
- 第6回 春のベジタブルでワンダフルRUN！！ -

20km 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2019/5/3

スタート： 11:30:00

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

1時間14分40秒1 松原 史哲672 マツバラ フミアキ 兵庫県

1時間16分01秒2 小池 祐介625 コイケ ユウスケ 兵庫県

1時間16分15秒3 武居 泰男639 タケイ ヤスオ 兵庫県

1時間17分43秒4 井上 智喜612 イノウエ トモキ 岡山県

1時間18分58秒5 渡邊 徹則691 ワタナベ テツノリ 京都府

1時間20分47秒6 岡本 壮太郎617 オカモト ソウタロウ 東京都

1時間21分03秒7 古林 茂人665 フルバヤシ シゲト 兵庫県

1時間24分19秒8 敷本 寛631 シキモト ヒロシ 京都府

1時間26分09秒9 萬木 義範686 ユルギ ヨシノリ 大阪府

1時間27分03秒10 田坂 暢浩642 タサカ ノブヒロ 兵庫県

1時間27分23秒11 山本 創685 ヤマモト ソウ 兵庫県

1時間27分33秒12 池田 英樹604 イケダ ヒデキ 兵庫県

1時間28分37秒13 三宅 晴彦677 ミヤケ ハルヒコ 兵庫県

1時間29分45秒14 嬰木 亮吉688 ワカキ アキヨシ 兵庫県

1時間33分10秒15 福池 勇気663 フクイケ ユウキ 兵庫県

1時間33分20秒16 眞崎 守彦670 マサキ モリヒコ 兵庫県

1時間34分48秒17 西川 雅哉657 ニシカワ マサヤ 兵庫県

1時間36分27秒18 大畑 繁治614 オオハタ シゲハル 奈良県

1時間37分29秒19 太田 喬之613 オオタ タカシ 大阪府

1時間37分33秒20 中村 隆司655 ナカムラ タカシ 兵庫県

1時間37分52秒21 田中 浩645 タナカ ヒロシ 奈良県

1時間38分38秒22 村井 裕尚678 ムライ ヒロナオ 京都府

1時間38分54秒23 阿部 龍馬602 アベ リョウマ 大阪府

1時間39分08秒24 福井 元春662 フクイ モトハル 兵庫県

1時間39分25秒25 酒井 涼介628 サカイ リョウスケ 大阪府

1時間40分47秒26 松田 圭史671 マツダ ケイジ 兵庫県

1時間42分49秒27 砂川 和博634 スナガワ カズヒロ 香川県

1時間43分16秒28 竹内 義晶641 タケウチ ヨシアキ 兵庫県

1時間43分40秒29 高 興生626 コウ コウセイ 和歌山県

1時間44分16秒30 岡本 祐樹618 オカモト ユウキ 大阪府

1時間44分23秒31 水澤 亮674 ミズサワ リョウ 兵庫県

1時間45分51秒32 藤井 仁664 フジイ ヒトシ 大阪府

1時間46分52秒33 森田 優佑681 モリタ ユウスケ 京都府

1時間47分03秒34 佐藤 由孝630 サトウ ヨシタカ 大阪府

1時間47分24秒35 有田 哲郎603 アリタ テツロウ 兵庫県

1時間47分31秒36 弘瀬 至661 ヒロセ イタル 兵庫県

1時間47分34秒37 井上 徹男611 イノウエ テツオ 大阪府

1時間47分55秒38 髙井 尚樹636 タカイ ナオキ 兵庫県

1時間47分59秒39 谷口 満647 タニグチ ミツル 奈良県

1時間48分08秒40 堀井 隆司666 ホリイ タカシ 兵庫県

1時間48分10秒41 脇 郁夫689 ワキ イクオ 兵庫県

1時間48分54秒42 小林 信義627 コバヤシ ノブヨシ 大阪府

1時間49分44秒43 村瀬 謙一679 ムラセ ケンイチ 兵庫県

1時間49分47秒44 鈴木 伸和633 スズキ ノブカズ 兵庫県

1時間49分52秒45 森 大樹680 モリ タイキ 京都府

1時間50分29秒46 岡村 洋616 オカムラ ヒロシ 兵庫県

1時間50分49秒47 坂本 健太629 サカモト ケンタ 大阪府

1時間53分38秒48 井上 雄元608 イノウエ カツモト 兵庫県

1時間54分07秒49 井上 忠雄610 イノウエ タダオ 兵庫県

1時間55分44秒50 高橋 隆介638 タカハシ リュウスケ 兵庫県
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1時間55分49秒51 吉本 美雄687 ヨシモト ヨシオ 奈良県

1時間55分50秒52 畑中 健一658 ハタナカ ケンイチ 兵庫県

1時間56分52秒53 中本 善直656 ナカモト ヨシナオ 滋賀県

1時間57分25秒54 谷 賢二646 タニ ケンジ 岡山県

1時間57分30秒55 仲西 洋明652 ナカニシ ヒロアキ 兵庫県

1時間57分47秒56 八乙女 悦範682 ヤオトメ ヨシノリ 兵庫県

1時間58分13秒57 前田 純生668 マエダ スミオ 兵庫県

1時間58分26秒58 山本 耕一郎684 ヤマモト コウイチロウ 兵庫県

1時間58分37秒59 渡部 雄登692 ワタナベ ユウト 兵庫県

1時間59分39秒60 川崎 健弘620 カワサキ タケヒロ 大阪府

2時間00分02秒61 渡部 真一郎690 ワタナベ シンイチロウ 兵庫県

2時間03分21秒62 光安 拓人676 ミツヤス タクト 大阪府

2時間05分56秒63 仲西 裕653 ナカニシ ユウ 大阪府

2時間09分12秒64 永見 和昌654 ナガミ カズマサ 兵庫県

2時間09分33秒65 板垣 祐汰607 イタガキ ユウタ 京都府

2時間14分01秒66 田里 茂雄643 タザト シゲオ 神奈川県

2時間14分51秒67 田貝 正之637 タガイ マサユキ 東京都

2時間15分23秒68 井田 充彦606 イダ ミツヒコ 兵庫県

2時間17分01秒69 前場 和博669 マエバ カズヒロ 兵庫県

2時間18分40秒70 堀井 浩志667 ホリイ ヒロシ 兵庫県

2時間21分34秒71 石原 靖博605 イシハラ ヤスヒロ 兵庫県

2時間22分11秒72 木部 吉宏623 キベ ヨシヒロ 大阪府

2時間26分30秒73 出島 正喜649 デジマ マサキ 大阪府

2時間28分13秒74 林 秀一659 ハヤシ ヒデカズ 奈良県

2時間33分41秒75 島谷 曜一郎632 シマタニ ヨウイチロウ 兵庫県

2時間36分11秒76 平川 英彦660 ヒラカワ ヒデヒコ 大阪府

2時間42分04秒77 喜多 忠622 キタ タダシ 大阪府

2時間44分22秒78 矢野 雅文683 ヤノ マサフミ 徳島県

2時間49分49秒79 芦田 淳601 アシダ ジュン 兵庫県

2時間50分27秒80 岸田 浩和621 キシダ ヒロカズ 大阪府

Team▲ZERO


