
大会記録 作成日付 2021/02/20

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 15.12

2 791 石田 久貴 イシダ ヒサタカ 男性 17.32

3 1001 須郷　柚菜 スゴウ　ユズナ 女性 17.40

4 977 福代　光平 フクヨ　コウヘイ 男性 17.49

5 865 道正 俊明 ドウショウ トシアキ 男性 18.13

6 976 小久保 翼 コクボ ツバサ 男性 18.29

7 914 柳田　儀宣 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 男性 19.02

8 297 竹　祐太郎 タケ　ユウタロウ 男性 19.03

9 779 二井谷 昇 ニイタニ ノボル 男性 19.12

10 746 黒澤　清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 男性 19.16

11 962 深沢 光栄 フカザワ コウエイ 男性 19.21

12 744 坂田 浩慈 サカタ コウジ 男性 20.04

13 634 柳原 靖人 ヤナギハラ ヤスト 男性 20.15

14 152 伊与部 博昭 イヨベ ヒロアキ 男性 20.38

15 231 本田 信一 ホンダ シンイチ 男性 20.40

16 360 村田 裕士 ムラタ ヒロシ 男性 20.46

17 951 棟 真太郎 トウ シンタロウ 男性 20.56

18 449 窪田 啓 クボタ ケイ 男性 21.32

19 848 渡邉 雄祐 ワタナベ　ユウスケ 男性 21.33

20 924 井上 信人 イノウエ ノブト 男性 21.40

21 813 青木 隆哉 アオキ リュウヤ 男性 22.08

22 503 佐藤　威 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 男性 22.22

23 904 木村 正三 キムラ ショウゾウ 男性 22.43

24 439 篠崎 正朗 シノザキ セイロウ 男性 22.51

25 432 大谷 令子 オオタニ レイコ 女性 22.54

26 361 三嶋 章夫 ミシマ アキオ 男性 23.34

27 975 伊藤　海斗 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 男性 24.03

28 810 市田 学 イチダ サトシ 男性 24.27

29 945 佐藤　弘 サトウ　ヒロシ 男性 25.32

30 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 27.10

31 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 27.50

32 618 小美野 浩明 オミノ ヒロアキ 男性 27.52

33 955 町田 吉広 マチダ ヨシヒロ 男性 29.06

10kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 971 渡部　剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 男性 36.22

2 779 二井谷 昇 ニイタニ ノボル 男性 36.57

3 957 永井 元気 ナガイ モトキ 男性 37.37

4 662 牧野 渡 マキノ ワタル 男性 38.04

5 965 矢崎 雄一 ヤザキ ユウイチ 男性 38.59

6 681 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 男性 39.20

7 228 目黒 一行 メグロ カズユキ 男性 39.28

8 970 藤原　一将 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏｻ 男性 39.53

9 791 石田 久貴 イシダ ヒサタカ 男性 39.58



10 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 40.08

11 906 高貝 丈滋 タカガイ ジョウジ 男性 41.34

12 774 小泉 洋平 コイズミ ヨウヘイ 男性 41.38

13 930 手塚 厚 テヅカ アツシ 男性 42.08

14 748 石井　文彰 ｲｼｲ ﾌﾐｱｷ 男性 42.40

15 926 杉山 弥 スギヤマ ワタル 男性 43.32

16 360 村田 裕士 ムラタ ヒロシ 男性 45.29

17 383 平野 一秀 ヒラノ カズヒデ 男性 45.32

18 968 大田原　透 ｵｵﾀﾜﾗ ﾄｵﾙ 男性 47.05

19 439 篠崎 正朗 シノザキ セイロウ 男性 47.20

20 964 海老原 武 エビハラ タケシ 男性 48.07

21 731 目黒 芽衣子 メグロ メイコ 女性 48.10

22 572 山下 一郎 ヤマシタイチロウ 男性 48.56

23 361 三嶋 章夫 ミシマ アキオ 男性 51.28

24 591 大勝 学 オオカツ マナブ 男性 52.47

25 975 伊藤　海斗 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 男性 53.17

26 810 市田 学 イチダ サトシ 男性 53.43

27 737 黒田 秀隆 クロダ ヒデタカ 男性 54.14

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 1.17.42

2 959 牧野 巧 マキノ タクミ 男性 1.18.41

3 461 福田　哲也 フクダ　テツヤ 男性 1.19.03

4 349 小原 浩貴 コハラ ヒロタカ 男性 1.19.47

5 882 飯山　直輝 イイヤマ　ナオテル 男性 1.19.48

6 945 佐藤　弘 サトウ　ヒロシ 男性 1.24.30

7 969 高橋　俊康 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔｽ 男性 1.24.55

8 825 水元　勝利 ミズモト カツトシ 男性 1.25.24

9 322 加藤 徹夫 カトウ テツオ 男性 1.25.51

10 956 高橋 勇揮 タカハシ ユウキ 男性 1.26.56

11 742 波多野 和儀 ハダノ カヅヨシ 男性 1.28.04

12 744 坂田 浩慈 サカタ コウジ 男性 1.28.09

13 952 野島 真一郎 ノジマ シンイチロウ 男性 1.28.47

14 661 都丸 隆行 トマル タカユキ 男性 1.29.01

15 936 吉村 孝喜 ヨシムラ コウキ 男性 1.29.02

16 677 川村 朋哉 カワムラ トモヤ 男性 1.29.51

17 895 本舘 信 モトダテ マコト 男性 1.31.46

18 680 山崎 泰一 ヤマザキ ヤスカズ 男性 1.32.44

19 746 黒澤　清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 男性 1.33.27

20 762 小林 秀行 コバヤシ ヒデユキ 男性 1.34.38

21 962 深沢 光栄 フカザワ コウエイ 男性 1.34.50

22 440 指江 大介 サシエ ダイスケ 男性 1.34.54

23 950 小山 俊大 コヤマ トシヒロ 男性 1.35.33

24 364 大島 芳郎 オオシマ ヨシロウ 男性 1.36.54

25 539 岡部 真弘 オカベ マサヒロ 男性 1.37.35

26 503 佐藤　威 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 男性 1.37.57

27 618 小美野 浩明 オミノ ヒロアキ 男性 1.38.08

28 672 増田 愛子 マスダ アイコ 女性 1.38.14



29 441 高橋 明子 タカハシ アキコ 女性 1.38.24

30 909 佐藤　元樹 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ 男性 1.38.29

31 231 本田 信一 ホンダ シンイチ 男性 1.39.07

32 757 牟田口 元 ムタグチ ハジメ 男性 1.40.14

33 309 天野 英二郎 アマノ エイジロウ 男性 1.40.58

34 828 矢島　康雄 ヤジマ　ヤスオ 男性 1.43.46

35 913 佐藤　大悟 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 男性 1.44.50

36 931 後藤 圭子 ゴトウ ケイコ 女性 1.45.19

37 382 熊倉 徹 クマクラ トオル 男性 1.45.59

38 978 竹内 秀樹 タケウチ ヒデキ 男性 1.46.10

39 848 渡邉 雄祐 ワタナベ　ユウスケ 男性 1.46.34

40 966 中里　勇 ﾅｶｻﾞﾄ ｲｻﾑ 男性 1.47.06

41 414 池田 保 イケダ タモツ 男性 1.48.56

42 967 加藤　紀佳 ｶﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 男性 1.50.18

43 422 上條 航樹 カミジョウ コウキ 男性 1.51.24

44 519 赤津　光生 ｱｶﾂ ｺｳｷ 男性 1.51.55

45 396 酒井 奈緒 サカイ ナオ 女性 1.54.40

46 781 板橋 謙介 イタバシ ケンスケ 男性 1.55.11

47 886 高橋　美奈子 タカハシ　ミナコ 女性 1.58.03

48 955 町田 吉広 マチダ ヨシヒロ 男性 1.58.19

49 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 1.59.31

50 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 2.00.55

51 854 本田 仁之 ホンダ ヨシユキ 男性 2.16.23


