
順位 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ｾﾞｯｹﾝ№ 性別 年齢 区分 記録 備考

1 吉永　拓磨 ヨシナガ　タクマ 緑ー56 男 23 ヤング 0：09：13

2 作本　愛彦 サクモト　ナルヒコ 緑ー61 男 40 ミドル 0：09：54

3 清見　涼真 キヨミ　リョウマ 緑ー21 男 13 中学生 0：09：55

4 福田　圭司 フクダ　ケイジ 緑ー43 男 41 ミドル 0：10：04

5 徳富　颯馬 トクトミ　ソウマ 緑ー5 男 14 中学生 0：10：26

6 西村　蓮人 ニシムラ　レント 緑ー22 男 13 中学生 0：10：43

7 三井　颯太 ミツイ　ソウタ 緑ー3 男 14 中学生 0：10：44

8 村田　桂晨 ムラタ　ケイシン 緑ー50 男 13 中学生 0：10：47

9 和田　隼人 ワダ　ハヤト 緑ー28 男 14 中学生 0：10：54

10 西條　元康　 サイジョウ　モトヤス 緑ー47 男 43 ミドル 0：10：57

11 田邊　勇樹 タナベ　ユウキ 緑ー31 男 30 ミドル 0：11：00

12 川﨑　智則 カワサキ　トモノリ 緑ー32 男 40 ミドル 0：11：05

13 八代　祥一 ヤシロ　ショウイチ 緑ー16 男 14 中学生 0：11：06

14 金沖　巧望 カネオキ　タクミ 緑ー59 男 14 中学生 0：11：08

15 藤江　樹音 フジエ　ジュノン 緑ー27 男 13 中学生 0：11：28

16 和田　澄果 ワダ　スミカ 緑ー51 女 14 中学生 0：11：29 オープン

17 深津　暢恵 フカツ　ノブエ 緑ー4 女 37 ミドル 0：11：30

18 山田　真子 ヤマダ　マコ 緑ー15 女 13 中学生 0：11：47

19 黒澤　律奈 クロサワ　リツナ 緑ー40 女 12 中学生 0：11：53

20 森　紘貴 モリ　ヒロキ 緑ー46 男 15 中学生 0：12：00

21 道坂　僚介 ミチサカ　リョウスケ 緑ー48 男 12 中学生 0：12：01 オープン

22 黒澤　功 クロサワ　イサオ 緑ー38 男 50 シニア 0：12：04

23 和田　龍太郎 ワダ　リュウタロウ 緑ー52 男 38 ミドル 0：12：10

24 野口　裕二 ノグチ　ユウジ 緑ー33 男 59 シニア 0：12：15

25 萩森　公一 ハギモリ　コウイチ 緑ー37 男 27 ヤング 0：12：25

26 永松　亜美 ナガマツ　アミ 緑ー53 女 17 ヤング 0：12：27

27 田村　尚史 タムラ　ナオフミ 緑ー29 男 51 シニア 0：12：30

28 亀井　研一 カメイ　ケンイチ 緑ー45 男 52 シニア 0：12：37

29 伊藤　洸太 イトウ　コウタ 緑ー24 男 14 中学生 0：12：40

30 末冨　豊 スエトミ　ユタカ 緑ー8 男 17 ヤング 0：12：45

31 末冨　明 スエトミ　アキラ 緑ー9 男 12 中学生 0：12：53

32 柿本　佑生 カキモト　ユウキ 緑ー36 男 27 ヤング 0：13：01

33 猪川　扶実雄 イカワ　フミオ 緑ー12 男 37 ミドル 0：13：22

34 伊藤　克浩 イトウ　カツヒロ 緑ー23 男 53 シニア 0：13：25

35 森本　智帆 モリモト　チホ 緑ー44 女 15 中学生 0：13：37

36 三澤　博美 ミサワ　ヒロミ 緑ー11 男 63 シニア 0：13：58

37 田中　若菜 タナカ　ワカナ 緑ー25 女 14 中学生 0：14：05

38 長安　邦浩 ナガヤス　クニヒロ 緑ー18 男 49 ミドル 0：14：11

38 岡本　絵美 オカモト　エミ 緑ー30 女 34 ミドル 0：14：11

40 正司　誠 ショウジ　マコト 緑ー7 男 40 ミドル 0：15：15

3㎞の部 （中学生以上）　　総合順位表



順位 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ｾﾞｯｹﾝ№ 性別 年齢 区分 記録 備考

3㎞の部 （中学生以上）　　総合順位表

41 桜　聖子 サクラ　サトコ 緑ー2 女 44 ミドル 0：15：22

42 黒澤　宏美 クロサワ　ヒロミ 緑ー39 女 46 ミドル 0：15：23

43 大野　哲寛 オオノ　テツヒロ 緑ー41 男 42 ミドル 0：15：27

44 吉村　国重 ヨシムラ　クニシゲ 緑ー10 男 55 シニア 0：15：33

45 桜　昭博 サクラ　アキヒロ 緑ー1 男 45 ミドル 0：15：51

46 河内　美穂子 カワウチ　ミホコ 緑ー17 女 52 シニア 0：16：08

47 田中　暁子 タナカ　アキコ 緑ー19 女 42 ミドル 0：16：30

48 垰　麻弓 タオ　マユミ 緑ー34 女 29 ヤング 0：16：31

48 金沖　真須代 カネオキ　マスヨ 緑ー60 女 45 ミドル 0：16：31

50 垰　幸作 タオ　コウサク 緑ー35 男 29 ヤング 0：16：32

51 藤吉　一敏 フジヨシ　カズトシ 緑ー42 男 71 シニア 0：16：39

52 片岡　裕子 カタオカ　ユウコ 緑ー13 女 44 ミドル 0：17：27

53 徳富　渉 トクトミ　ワタル 緑ー6 男 39 ミドル 0：17：30

54 梅本　希里子 ウメモト　キリコ 緑ー54 女 34 ミドル 0：17：52

55 今井　由香里 イマイ　ユカリ 緑ー58 女 43 ミドル 0：19：18

56 品川　正美 シナガワ　マサミ 緑ー55 男 63 シニア 0：19：24

57 三野　桂子 ミノ　ケイコ 緑ー57 女 44 ミドル 0：20：04

58 道坂　佳代 ミチサカ　カヨ 緑ー49 女 38 ミドル 0：20：17


