
- 第4回春の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

 2017/5/14

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

35分31秒1 大西 正人422 オオニシ マサト 兵庫県

36分26秒2 松村 一輝490 マツムラ カズキ 兵庫県

38分03秒3 足立 陽如401 アダチ アキユキ 兵庫県

39分09秒4 濱中 亨474 ハマナカ トオル 兵庫県

39分20秒5 田中 美章456 タナカ ヨシアキ 大阪府

39分31秒6 上田 康太415 ウエダ コウタ 大阪府

39分53秒7 高野 弘之450 タカノ ヒロユキ 和歌山県

40分51秒8 笠原 徹郎427 カサハラ テツロウ 兵庫県

41分04秒9 藪下 亮503 ヤブシタ リョウ 兵庫県

41分10秒10 川見 真人432 カワミ マサト 大阪府

41分27秒11 米原 章宏514 ヨネハラ アキヒロ 兵庫県

41分38秒12 廣田 真志479 ヒロタ マサシ 兵庫県

42分35秒13 小日向 毅438 コヒナタ ツヨシ 大阪府

42分43秒14 日数谷 宏477 ヒカズタニ ヒロシ 兵庫県

43分06秒15 寺尾 将463 テラオ マサシ 兵庫県

43分31秒16 近藤 秀和439 コンドウ ヒデカズ 兵庫県

43分48秒17 林田 直之476 ハヤシダ ナオユキ 大阪府

43分52秒18 武中 幸吉451 タケナカ コウキチ 兵庫県

44分16秒19 矢野 秀一502 ヤノ シュウイチ 兵庫県

44分39秒20 宇戸 和秋416 ウト カズアキ 大阪府

45分25秒21 大加戸 秀樹418 オオカド ヒデキ 兵庫県

45分28秒22 長谷 友喬469 ナガタニ トモタカ 兵庫県

45分31秒23 松本 信也491 マツモト シンヤ 東京都

45分48秒24 谷口 睦458 タニグチ マコト 徳島県

46分02秒25 山内 雅司506 ヤマノウチ マサシ 島根県

46分05秒26 元川 順平499 モトカワ ジュンペイ 兵庫県

46分11秒27 小川 英俊424 オガワ ヒデトシ 大阪府

46分54秒28 吉富 大芝512 ヨシトミ ヒロシ 兵庫県

47分12秒29 石田 知則408 イシダ トモノリ 千葉県

47分21秒30 岩崎　孝文414 イワサキ　タカフミ 兵庫県

47分40秒31 山中 健嗣505 ヤマナカ タケシ 大阪府

47分57秒32 峰時 俊貴493 ミネトキ トシタカ 兵庫県

48分26秒33 神谷 紘一郎430 カミヤ コウイチロウ 兵庫県

48分33秒34 杉田 哲也448 スギタ テツヤ 兵庫県

48分53秒35 吉田 親平511 ヨシダ シンペイ 大阪府

49分02秒36 加藤 良三429 カトウ リョウゾウ 大阪府

49分19秒37 中川 真哉465 ナカガワ シンヤ 奈良県

49分26秒38 南 孝太492 ミナミ コウタ 京都府

49分33秒39 森 貴則500 モリ タカノリ 兵庫県

49分36秒40 村上 太輔497 ムラカミ ダイスケ 兵庫県

50分07秒41 藤本 一成483 フジモト イッセイ 兵庫県

50分41秒42 濱野 克巳475 ハマノ カツミ 大阪府

50分58秒43 森本 正俊501 モリモト マサトシ 兵庫県

51分09秒44 石美 直也409 イシミ ナオヤ 兵庫県

51分42秒45 畑中 健一473 ハタナカ ケンイチ 兵庫県

51分54秒46 田嶋 正一453 タジマ ショウイチ 兵庫県

52分22秒47 前川 哲男486 マエカワ テツオ 大阪府

52分37秒48 奥田 隼也425 オクダ ジュンヤ 大阪府

53分12秒49 中居 達矢464 ナカイ タツヤ 兵庫県

53分29秒50 杉山 茂449 スギヤマ シゲル 大阪府
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53分40秒51 西坂 仁472 ニシザカ ヒトシ 山口県

53分46秒52 阿部 拓馬402 アベ タクマ 大阪府

54分04秒53 磯野 員倫410 イソノ カズトモ 兵庫県

54分29秒54 弘瀬 至478 ヒロセ イタル 兵庫県

54分34秒55 鬼頭 朋宏434 キトウ トモヒロ 大阪府

54分42秒56 田所 陽司454 タドコロ ヨウジ 徳島県

54分47秒57 吉元 晃平513 ヨシモト コウヘイ 京都府

54分59秒58 景山 克雄426 カゲヤマ カツオ 大阪府

55分18秒59 大西 徹421 オオニシ トオル 奈良県

56分09秒60 安藤 彰403 アンドウ アキラ 大阪府

56分15秒61 大出 重光420 オオデ シゲミツ 兵庫県

56分24秒62 前沢 直賞487 マエザワ ナオタカ 大阪府

56分30秒63 吉川 将功510 ヨシカワ マサヨシ 大阪府

56分47秒64 前田 哲男488 マエダ テツオ 兵庫県

57分27秒65 室屋 友和498 ムロヤ トモカズ 兵庫県

57分37秒66 三田 勝之446 サンダ カツユキ 兵庫県

57分40秒67 池端 政宏407 イケバタ マサヒロ 大阪府

57分45秒68 大門 代知417 オオカド ダイチ 大阪府

57分48秒69 堀田 ＧＡＫＵ484 ホッタ ガク 大阪府

58分20秒70 左海 雅史441 サカイ マサシ 兵庫県

58分43秒71 三舩 司郎494 ミフネ シロウ 大阪府

58分45秒72 藤原 信義482 フジハラ ノブヨシ 大阪府

58分46秒73 船越 良773 フナコシ リョウ 大阪府

58分49秒74 川渕 善文431 カワブチ ヨシフミ 大阪府

58分58秒75 谷口 和敏457 タニグチ カズトシ 兵庫県

59分18秒76 斉藤 寛尚440 サイトウ ヒロナオ 兵庫県

59分33秒77 河野 経夫435 コウノ ツネオ 大阪府

59分44秒78 佐々木 宏洋444 ササキ コウヨウ 兵庫県

59分58秒79 仲西 裕470 ナカニシ ユウ 大阪府

1時間00分10秒80 三好 貴也496 ミヨシ タカヤ 徳島県

1時間00分15秒81 仲田　一敦467 ナカタ　カズノブ 兵庫県

1時間00分29秒82 和木 一生515 ワキ カズオ 滋賀県

1時間01分01秒83 小林俊樹436 コバヤシ　トシキ 兵庫県

1時間01分21秒84 片山 隆司428 カタヤマ タカシ 兵庫県

1時間01分46秒85 池上 篤404 イケガミ アツシ 大阪府

1時間02分37秒86 佐々木 剛443 ササキ ゴウ 兵庫県

1時間02分56秒87 小林 秀行437 コバヤシ ヒデユキ 兵庫県

1時間03分03秒88 吉井 誉宣508 ヨシイ タカノブ 兵庫県

1時間03分07秒89 多武 義也459 タブ ヨシヤ 兵庫県

1時間03分37秒90 田中 経久455 タナカ ツネヒサ 大阪府

1時間04分32秒91 岩井 裕雅413 イワイ ヒロマサ 兵庫県

1時間04分46秒92 山村 正臣507 ヤマムラ マサオミ 兵庫県

1時間05分30秒93 吉川 昌吾509 ヨシカワ ショウゴ 大阪府

1時間06分13秒94 福田 茂生480 フクダ シゲオ 京都府

1時間06分24秒95 中山 忠行471 ナカヤマ タダユキ 大阪府

1時間07分36秒96 北場 健三433 キタバ ケンゾウ 兵庫県

1時間08分54秒97 中谷 順一468 ナカタニ ジュンイチ 兵庫県

1時間09分21秒98 今垣　卓也412 イマガキ　タツヤ

1時間09分53秒99 出橋 秀樹462 デハシ ヒデキ 大阪府

1時間10分35秒100 長澤 明男466 ナガサワ アキオ 広島県
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1時間10分40秒101 井上 淳一411 イノウエ ジュンイチ 兵庫県

1時間10分48秒102 舛形 剛489 マスガタ ツヨシ 兵庫県

1時間11分03秒103 嶋田 博447 シマダ ヒロシ 奈良県

1時間12分40秒104 竹本 慎二452 タケモト シンジ 兵庫県

1時間17分36秒105 阪本 晋也442 サカモト シンヤ 大阪府

1時間18分57秒106 堀 隆茂485 ホリ タカシゲ 兵庫県

1時間20分36秒107 山田 康晴504 ヤマダ ヤスハル 兵庫県
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