
大会記録 作成日付 2020/11/21

05kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 791 石田 久貴 イシダ ヒサタカ 男性 17.49

2 251 小池 健仁 コイケ ケンジ 男性 17.57

3 811 和田 靖 ワダ ヤスシ 男性 18.02

4 281 石田 真幸 イシダ マサキ 男性 18.30

5 812 田所 剛 タドコロ ツヨシ 男性 18.49

6 878 松崎　公平 マツザキ　コウヘイ 男性 19.09

7 866 栄木 浩太 エイキ コウタ 男性 19.12

8 322 加藤 徹夫 カトウ テツオ 男性 19.39

9 876 佐野　洋 サノ　ヒロシ 男性 20.25

10 890 斉藤　明 サイトウ　アキラ 男性 20.30

11 364 大島 芳郎 オオシマ ヨシロウ 男性 20.58

12 808 藤澤 玲央 フジサワ レオ 男性 21.02

13 848 渡邉 雄祐 ワタナベ　ユウスケ 男性 21.52

14 122 高橋　 翔 タカハシ カケル 男性 22.18

15 803 吉岡 則重 ヨシオカ ノリシゲ 男性 22.35

16 432 大谷 令子 オオタニ レイコ 女性 22.46

17 726 大塚 健太郎 オオツカ ケンタロウ 男性 23.00

18 143 鎌倉 英雄 カマクラ ヒサオ 男性 23.12

19 783 高橋 英雄 タカハシ ヒデオ 男性 23.24

20 816 和田　志野 ワダ シノ 女性 23.31

21 309 天野 英二郎 アマノ エイジロウ 男性 23.38

22 774 小泉 洋平 コイズミ ヨウヘイ 男性 24.03

23 889 武田　豊三 タケダ　トヨミ 男性 24.29

24 796 印南 政利 インナミ マサトシ 男性 25.31

25 887 稲垣 吉正 イナガキ ヨシマサ 男性 25.45

26 328 川上 努 カワカミ ツトム 男性 26.54

27 872 沖永 誠 オキナガ マコト 男性 28.32

28 798 松塚　茂 ﾏﾂﾂﾞｶ ｼｹﾞﾙ 男性 28.39

29 854 本田 仁之 ホンダ ヨシユキ 男性 28.44

30 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 29.06

31 885 熊谷　峰子 クマガイ　ミネコ 女性 36.35

10kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 882 飯山　直輝 イイヤマ　ナオテル 男性 32.53

2 349 小原 浩貴 コハラ ヒロタカ 男性 36.32

3 867 宮竹 利史哉 ミヤタケ トシヤ 男性 38.01

4 881 橋本　正 ハシモト　タダシ 男性 38.33

5 751 大山　一徳 オオヤマ　カズノリ 男性 38.42

6 865 道正 俊明 ドウショウ トシアキ 男性 40.41

7 715 八田 剣之介 ハッタ ケンノスケ 男性 42.46

8 883 新井　穂嵩 アライ　ホタカ 男性 43.23

9 194 木村 達徳 キムラ タツノリ 男性 44.52

10 322 加藤 徹夫 カトウ テツオ 男性 46.16

11 931 高橋 純 タカハシ　ジュン 男性 46.37



12 859 竹内 秀樹 タケウチ ヒデキ 男性 48.13

13 889 武田　豊三 タケダ　トヨミ 男性 50.05

14 860 小島 菜月 コジマ ナツキ 女性 50.19

15 469 酒井 謙介 サカイ ケンスケ 男性 50.31

16 864 松下 純一 マツシタ ジュンイチ 男性 50.42

17 726 大塚 健太郎 オオツカ ケンタロウ 男性 50.53

18 781 板橋 謙介 イタバシ ケンスケ 男性 52.26

19 875 栗本　高志 クリモト　タカシ 男性 54.20

20 591 大勝 学 オオカツ マナブ 男性 55.33

21 872 沖永 誠 オキナガ マコト 男性 59.32

22 854 本田 仁之 ホンダ ヨシユキ 男性 1.01.57

23 567 米山　仁美 ﾖﾈﾔﾏ ﾋﾄﾐ 女性 1.02.19

24 856 上村 こず恵 カミムラ コズエ 女性 1.02.21

25 884 成田　将軍 ナリタ　ショウグン 男性 1.04.43

26 880 柴田　篤史 シバタ　アツシ 男性 1.12.48

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 1.19.22

2 783 高橋 英雄 タカハシ ヒデオ 男性 1.21.17

3 888 小坂　拓也 コサカ　タクヤ 男性 1.26.42

4 869 高田 幸典 タカタ ユキノリ 男性 1.27.58

5 849 渡部 茂 ワタベ シゲル 男性 1.28.27

6 853 芦川 裕樹 アシカワ ユウキ 男性 1.28.41

7 862 鵜瀬 和秀 ウセ カズヒデ 男性 1.28.46

8 312 小島 直樹 コジマ ナオキ 男性 1.31.02

9 677 川村 朋哉 カワムラ トモヤ 男性 1.31.53

10 850 佐々田 耕作 ササダ コウサク 男性 1.31.55

11 863 井島 守 イジマ マモル 男性 1.31.55

12 887 稲垣 吉正 イナガキ ヨシマサ 男性 1.33.08

13 680 山崎 泰一 ヤマザキ ヤスカズ 男性 1.33.52

14 868 中馬 良和 チュウマン ヨシカズ 男性 1.34.21

15 808 藤澤 玲央 フジサワ レオ 男性 1.34.55

16 539 岡部 真弘 オカベ マサヒロ 男性 1.35.02

17 706 坪井 勝紀 ツボイ カツノリ 男性 1.35.36

18 710 河村 鉄平 カワムラ テッペイ 男性 1.39.27

19 629 坂口 明 サカグチ アキラ 男性 1.40.13

20 762 小林 秀行 コバヤシ ヒデユキ 男性 1.40.36

21 774 小泉 洋平 コイズミ ヨウヘイ 男性 1.40.41

22 604 近藤 亨成 コンドウ コウセイ 男性 1.41.02

23 757 牟田口 元 ムタグチ ハジメ 男性 1.42.03

24 414 池田 保 イケダ タモツ 男性 1.44.59

25 848 渡邉 雄祐 ワタナベ　ユウスケ 男性 1.45.47

26 870 宮地 正治 ミヤチ マサハル 男性 1.46.21

27 861 蓮沼 喜高 ハスヌマ ヨシタカ 男性 1.46.40

28 672 増田 愛子 マスダ アイコ 女性 1.46.57

29 534 佐々木 洋介 ササキヨウスケ 男性 1.50.19

30 851 濱 浩一 ハマ ヒロカズ 男性 1.51.39

31 650 佐瀬　智也 サセ　トモヤ 男性 1.52.25



32 422 上條 航樹 カミジョウ コウキ 男性 1.52.53

33 886 高橋　美奈子 タカハシ　ミナコ 女性 2.00.29

34 852 加藤 昌彦 カトウ マサヒコ 男性 2.00.42

35 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 2.14.12

36 796 印南 政利 インナミ マサトシ 男性 2.21.03

37 756 亀 哲也 カメ テツヤ 男性 2.38.53


