
- 第4回春の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

 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16分32秒1 竹内 博紀751 タケウチ ヒロキ 兵庫県

1時間23分03秒2 石川 高寛702 イシカワ タカヒロ 兵庫県

1時間23分51秒3 安達 友洋701 アダチ トモヒロ 兵庫県

1時間24分06秒4 伊東 宏明707 イトウ ヒロアキ 兵庫県

1時間24分58秒5 橋本 雅樹763 ハシモト マサキ 和歌山県

1時間25分43秒6 花立 匡史764 ハナタチ マサシ 大阪府

1時間27分33秒7 林田 博767 ハヤシダ ヒロシ 兵庫県

1時間30分25秒8 酒井 萌736 サカイ ハジメ 兵庫県

1時間31分09秒9 藤江 剛771 フジエ タケシ 奈良県

1時間31分46秒10 岩田 有生713 イワタ ユウキ 兵庫県

1時間33分30秒11 井手 剛司706 イデ ツヨシ 滋賀県

1時間34分16秒12 北村 政記732 キタムラ マサキ 京都府

1時間35分55秒13 藤田 直也772 フジタ ナオヤ 兵庫県

1時間36分24秒14 糸山 保708 イトヤマ タモツ 兵庫県

1時間37分24秒15 田中 義計753 タナカ ヨシカズ 大阪府

1時間37分48秒16 大倉 功720 オオクラ イサオ 兵庫県

1時間38分15秒17 枝廣 和也719 エダヒロ カズヤ 兵庫県

1時間40分33秒18 三浦 正樹779 ミウラ マサキ 大阪府

1時間42分04秒19 入江 彰彦712 イリエ アキヒコ 大阪府

1時間42分59秒20 中川 裕司759 ナカガワ ユウジ 徳島県

1時間42分59秒21 織林 翔726 オリバヤシ ショウ 兵庫県

1時間43分31秒22 稲上 聖真709 イナガミ キヨタダ 京都府

1時間43分49秒23 佐藤 要739 サトウ カナメ 兵庫県

1時間45分16秒24 山下 洋一785 ヤマシタ ヨウイチ 大阪府

1時間45分40秒25 岡野 忠文723 オカノ タダフミ 岡山県

1時間47分11秒26 守田 奨781 モリタ ショウ 兵庫県

1時間49分24秒27 藤 彰吾770 フジ ショウゴ 兵庫県

1時間49分50秒28 瀧本 智基750 タキモト トモキ 兵庫県

1時間50分28秒29 今井 隆文710 イマイ タカフミ 京都府

1時間50分30秒30 上畑 正和716 ウエハタ マサカズ 大阪府

1時間50分52秒31 中野 嘉久761 ナカノ ヨシヒサ 兵庫県

1時間52分12秒32 渡部 雄登789 ワタナベ ユウト 兵庫県

1時間52分51秒33 根田 隆史735 コンダ タカシ 兵庫県

1時間52分53秒34 上野 博之715 ウエノ ヒロユキ 兵庫県

1時間53分27秒35 福永 裕二769 フクナガ ユウジ 滋賀県

1時間54分14秒36 寺岸 俊和756 テラギシ トシカズ 奈良県

1時間57分02秒37 中井 遥757 ナカイ ハルカ 滋賀県

1時間57分14秒38 渡部 真一郎787 ワタナベ シンイチロウ 兵庫県

1時間57分18秒39 加藤 武志727 カトウ タケシ 大阪府

1時間57分34秒40 瀧川 靖749 タキカワ ヤスシ 京都府

1時間57分44秒41 石原 靖博704 イシハラ ヤスヒロ 兵庫県

1時間57分51秒42 阪上 秀治737 サカウエ シュウジ 大阪府

1時間58分36秒43 林 重克766 ハヤシ シゲカツ 兵庫県

1時間59分16秒44 真鍋 進一778 マナベ シンイチ 兵庫県

2時間00分20秒45 星川 祐二775 ホシカワ ユウジ 愛媛県

2時間01分05秒46 阪川 哲也738 サカガワ テツヤ 大阪府

2時間02分45秒47 保田 慧783 ヤスダ ケイ 兵庫県

2時間02分55秒48 末澤 正彦745 スエザワ マサヒコ 兵庫県

2時間03分37秒49 塩見 真741 シオミ マコト 大阪府

2時間03分49秒50 関 恒慶747 セキ ツネヨシ 兵庫県

Team▲ZERO
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2時間04分22秒51 大畑 雅昭721 オオハタ マサアキ 兵庫県

2時間04分27秒52 新藤 誠744 シンドウ マコト 兵庫県

2時間05分38秒53 小山 勇一郎734 コヤマ ユウイチロウ 大阪府

2時間06分17秒54 石川 智也703 イシカワ トモヤ 兵庫県

2時間07分20秒55 中内 豊758 ナカウチ ユタカ 兵庫県

2時間09分09秒56 山岡 美之784 ヤマオカ ヨシユキ 大阪府

2時間10分23秒57 大原 裕二722 オオハラ ユウジ 兵庫県

2時間10分35秒58 林 謙太郎765 ハヤシ ケンタロウ 兵庫県

2時間10分58秒59 妹尾 広幸746 セオ ヒロユキ 大阪府

2時間11分22秒60 田中 剣伍752 タナカ ケンゴ 兵庫県

2時間11分58秒61 曳野 亥三夫768 ヒキノ イサオ 兵庫県

2時間12分05秒62 八久 義雄782 ヤギュウ ヨシオ 大阪府

2時間14分02秒63 川嶋 祥佑728 カワシマ ショウスケ 大阪府

2時間16分49秒64 今中 俊爾711 イマナカ シュンジ 兵庫県

2時間16分58秒65 中島 直哉760 ナカシマ ナオヤ 兵庫県

2時間19分03秒66 中坊 幸晴762 ナカボウ ユキハル 京都府

2時間19分14秒67 眞重 隆臣777 マシゲ タカオミ 奈良県

2時間19分28秒68 吉本 誠786 ヨシモト マコト 兵庫県

2時間22分42秒69 樽井 信昌755 タルイ ノブアキ 大阪府

2時間33分35秒70 森 繁780 モリ シゲル 大阪府

2時間34分01秒71 川瀬 秀昭729 カワセ ヒデアキ 兵庫県

2時間34分37秒72 小西 勲733 コニシ イサオ 東京都

2時間39分19秒73 岩本 智714 イワモト サトシ 奈良県

2時間39分21秒74 谷口 慎輔754 タニグチ シンスケ 奈良県

2時間42分49秒75 渋谷 貴弘742 シブヤ タカヒロ 大阪府

2時間45分09秒76 小倉 啓太724 オグラ ケイタ 大阪府

Team▲ZERO


