
- 第6回 春のベジタブルでワンダフルRUN！！ -

30km 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48分59秒1 小野 喜之815 オノ ヨシユキ 岡山県

1時間54分11秒2 藤本 將851 フジモト ショウ 鹿児島県

1時間54分13秒3 我妻 総868 ワガツマ サトシ 東京都

2時間02分31秒4 清水 大輔829 シミズ ダイスケ 大阪府

2時間07分49秒5 中村 貴志843 ナカムラ タカシ 大阪府

2時間08分33秒6 中 雄志839 ナカ ユウシ 兵庫県

2時間10分31秒7 藤田 光三850 フジタ コウゾウ 大阪府

2時間13分54秒8 多田 尚平836 タダ ショウヘイ 兵庫県

2時間14分09秒9 内藤 久嗣838 ナイトウ ヒサシ 滋賀県

2時間17分03秒10 森田 康仁859 モリタ ヤスヒト 大阪府

2時間19分36秒11 中川 賢相842 ナカガワ ケンスケ 奈良県

2時間20分46秒12 平沢 雅昭848 ヒラサワ マサアキ 京都府

2時間23分41秒13 竹内 保洋834 タケウチ ヤスヒロ 東京都

2時間25分17秒14 重松 史明828 シゲマツ フミアキ 愛知県

2時間26分18秒15 大屋 弘次812 オオヤ コウジ 滋賀県

2時間26分25秒16 岡本 武哉814 オカモト タケヤ 兵庫県

2時間29分49秒17 屋敷 達也861 ヤシキ タツヤ 兵庫県

2時間29分54秒18 元川 順平858 モトカワ ジュンペイ 兵庫県

2時間30分30秒19 山本 正樹865 ヤマモト マサキ 奈良県

2時間30分34秒20 相澤 修二801 アイザワ シュウジ 兵庫県

2時間31分22秒21 濱田 恭彰846 ハマダ ヤスアキ 兵庫県

2時間32分53秒22 西岡 弘樹844 ニシオカ ヒロキ 大阪府

2時間36分27秒23 岸 輝雄819 キシ テルオ 兵庫県

2時間36分56秒24 鴻上 直己824 コウガミ ナオキ 大阪府

2時間39分21秒25 益田 有生853 マスダ ユキ 大阪府

2時間40分11秒26 野田 圭祐845 ノダ ケイスケ 京都府

2時間42分28秒27 重岡 義範827 シゲオカ ヨシノリ 岩手県

2時間44分07秒28 岡田 矩行813 オカダ ノリユキ 大阪府

2時間44分27秒29 菅原 裕樹831 スガハラ ヒロキ 大阪府

2時間45分04秒30 榎本 昌悟811 エノモト ショウゴ 大阪府

2時間45分10秒31 村上 明弘857 ムラカミ アキヒロ 兵庫県

2時間45分56秒32 有馬 隆幸802 アリマ タカユキ 京都府

2時間46分13秒33 貴島 啓820 キジマ アキラ 兵庫県

2時間48分44秒34 村岡 弘敏856 ムラオカ ヒロトシ 兵庫県

2時間50分32秒35 早川 泰正847 ハヤカワ ヤスマサ 大阪府

2時間51分13秒36 岸本 一真821 キシモト カズマ 兵庫県

2時間51分58秒37 江頭 一夫810 エガシラ カズオ 滋賀県

2時間54分03秒38 長岡 敦841 ナガオカ アツシ 兵庫県

2時間56分43秒39 中尾 泰史840 ナカオ ヒロシ 大阪府

2時間57分01秒40 御幡 章吾855 ミハタ ショウゴ 香川県

2時間58分40秒41 辻本 英彦837 ツジモト ヒデヒコ 大阪府

2時間59分59秒42 石井 泉803 イシイ イズミ 兵庫県

3時間02分47秒43 石栗 健一806 イシグリ ケンイチ 兵庫県

3時間04分10秒44 倉本 史彦823 クラモト フミヒコ 愛媛県

3時間05分19秒45 吉田 幸生866 ヨシダ コウキ 兵庫県

3時間08分55秒46 石井 貴大804 イシイ タカヒロ 岡山県

3時間11分58秒47 石田 博之807 イシダ ヒロユキ 岡山県

3時間13分34秒48 植 秀治809 ウエキ シュウジ 兵庫県

3時間14分23秒49 小野田 一雄816 オノダ カズオ 岡山県

3時間16分43秒50 石見 友秀808 イワミ トモヒデ 兵庫県

Team▲ZERO
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3時間21分18秒51 前田 悠志852 マエダ ユウジ 香川県

3時間21分39秒52 岸本 昌之822 キシモト マサユキ 兵庫県

3時間28分58秒53 小久保 映冶825 コクボ エイジ 兵庫県

3時間29分54秒54 石川 泰805 イシカワ トオル 兵庫県

3時間37分20秒55 関 恒慶833 セキ ツネヨシ 兵庫県

Team▲ZERO


