
大会記録 作成日付 2020/12/20

05km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 15.27

2 905 丸山 紘大 マルヤマ コウダイ 男性 17.16

3 843 片岡　圭 ｶﾀｵｶ ｹｲ 男性 17.29

4 251 小池 健仁 コイケ ケンジ 男性 17.52

5 914 柳田　儀宣 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 男性 18.25

6 900 小高 紀洋 オダカ トシヒロ 男性 18.52

7 634 柳原 靖人 ヤナギハラ ヤスト 男性 19.18

8 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 19.29

9 746 黒澤　清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 男性 19.32

10 742 波多野 和儀 ハダノ カヅヨシ 男性 19.46

11 812 田所 剛 タドコロ ツヨシ 男性 20.06

12 825 水元　勝利 ミズモト カツトシ 男性 20.12

13 876 佐野　洋 サノ　ヒロシ 男性 20.22

14 517 大橋　晴彦 ｵｵﾊｼ ﾊﾙﾋｺ 男性 20.25

15 892 前田 邦典 マエダ クニノリ 男性 20.37

16 360 村田 裕士 ムラタ ヒロシ 男性 20.40

17 848 渡邉 雄祐 ワタナベ　ユウスケ 男性 21.02

18 503 佐藤　威 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 男性 21.09

19 439 篠崎 正朗 シノザキ セイロウ 男性 22.19

20 432 大谷 令子 オオタニ レイコ 女性 22.21

21 803 吉岡 則重 ヨシオカ ノリシゲ 男性 22.28

22 921 石塚　由起子 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｷｺ 女性 22.41

23 807 吉村 勝己 ヨシムラ カツミ 男性 23.37

24 871 久慈 直樹 クジ ナオキ 男性 23.58

25 904 木村 正三 キムラ ショウゾウ 男性 24.30

26 328 川上 努 カワカミ ツトム 男性 25.14

27 572 山下 一郎 ヤマシタイチロウ 男性 26.58

28 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 27.08

29 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 28.21

30 919 安部　魁 ｱﾍﾞ ｶｲ 男性 29.52

10kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 905 丸山 紘大 マルヤマ コウダイ 男性 35.04

2 349 小原 浩貴 コハラ ヒロタカ 男性 35.17

3 882 飯山　直輝 イイヤマ　ナオテル 男性 35.18

4 843 片岡　圭 ｶﾀｵｶ ｹｲ 男性 38.21

5 865 道正 俊明 ドウショウ トシアキ 男性 38.32

6 809 平井 陽介 ヒライ ヨウスケ 男性 39.33

7 448 川口 忍 カワグチ シノブ 男性 40.55

8 812 田所 剛 タドコロ ツヨシ 男性 41.13

9 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 43.17

10 194 木村 達徳 キムラ タツノリ 男性 43.28

11 907 岡田　正彦 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 男性 44.01

12 441 高橋 明子 タカハシ アキコ 女性 44.09



13 899 金村 隼介 カナムラ シュンスケ 男性 46.27

14 871 久慈 直樹 クジ ナオキ 男性 46.31

15 309 天野 英二郎 アマノ エイジロウ 男性 46.43

16 517 大橋　晴彦 ｵｵﾊｼ ﾊﾙﾋｺ 男性 48.19

17 572 山下 一郎 ヤマシタイチロウ 男性 48.50

18 439 篠崎 正朗 シノザキ セイロウ 男性 49.05

19 892 前田 邦典 マエダ クニノリ 男性 49.24

20 903 小島 優希 コジマ ユキ 女性 49.37

21 807 吉村 勝己 ヨシムラ カツミ 男性 49.52

22 920 西村　知可子 ﾆｼﾑﾗ ﾁｶｺ 女性 50.02

23 328 川上 努 カワカミ ツトム 男性 50.22

24 591 大勝 学 オオカツ マナブ 男性 54.15

25 923 藤井　彩乃 ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾉ 女性 56.07

26 832 柾谷 美智子 マサヤ ミチコ 女性 57.01

27 792 大友 佑斗 オオトモ ユウト 男性 57.13

28 827 児島由美子 コジマユミコ 女性 59.01

29 922 曹　未蘭 ﾁｮｳ ﾐﾗﾝ 女性 1.00.46

30 893 金 光錫 キム ガンソク 男性 1.04.23

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 1.17.39

2 461 福田　哲也 フクダ　テツヤ 男性 1.22.50

3 825 水元　勝利 ミズモト カツトシ 男性 1.25.09

4 898 ＢＥＲＧＥＲＥ Ｊｏｎａ ベルジェール ジョナサン 男性 1.26.45

5 312 小島 直樹 コジマ ナオキ 男性 1.29.02

6 746 黒澤　清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 男性 1.31.41

7 681 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 男性 1.31.48

8 895 本舘 信 モトダテ マコト 男性 1.32.04

9 742 波多野 和儀 ハダノ カヅヨシ 男性 1.32.44

10 908 根本　博之 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 男性 1.32.59

11 906 高貝 丈滋 タカガイ ジョウジ 男性 1.33.13

12 440 指江 大介 サシエ ダイスケ 男性 1.33.48

13 785 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ 男性 1.34.31

14 368 住田 芳浩 スミダ ヨシヒロ 男性 1.35.01

15 629 坂口 明 サカグチ アキラ 男性 1.36.32

16 383 平野 一秀 ヒラノ カズヒデ 男性 1.36.48

17 762 小林 秀行 コバヤシ ヒデユキ 男性 1.36.50

18 387 米山 修一朗 ヨネヤマ シュウイチロウ 男性 1.37.35

19 503 佐藤　威 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 男性 1.38.47

20 604 近藤 亨成 コンドウ コウセイ 男性 1.39.23

21 277 北島 宏朗 キタジマ ヒロアキ 男性 1.40.42

22 285 清水 剛 シミズ ツヨシ 男性 1.41.09

23 414 池田 保 イケダ タモツ 男性 1.41.13

24 757 牟田口 元 ムタグチ ハジメ 男性 1.41.20

25 672 増田 愛子 マスダ アイコ 女性 1.42.06

26 848 渡邉 雄祐 ワタナベ　ユウスケ 男性 1.43.03

27 859 竹内 秀樹 タケウチ ヒデキ 男性 1.45.01

28 350 前川 達郎 マエカワ タツロウ 男性 1.45.27



29 909 佐藤　元樹 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ 男性 1.46.09

30 913 佐藤　大悟 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 男性 1.47.39

31 422 上條 航樹 カミジョウ コウキ 男性 1.49.23

32 430 有山 宗俊 アリヤマ ムネトシ 男性 1.50.25

33 798 松塚　茂 ﾏﾂﾂﾞｶ ｼｹﾞﾙ 男性 1.51.22

34 781 板橋 謙介 イタバシ ケンスケ 男性 1.55.24

35 915 土屋　洋之 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾕｷ 男性 1.56.01

36 519 赤津　光生 ｱｶﾂ ｺｳｷ 男性 1.58.18

37 852 加藤 昌彦 カトウ マサヒコ 男性 2.01.45

38 916 堀　秀勝 ﾎﾘ ﾋﾃﾞｶﾂ 男性 2.01.54

39 917 石田　拓也 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 男性 2.06.08

40 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 2.06.40

41 854 本田 仁之 ホンダ ヨシユキ 男性 2.21.17


