
大会記録 作成日付 2020/08/15

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 18.16

2 780 原田慎也 ハラダシンヤ 男性 18.33

3 467 岩崎 啓昭 イワサキ ヒロアキ 男性 18.43

4 783 高橋 英雄 タカハシ ヒデオ 男性 18.46

5 793 中村 嘉宏 ナカムラ ヨシヒロ 男性 19.09

6 788 伊藤 正宣 イトウ マサノブ 男性 19.29

7 791 石田 久貴 イシダ ヒサタカ 男性 19.32

8 744 坂田 浩慈 サカタ コウジ 男性 19.49

9 639 井原　康孝 イハラ　ヤスタカ 男性 20.08

10 746 黒澤　清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 男性 20.09

11 397 松尾 真嗣 マツオ シンジ 男性 21.16

12 729 石川 智史 イシカワ サトシ 男性 21.31

13 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 21.36

14 360 村田 裕士 ムラタ ヒロシ 男性 22.16

15 699 福永 勝康 フクナガ 　マサヤス 男性 22.30

16 364 大島 芳郎 オオシマ ヨシロウ 男性 22.34

17 726 大塚 健太郎 オオツカ ケンタロウ 男性 23.19

18 790 大森 武 オオモリ タケシ 男性 23.42

19 759 山岸 陽介 ヤマギシ ヨウスケ 男性 23.52

20 768 川瀬 はるな カワセ ハルナ 女性 24.45

21 742 波多野 和儀 ハダノ カヅヨシ 男性 25.35

22 122 高橋　 翔 タカハシ カケル 男性 25.37

23 782 志村 直美 シムラ ナオミ 女性 25.52

24 260 本山 研一 モトヤマ ケンイチ 男性 25.55

25 785 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ 男性 25.58

26 781 板橋 謙介 イタバシ ケンスケ 男性 26.04

27 684 水野　浩樹 ミズノ　コウキ 男性 26.39

28 800 加藤　暁子 ｶﾄｳ ｱｷｺ 女性 27.15

29 789 塚越 哲也 ツカゴシ テツヤ 男性 27.16

30 632 山田 斉 ヤマダ ヒトシ 男性 27.27

31 685 高橋　敏道 タカハシ　トシミチ 男性 27.52

32 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 28.50

33 696 保坂　由美子 ホサカ　ユミコ 女性 31.39

34 796 印南 政利 インナミ マサトシ 男性 34.34

35 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 36.18

10kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 397 松尾 真嗣 マツオ シンジ 男性 44.51

2 793 中村 嘉宏 ナカムラ ヨシヒロ 男性 46.21

3 680 山崎 泰一 ヤマザキ ヤスカズ 男性 47.07

4 729 石川 智史 イシカワ サトシ 男性 52.56

5 604 近藤 亨成 コンドウ コウセイ 男性 53.51

6 759 山岸 陽介 ヤマギシ ヨウスケ 男性 58.23

7 768 川瀬 はるな カワセ ハルナ 女性 58.28



8 925 矢島　康雄 ヤジマ　ヤスオ 男性 58.32

9 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 1.03.40

5kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 780 原田慎也 ハラダシンヤ 男性 19.15

2 777 伊藤　智征 ｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 男性 19.24

3 783 高橋 英雄 タカハシ ヒデオ 男性 20.06

4 281 石田 真幸 イシダ マサキ 男性 21.42

5 349 小原 浩貴 コハラ ヒロタカ 男性 22.01

6 789 塚越 哲也 ツカゴシ テツヤ 男性 23.27

7 564 武重　順也 ﾀｹｼｹﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 男性 24.47

8 364 大島 芳郎 オオシマ ヨシロウ 男性 25.28

9 699 福永 勝康 フクナガ 　マサヤス 男性 25.39

10 744 坂田 浩慈 サカタ コウジ 男性 26.46

11 422 上條 航樹 カミジョウ コウキ 男性 27.00

12 782 志村 直美 シムラ ナオミ 女性 27.04

13 798 松塚　茂 ﾏﾂﾂﾞｶ ｼｹﾞﾙ 男性 29.12

14 770 阿部 利行 アベ トシユキ 男性 29.40


