
Long Distance Class 12km
順位 測定タイム クラス ⽒名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 ゼッケン番号

1 1ｈ41ｍ35ｓ レースボードクラス14.0f以下  ⽥⼝ 頼 タグチ ライ 男性 18 沖縄県 10

2 1ｈ44ｍ26ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⾦⼦ ケニー カネコ ケニー 男性 34 神奈川県 8

3 1ｈ45ｍ25ｓ レースボードクラス14.0f以下 吉⽥ ⻯平 ヨシダ リョウヘイ 男性 40 沖縄県 6

4 1ｈ50ｍ47ｓ レースボードクラス14.0f以下 島津 成彰 シマヅ ナリアキラ 男性 15 熊本県 3

5 1ｈ56ｍ04ｓ レースボードクラス14.0f以下 平⽥ 和彦 ヒラタ カズヒコ 男性 43 神奈川県 27

6 1ｈ56ｍ05ｓ レースボードクラス14.0f以下 宮平 琥太朗 ミヤヒラ コタロウ 男性 14 沖縄県 11

7 1ｈ56ｍ53ｓ レースボードクラス14.0f以下 篠⽥ 智哉 シノダ トモヤ 男性 34 千葉県 4

8 1ｈ59ｍ44ｓ レースボードクラス14.0f以下 柏⽊ 星詩 カシワギ セイジ 男性 40 神奈川県 32

9 2ｈ04ｍ59ｓ レースボードクラス14.0f以下 菊池 創太郎 キクチ ソウタロウ 男性 19 神奈川県 19

10 2ｈ06ｍ14ｓ レースボードクラス14.0f以下 梅津 和彦 ウメツ カズヒコ 男性 51 神奈川県 31

11 2ｈ07ｍ19ｓ レースボードクラス14.0f以下 松本 ⼤ マツモト ダイ 男性 58 兵庫県 12

12 2ｈ07ｍ24ｓ レースボードクラス14.0f以下 古賀 翔 コガ カケル 男性 22 神奈川県 17

13 2ｈ09ｍ08ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⼤塚 隆⾏ オオツカ タカユキ 男性 50 神奈川県 30

14 2ｈ09ｍ49ｓ レースボードクラス14.0f以下 森⽥ 智紀 モリタ トモノリ 男性 0 千葉県 9

15 2ｈ09ｍ57ｓ レースボードクラス14.0f以下 平⽥ 凪⼈ ヒラタ ナギト 男性 12 神奈川県 28

16 2ｈ11ｍ22ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⼩野 智⾏ オノ トモユキ 男性 38 千葉県 7

17 2ｈ13ｍ33ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⾦光 涼延 カネミツ キヨノブ 男性 57 神奈川県 34

18 2ｈ14ｍ56ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⻲井 達樹 カメイ タツキ 男性 27 神奈川県 24

19 2ｈ18ｍ57ｓ レースボードクラス14.0f以下 町⽥ 汐⾳ マチダ シオン 男性 21 神奈川県 35

20 2ｈ20ｍ18ｓ レースボードクラス14.0f以下 岩橋 剛志 イワハシ タカユキ 男性 41 滋賀県 16

21 2ｈ29ｍ47ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⽊内 智博 キウチ トモヒロ 男性 50 東京都 29

22 2ｈ34ｍ27ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⽔林 隼⼈ ミズバヤシ ハヤト 男性 39 神奈川県 25

23 2ｈ36ｍ07ｓ レースボードクラス14.0f以下 磯⾙ 雅樹 イソガイ マサキ 男性 39 神奈川県 15

24 2ｈ44ｍ56ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⽥代 耕⼀ タシロ コウイチ 男性 52 神奈川県 14

25 2ｈ45ｍ12ｓ レースボードクラス14.0f以下 三井 正明 ミツイ マサアキ 男性 55 神奈川県 22

26 2ｈ45ｍ37ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⽥中 宏治 タナカ コウジ 男性 37 神奈川県 21

27 2ｈ47ｍ43ｓ レースボードクラス14.0f以下 富永 正嘉 トミナガ マサヨシ 男性 52 東京都 18

28 2ｈ50ｍ47ｓ レースボードクラス14.0f以下 川名 淳 カワナ ジュン 男性 50 千葉県 5

29 2ｈ55ｍ09ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⽯過 孝⽂ セッカ タカフミ 男性 59 神奈川県 2

1 2ｈ06ｍ16ｓ レースボードクラス14.0f以下 奥秋 李果 オクアキ リカ 女性 28 沖縄県 38

2 2ｈ08ｍ28ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⾺場 なつみ ババ ナツミ 女性 28 神奈川県 39

3 2ｈ21ｍ30ｓ レースボードクラス14.0f以下 鶴井 ⼋重 ツルイ ヤエ 女性 12 兵庫県 37

4 2ｈ39ｍ14ｓ レースボードクラス14.0f以下 岩崎 知⾥ イワサキ チサチ 女性 46 東京都 40

5 2ｈ47ｍ51ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⽶村 ⾵夏 ヨネムラ フウカ 女性 17 兵庫県 36

1 1ｈ55ｍ12ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 ⼭⽥ 健太 ヤマダ ケンタ 男性 35 北海道 45

2 1ｈ59ｍ57ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 ⼭本 翔太 ヤマモト ショウタ 男性 24 沖縄県 43

3 2ｈ05ｍ07ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 ⽥中 モク タナカ モク 男性 20 神奈川県 42

4 2ｈ12ｍ59ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 ⻄ ⿓之介 ニシ リュウノスケ 男性 28 北海道 46

5 2ｈ42ｍ44ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 奥⾕ ⼀彦 オクタニ カズヒコ 男性 59 神奈川県 41

6 2ｈ57ｍ48ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 張 謙⼀ チョウ ケンイチ 男性 27 神奈川県 44

1 2ｈ24ｍ15ｓ レースボードクラス12.6f以下 本⽥ 拓也 ホンダ タクヤ 男性 39 神奈川県 48

2 2ｈ25ｍ58ｓ レースボードクラス12.6f以下 海津 ⼤樹 カイヅ ヒロキ 男性 39 東京都 50

3 2ｈ39ｍ01ｓ レースボードクラス12.6f以下 島本 潤 シマモト ジュン 男性 52 神奈川県 49

4 2ｈ55ｍ12ｓ レースボードクラス12.6f以下 村⽥ 努 ムラタ ツトム 男性 57 神奈川県 47

⽋場 レースボードクラス14.0f以下 加藤 功雅 カトウ クウガ 男性 14 神奈川県 1
リタイヤ レースボードクラス14.0f以下 岡崎 ⼀輝 オカザキ カズキ 男性 28 神奈川県 13
リタイヤ レースボードクラス14.0f以下 ⽥中 潔 タナカ キヨシ 男性 42 滋賀県 20
リアイア レースボードクラス14.0f以下 辻川 浩晃 ツジカワ ヒロアキ 男性 40 東京都 23
リタイヤ レースボードクラス14.0f以下 前⽥ 勇輝 マエダ ユウキ 男性 24 東京都 33


