
12km Long 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

1 1h3m8s 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 17

2 1h5m4s レースボードクラス14.0f以下 吉田 竜平 ヨシダ リョウヘイ 男性 40 沖縄県 18

3 1h7m54s レースボードクラス14.0f以下 柏原 賢宏 カシワバラ タカヒロ 男性 37 広島県 27

4 1h8m4s 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 5

5 1h8m37s レースボードクラス14.0f以下 杉山 友厚 スギヤマ トモアツ 男性 27 岡山県 25

6 1h8m47s レースボードクラス14.0f以下 下境田 尋 シモサカイダ ジン 男性 15 岡山県 15

7 1h8m49s レースボードクラス14.0f以下 上田 大輔 ウエダ ダイスケ 男性 32 鹿児島県 16

8 1h8m55s レースボードクラス14.0f以下 岩橋 愛斗 イワハシ マナト 男性 17 滋賀県 2

9 1h10m12s レースボードクラス14.0f以下 池田 幸希 イケダ コウキ 男性 27 熊本県 19

10 1h13m42s レースボードクラス14.0f以下 近藤 友哉 コンドウ トモヤ 男性 44 岡山県 24

11 1h13m57s レースボードクラス14.0f以下 黒田哲宏 クロダ　テツヒロ 男性 50 岡山県 29

12 1h14m23s レースボードクラス14.0f以下 山崎 政範 ヤマサキ マサノリ 男性 49 岡山県 10

13 1h14m33s レースボードクラス14.0f以下 松村 浩佑 マツムラ コウスケ 男性 33 山口県 20

14 1h15m59s レースボードクラス14.0f以下 竹田 純 タケダ ジュン 男性 27 広島県 3

15 1h16m10s 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 1

16 1h16m12s レースボードクラス14.0f以下 西村 俊紀 ニシムラ トシノリ 男性 39 岡山県 6

17 1h16m33s レースボードクラス14.0f以下 柳 諭 ヤナギ サトル 男性 49 広島県 23

18 1h17m28s レースボードクラス14.0f以下 川内 大樹 カワウチ ダイキ 男性 37 徳島県 11

19 1h17m43s レースボードクラス14.0f以下 鶴井 喜八 ツルイ キハチ 男性 15 兵庫県 28

20 1h17m54s レースボードクラス14.0f以下 永吉 浩二 ナガヨシ コウジ 男性 50 京都府 9

21 1h19m9s レースボードクラス14.0f以下 大谷 和嗣 オオタニ カズシ 男性 34 岡山県 7

22 1h24m0s 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 14

23 1h24m12s レースボードクラス14.0f以下 川内 新樹 カワウチ アラキ 男性 35 徳島県 12

24 1h26m40s レースボードクラス14.0f以下 尾尻 健 オジリ タケシ 男性 54 広島県 8

25 1h27m47s レースボードクラス14.0f以下 小田 真司 オダ シンジ 男性 54 広島県 50

26 1h29m10s レースボードクラス14.0f以下 谷口 潤一 タニグチ ジュンイチ 男性 44 広島県 13

27 1h29m54s レースボードクラス14.0f以下 重川 翔 シゲカワ ショウ 男性 28 愛媛県 4

28 1h31m31s レースボードクラス14.0f以下 大坂 昌文 オオサカ マサフミ 男性 40 広島県 22

29 1h33m56s レースボードクラス14.0f以下 早瀬 篤志 ハヤセ アツシ 男性 45 岡山県 21

1 1h13m53s 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 32

2 1h19m21s 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 34

3 1h23m9s レースボードクラス14.0f以下 山田 麻友美 ヤ マダマユミ 女性 41 北海道 33

4 1h26m54s 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 30

リタイヤ レースボードクラス14.0f以下 米村 夢春 ヨネムラ ユメハ 女性 13 兵庫県 31

1 1h11m4s 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 36 北海道 38

2 1h14m14s インフレータブルクラス14.0f以下 宮平 琥太朗 ミヤヒラ コタロウ 男性 14 沖縄県 41

3 1h14m19s インフレータブルクラス14.0f以下 西川 竜真 ニシカワ タツマ 男性 12 沖縄県 44

4 1h16m55s インフレータブルクラス14.0f以下 古谷 一樹 フルヤ カズキ 男性 25 徳島県 40

5 1h17m31s インフレータブルクラス14.0f以下 福島 英彦 フクシマ ヒデヒコ 男性 54 静岡県 43

6 1h18m5s インフレータブルクラス14.0f以下 寺岡 拓斗 テラオカ タクト 男性 25 愛媛県 37

7 1h19m32s インフレータブルクラス14.0f以下 丸山 紀之 マルヤマ ノリユキ 男性 47 東京都 42

8 1h20m17s インフレータブルクラス14.0f以下 足立 憲司 アダチ ケンジ 男性 39 鳥取県 36

9 1h21m20s インフレータブルクラス14.0f以下 下甲 泰彦 シモコウ ヤスヒコ 男性 42 広島県 39

10 1h23m31s インフレータブルクラス14.0f以下 高木 顕治 タカギ ケンジ 男性 37 広島県 45

11 1h26m3s インフレータブルクラス14.0f以下 紙田 晋一郎 カミタ シンイチロウ 男性 38 滋賀県 35

1 1h17m8s レースボードクラス12.6f以下　男性のみ 中本 隆行 ナカモト タカユキ 男性 46 広島県 48

2 1h20m57s レースボードクラス12.6f以下　男性のみ 前川 佳嗣 マエカワ ヨシツグ 男性 53 香川県 49

3 1h21m45s レースボードクラス12.6f以下　男性のみ 斉藤 健二 サイトウ ケンジ 男性 49 広島県 46

4 1h25m25s レースボードクラス12.6f以下　男性のみ 北畠 啓史 キタバタケ ケイシ 男性 46 広島県 47


