
大会記録 作成日付 2019/05/18

05kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 349 小原 浩貴 コハラ ヒロタカ 男性 18:06

2 406 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 男性 18:35

3 282 森本 悠理 モリモト ユウリ 男性 18:38

4 207 川野輪 隆 カワノワ タカシ 男性 19:12

5 388 桜庭　公樹 サクラバ　コウキ 男性 19:27

6 408 吉田 篤史 ヨシダ アツシ 男性 19:42

7 160 関根 広郎 セキネ ヒロオ 男性 20:05

8 397 松尾 真嗣 マツオ シンジ 男性 20:36

9 122 高橋　 翔 タカハシ カケル 男性 20:44

10 179 大竹 正明 オオタケ マサアキ 男性 20:46

11 403 小岩 淳 コイワ ジユン 男性 21:30

12 409 鹿島　孝洋 カシマ　タカヒロ 男性 22:19

13 274 益子 正敏 マシコ マサトシ 男性 22:49

14 400 後藤 稔功 ゴトウ トシノリ 男性 23:17

15 295 井上　浩三郎 ｲﾉｳｴ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 男性 24:09

16 376 猪狩 忠昭 イガリ タダアキ 男性 24:14

17 396 酒井 奈緒 サカイ ナオ 女性 25:32

18 411 森田 亮平 モリタ　リョウヘイ 男性 26:15

19 410 進藤　賢一 シンドウ　ケンイチ 男性 26:24

20 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 26:41

21 412 石原 和奈 イシハラ カズナ 女性 28:45

22 413 杉田 翼人 スギタ　ヨクト 男性 32:55

23 391 新沼 水穂 ニイヌマ ミズホ 女性 33:42

24 392 福岡 睦子 フクオカ ムツコ 女性 37:58

25 399 木村 光佑 キムラ コウスケ 男性 44:05

26 405 田村 卓 タムラ タク 男性 44:06

10kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 394 森 孝博 モリ タカヒロ 男性 39:14

2 207 川野輪 隆 カワノワ タカシ 男性 41:13

3 349 小原 浩貴 コハラ ヒロタカ 男性 42:59

4 397 松尾 真嗣 マツオ シンジ 男性 43:01

5 160 関根 広郎 セキネ ヒロオ 男性 43:12

6 403 小岩 淳 コイワ ジユン 男性 45:59

7 406 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 男性 47:49

8 404 宮前 典史 ミヤマエ ノリフミ 男性 48:02

9 413 杉田 翼人 スギタ　ヨクト 男性 48:40

10 274 益子 正敏 マシコ マサトシ 男性 49:06

11 377 飯塚 隆 イイヅカ タカシ 男性 51:41

12 295 井上　浩三郎 ｲﾉｳｴ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 男性 55:31

13 396 酒井 奈緒 サカイ ナオ 女性 55:57

14 410 進藤　賢一 シンドウ　ケンイチ 男性 57:59

ハーフの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名



1 389 黒田 憲一 クロダ ケンイチ 男性 1.34.49

2 287 鶴田 智久 ツルタ トモヒサ 男性 1.35.19

3 390 小池 雄一郎 コイケ ユウイチロウ 男性 1.37.34

4 231 本田 信一 ホンダ シンイチ 男性 1.41.22

5 368 住田 芳浩 スミダ ヨシヒロ 男性 1.42.12

6 103 上原　隆行 ウエハラ　タカユキ 男性 1.46.17

7 375 岩上 浩己 イワカミ ヒロキ 男性 1.47.50

8 414 池田 保 イケダ タモツ 男性 1.52.16

9 401 大勝 俊次 オオカツ シュンジ 男性 1.53.01

10 256 本田 直美 ホンダ ナオミ 女性 1.53.22

11 415 小野村 清司 オノムラ キヨシ 男性 1.59.42

12 356 鈴木 仁 スズキ ヒトシ 男性 2.29.45

13 177 岩田 一成 イワタ　カズナリ 男性 2.30.10


