
6km Distance Class
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・レッド
1 1h06ｍ58ｓ レースボードクラス14.0f以下 稲垣 丙照 イナガキ アキテル 男性 45 千葉県 111
2 1h06ｍ59ｓ レースボードクラス14.0f以下 加藤 修 カトウ オサム 男性 40 神奈川県 105
3 1h07ｍ37ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⼭下 純平 ヤマシタ ジュンペイ 男性 29 神奈川県 110
4 1h10ｍ42ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⼭崎 博史 ヤマザキ ヒロシ 男性 53 神奈川県 108
5 1h16ｍ28ｓ レースボードクラス14.0f以下 安藤 雅樹 アンドウ マサキ 男性 50 神奈川県 112
6 1h21ｍ06ｓ レースボードクラス14.0f以下 川井 雄次郎 カワイ ユウジロウ 男性 51 東京都 106
7 1h22ｍ31ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⼩笠原 孝学 オガサワラ タカノリ 男性 48 神奈川県 101
8 1h23ｍ50ｓ レースボードクラス14.0f以下 吉⽥ ⼀騎 ヨシダ カズキ 男性 40 神奈川県 103
9 1h26ｍ12ｓ レースボードクラス14.0f以下 藤野 隆太 フジノ リュウタ 男性 55 東京都 104
10 1h27ｍ51ｓ レースボードクラス14.0f以下 浅井 俊貴 アサイ トシキ 男性 43 神奈川県 107
11 1h36ｍ10ｓ レースボードクラス14.0f以下 宗像 勝彦 ムナカタ カツヒコ 男性 64 神奈川県 109

リアイア レースボードクラス14.0f以下 齋藤 幸治 サイトウ コウジ 男性 51 神奈川県 102

1 1h23ｍ18ｓ レースボードクラス14.0f以下 梅津 美⾹ ウメツ ミカ 女性 51 神奈川県 115
2 1h24ｍ30ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⼤和 圭⼦ ヤマト ケイコ 女性 47 神奈川県 114
3 1h49ｍ47ｓ レースボードクラス14.0f以下 ⼤⽵ 早苗 オオタケ サナエ 女性 46 東京都 113

1 1h04ｍ37ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 千葉 ⼤河 チバ タイガ 男性 24 神奈川県 121
2 1h16ｍ33ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 植松 優 ウエマツ マサル 男性 59 神奈川県 116
3 1h18ｍ59ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 ⻘⼭ 敬⼠ アオヤマ タカシ 男性 39 栃⽊県 119
4 1h24ｍ37ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 ⻫藤 好豪 サイトウ ヨシタカ 男性 53 神奈川県 117
5 1h33ｍ54ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 池⽥ 海誠 イケダ カイセイ 男性 12 神奈川県 118
6 1h33ｍ58ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 江⼝ 正久 エグチ マサヒサ 男性 54 埼⽟県 122
7 1h42ｍ02ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 ⾼祖 夢麿 コウソ ユメマロ 男性 27 千葉県 120

1 1h16ｍ49ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 ⼭⽥ ⿇友美 ヤ マダマユミ 女性 41 北海道 123
2 1h18ｍ13ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 今野 ⿓⼦ コンノ リュウコ 女性 36 千葉県 127
3 1h31ｍ41ｓ インフレータブルクラス14.0f以下 会津 容⼦ アイヅ ヨウコ 女性 36 千葉県 124

リタイア インフレータブルクラス14.0f以下 ⻫藤 直⼦ サイトウ ナオコ 女性 53 神奈川県 125
リタイア インフレータブルクラス14.0f以下 ⼯藤 美沙⼦ クドウ ミサコ 女性 42 神奈川県 126

1 1h10ｍ12ｓ レースボードクラス12.6f以下 中村 善⾏ ナカムラ ヨシユキ 男性 47 神奈川県 129
2 1h13ｍ34ｓ レースボードクラス12.6f以下 ⽥⼝ 和弘 タグチ カズヒロ 男性 34 神奈川県 132
3 1h18ｍ11ｓ レースボードクラス12.6f以下 岩⽥ 賢也 イワタ ケンヤ 男性 27 神奈川県 130
4 1h22ｍ22ｓ レースボードクラス12.6f以下 保坂 努 ホサカ ツトム 男性 52 神奈川県 128
5 1h26ｍ32ｓ レースボードクラス12.6f以下 岸 健太郎 キシ ケンタロウ 男性 38 神奈川県 133
6 1h37ｍ20ｓ レースボードクラス12.7f以下 ⼭⽊ 敬央 ヤマキ タカフミ 男性 53 東京都 162
7 1h45ｍ32ｓ レースボードクラス12.6f以下 溝⼝ 正勝 ミゾグチ マサカツ 男性 63 神奈川県 134
⽋場 レースボードクラス12.6f以下 ⿃海 健⼀ トリウミ ケンイチ 男性 48 神奈川県 131

1 1h15ｍ30ｓ レースボードクラス12.6f以下 平⽥ ⼄乃 ヒラタ オトノ 女性 10 神奈川県 137
2 1h19ｍ11ｓ レースボードクラス12.6f以下 ⼤丸 清⾹ ダイマル キヨカ 女性 49 神奈川県 135
3 1h27ｍ03ｓ レースボードクラス12.6f以下 ⻲井 由美 カメイ ユミ 女性 51 神奈川県 136

リタイヤ レースボードクラス12.6f以下 鶴野 由美 ツルノ ヨシミ 女性 35 神奈川県 138

1 1h07ｍ57ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 ⼭岡 光太郎 ヤマオカ コウタロウ 男性 23 神奈川県 140
2 1h10ｍ21ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 ⼭岡 三喜 ヤマオカ ミツキ 男性 20 神奈川県 142
3 1h10ｍ32ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 南晴 城⼆ ナンセイ ジョウジ 男性 20 神奈川県 143
4 1h11ｍ14ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 植⽊ 孝⼀郎 ウエキ コウイチロウ 男性 37 神奈川県 146
5 1h19ｍ18ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 佐藤 ⼀真 サトウ カズマ 男性 21 東京都 145
6 1h19ｍ34ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 鈴⽊ 勝之 スズキ カツユキ 男性 33 茨城県 139
7 1h29ｍ26ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 淵上 洋⼤ フチガミ ヨウタ 男性 21 神奈川県 148
8 1h35ｍ10ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 中⻄ 岳 ナカニシ ガク 男性 21 神奈川県 144
9 1h35ｍ45ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 深江 瑞輝 フカエ ミズキ 男性 12 神奈川県 141
10 1h37ｍ48ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 ⽊島 直⼈ キジマ ナオト 男性 20 神奈川県 147

1 1h17ｍ48ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 平⽥ 瑠奈 ヒラタ ルナ 女性 19 神奈川県 155
2 1h17ｍ54ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 鈴⽊ ⿇友 スズキ マユ 女性 20 神奈川県 154
3 1h20ｍ44ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 永井 杏奈 ナガイ アンナ 女性 20 神奈川県 161
4 1h21ｍ07ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 ⽊下 悠 キノシタ ハルカ 女性 20 神奈川県 153
5 1h22ｍ45ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 ⽥⼭ 有彩 タヤマ アリサ 女性 21 神奈川県 159
6 1h29ｍ27ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 中原 慈雲 ナカハラ ジュン 女性 20 東京都 158
7 1h33ｍ19ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 梅⽥ 理紗⼦ ウメダ リサコ 女性 19 神奈川県 157
8 1h43ｍ26ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 ⼩野 晏 オノ アン 女性 21 東京都 149
9 1h44ｍ40ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 福⼭ 希実 フクヤマ ノゾミ 女性 20 神奈川県 152
10 1h46ｍ42ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 下間 皆実 シモマ ミナミ 女性 20 東京都 151
11 1h54ｍ58ｓ インフレータブルクラス12.6f以下 中村 美咲 ナカムラ ミサキ 女性 21 神奈川県 150

リタイヤ インフレータブルクラス12.6f以下 阿部 佳那⼦ アベ カナコ 女性 20 東京都 156
リタイア インフレータブルクラス12.6f以下 平⼭ 京果 ヒラヤマ キョウカ 女性 19 東京都 160


