
大会記録 作成日付 2019/01/19

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 0:18:02
2 291 北川 一博 キタガワ カズヒロ 男性 0:18:19
3 281 石田 真幸 イシダ マサキ 男性 0:18:45
4 297 竹 裕太郎 タケ ユウタロウ 男性 0:19:08
5 264 日詰 正人 ヒヅメ マサト 男性 0:19:13
6 160 関根 広郎 セキネ ヒロオ 男性 0:19:53
7 288 安藤 新 アンドウ アラタ 男性 0:20:05
8 268 岡 清久 オカ キヨヒサ 男性 0:20:13
9 233 柴山 理央 シバヤマ リオ 男性 0:21:32

10 272 桑野 智樹 クワノ トモキ 男性 0:21:38
11 295 井上 浩三郎 ｲﾉｳｴ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 男性 0:22:36
12 274 益子 正敏 マシコ マサトシ 男性 0:22:58
13 225 竹谷 純 タケヤ ジュン 男性 0:23:04
14 255 村田 恵 ムラタ メグミ 女性 0:23:49
15 286 町田 暁央 マチダ アキヒサ 男性 0:24:12
16 122 高橋  翔 タカハシ カケル 男性 0:25:11
17 173 戸部 たつ江 トベ タツエ 女性 0:25:56
18 239 森 寛延 モリ ヒロノブ 男性 0:27:09
19 275 橋本 桂 ハシモト カツラ 女性 0:28:20
20 265 竹村 由佳 タケムラ ユカ 女性 0:38:31

10kmの部
記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 291 北川 一博 キタガワ カズヒロ 男性 0:38:53
2 160 関根 広郎 セキネ ヒロオ 男性 0:39:11
3 281 石田 真幸 イシダ マサキ 男性 0:39:18
4 289 宮崎 大 ミヤザキ マサル 男性 0:39:36
5 228 目黒 一行 メグロ カズユキ 男性 0:40:46
6 278 佐藤 信之 サトウ ノブユキ 男性 0:40:57
7 268 岡 清久 オカ キヨヒサ 男性 0:43:12
8 251 小池 健仁 コイケ ケンジ 男性 0:45:00
9 297 竹 裕太郎 タケ ユウタロウ 男性 0:45:05

10 256 本田 直美 ホンダ ナオミ 女性 0:45:20
11 231 本田 信一 ホンダ シンイチ 男性 0:45:27
12 255 村田 恵 ムラタ メグミ 女性 0:46:20
13 272 桑野 智樹 クワノ トモキ 男性 0:46:26
14 283 岡部 憲二 オカベ ケンジ 男性 0:47:27
15 276 本田 弓子 ホンダ ユミコ 女性 0:48:34
16 274 益子 正敏 マシコ マサトシ 男性 0:49:29
17 295 井上 浩三郎 ｲﾉｳｴ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 男性 0:50:32
18 225 竹谷 純 タケヤ ジュン 男性 0:53:38
19 173 戸部 たつ江 トベ タツエ 女性 0:57:12
20 239 森 寛延 モリ ヒロノブ 男性 0:58:59
21 275 橋本 桂 ハシモト カツラ 女性 1:04:27
22 273 相沢 潔 アイザワ キヨシ 男性 1:08:43



20kmの部
記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 287 鶴田 智久 ツルタ トモヒサ 男性 1:23:28
2 264 日詰 正人 ヒヅメ マサト 男性 1:24:51
3 282 森本 悠理 モリモト ユウリ 男性 1:28:39
4 293 伊藤 理士 イトウ タカシ 男性 1:28:47
5 280 飯田 雅浩 イイダ マサヒロ 男性 1:32:56
6 233 柴山 理央 シバヤマ リオ 男性 1:35:48
7 285 清水 剛 シミズ ツヨシ 男性 1:36:05
8 277 北島 宏朗 キタジマ ヒロアキ 男性 1:40:21
9 284 中村 謙二郎 ナカムラ ケンジロウ 男性 1:41:22

10 286 町田 暁央 マチダ アキヒサ 男性 1:45:29
11 298 宮崎 裕子 ミヤザキ ユウコ 女性 1:45:31
12 288 安藤 新 アンドウ アラタ 男性 1:47:21


