
- 第4回春の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

 2017/5/14

スタート： 11:30:00

会場: ノエビア・スタジアム神戸

主催: TEAM・ゼロ　事務局

1時間59分14秒1 萱野 勝也913 カヤノ カツヤ 大阪府

2時間01分28秒2 永山 敬948 ナガヤマ タカシ 兵庫県

2時間06分16秒3 永江 和久940 ナガエ カズヒサ 兵庫県

2時間06分36秒4 池野 正幸904 イケノ マサユキ 兵庫県

2時間10分02秒5 菖蒲　秀久926 ショウブ　ヒデヒサ 長崎県

2時間10分05秒6 上原 将男909 ウエハラ マサオ 兵庫県

2時間12分11秒7 黒光 満919 クロミツ ミツル 大阪府

2時間14分34秒8 岡崎 博910 オカザキ ヒロシ 大阪府

2時間14分45秒9 森田 康仁963 モリタ ヤスヒト 大阪府

2時間15分05秒10 畑 悠人954 ハタ ユウト 兵庫県

2時間17分38秒11 上田 雄一908 ウエダ ユウイチ 大阪府

2時間18分00秒12 辰己 裕行933 タツミ ヒロユキ 兵庫県

2時間19分03秒13 中谷 和広941 ナカタニ カズヒロ 兵庫県

2時間19分19秒14 山村 俊雄964 ヤマムラ トシオ 京都府

2時間22分44秒15 齊藤 公男920 サイトウ キミオ 兵庫県

2時間29分48秒16 岩井 一907 イワイ ハジメ 兵庫県

2時間33分42秒17 神田 公彦915 カンダ キミヒコ 愛知県

2時間34分18秒18 永野 真吾944 ナガノ シンゴ 大阪府

2時間35分12秒19 藤井 達也958 フジイ タツヤ 滋賀県

2時間36分22秒20 佐藤 隆文923 サトウ タカフミ 広島県

2時間38分14秒21 鎌下 修912 カマシタ オサム 兵庫県

2時間41分11秒22 荒川 勝友903 アラカワ カツトモ 兵庫県

2時間41分48秒23 高濱 光暢929 タカハマ ミツノブ 兵庫県

2時間42分13秒24 林 弘之955 ハヤシ ヒロユキ 兵庫県

2時間43分25秒25 多々納 良吉932 タタノ リョウキチ 島根県

2時間43分45秒26 西浦 翔太950 ニシウラ ショウタ 奈良県

2時間46分15秒27 中村 法人947 ナカムラ ノリヒト 京都府

2時間46分41秒28 野島 修952 ノジマ オサム 兵庫県

2時間48分16秒29 高橋 哲也928 タカハシ テツヤ 兵庫県

2時間51分56秒30 秦 知明953 ハタ トモアキ 兵庫県

2時間52分18秒31 岸本 泰広917 キシモト ヤスヒロ 大阪府

2時間53分12秒32 岸 輝雄916 キシ テルオ 兵庫県

2時間54分17秒33 小野田 真一911 オノダ シンイチ 大阪府

2時間55分28秒34 稲原 彰906 イナハラ アキラ 大阪府

2時間58分05秒35 谷口 昭宣936 タニグチ アキノリ 大阪府

3時間00分02秒36 森井 弘962 モリイ ヒロシ 岩手県

3時間01分26秒37 阿部 眞二902 アベ シンジ 和歌山県

3時間01分31秒38 田中 光久935 タナカ ミツヒサ 奈良県

3時間02分25秒39 中村 隆司946 ナカムラ タカシ 兵庫県

3時間03分27秒40 森 哲人961 モリ アキヒト 大阪府

3時間05分07秒41 樋野 智957 ヒノ サトシ 徳島県

3時間05分18秒42 川島 大輔914 カワシマ ダイスケ 兵庫県

3時間05分29秒43 東谷 正浩938 トウタニ マサヒロ 大阪府

3時間07分20秒44 菅野 宜昌927 スガノ タカヨシ 兵庫県

3時間07分35秒45 吉岡 直樹965 ヨシオカ ナオキ 兵庫県

3時間07分39秒46 富田 勉939 トミタ ツトム 兵庫県

3時間09分35秒47 下宮 範之925 シモミヤ ノリユキ 大阪府

3時間11分28秒48 中野 克己943 ナカノ カツミ 大阪府

3時間11分44秒49 酒見 明921 サカミ アキラ 大阪府

3時間14分10秒50 西川 優951 ニシカワ マサル 岡山県

Team▲ZERO



- 第4回春の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

 2017/5/14

スタート： 11:30:00

会場: ノエビア・スタジアム神戸

主催: TEAM・ゼロ　事務局

3時間15分56秒51 三上 叶太959 ミカミ カナタ 滋賀県

3時間16分09秒52 田中 和宏934 タナカ カズヒロ 滋賀県

3時間23分46秒53 中橋 朋彦945 ナカハシ トモヒコ 大阪府

3時間25分01秒54 永冨 浩942 ナガトミ ヒロシ 京都府

3時間39分10秒55 許 允918 キヨ イン 大阪府

Team▲ZERO


