
大会記録 作成日付 2019/09/21

05kmの部
記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 486 黒田 真伍 クロダ シンゴ 男性 17.44
2 476 海老澤 武尊 エビサワ タケル 男性 18.15
3 346 竹内 賢 タケウチ サトシ 男性 19.04
4 122 高橋  翔 タカハシ カケル 男性 19.05
5 101 関根 広郎 セキネ ヒロオ 男性 19.48
6 162 高橋 真 タカハシ シン 男性 19.54
7 480 谷口 昌宏 タニグチ マサヒロ 男性 20.19
8 485 渡辺 純一 ワタナベ ジュンイチ 男性 20.44
9 492 進藤 昭洋 男性 21.24

10 471 永松 健次 ナガマツ ケンジ 男性 21.29
11 384 関根 千絵 セキネ カズエ 女性 21.30
12 488 石田 隆 イシダ タカシ 男性 21.54
13 479 飯山 宣夫 イイヤマ ノリオ 男性 22.06
14 309 天野 英二郎 アマノ エイジロウ 男性 22.18
15 260 本山 研一 モトヤマ ケンイチ 男性 24.15
16 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 26.51
17 487 浅野 令子 アサノ レイコ 女性 27.35

10kmの部
記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 495 須田 由太 スダ ユウタ 男性 33.26
2 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 41.05
3 481 織田 正宏 オダ マサヒロ 男性 42.37
4 101 関根 広郎 セキネ ヒロオ 男性 45.24
5 483 飯沼 慶二 イイヌマ ケイジ 男性 45.39
6 384 関根 千絵 セキネ カズエ 女性 46.20
7 348 享保 由美子 キョウホ ユミコ 女性 46.46
8 488 石田 隆 イシダ タカシ 男性 47.48
9 260 本山 研一 モトヤマ ケンイチ 男性 49.14

10 437 鮒子田 司 フシダ ツカサ 男性 49.46
11 436 本宮 茂治 モトミヤ シゲハル 男性 51.06
12 473 丹羽 猛 ニワ タケシ 男性 52.30
13 494 嘉瀬 健一郎 カセケンイチロウ 男性 52.37
14 220 森 二郎 モリ ジロウ 男性 59.54
15 477 稲村 和世 イナムラ カズヨ 女性 1.00.48
16 468 宮田 宗親 ミヤタ ムネチカ 男性 1.08.04

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

1 476 海老澤 武尊 エビサワ タケル 男性 1.34.53
2 231 本田 信一 ホンダ シンイチ 男性 1.35.50
3 471 永松 健次 ナガマツ ケンジ 男性 1.39.36
4 346 竹内 賢 タケウチ サトシ 男性 1.40.59
5 162 高橋 真 タカハシ シン 男性 1.41.48
6 441 高橋 明子 タカハシ アキコ 女性 1.42.42
7 485 渡辺 純一 ワタナベ ジュンイチ 男性 1.45.46



8 422 上條 航樹 カミジョウ コウキ 男性 1.49.57
9 414 池田 保 イケダ タモツ 男性 1.50.38

10 484 前田 健太郎 マエダ ケンタロウ 男性 1.50.46
11 493 吉田 正彦 ヨシダ マサヒコ 男性 1.51.08
12 430 有山 宗俊 アリヤマ ムネトシ 男性 1.53.03
13 396 酒井 奈緒 サカイ ナオ 女性 1.58.23
14 482 ⾧ 正浩 チョウ マサヒロ 男性 2.03.30
15 496 山本 かずまさ ヤマモト カズマサ 男性 2.20.14
16 497 山本 ちせ マツザワ チセ 女性 2.20.14
17 177 岩田 一成 イワタ カズナリ 男性 2.30.35


