
大会記録 作成日付 2021/04/18

05kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 1025 加藤 可己 カトウ ヨシキ 男性 18.07

2 865 道正 俊明 ドウショウ トシアキ 男性 18.22

3 662 牧野 渡 マキノ ワタル 男性 18.25

4 661 都丸 隆行 トマル タカユキ 男性 19.13

5 281 石田 真幸 イシダ マサキ 男性 19.17

6 825 水元　勝利 ミズモト カツトシ 男性 19.21

7 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 19.25

8 403 小岩 淳 コイワ ジユン 男性 19.29

9 395 栃田 慎一 トチダ シンイチ 男性 19.59

10 432 大谷 令子 オオタニ レイコ 女性 22.04

11 503 佐藤　威 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 男性 23.11

12 268 岡　清久 オカ　キヨヒサ 男性 23.35

13 796 印南 政利 インナミ マサトシ 男性 23.44

14 1027 高橋　健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 男性 23.53

15 111 長谷川 　志乃 ハセガワ　シノ 女性 24.41

16 931 後藤 圭子 ゴトウ ケイコ 女性 25.13

17 932 富山 一宏 トミヤマ カズヒロ 男性 25.15

18 110 浦澤　宗孝 ウラサワ　ムネタカ 男性 25.30

19 1034 伊藤　恵里華 ｲﾄｳ ｴﾘｶ 女性 26.05

20 239 森 寛延 モリ ヒロノブ 男性 27.09

10kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 1016 高橋　佑介 タカハシ　ユウスケ 男性 33.44

2 709 長岡 啓介 ナガオカ ケイスケ 男性 35.51

3 837 淺田 大吾 アサダ ダイゴ 男性 38.16

4 1022 勝浦 みどり カツウラ ミドリ 女性 39.18

5 825 水元　勝利 ミズモト カツトシ 男性 39.59

6 1029 立花　祐樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｷ 男性 41.02

7 1030 清水　翔 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 男性 42.02

8 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 43.32

9 403 小岩 淳 コイワ ジユン 男性 43.40

10 1020 ヴィッツシュトック ユル ヴィッツシュトック ユル 男性 43.50

11 1024 新井 晃 アライ アキラ 男性 44.20

12 503 佐藤　威 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 男性 46.31

13 1035 坂本 順二 サカモト ジュンジ 男性 47.51

14 395 栃田 慎一 トチダ シンイチ 男性 48.33

15 796 印南 政利 インナミ マサトシ 男性 50.53

16 1027 高橋　健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 男性 53.39

17 268 岡　清久 オカ　キヨヒサ 男性 54.00

18 591 大勝 学 オオカツ マナブ 男性 54.20

19 111 長谷川 　志乃 ハセガワ　シノ 女性 56.08

20 239 森 寛延 モリ ヒロノブ 男性 1.02.51

21 192 前田　妙子 マエダ　タエコ 女性 1.04.09



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 1.19.39

2 1006 上田　陽子 ｳｴﾀﾞ ﾖｳｺ 女性 1.25.21

3 681 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 男性 1.28.03

4 680 山崎 泰一 ヤマザキ ヤスカズ 男性 1.31.32

5 539 岡部 真弘 オカベ マサヒロ 男性 1.34.42

6 868 中馬 良和 チュウマン ヨシカズ 男性 1.34.52

7 1028 郭　忠興 ｶｸ ﾁｭｳｺｳ 男性 1.35.35

8 774 小泉 洋平 コイズミ ヨウヘイ 男性 1.35.37

9 1014 横山 徹太郎 ヨコヤマ テツタロウ 男性 1.35.49

10 762 小林 秀行 コバヤシ ヒデユキ 男性 1.36.42

11 1023 重信 大助 シゲノブ ダイスケ 男性 1.37.39

12 426 森下　歩 モリシタ　アユム 男性 1.37.56

13 710 河村 鉄平 カワムラ テッペイ 男性 1.38.01

14 125 永嶋　かおり ナガシマ カオリ 女性 1.39.54

15 954 小柳 明彦 コヤナギ アキヒコ 男性 1.40.00

16 909 佐藤　元樹 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ 男性 1.40.45

17 907 岡田　正彦 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 男性 1.41.52

18 383 平野 一秀 ヒラノ カズヒデ 男性 1.42.26

19 309 天野 英二郎 アマノ エイジロウ 男性 1.42.45

20 1018 大西 和隆 オオニシ カズタカ 男性 1.42.57

21 422 上條 航樹 カミジョウ コウキ 男性 1.48.38

22 672 増田 愛子 マスダ アイコ 女性 1.49.17

23 414 池田 保 イケダ タモツ 男性 1.51.25

24 931 後藤 圭子 ゴトウ ケイコ 女性 1.53.33

25 932 富山 一宏 トミヤマ カズヒロ 男性 2.05.52


