
大会記録 作成日付 2021/05/19

05kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 416 福地　芳津 フクチ　ヨシノリ 男性 18.14

2 639 井原　康孝 イハラ　ヤスタカ 男性 18.24

3 1006 上田　陽子 ｳｴﾀﾞ ﾖｳｺ 女性 19.05

4 163 田村 一也 タムラ カズヤ 男性 19.16

5 746 黒澤　清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 男性 19.20

6 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 19.49

7 825 水元　勝利 ミズモト カツトシ 男性 20.02

8 1045 木村 勝利 キムラ カツトシ 男性 20.14

9 122 高橋　 翔 タカハシ カケル 男性 20.27

10 1047 田中 信治 タナカ シンジ 男性 20.38

11 152 伊与部 博昭 イヨベ ヒロアキ 男性 20.55

12 1040 山本 順志 ヤマモト マサシ 男性 21.07

13 364 大島 芳郎 オオシマ ヨシロウ 男性 21.29

14 402 本館　信 モトダテ　マコト 男性 21.32

15 1044 亀田 貴文 カメダ タカフミ 男性 21.44

16 710 河村 鉄平 カワムラ テッペイ 男性 21.52

17 1046 渡部 晃彦 ワタナベ アキヒコ 男性 21.56

18 309 天野 英二郎 アマノ エイジロウ 男性 22.00

19 407 福地　葉子 フクチ　ヨウコ 女性 22.12

20 397 松尾 真嗣 マツオ シンジ 男性 22.19

21 806 小田中 隆二 オダナカ リュウジ 男性 22.56

22 432 大谷 令子 オオタニ レイコ 女性 23.13

23 1043 蔭西 透 カゲニシ トオル 男性 23.20

24 439 篠崎 正朗 シノザキ セイロウ 男性 23.24

25 931 後藤 圭子 ゴトウ ケイコ 女性 24.53

26 545 日下 慎吾 クサカ シンゴ 男性 24.54

27 1054 清水 英伸 シミズ ヒデノブ 男性 25.01

28 1034 伊藤　恵里華 ｲﾄｳ ｴﾘｶ 女性 25.17

29 810 市田 学 イチダ サトシ 男性 25.27

30 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 27.49

31 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 28.12

32 722 蜂谷 隆久 ハチヤ タカヒサ 男性 31.22

33 854 本田 仁之 ホンダ ヨシユキ 男性 31.25

34 1054 清水 英伸 シミズ ヒデノブ 男性 36.18

10kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 662 牧野 渡 マキノ ワタル 男性 38.32

2 416 福地　芳津 フクチ　ヨシノリ 男性 39.25

3 639 井原　康孝 イハラ　ヤスタカ 男性 42.51

4 825 水元　勝利 ミズモト カツトシ 男性 43.44

5 1041 赤羽 真一 アカバネ シンイチ 男性 44.11

6 871 久慈 直樹 クジ ナオキ 男性 44.29

7 158 佐々木 和也 ササキ カズヤ 男性 44.41

8 748 石井　文彰 ｲｼｲ ﾌﾐｱｷ 男性 45.18



9 163 田村 一也 タムラ カズヤ 男性 45.28

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 45.50

11 1066 トリーズりえ子トリーズリ 女性 46.10

12 407 福地　葉子 フクチ　ヨウコ 女性 46.54

13 417 加藤 　志保 カトウ　シホ 女性 47.14

14 1047 田中 信治 タナカ シンジ 男性 47.35

15 1046 渡部 晃彦 ワタナベ アキヒコ 男性 49.40

16 309 天野 英二郎 アマノ エイジロウ 男性 50.05

17 361 三嶋 章夫 ミシマ アキオ 男性 51.02

18 806 小田中 隆二 オダナカ リュウジ 男性 51.31

19 851 濱 浩一 ハマ ヒロカズ 男性 51.43

20 439 篠崎 正朗 シノザキ セイロウ 男性 51.58

21 1042 中山 享一 ナカヤマ キョウイチ 男性 52.06

22 201 横田　司 ﾖｺﾀ ﾂｶｻ 男性 52.19

23 810 市田 学 イチダ サトシ 男性 55.11

24 1068 中山　陽子 ナカヤマ　ヨウコ 女性 55.45

25 944 原　季実子 ﾊﾗ ｷﾐｺ 女性 56.35

26 591 大勝 学 オオカツ マナブ 男性 57.23

27 737 黒田 秀隆 クロダ ヒデタカ 男性 59.20

28 122 高橋　 翔 タカハシ カケル 男性 1.05.06

29 854 本田 仁之 ホンダ ヨシユキ 男性 1.07.11

30 1050 森　俊喜 ﾓﾘ ﾄｼﾉﾌﾞ 男性 1.08.14

31 704 田中 俊生 タナカ トシオ 男性 1.11.24

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

1 779 二井谷 昇 ニイタニ ノボル 男性 1.23.24

2 703 鈴木　勇人 スズキ　ハヤト 男性 1.25.21

3 397 松尾 真嗣 マツオ シンジ 男性 1.27.21

4 681 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 男性 1.30.25

5 680 山崎 泰一 ヤマザキ ヤスカズ 男性 1.31.58

6 1044 亀田 貴文 カメダ タカフミ 男性 1.34.31

7 746 黒澤　清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 男性 1.35.09

8 809 平井 陽介 ヒライ ヨウスケ 男性 1.36.21

9 649 川村　一樹 カワムラ　カズキ 男性 1.40.22

10 1045 木村 勝利 キムラ カツトシ 男性 1.41.12

11 604 近藤 亨成 コンドウ コウセイ 男性 1.41.45

12 1067 金井　知香 カナイ　チカ 女性 1.41.55

13 1023 重信 大助 シゲノブ ダイスケ 男性 1.46.21

14 285 清水 剛 シミズ ツヨシ 男性 1.47.28

15 1040 山本 順志 ヤマモト マサシ 男性 1.47.57

16 350 前川 達郎 マエカワ タツロウ 男性 1.52.42

17 672 増田 愛子 マスダ アイコ 女性 1.53.40

18 383 平野 一秀 ヒラノ カズヒデ 男性 1.55.18

19 828 矢島　康雄 ヤジマ　ヤスオ 男性 1.56.51

20 364 大島 芳郎 オオシマ ヨシロウ 男性 1.57.01

21 401 大勝 俊次 オオカツ シュンジ 男性 1.57.04

22 422 上條 航樹 カミジョウ コウキ 男性 1.58.32

23 932 富山 一宏 トミヤマ カズヒロ 男性 2.01.24



24 497 山本　ちせ マツザワ　チセ 女性 2.01.43

25 931 後藤 圭子 ゴトウ ケイコ 女性 2.02.21

26 496 山本 かずまさ ヤマモト カズマサ 男性 2.04.56

27 519 赤津　光生 ｱｶﾂ ｺｳｷ 男性 2.06.43

28 1049 石山　智彦 ｲｼﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 男性 2.06.47

29 105 和知　義夫 ワチ　ヨシオ 男性 2.09.18

30 796 印南 政利 インナミ マサトシ 男性 2.11.35

31 414 池田 保 イケダ タモツ 男性 2.12.10

32 1038 竹中 勝美 タケナカ カツミ 男性 2.13.05

33 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 2.16.15


