
- 第6回 春のベジタブルでワンダフルRUN！！ -

10km 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

32分52秒1 清原 和博347 キヨハラ カズヒロ 神奈川県

33分31秒2 藤長 博文400 フジナガ ヒロフミ 兵庫県

34分43秒3 南 刀太郎411 ミナミ トウタロウ 兵庫県

35分16秒4 遠藤　聡318 エンドウ　サトシ 兵庫県

35分38秒5 松江　賢二408 マツエ　ケンジ 大阪府

35分59秒6 松浦 伸太郎407 マツウラ シンタロウ 兵庫県

37分00秒7 森 雄治416 モリ ユウジ 兵庫県

37分22秒8 藍原 将史301 アイハラ マサフミ 兵庫県

37分25秒9 中川 光二381 ナカガワ コウジ 愛媛県

37分26秒10 佐橋 翼357 サハシ ツバサ 福岡県

38分29秒11 米原 章宏428 ヨネハラ アキヒロ 兵庫県

38分44秒12 吉永 誠426 ヨシナガ マコト 愛媛県

38分53秒13 濱中 亨395 ハマナカ トオル 兵庫県

38分57秒14 梅田 恒317 ウメダ ヒサシ 神奈川県

39分17秒15 祖川 昌也364 ソガワ マサヤ 徳島県

39分48秒16 谷本 貴之375 タニモト タカユキ 鳥取県

41分03秒17 ブラウン スコット402 ブラウン スコット 大阪府

41分28秒18 前田 一成404 マエダ カズナリ 兵庫県

41分31秒19 了源 弘太郎429 リョウゲン コウタロウ 兵庫県

42分19秒20 大林 聖寛327 オオバヤシ マサヒロ 兵庫県

42分28秒21 三好 裕之413 ミヨシ ヒロユキ 大阪府

43分20秒22 稲岡 亨312 イナオカ トオル 兵庫県

43分54秒23 池田 浩之307 イケダ ヒロユキ 兵庫県

44分02秒24 桝見 英嗣405 マスミ ヒデシ 兵庫県

44分23秒25 角田 敬彦380 ツノダ ヨシヒコ 兵庫県

44分26秒26 加治 徹335 カジ トオル 兵庫県

44分50秒27 紀平 昌之344 キヒラ マサユキ 兵庫県

44分52秒28 杉浦 広行360 スギウラ ヒロユキ 兵庫県

45分01秒29 松井 祐樹406 マツイ ユウキ 兵庫県

45分09秒30 藤住 長久399 フジスミ タケナガ 大阪府

45分10秒31 岩崎 孝文316 イワサキ タカフミ 兵庫県

45分25秒32 岡崎 博道329 オカザキ ヒロミチ 岡山県

45分36秒33 高見 芳浩368 タカミ ヨシヒロ 兵庫県

45分41秒34 中山 士郎387 ナカヤマ シロウ 兵庫県

45分44秒35 芥川 浩二303 アクタガワ コウジ 兵庫県

45分52秒36 竹島 賢370 タケシマ サトシ 茨城県

45分57秒37 西村 憲一389 ニシムラ ケンイチ 兵庫県

46分21秒38 周防 充高359 スオウ ミツタカ 広島県

46分45秒39 芦原 祥文305 アシハラ ヨシフミ 愛知県

47分11秒40 杉田 哲也361 スギタ テツヤ 兵庫県

47分23秒41 東田 彰398 ヒガシダ アキラ 大阪府

47分54秒42 保田 武徳417 ヤスダ タケノリ 兵庫県

48分27秒43 原田 和貴396 ハラダ カズキ 兵庫県

48分30秒44 外川 真吾366 ソトカワ シンゴ 兵庫県

48分39秒45 竹中 孝371 タケナカ タカシ 兵庫県

48分49秒46 長瀬 圭司383 ナガセ ケイジ 大阪府

48分52秒47 小川 淳330 オガワ アツシ 兵庫県

49分06秒48 錦 勇輔388 ニシキ ユウスケ 京都府

49分17秒49 田渕 悦次376 タブチ エツジ 大阪府

49分53秒50 黒澤 弘351 クロサワ ヒロシ 京都府
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49分55秒51 伊藤 勝彦310 イトウ カツヒコ 大阪府

49分58秒52 中川 愛博382 ナカガワ ヨシヒロ 滋賀県

50分14秒53 高橋 哲也367 タカハシ テツヤ 兵庫県

50分16秒54 安田 良平418 ヤスダ リョウヘイ 京都府

51分01秒55 三宅 文彦412 ミヤケ フミヒコ 兵庫県

51分19秒56 米 剛徳427 ヨネ タケノリ 兵庫県

51分26秒57 杉原 智362 スギハラ サトシ 大阪府

51分36秒58 波多野 直哉394 ハタノ ナオヤ 兵庫県

51分37秒59 大森 智陽328 オオモリ トモアキ 兵庫県

52分09秒60 中田 靖之384 ナカタ ヤスユキ 京都府

52分26秒61 塚村 公隆378 ツカムラ キミタカ 京都府

52分49秒62 駒谷 庄二郎354 コマタニ ショウジロウ 大阪府

52分54秒63 萩野 貴之391 ハギノ タカユキ 大阪府

53分35秒64 谷岡 雅宏374 タニオカ マサヒロ 兵庫県

53分36秒65 細島 裕崇403 ホソシマ ヒロタカ 兵庫県

54分02秒66 大畑 雅昭326 オオハタ マサアキ 兵庫県

54分05秒67 大西 徹324 オオニシ トオル 奈良県

54分13秒68 橋本 直392 ハシモト ナオシ 東京都

54分33秒69 赤塩 政則302 アカシオ マサノリ 兵庫県

54分49秒70 田中 俊至373 タナカ シュンジ 高知県

55分02秒71 山内 真喜夫420 ヤマウチ マキオ 島根県

55分40秒72 大石 圭319 オオイシ ケイ 兵庫県

56分05秒73 大下 礼320 オオシタ レイ 岡山県

56分10秒74 山田 隆平424 ヤマダ リュウヘイ 京都府

56分22秒75 亀元 靖彦340 カメモト ヤスヒコ 兵庫県

56分28秒76 紀平 拓己343 キヒラ タクミ 兵庫県

56分40秒77 袖山 雄志郎365 ソデヤマ ユウシロウ 京都府

57分07秒78 山内 一成419 ヤマウチ カズナリ 京都府

57分29秒79 辻 忠志379 ツジ タダシ 兵庫県

57分31秒80 木村 健345 キムラ ケン 兵庫県

57分33秒81 皿海 英幸358 サラガイ ヒデユキ 広島県

57分49秒82 松尾 賢志409 マツオ ケンジ 兵庫県

57分54秒83 片山 慎一朗336 カタヤマ シンイチロウ 東京都

58分06秒84 小森 隆弘332 オモリ タカヒロ 兵庫県

58分24秒85 国本 広和349 クニモト ヒロカズ 兵庫県

58分58秒86 森 博之415 モリ ヒロユキ 兵庫県

59分10秒87 妹尾 雅史363 セノオ マサシ 岡山県

59分13秒88 山下 誠一422 ヤマシタ セイイチ 兵庫県

59分15秒89 大橋 俊昭325 オオハシ トシアキ 兵庫県

59分58秒90 中塚 壽一385 ナカツカ ジュイチ 大阪府

1時間00分01秒91 黒田 誠352 クロダ マコト 大阪府

1時間00分02秒92 酒井 常也355 サカイ トキヤ 奈良県

1時間00分55秒93 山下 洋明423 ヤマシタ ヒロアキ 兵庫県

1時間01分08秒94 山口 正春421 ヤマグチ マサハル 奈良県

1時間01分19秒95 田中 修一372 タナカ シュウイチ 兵庫県

1時間02分36秒96 鍜治 達弘334 カジ タツヒロ 兵庫県

1時間02分37秒97 上村 大輔339 カミムラ ダイスケ 兵庫県

1時間02分40秒98 片山 隆司337 カタヤマ タカシ 兵庫県

1時間03分06秒99 大谷 一馬323 オオタニ カズマ 兵庫県

1時間03分48秒100 川崎 環342 カワサキ タマキ 兵庫県
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1時間03分55秒101 奥戸 貴裕331 オクド タカヒロ 奈良県

1時間04分12秒102 原田 紀昌397 ハラダ ノリマサ 大阪府

1時間04分16秒103 太田越 昭男322 オオタゴシ アキオ 大阪府

1時間04分43秒104 久保 昌弘350 クボ マサヒロ 兵庫県

1時間04分54秒105 今津 浩詞314 イマヅ コウジ 大阪府

1時間04分55秒106 村上 克則414 ムラカミ カツノリ 兵庫県

1時間05分31秒107 藤本 翼401 フジモト ツバサ 兵庫県

1時間05分37秒108 野原 裕介390 ノハラ ユウスケ 大阪府

1時間05分41秒109 佐多 慶一356 サタ ケイイチ 大阪府

1時間06分45秒110 大杉 哲司321 オオスギ テツジ 兵庫県

1時間06分58秒111 麻原 誠司304 アサハラ セイジ 兵庫県

1時間07分07秒112 尾路 保行333 オロ ヤスユキ 兵庫県

1時間08分10秒113 久木野 功348 クキノ イサオ 大阪府

1時間09分34秒114 三木 信善410 ミキ ノブヨシ 兵庫県

1時間09分34秒115 滝村 崇369 タキムラ タカシ 大阪府

1時間11分26秒116 中村 昂暖386 ナカムラ アキハル 兵庫県

1時間11分48秒117 小礒 昌弘353 コイソ マサヒロ 岡山県

1時間14分22秒118 今村 純哉315 イマムラ ジュンヤ 兵庫県

1時間21分12秒119 池谷 広明308 イケタニ ヒロアキ 兵庫県

1時間22分08秒120 伊東 眞一311 イトウ シンイチ 長野県

1時間27分01秒121 石田 拓人309 イシダ タクト 兵庫県
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