
Distance Class 6km
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オレンジ

1 　45m      42s レースボードクラス14.0f　Men's 加藤 功雅 カトウ クウガ 男性 14 神奈川県 104

2 　46m      16s レースボードクラス14.0f　Men's 下境田 証 シモサカイダ アキラ 男性 49 岡山県 107

3 　46m      39s レースボードクラス14.0f　Men's 武村 萌 タケムラ 萌 男性 33 滋賀県 110

4 　46m      48s レースボードクラス14.0f　Men's 川谷 圭 カワタニ ケイ 男性 46 兵庫県 112

5 　48m      04s レースボードクラス14.0f　Men's 津野 元成 ツノ モトナリ 男性 44 広島県 108

6 　48m      52s レースボードクラス14.0f　Men's 田中 康之 タナカ ヤスユキ 男性 58 大阪府 103

7 　49m      05s レースボードクラス12.6f　Men's 水野 修司 ミズノ シュウジ 男性 47 兵庫県 114

8 　49m      12s レースボードクラス14.0f　Men's 山本 椋輝 ヤマモト リョウキ 男性 28 京都府 102

9 　50m      19s レースボードクラス12.6f　Men's 石水 庸善 イシミズ ノブヨシ 男性 46 滋賀県 115

10 　51m      23s レースボードクラス14.0f　Men's 野村 亮 ノムラ リョウ 男性 51 広島県 106

11 　53m      16s レースボードクラス14.0f　Men's 籔田 洋 ヤブタ ヒロシ 男性 51 滋賀県 101

12 　55m      44s レースボードクラス14.0f　Men's 林 和也 ハヤシ カズヤ 男性 41 滋賀県 111

13 　1h   1m   44s レースボードクラス14.0f　Men's 梶原 将也 カジワラ マサヤ 男性 40 岡山県 109

14 　1h   5m   14s レースボードクラス14.0f　Men's 籔田 靖 ヤブタ ヤスシ 男性 54 滋賀県 105

1 　47m      51s インフレータブルクラス14.0f  Men's 西川 竜真 ニシカワ タツマ 男性 12 沖縄県 123

2 　49m      23s インフレータブルクラス14.0f  Men's 甲矢 秀明 カブトヤ ヒデアキ 男性 42 岡山県 118

3 　50m      44s インフレータブルクラス14.0f  Men's 寺本 勝己 テラモト カツミ 男性 53 兵庫県 120

4 　51m      48s インフレータブルクラス14.0f  Men's 八木 勝嗣 ヤギ カツシ 男性 53 山口県 121

5 　51m      57s インフレータブルクラス14.0f  Men's 比嘉 覚 ヒガ サトル 男性 46 沖縄県 117

6 　52m      18s インフレータブルクラス14.0f  Men's 西原 浩匡 ニシハラ ヒロマサ 男性 58 滋賀県 119

7 　52m      42s インフレータブルクラス14.0f  Men's 山田 郁夫 ヤマダ イクオ 男性 64 広島県 122

8 　53m      30s インフレータブルクラス14.1f  Men's 稲岡　良和 イナオカ　ヨシカズ 男性 53 125

9 　54m      31s インフレータブルクラス14.0f  Men's 竹山 幹也 タケヤマ ミキヤ 男性 27 岐阜県 116

10 　56m     42s インフレータブルクラス14.0f  Men's 中嶋 弘一 ナカジマ コウイチ 男性 38 滋賀県 124

1 　52m      22s インフレータブルクラス12.6f Men's 上野 崚太 ウエノ リョウタ 男性 24 大阪府 127

2 　56m      57s インフレータブルクラス12.6f Men's 池川 修一 イケガワ シュウイチ 男性 51 大阪府 126

3 　58m      18s インフレータブルクラス12.6f Men's 渡辺　 信之 ワタナベ ノブユキ 男性 52 滋賀県 129

4 　58m      53s インフレータブルクラス12.6f Men's 井上 勝明 イノウエ カツアキ 男性 54 大阪府 128

1 　53m      46s レースボードクラス14.0f以下　Women's 植村 琴子 ウエムラ コトコ 女性 9 神奈川県 137

2 　56m      06s レースボードクラス14.0f以下　Women's 木下 加奈子 キノシタ カナコ 女性 51 京都府 133

3 　57m      42s レースボードクラス14.0f以下　Women's 山口 理恵 ヤマグチ リエ 女性 47 広島県 131

4 　57m      43s レースボードクラス14.0f以下　Women's 松並 由依 マツナミ ユイ 女性 32 滋賀県 134

5 　57m      45s レースボードクラス14.0f以下　Women's 岡田 容子 オカダ ヨウコ 女性 47 滋賀県 135

6 　59m      04s レースボードクラス14.0f以下　Women's 彌永 沙和 イヨナガ サナ 女性 10 沖縄県 113

7 　59m      12s レースボードクラス14.0f以下　Women's 藤原 由美 フジワラ ユミ 女性 33 岡山県 136

8 　1h   0m  31 s レースボードクラス14.0f以下　Women's 植松 智子 ウエマツ トモコ 女性 35 滋賀県 130

9 1h   5m   06s レースボードクラス14.0f以下　Women's 籔田 優佳 ヤブタ ユウカ 女性 37 滋賀県 132

1 　56m      26s インフレータブルクラス14.0f以下  Women's 氏家 美紀 ウジケ ミキ 女性 45 香川県 139

2 　56m      58s インフレータブルクラス14.0f以下  Women's 谷川 千晶 タニガワ チアキ 女性 36 滋賀県 140

3 　1h  04m   56s インフレータブルクラス14.0f以下  Women's 串田 和花 クシダ ノドカ 女性 24 岡山県 138

4 　1h  05m   28s インフレータブルクラス14.0f以下  Women's 大道 敦子 ダイドウ アツコ 女性 56 滋賀県 141

41名


