
Long Distance Class 12km

順位 測定タイム ボードカテゴリ 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 ゼッケン・TPブルー

1 　1h      16m      40s レースボードクラス14.0f　Men's  田口 頼 タグチ ライ 男性 18 沖縄県 10

2 　1h      18m      27s レースボードクラス14.0f　Men's 吉田 竜平 ヨシダ リョウヘイ 男性 39 沖縄県 7

3 　1h      19m      50s レースボードクラス14.0f　Men's 上田 大輔 ウエダ ダイスケ 男性 32 鹿児島県 12

4 　1h      19m      58s レースボードクラス14.0f　Men's 宮平 琥太朗 ミヤヒラ コタロウ 男性 14 沖縄県 8

5 　1h      20m      23s レースボードクラス14.0f　Men's 岡崎 一輝 オカザキ カズキ 男性 27 神奈川県 16

6 　1h      23m      16s レースボードクラス14.0f　Men's 下境田 尋 シモサカイダ ジン 男性 15 岡山県 9

7 　1h      23m      56s レースボードクラス14.0f　Men's 山口 純也 ヤマグチ ジュンヤ 男性 24 愛知県 18

8 　1h      26m      59s レースボードクラス14.0f　Men's 森田 智紀 モリタ トモノリ 男性 22 千葉県 14

9 　1h      27m      24s レースボードクラス14.0f　Men's 岩橋 愛斗 イワハシ マナト 男性 16 滋賀県 2

10 　1h      27m      52s レースボードクラス14.0f　Men's 永吉 浩二 ナガヨシ コウジ 男性 49 京都府 6

11 　1h      28m      39s レースボードクラス14.0f　Men's 安達　 毅 アダチ ツヨシ 男性 35 香川県 11

12 　1h      29m      41s レースボードクラス14.0f　Men's 尾尻 健 オジリ タケシ 男性 54 広島県 4

13 　1h      29m      47s レースボードクラス14.0f　Men's 熊田 憲彦 クマダ ノリヒコ 男性 53 兵庫県 20

14 　1h      31m      3s レースボードクラス14.0f　Men's 岩橋 剛志 イワハシ タカユキ 男性 41 滋賀県 1

15 　1h      31m      11s レースボードクラス14.0f　Men's 山崎 政範 ヤマサキ マサノリ 男性 48 岡山県 5

16 　1h      31m      32s レースボードクラス14.0f　Men's 安藤 進 アンドウ ススム 男性 52 岐阜県 22

17 　1h      32m      56s レースボードクラス14.0f　Men's 柳 諭 ヤナギ サトル 男性 48 広島県 13

18 　1h      32m      59s レースボードクラス14.0f　Men's 永田 拓也 ナガタ タクヤ 男性 40 滋賀県 15

19 　1h      35m      11s レースボードクラス14.0f　Men's 服巻 哲史 ハラマキ テツジ 男性 49 愛知県 19

20 　1h      37m      41s レースボードクラス14.0f　Men's 大谷 和嗣 オオタニ カズシ 男性 34 岡山県 21

21 　1h      38m      38s レースボードクラス14.0f　Men's 田中 潔 タナカ キヨシ 男性 42 滋賀県 3

22 　1h      42m      35s レースボードクラス14.0f　Men's 大坂 昌文 オオサカ マサフミ 男性 39 広島県 17

1 　1h      29m      44s レースボードクラス12.6f　Men's 中本 隆行 ナカモト タカユキ 男性 45 広島県 25

2 　1h      31m      31s レースボードクラス12.6f　Men's 福島 英彦 フクシマ ヒデヒコ 男性 54 静岡県 28

3 　1h      32m      35s レースボードクラス12.6f　Men's 近藤 友哉 コンドウ トモヤ 男性 43 岡山県 24

4 　1h      34m      28s レースボードクラス12.7f　Men's 前川 佳嗣 マエカワ ヨシツグ 男性 52 香川県 30

5 　1h      35m      34s レースボードクラス12.6f　Men's 鶴井 喜八 ツルイ キハチ 男性 14 兵庫県 27

6 　1h      39m      s55 レースボードクラス12.6f　Men's 松尾 宏一 マツオ コウイチ 男性 51 滋賀県 29

7 　1h      42m      52s レースボードクラス12.6f　Men's 松見 浩 マツミ ヒロシ 男性 59 京都府 23

1 　1h     26 m      06s インフレータブルクラス14.0f　Men's 山田 健太 ヤマダ ケンタ 男性 35 北海道 36

2 　1h      26m      23s インフレータブルクラス14.0f　Men's 山本 翔太 ヤマモト ショウタ 男性 23 沖縄県 33

3 　1h      29m      37s インフレータブルクラス14.0f　Men's 岩井 基智 イワイ モトノリ 男性 42 滋賀県 32

4 　1h      33m      54s インフレータブルクラス12.6f　Men's 水野 迅 ミズノ ジン 男性 60 滋賀県 38

5 　1h      34m      00s インフレータブルクラス14.0f　Men's 村地 拓哉 ムラチ タクヤ 男性 37 滋賀県 34

6 　1h      34m      52s インフレータブルクラス14.0f　Men's 古谷 一樹 フルヤ カズキ 男性 24 徳島県 35

7 　1h      37m      58s インフレータブルクラス14.0f　Men's 紙田 晋一郎 カミタ シンイチロウ 男性 37 京都府 31

8 　1h      38m      21s インフレータブルクラス12.6f　Men's 草場 幸宏 クサバ ユキヒロ 男性 35 沖縄県 37

1 　1h      26m      48s レースボードクラス14.0f以下　Women's 奥秋 李果 オクアキ リカ 女性 28 沖縄県 43

2 　1h      28m      14s レースボードクラス14.0f以下　Women's 横山 貴代 ヨコヤマ タカヨ 女性 45 神奈川県 39

3 　1h      35m      36s レースボードクラス14.0f以下　Women's 米村 夢春 ヨネムラ ユメハ 女性 12 兵庫県 41

4 　1h      35m      48s レースボードクラス14.0f以下　Women's 鶴井 八重 ツルイ ヤエ 女性 12 兵庫県 42

5 　1h      43m      42s レースボードクラス14.0f以下　Women's 米村 風夏 ヨネムラ フウカ 女性 17 兵庫県 40

1 　1h      43m      14s インフレータブルクラス14.0f以下　Women's 松下 萌 マツシタ モエ 女性 29 沖縄県 46

2 　1h      47m      42s インフレータブルクラス14.0f以下　Women's 山田 麻友美 ヤ マダマユミ 女性 40 北海道 44

3 　1h      53m      01s インフレータブルクラス14.0f以下　Women's 小林 和代 コバヤシ カズヨ 女性 55 神奈川県 45

45名


