 雅臣885 ナカヤマ マサオミ 大阪府

3時間33分09秒82 小澤 達也833 オザワ タツヤ 兵庫県

3時間33分25秒83 殿井 祐一882 トノイ ユウイチ 大阪府

3時間38分15秒84 川縁 知史842 カワブチ トモフミ 兵庫県

3時間39分17秒85 大前 雅司826 オオマエ マサシ 和歌山県

3時間42分18秒86 片畑 秀夫835 カタハタ ヒデオ 和歌山県

3時間46分46秒87 清岡 万之847 キヨオカ カズユキ 兵庫県

3時間47分14秒88 河瀬 智司841 カワセ サトシ 大阪府

3時間47分26秒89 達川 浩平871 タツカワ コウヘイ 大阪府

3時間48分23秒90 隅田 秀喜865 スミタ ヒデキ 大阪府

3時間49分40秒91 藤田 勇次904 フジタ ユウジ 大阪府

3時間51分35秒92 岩根 一彦815 イワネ カズヒコ 兵庫県

3時間55分46秒93 東 一夫805 アズマ カズオ 兵庫県

4時間03分52秒94 大森 樹夫827 オオモリ ミキオ 大阪府

4時間10分13秒95 前田 史一911 マエダ フミカズ 大阪府

Team▲ZERO


