
大会記録 作成日付 2019/07/20

10kmの部
記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 364 大島 芳郎 オオシマ ヨシロウ 男性 43:02
2 448 川口 忍 カワグチ シノブ 男性 44:24
3 346 竹内 賢 タケウチ サトシ 男性 44:36
4 349 小原 浩貴 コハラ ヒロタカ 男性 45:50
5 406 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 男性 45:54
6 439 篠崎 正朗 シノザキ セイロウ 男性 48:59
7 437 鮒子田 司 フシダ ツカサ 男性 49:21
8 423 ⾧嶋 克成 ナガシマ カツナリ 男性 49:55
9 395 栃田 慎一 トチダ シンイチ 男性 50:39

10 460 藤倉 聡 フジクラ サトシ 男性 50:44
11 422 上條 航樹 カミジョウ コウキ 男性 51:05
12 231 本田 信一 ホンダ シンイチ 男性 52:38
13 415 小野村 清司 オノムラ キヨシ 男性 53:45
14 449 窪田 啓 クボタ ケイ 男性 54:54
15 122 高橋  翔 タカハシ カケル 男性 55:27
16 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 1:00:11
17 143 鎌倉 英雄 カマクラ ヒサオ 男性 1:02:05
18 177 岩田 一成 イワタ カズナリ 男性 1:05:10

5kmの部①
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 18.00
2 461 福田 哲也 フクダ テツヤ 男性 18.54
3 176 辻本 和道 ツジモト カズミチ 男性 18.59
4 406 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 男性 19.08
5 160 関根 広郎 セキネ ヒロオ 男性 19.34
6 122 高橋  翔 タカハシ カケル 男性 19.35
7 364 大島 芳郎 オオシマ ヨシロウ 男性 19.37
8 318 上杉 義興 ウエスギ ヨシオキ 男性 19.41
9 297 竹 祐太郎 タケ ユウタロウ 男性 20.06

10 346 竹内 賢 タケウチ サトシ 男性 20.31
11 455 堀 真一郎 ホリ シンイチロウ 男性 20.55
12 231 本田 信一 ホンダ シンイチ 男性 21.02
13 395 栃田 慎一 トチダ シンイチ 男性 21.07
14 352 藤村 直樹 フジムラ ナオキ 男性 21.26
15 413 杉田 翼人 スギタ ヨクト 男性 21.33
16 309 天野 英二郎 アマノ エイジロウ 男性 21.48
17 458 宮澤 さおり ミヤザワ サオリ 女性 21.57
18 143 鎌倉 英雄 カマクラ ヒサオ 男性 22.24
19 453 志田 智朗 シダ トモアキ 男性 22.43
20 460 藤倉 聡 フジクラ サトシ 男性 22.45
21 449 窪田 啓 クボタ ケイ 男性 22.55
22 274 益子 正敏 マシコ マサトシ 男性 23.15
23 198 伴野 浩之 バンノ  ヒロユキ 男性 23.34
24 166 深井 友市 フカイ トモイチ 男性 23.56
25 454 武川 卓史 タケカワ タカシ 男性 24.01



26 457 宮川 星太郎 ミヤガワ セイタロウ 男性 24.09
27 415 小野村 清司 オノムラ キヨシ 男性 24.57
28 432 大谷 令子 オオタニ レイコ 女性 25.21
29 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 26.25

5kmの部②
記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 352 藤村 直樹 フジムラ ナオキ 男性 21.25
2 160 関根 広郎 セキネ ヒロオ 男性 22.35
3 457 宮川 星太郎 ミヤガワ セイタロウ 男性 23.10
4 436 本宮 茂治 モトミヤ シゲハル 男性 26.12
5 166 深井 友市 フカイ トモイチ 男性 26.55
6 413 杉田 翼人 スギタ ヨクト 男性 29.39
7 419 守屋 努 モリヤ ツトム 男性 29.45


