
大会記録 作成日付 2018/12/15

05kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 251 小池 健仁 コイケ ケンジ 男性 0:18:29.35

2 250 塩塚 晃一 シオヅカ コウイチ 男性 0:18:45.69

3 264 日詰 正人 ヒヅメ マサト 男性 0:18:54.22

4 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 0:19:38.92

5 160 関根 広郎 セキネ ヒロオ 男性 0:19:54.25

6 253 原田 章弘 ハラダ アキヒロ 男性 0:20:08.03

7 257 境谷 直人 サカイヤ ナオト 男性 0:21:32.96

8 175 山内 千奈都 ヤマウチ　チナツ 女性 0:22:25.66

9 186 山田 俊雄 ヤマダ トシオ 男性 0:23:02.77

10 263 栗林 靖弘 クリバヤシ ヤスヒロ 男性 0:23:20.71

11 260 本山 研一 モトヤマ ケンイチ 男性 0:25:03.10

12 259 柴野 健 シバノ ケン 男性 0:25:07.32

13 255 村田 恵 ムラタ メグミ 女性 0:25:33.50

14 254 長山 義行 ナガヤマ ヨシユキ 男性 0:25:39.19

15 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 0:26:02.51

16 203 小田　浩二 ｵﾀﾞ ｺｳｼﾞ 男性 0:31:28.80

10kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 264 日詰 正人 ヒヅメ マサト 男性 0:40:43.36

2 160 関根 広郎 セキネ ヒロオ 男性 0:42:22.01

3 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 0:42:28.75

4 230 神田 佳幸 カンダ ヨシユキ 男性 0:45:44.76

5 175 山内 千奈都 ヤマウチ　チナツ 女性 0:46:41.44

6 186 山田 俊雄 ヤマダ トシオ 男性 0:51:13.05

7 248 細野 剛 ホソノ ツヨシ 男性 0:55:53.05

8 265 竹村 由佳 タケムラ ユカ 女性 1:12:17.78

20kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 250 塩塚 晃一 シオヅカ コウイチ 男性 1:19:10.19

2 252 瀧本 岳 タキモト ガク 男性 1:25:13.28

3 231 本田 信一 ホンダ シンイチ 男性 1:26:51.46

4 268 岡　清久 オカ　キヨヒサ 男性 1:27:44.45

5 255 村田 恵 ムラタ メグミ 女性 1:37:08.32

6 259 柴野 健 シバノ ケン 男性 1:37:45.35

7 260 本山 研一 モトヤマ ケンイチ 男性 1:38:40.62

8 256 本田 直美 ホンダ ナオミ 女性 1:38:57.88

9 269 鎌田　紀 カマタ　ハジメ 男性 1:45:59.97

10 254 長山 義行 ナガヤマ ヨシユキ 男性 1:49:16.84

11 263 栗林 靖弘 クリバヤシ ヤスヒロ 男性 1:50:37.96

12 262 能勢 壮一郎 ノセ ソウイチロウ 男性 1:53:22.07

13 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 1:53:32.84

14 177 岩田 一成 イワタ　カズナリ 男性 2:08:24.56

15 245 笹木　美樹男 ｻｻｷ ﾐｷｵ 男性 2:31:29.70


