
- 第6回 春のベジタブルでワンダフルRUN！！ -

5km 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2019/5/3

スタート： 10:00:00

会場: ノエビアスタジアム神戸

主催: ベジタブルでワンダフルRUN実行委員会

17分04秒1 羽藤 良132 ハトウ リヨウ 兵庫県

17分43秒2 松村 一輝141 マツムラ カズキ 兵庫県

17分43秒3 永江 和久128 ナガエ カズヒサ 兵庫県

17分56秒4 江口 亮磨107 エグチ リョウマ 兵庫県

18分28秒5 西村 聡流131 ニシムラ サトル 兵庫県

18分33秒6 足立 陽如102 アダチ アキユキ 兵庫県

18分55秒7 岡本 憲明110 オカモト ノリアキ 兵庫県

19分23秒8 田中 優次126 タナカ ユウジ 静岡県

20分01秒9 神木 修118 コウギ オサム 兵庫県

20分01秒10 井樋迫 浩105 イビザコ ヒロシ 京都府

21分11秒11 横野 直史146 ヨコノ ナオフミ 鳥取県

21分28秒12 村上 太輔144 ムラカミ ダイスケ 兵庫県

21分40秒13 松田 挙昂140 マツダ ケンコウ 徳島県

21分46秒14 山本 秀之145 ヤマモト ヒデユキ 和歌山県

22分09秒15 田口 裕124 タグチ ユタカ 三重県

22分25秒16 黒江 聖116 クロエ サトシ 兵庫県

22分29秒17 木下 民法115 キノシタ タミノリ 兵庫県

22分59秒18 Ｖｏｓｓ Ｄａｎｉｅｌ137 ボス ダニエル 兵庫県

23分23秒19 梅澤 徳介106 ウメザワ トクスケ 兵庫県

24分46秒20 澤田 憲122 サワダ ケン 京都府

24分57秒21 田中 颯125 タナカ ハヤテ 福岡県

25分09秒22 四ツ柳 徹147 ヨツヤナギ トオル 兵庫県

25分13秒23 岡本 啓太郎109 オカモト ケイタロウ 東京都

25分56秒24 生嶋 穂103 イクシマ ミノル 大阪府

25分59秒25 中山 進太郎130 ナカヤマ シンタロウ 兵庫県

26分27秒26 中戸 欣尚129 ナカト ヨシヒサ 兵庫県

27分15秒27 石本 直志104 イシモト ナオユキ 大阪府

27分39秒28 神野 輝123 ジンノ ヒカル 兵庫県

27分42秒29 松岡 秀樹139 マツオカ ヒデキ 兵庫県

28分11秒30 黒田 昌宏117 クロダ マサヒロ 兵庫県

28分16秒31 北川 和彦114 キタガワ カズヒコ 大阪府

28分21秒32 近藤 修一120 コンドウ シュウイチ 兵庫県

29分48秒33 三好 貴也143 ミヨシ タカヤ 徳島県

30分28秒34 松井 弘志138 マツイ ヒロシ 兵庫県

30分46秒35 佐々木 俊宣121 ササキ トシノブ 兵庫県

31分08秒36 加藤 宰113 カトウ オサム 兵庫県

32分01秒37 織田 博之112 オダ ヒロユキ 大阪府

32分16秒38 東山 健大135 ヒガシヤマ タケヒロ 大阪府

32分17秒39 東山 英司134 ヒガシヤマ エイジ 大阪府

32分24秒40 阿児 拓馬101 アコ タクマ 滋賀県

34分09秒41 濱田 光男133 ハマダ ミツオ 徳島県

36分16秒42 萬 俊裕148 ヨロズ トシヒロ 和歌山県

36分59秒43 根田 隆史119 コンダ タカシ 兵庫県

38分09秒44 水野 哲彦675 ミズノ ノリヒコ 兵庫県

38分43秒45 徳本 修一127 トクモト シュウイチ 京都府

42分07秒46 宮内 達也142 ミヤウチ タツヤ 兵庫県

47分08秒47 小川 浩111 オガワ ヒロシ 愛知県

1時間01分10秒48 大野 拓一108 オオノ タクイチ 兵庫県

Team▲ZERO


