
大会記録 作成日付 2020/03/21

05kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 508 萩原 祐介 ハギワラ ユウスケ 男性 17.36

2 693 AlvaradoBryceGordon アルヴァラート ブライス 男性 17.39

3 467 岩崎 啓昭 イワサキ ヒロアキ 男性 18.30

4 126 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 男性 18.38

5 699 福永 勝康 フクナガ 　マサヤス 男性 18.41

6 281 石田 真幸 イシダ マサキ 男性 18.48

7 662 牧野 渡 マキノ ワタル 男性 18.56

8 639 井原　康孝 イハラ　ヤスタカ 男性 19.06

9 122 高橋　 翔 タカハシ カケル 男性 19.28

10 364 大島 芳郎 オオシマ ヨシロウ 男性 19.29

11 466 朝日 宏和 アサヒ ヒロカズ 男性 19.52

12 395 栃田 慎一 トチダ シンイチ 男性 19.53

13 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 20.13

14 661 都丸 隆行 トマル タカユキ 男性 20.16

15 268 岡　清久 オカ　キヨヒサ 男性 21.07

16 360 村田 裕士 ムラタ ヒロシ 男性 21.11

17 288 安藤 新 アンドウ アラタ 男性 21.19

18 673 渡辺 邦久 ワタナベ クニヒサ 男性 21.38

19 295 井上　浩三郎 ｲﾉｳｴ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 男性 23.29

20 700 並河　昌典 ナミカワ　マサノリ 男性 23.47

21 225 竹谷 純 タケヤ ジュン 男性 24.04

22 483 飯沼 慶二 イイヌマ ケイジ 男性 24.30

23 618 小美野 浩明 オミノ ヒロアキ 男性 24.36

24 619 小美野 恵 オミノ メグミ 女性 24.48

25 376 猪狩 忠昭 イガリ タダアキ 男性 24.45

26 260 本山 研一 モトヤマ ケンイチ 男性 26.08

27 517 大橋　晴彦 ｵｵﾊｼ ﾊﾙﾋｺ 男性 26.40

28 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 26.49

29 396 酒井 奈緒 サカイ ナオ 女性 27.05

30 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 28.29

31 265 竹村 由佳 タケムラ ユカ 女性 28.58

32 698 岩田　萌 イワタ　モエ 女性 33.03

33 617 小川 正俊 オガワ マサトシ 男性 33.05

10kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 281 石田 真幸 イシダ マサキ 男性 39.37

2 126 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 男性 40.09

3 699 福永 勝康 フクナガ 　マサヤス 男性 40.17

4 662 牧野 渡 マキノ ワタル 男性 40.54

5 466 朝日 宏和 アサヒ ヒロカズ 男性 42.05

6 673 渡辺 邦久 ワタナベ クニヒサ 男性 45.23

7 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 45.30

8 676 古川 健一 フルカワ ケンイチ 男性 45.31

9 467 岩崎 啓昭 イワサキ ヒロアキ 男性 45.53



10 517 大橋　晴彦 ｵｵﾊｼ ﾊﾙﾋｺ 男性 46.21

11 383 平野 一秀 ヒラノ カズヒデ 男性 47.13

12 682 河西 麻子 カワニシ アサコ 女性 47.23

13 692 塙　真之介 ハナワ　シンノスケ 男性 47.33

14 295 井上　浩三郎 ｲﾉｳｴ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 男性 49.43

15 689 星　栄治 ホシ　エイジ 男性 50.13

16 225 竹谷 純 タケヤ ジュン 男性 50.22

17 684 水野　浩樹 ミズノ　コウキ 男性 51.09

18 572 山下 一郎 ヤマシタイチロウ 男性 51.56

19 201 横田　司 ﾖｺﾀ ﾂｶｻ 男性 53.52

20 700 並河　昌典 ナミカワ　マサノリ 男性 54.25

21 396 酒井 奈緒 サカイ ナオ 女性 55.09

22 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 55.24

23 685 高橋　敏道 タカハシ　トシミチ 男性 55.41

24 591 大勝 学 オオカツ マナブ 男性 56.52

25 678 白石 昇 シライシ ノボル 男性 59.06

26 477 稲村　和世 イナムラ　カズヨ 女性 59.26

27 696 保坂　由美子 ホサカ　ユミコ 女性 1.03.58

28 265 竹村 由佳 タケムラ ユカ 女性 1.09.08

29 695 水野　富恵 ミズノ　トミエ 女性 1.28.02

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

1 691 石川　正史 イシカワ　マサシ 男性 1.24.35

2 670 三浦 忠義 ミウラ タダヨシ 男性 1.25.28

3 688 志村　隆司 シムラ　リュウジ 男性 1.26.07

4 322 加藤 徹夫 カトウ テツオ 男性 1.28.29

5 680 山崎 泰一 ヤマザキ ヤスカズ 男性 1.30.18

6 681 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 男性 1.34.15

7 677 川村 朋哉 カワムラ トモヤ 男性 1.34.29

8 611 澄川 太郎 スミカワ タロウ 男性 1.35.08

9 277 北島 宏朗 キタジマ ヒロアキ 男性 1.35.55

10 539 岡部 真弘 オカベ マサヒロ 男性 1.37.39

11 375 岩上 浩己 イワカミ ヒロキ 男性 1.38.20

12 641 中村　亮 ナカムラ　リョウ 男性 1.38.53

13 604 近藤 亨成 コンドウ コウセイ 男性 1.39.15

14 364 大島 芳郎 オオシマ ヨシロウ 男性 1.39.39

15 618 小美野 浩明 オミノ ヒロアキ 男性 1.39.43

16 395 栃田 慎一 トチダ シンイチ 男性 1.39.48

17 553 奥田 有史 オクダ ユウジ 男性 1.41.16

18 460 藤倉　聡 フジクラ　サトシ 男性 1.41.25

19 441 高橋 明子 タカハシ アキコ 女性 1.41.33

20 387 米山 修一朗 ヨネヤマ シュウイチロウ 男性 1.43.08

21 422 上條 航樹 カミジョウ コウキ 男性 1.45.31

22 600 高橋 純 タカハシ ジュン 男性 1.45.37

23 630 小野 桂子 オノ ケイコ 女性 1.45.41

24 675 若宮 恵理子 ワカミヤ エリコ 女性 1.47.11

25 361 三嶋 章夫 ミシマ アキオ 男性 1.50.08

26 367 設楽 義行 シタラ ヨシユキ 男性 1.50.28



27 683 磯野 公男 イソノ キミオ 男性 1.50.41

28 260 本山 研一 モトヤマ ケンイチ 男性 1.51.32

29 702 チェン　ケビン チェン　ケビン 男性 1.53.00

30 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 2.01.28

31 554 篠崎　彰 ｼﾉｻﾞｷ ｱｷﾗ 男性 2.01.47

32 519 赤津　光生 ｱｶﾂ ｺｳｷ 男性 2.02.28

33 619 小美野 恵 オミノ メグミ 女性 2.10.00

34 690 鎌田　健介 カマタ　ケンスケ 男性 2.10.27

35 671 三浦 和子 ミウラ カズコ 女性 2.15.51


