
大会記録 作成日付 2020/10/17

05kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 811 和田 靖 ワダ ヤスシ 男性 17.56

2 281 石田 真幸 イシダ マサキ 男性 18.47

3 780 原田慎也 ハラダシンヤ 男性 18.52

4 820 濱部　陽介 ハマベ　ヨウスケ 男性 19.31

5 709 長岡 啓介 ナガオカ ケイスケ 男性 19.36

6 746 黒澤　清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 男性 19.56

7 729 石川 智史 イシカワ サトシ 男性 20.02

8 848 渡邉 雄祐 ワタナベ　ユウスケ 男性 21.49

9 432 大谷 令子 オオタニ レイコ 女性 23.00

10 842 釼内　士門 ﾀﾁｳﾁ ｼﾓﾝ 男性 23.15

11 816 和田　志野 ワダ シノ 女性 23.26

12 785 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ 男性 25.02

13 836 畠山 伊代 ハタケヤマ イヨ 女性 26.22

14 829 内野 定明 ウチノ サダアキ 男性 26.38

15 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 27.22

16 838 繁田 典子 シゲタ ノリコ 女性 31.20

10kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 777 伊藤　智征 ｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 男性 36.47

2 709 長岡 啓介 ナガオカ ケイスケ 男性 36.56

3 780 原田慎也 ハラダシンヤ 男性 38.43

4 461 福田　哲也 フクダ　テツヤ 男性 39.00

5 729 石川 智史 イシカワ サトシ 男性 41.20

6 746 黒澤　清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 男性 42.02

7 675 若宮 恵理子 ワカミヤ エリコ 女性 49.31

8 829 内野 定明 ウチノ サダアキ 男性 52.40

9 591 大勝 学 オオカツ マナブ 男性 56.24

10 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 57.01

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

1 839 菊地 智彦 キクチ トモヒコ 男性 1.19.36

2 649 川村　一樹 カワムラ　カズキ 男性 1.20.56

3 837 淺田 大吾 アサダ ダイゴ 男性 1.26.58

4 937 高橋　一達 タカハシ　カズミチ 男性 1.28.01

5 820 濱部　陽介 ハマベ　ヨウスケ 男性 1.31.16

6 680 山崎 泰一 ヤマザキ ヤスカズ 男性 1.36.37

7 830 玉木 泉 タマキ イズミ 男性 1.39.54

8 762 小林 秀行 コバヤシ ヒデユキ 男性 1.41.59

9 757 牟田口 元 ムタグチ ハジメ 男性 1.44.00

10 833 橘内 浩二 キツナイ コウジ 男性 1.44.06

11 383 平野 一秀 ヒラノ カズヒデ 男性 1.44.41

12 633 工藤 正道 クドウ マサミチ 男性 1.45.05

13 755 若林　有美 ワカバヤシ　ユミ 女性 1.47.18

14 785 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ 男性 1.48.16



15 841 西川　茂穂 ﾆｼｶﾜ ｼｹﾞｵ 男性 1.48.32

16 604 近藤 亨成 コンドウ コウセイ 男性 1.48.36

17 422 上條 航樹 カミジョウ コウキ 男性 1.48.54

18 834 大橋 由宏 オオハシ ヨシヒロ 男性 2.08.56


