
大会記録 作成日付 2019/02/16

05km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 0:19:18
2 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 0:19:32
3 313 高橋 勉 タカハシ ツトム 男性 0:19:55
4 316 古西 将人 コニシ マサト 男性 0:20:20
5 280 飯田 雅浩 イイダ マサヒロ 男性 0:20:32
6 268 岡 清久 オカ キヨヒサ 男性 0:20:41
7 320 中元 隆 ナカモト タカシ 男性 0:20:51
8 161 相馬 智哉 ソウマ トモヤ 男性 0:21:18
9 309 天野 英二郎 アマノ エイジロウ 男性 0:22:06

10 274 益子 正敏 マシコ マサトシ 男性 0:22:25
11 327 朝日 崇 アサヒ タカシ 男性 0:22:49
12 329 中山 奈々 ナカヤマ ナナ 女性 0:23:36
13 332 奥貫 恭行 オクヌキ ヤスユキ 男性 0:23:57
14 301 安齋 一郎 アンザイ イチロウ 男性 0:24:25
15 182 小林 大 コバヤシ マサル 男性 0:24:39
16 328 川上 努 カワカミ ツトム 男性 0:24:54
17 201 横田 司 ﾖｺﾀ ﾂｶｻ 男性 0:24:56
18 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 0:26:57
19 275 橋本 桂 ハシモト カツラ 女性 0:31:02

10kmの部
記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 0:41:25
2 320 中元 隆 ナカモト タカシ 男性 0:41:28
3 280 飯田 雅浩 イイダ マサヒロ 男性 0:43:18
4 161 相馬 智哉 ソウマ トモヤ 男性 0:44:42
5 329 中山 奈々 ナカヤマ ナナ 女性 0:48:54
6 327 朝日 崇 アサヒ タカシ 男性 0:49:00
7 328 川上 努 カワカミ ツトム 男性 0:49:33
8 301 安齋 一郎 アンザイ イチロウ 男性 0:53:26
9 182 小林 大 コバヤシ マサル 男性 0:55:10

10 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 0:56:36
11 311 阿久津 政徳 アクツ マサノリ 男性 1:03:34
12 275 橋本 桂 ハシモト カツラ 女性 1:12:26

ハーフマラソンの部
記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 303 丹野 芳浩 タンノ ヨシヒロ 男性 1:26:14
2 322 加藤 徹夫 カトウ テツオ 男性 1:26:27
3 314 石川 徹治 イシカワ テツジ 男性 1:27:32
4 252 瀧本 岳 タキモト ガク 男性 1:28:00
5 312 小島 直樹 コジマ ナオキ 男性 1:29:03
6 318 上杉 義興 ウエスギ ヨシオキ 男性 1:29:50
7 264 日詰 正人 ヒヅメ マサト 男性 1:30:11
8 331 菊地 修平 キクチ シュウヘイ 男性 1:30:52
9 317 今井 章 イマイ アキラ 男性 1:33:24



10 315 栗原 初江 クリハラ ハツエ 女性 1:33:58
11 313 高橋 勉 タカハシ ツトム 男性 1:36:26
12 307 藤谷 克己 フジタニ カツミ 男性 1:37:16
13 268 岡 清久 オカ キヨヒサ 男性 1:37:21
14 333 星川 真也 ホシカワ シンヤ 男性 1:39:00
15 323 永井 豊 ナガイ ユタカ 男性 1:39:09
16 332 奥貫 恭行 オクヌキ ヤスユキ 男性 1:45:48
17 300 中島 佑季 ナカジマ ユウキ 男性 1:47:47
18 274 益子 正敏 マシコ マサトシ 男性 1:49:55
19 321 向 誠司 ムカイ セイジ 男性 1:50:54
20 298 宮崎 裕子 ミヤザキ ユウコ 女性 1:52:05
21 302 小林 英憲 コバヤシ ヒデノリ 男性 1:57:43
22 263 栗林 靖弘 クリバヤシ ヤスヒロ 男性 1:58:00
23 334 神田 美穂 カンダ ミホ 女性 1:58:09
24 326 梶川 喜弘 カジカワ ヨシヒロ 男性 2:17:03
25 177 岩田 一成 イワタ カズナリ 男性 2:22:56
26 330 宮下 忠三 ミヤシタ チュウゾウ 男性 2:30:24
27 306 福永 直美 フクナガ ナオミ 女性 2:31:28
28 265 竹村 由佳 タケムラ ユカ 女性 2:39:12
29 308 本村 三枝子 モトムラ ミエコ 女性 3:01:15


