
大会記録 作成日付 2021/08/23

05kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 1114 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ 男性 17.36

2 1115 清水 聡 シミズ サトシ 男性 17.59

3 649 川村　一樹 カワムラ　カズキ 男性 18.10

4 639 井原　康孝 イハラ　ヤスタカ 男性 18.17

5 662 牧野 渡 マキノ ワタル 男性 18.19

6 1006 上田　陽子 ウエダ ヨウコ 女性 18.37

7 682 河西 麻子 カワニシ アサコ 女性 19.00

8 746 黒澤　清剛 クロサワ セイゴウ 男性 19.16

9 779 二井谷 昇 ニイタニ ノボル 男性 19.18

10 397 松尾 真嗣 マツオ シンジ 男性 19.37

11 364 大島 芳郎 オオシマ ヨシロウ 男性 19.45

12 1117 大鐘 淳平 オオガネ ジュンペイ 男性 19.52

13 748 石井　文彰 イシイ フミアキ 男性 20.22

14 1107 郭　忠興 カク チュウコウ 男性 20.50

15 403 小岩 淳 コイワ ジユン 男性 21.02

16 449 窪田 啓 クボタ ケイ 男性 21.08

17 1108 片桐　拓弥 カタギリ タクヤ 男性 21.10

18 935 佐竹 英幸 サタケ ヒデユキ 男性 21.25

19 1007 麻生　徳雄 アソウ　ノリオ 男性 22.14

20 1043 蔭西 透 カゲニシ トオル 男性 22.23

21 1086 石原　正一 イシハラ ショウイチ 男性 23.01

22 1113 奥山 琢磨 オクヤマ タクマ 男性 23.46

23 1116 鈴木 努 スズキ ツトム 男性 24.11

24 1078 鈴木 俊彦 スズキ トシヒコ 男性 24.30

25 439 篠崎 正朗 シノザキ セイロウ 男性 24.51

26 1090 小出　太郎 コイデ タロウ 男性 26.12

27 1070 松橋 誠 マツハシ マコト 男性 27.24

28 152 伊与部 博昭 イヨベ ヒロアキ 男性 28.02

29 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 28.06

30 268 岡　清久 オカ　キヨヒサ 男性 28.11

31 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 28.33

32 796 印南 政利 インナミ マサトシ 男性 30.48

10kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 1114 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ 男性 37.36

2 397 松尾 真嗣 マツオ シンジ 男性 38.15

3 1115 清水 聡 シミズ サトシ 男性 38.44

4 779 二井谷 昇 ニイタニ ノボル 男性 38.50

5 1111 竹崎 泰史 タケザキ ヤスシ 男性 39.41

6 144 坂本 久美子 サカモト クミコ 女性 40.16

7 681 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 男性 44.07

8 746 黒澤　清剛 クロサワ セイゴウ 男性 44.16

9 890 斉藤　明 サイトウ　アキラ 男性 45.01

10 639 井原　康孝 イハラ　ヤスタカ 男性 45.10

11 604 近藤 亨成 コンドウ コウセイ 男性 45.38



12 364 大島 芳郎 オオシマ ヨシロウ 男性 46.34

13 1107 郭　忠興 カク チュウコウ 男性 46.46

14 1108 片桐　拓弥 カタギリ タクヤ 男性 46.54

15 1086 石原　正一 イシハラ ショウイチ 男性 47.32

16 383 平野 一秀 ヒラノ カズヒデ 男性 48.19

17 1012 稲田 哲博 イナダ テツヒロ 男性 48.31

18 861 蓮沼 喜高 ハスヌマ ヨシタカ 男性 48.56

19 439 篠崎 正朗 シノザキ セイロウ 男性 50.28

20 828 矢島　康雄 ヤジマ　ヤスオ 男性 51.07

21 1117 大鐘 淳平 オオガネ ジュンペイ 男性 52.19

22 662 牧野 渡 マキノ ワタル 男性 52.54

23 1007 麻生　徳雄 アソウ　ノリオ 男性 54.22

24 375 岩上 浩己 イワカミ ヒロキ 男性 54.31

25 649 川村　一樹 カワムラ　カズキ 男性 55.22

26 350 前川 達郎 マエカワ タツロウ 男性 55.31

27 493 吉田 正彦 ヨシダ　マサヒコ 男性 55.32

28 1038 竹中 勝美 タケナカ カツミ 男性 55.48

29 1116 鈴木 努 スズキ ツトム 男性 56.01

30 261 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 1.01.09

31 1119 玉置 君江 タマキ キミエ 女性 1.01.19

32 854 本田 仁之 ホンダ ヨシユキ 男性 1.04.46

5kmの部

記録性別フリガナ氏名ゼッケン順位

レース名

1 748 石井　文彰 イシイ フミアキ 男性 22.38

2 403 小岩 淳 コイワ ジユン 男性 22.41

3 449 窪田 啓 クボタ ケイ 男性 23.24

4 268 岡　清久 オカ　キヨヒサ 男性 23.33

5 152 伊与部 博昭 イヨベ ヒロアキ 男性 25.45

6 1090 小出　太郎 コイデ タロウ 男性 29.00

7 1070 松橋 誠 マツハシ マコト 男性 29.31

8 1078 鈴木 俊彦 スズキ トシヒコ 男性 32.35


