
大会記録 作成日付 2021/01/16

05kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 251 小池 健仁 コイケ ケンジ 男性 17.54

2 126 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 男性 17.59

3 281 石田 真幸 イシダ マサキ 男性 18.12

4 639 井原　康孝 イハラ　ヤスタカ 男性 18.15

5 914 柳田　儀宣 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 男性 18.30

6 297 竹　祐太郎 タケ　ユウタロウ 男性 19.35

7 683 磯野 公男 イソノ キミオ 男性 19.53

8 806 小田中 隆二 オダナカ リュウジ 男性 20.08

9 876 佐野　洋 サノ　ヒロシ 男性 20.11

10 742 波多野 和儀 ハダノ カヅヨシ 男性 20.17

11 746 黒澤　清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 男性 20.26

12 930 手塚 厚 テヅカ アツシ 男性 20.36

13 947 瀧澤 雄太 タキザワ ユウタ 男性 20.47

14 710 河村 鉄平 カワムラ テッペイ 男性 20.52

15 924 井上 信人 イノウエ ノブト 男性 21.10

16 194 木村 達徳 キムラ タツノリ 男性 21.14

17 483 飯沼 慶二 イイヌマ ケイジ 男性 21.30

18 848 渡邉 雄祐 ワタナベ　ユウスケ 男性 21.32

19 503 佐藤　威 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 男性 21.47

20 1000 福代 光平 フクヨ コウヘイ 男性 22.23

21 807 吉村 勝己 ヨシムラ カツミ 男性 23.01

22 921 石塚　由起子 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｷｺ 女性 23.11

23 904 木村 正三 キムラ ショウゾウ 男性 23.20

24 796 印南 政利 インナミ マサトシ 男性 24.33

25 945 佐藤　弘 サトウ　ヒロシ 男性 26.43

26 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 27.19

27 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 29.49

28 946 武笠　俊也 ムサカ　トシヤ 男性 39.38

10kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 126 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 男性 38.02

2 1000 福代 光平 フクヨ コウヘイ 男性 38.10

3 281 石田 真幸 イシダ マサキ 男性 38.44

4 662 牧野 渡 マキノ ワタル 男性 39.05

5 927 中村 和宏 ナカムラ カズヒロ 男性 39.16

6 683 磯野 公男 イソノ キミオ 男性 42.10

7 748 石井　文彰 ｲｼｲ ﾌﾐｱｷ 男性 42.30

8 517 大橋　晴彦 ｵｵﾊｼ ﾊﾙﾋｺ 男性 42.37

9 806 小田中 隆二 オダナカ リュウジ 男性 44.23

10 926 杉山 弥 スギヤマ ワタル 男性 44.26

11 935 佐竹 英幸 サタケ ヒデユキ 男性 44.30

12 930 手塚 厚 テヅカ アツシ 男性 44.58

13 710 河村 鉄平 カワムラ テッペイ 男性 45.22

14 774 小泉 洋平 コイズミ ヨウヘイ 男性 46.04



15 947 瀧澤 雄太 タキザワ ユウタ 男性 46.28

16 439 篠崎 正朗 シノザキ セイロウ 男性 47.34

17 807 吉村 勝己 ヨシムラ カツミ 男性 49.38

18 921 石塚　由起子 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｷｺ 女性 49.53

19 458 宮澤　さおり ミヤザワ　サオリ 女性 49.56

20 796 印南 政利 インナミ マサトシ 男性 51.20

21 591 大勝 学 オオカツ マナブ 男性 54.07

22 792 大友 佑斗 オオトモ ユウト 男性 55.12

23 944 原　季実子 ﾊﾗ ｷﾐｺ 女性 56.35

24 840 金　成太 ｷﾝ ｾｲﾀ 男性 56.36

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

1 823 飯　俊治 イイ　トシハル 男性 1.15.24

2 839 菊地 智彦 キクチ トモヒコ 男性 1.18.05

3 461 福田　哲也 フクダ　テツヤ 男性 1.21.29

4 945 佐藤　弘 サトウ　ヒロシ 男性 1.23.50

5 825 水元　勝利 ミズモト カツトシ 男性 1.23.58

6 865 道正 俊明 ドウショウ トシアキ 男性 1.24.14

7 869 高田 幸典 タカタ ユキノリ 男性 1.25.47

8 939 青木　茂 ｱｵｷ ｼｹﾞﾙ 男性 1.26.57

9 661 都丸 隆行 トマル タカユキ 男性 1.28.12

10 936 吉村 孝喜 ヨシムラ コウキ 男性 1.29.02

11 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 1.31.36

12 719 谷口 智哉 タニグチ トシヤ 男性 1.32.13

13 681 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 男性 1.32.50

14 908 根本　博之 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 男性 1.32.57

15 680 山崎 泰一 ヤマザキ ヤスカズ 男性 1.33.15

16 906 高貝 丈滋 タカガイ ジョウジ 男性 1.33.49

17 742 波多野 和儀 ハダノ カヅヨシ 男性 1.34.52

18 746 黒澤　清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 男性 1.35.31

19 629 坂口 明 サカグチ アキラ 男性 1.35.46

20 762 小林 秀行 コバヤシ ヒデユキ 男性 1.35.52

21 503 佐藤　威 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 男性 1.36.52

22 368 住田 芳浩 スミダ ヨシヒロ 男性 1.38.03

23 534 佐々木 洋介 ササキヨウスケ 男性 1.38.37

24 375 岩上 浩己 イワカミ ヒロキ 男性 1.38.48

25 757 牟田口 元 ムタグチ ハジメ 男性 1.38.50

26 604 近藤 亨成 コンドウ コウセイ 男性 1.39.14

27 285 清水 剛 シミズ ツヨシ 男性 1.41.01

28 672 増田 愛子 マスダ アイコ 女性 1.41.28

29 414 池田 保 イケダ タモツ 男性 1.41.55

30 909 佐藤　元樹 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ 男性 1.42.32

31 633 工藤 正道 クドウ マサミチ 男性 1.42.35

32 370 芳野 富男 ヨシノ トミオ 男性 1.42.56

33 483 飯沼 慶二 イイヌマ ケイジ 男性 1.43.42

34 941 小椋　尚之 ｵｸﾞﾗ ﾅｵﾕｷ 男性 1.44.46

35 861 蓮沼 喜高 ハスヌマ ヨシタカ 男性 1.45.10

36 828 矢島　康雄 ヤジマ　ヤスオ 男性 1.45.40



37 848 渡邉 雄祐 ワタナベ　ユウスケ 男性 1.45.54

38 943 稲葉　恭子 ｲﾅﾊﾞ ｷﾖｳｺ 女性 1.46.21

39 931 後藤 圭子 ゴトウ ケイコ 女性 1.47.26

40 932 富山 一宏 トミヤマ カズヒロ 男性 1.47.53

41 422 上條 航樹 カミジョウ コウキ 男性 1.49.11

42 387 米山 修一朗 ヨネヤマ シュウイチロウ 男性 1.49.42

43 798 松塚　茂 ﾏﾂﾂﾞｶ ｼｹﾞﾙ 男性 1.49.55

44 361 三嶋 章夫 ミシマ アキオ 男性 1.51.36

45 920 西村　知可子 ﾆｼﾑﾗ ﾁｶｺ 女性 1.52.16

46 519 赤津　光生 ｱｶﾂ ｺｳｷ 男性 1.54.45

47 933 中尾 健 ナカオ タケシ 男性 1.54.50

48 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 2.06.17


