
2km Fun 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 15m42s ボード不問 小山 良彦 コヤマ ヨシヒコ 男性 41 広島県 21

2 15m44s ボード不問 甲矢　秀明 カブトヤ　ヒデアキ 男性 43 岡山県 193

3 15m59s ボード不問 田中 潔 タナカ キヨシ 男性 42 滋賀県 57

4 16m10s ボード不問 脇 健 ワキ タケシ 男性 38 広島県 17

5 16m25s ボード不問 小田 真司 オダ シンジ 男性 54 広島県 58

6 17m47s ボード不問 梶原　将也 カジワラ　マサヤ 男性 40 岡山県 59

7 17m54s ボード不問 又吉 健太郎 マタヨシ ケンタロウ 男性 11 沖縄県 15

8 18m00s ボード不問 津下 勝年 ツゲ カツトシ 男性 66 岡山県 10

9 18m09s ボード不問 中谷 修 ナカタニ オサム 男性 40 広島県 3

10 18m40s ボード不問 平山 博登 ヒラヤマ ヒロト 男性 38 山口県 30

11 18m59s ボード不問 岩井 浩太 イワイ コウタ 男性 37 広島県 19

12 19m10s ボード不問 田口 伸也 タグチ シンヤ 男性 64 岡山県 12

12 19m25s ボード不問 松岡　ロウ マツオカ　ロウ 男性 193

13 19m36s ボード不問 原口 仁之介 ハラグチ ジンノスケ 男性 11 兵庫県 28

14 19m44s ボード不問 佐伯 龍輝 サイキ リュウキ 男性 24 愛媛県 20

15 19m50s ボード不問 彌永 渉 イヨナガ ワタル 男性 9 沖縄県 22

16 19m55s ボード不問 森田 耕介 モリタ コウスケ 男性 44 愛媛県 25

17 20m00s ボード不問 武田 正徳 タケダ マサノリ 男性 51 岡山県 1

18 20m04s ボード不問 山口 晃太朗 ヤマグチ コウタロウ 男性 11 香川県 11

19 20m06s ボード不問 宇山 晃太 ウヤマ コウダイ 男性 41 鳥取県 5

20 20m11s ボード不問 秋山 浩 アキヤマ ヒロシ 男性 52 岡山県 18

21 20m44s ボード不問 山内 克人 ヤマウチ カツヒト 男性 41 愛媛県 6

22 20m52s ボード不問 坂本 圭 サカモト ケイ 男性 31 広島県 60

23 20m53s ボード不問 久保 敬広 クボ タカヒロ 男性 55 広島県 2

24 21m04s ボード不問 水谷 伸行 ミズタニ ノブユキ 男性 47 東京都 16

25 21m10s ボード不問 倉本 大舞 クラモト ダイブ 男性 15 広島県 24

26 21m51s ボード不問 岡本 高弘 オカモト タカヒロ 男性 49 岡山県 27

27 22m12s ボード不問 門田　晃明 モンデン　テルアキ 男性 46 広島県 31

28 22m40s ボード不問 田淵浩 タブチ　ヒロシ 男性 61 広島県 32

29 23m08s ボード不問 赤澤 壮介 アカザワ ソウスケ 男性 39 広島県 29

30 23m40s ボード不問 大谷 浩平 オオタニ コウヘイ 男性 30 山口県 8

31 24m09s ボード不問 畑野 洋一郎 ハタノ ヨウイチロウ 男性 56 広島県 9

32 24m16s ボード不問 弓場 空矢 ユバ クウヤ 男性 28 広島県 14

33 24m29s ボード不問 藤田 直幸 フジタ ナオユキ 男性 48 広島県 4

34 26m51s ボード不問 小林 和哉 コバヤシ カズヤ 男性 38 広島県 13

35 29m07s ボード不問 折見 省二 オリミ ショウジ 男性 57 広島県 7

1 18m50s ボード不問 深井 来未 フカイ クルミ 女性 9 福岡県 35

2 18m51s ボード不問 柴本 美帆 シバモト ミホ 女性 33 広島県 49

3 19m26s ボード不問 西川 心咲 ニシカワ ミサキ 女性 11 沖縄県 53

4 19m47s ボード不問 三好 真里 ミヨシ マリ 女性 57 広島県 50

5 20m18s ボード不問 洲崎 幸恵 スザキ サチエ 女性 56 滋賀県 55

6 20m42s ボード不問 赤松 ひとみ アカマツ ヒトミ 女性 53 滋賀県 54

7 20m57s ボード不問 京本 真樹 キョウモト マキ 女性 51 広島県 37

8 21m08s ボード不問 田岡 美江 タオカ ミエ 女性 59 広島県 33

9 22m02s ボード不問 川口 莉子 カワグチ リコ 女性 35 大阪府 46

10 22m03s ボード不問 入江 愛 イリエ アイ 女性 25 鳥取県 42

11 22m14s ボード不問 西野 真佐美 ニシノ マサミ 女性 37 広島県 41

12 22m26s ボード不問 船原 陽子 フナハラ ヨウコ 女性 51 広島県 36

13 22m28s ボード不問 門田 尚子 モンデン ナオコ 女性 48 広島県 56

14 22m51s ボード不問 末岡 アツコ スエオカ アツコ 女性 38 広島県 23

15 22m55s ボード不問 田村 康子 タムラ ヤスコ 女性 46 広島県 44

16 23m38s ボード不問 柿原 千紘 カキハラ チヒロ 女性 30 愛媛県 47

17 24m23s ボード不問 福間 聖子 フクマ セイコ 女性 43 島根県 51

18 25m01s ボード不問 原 栄美 ハラ エミ 女性 56 広島県 34

19 25m23s ボード不問 平岡 千加子 ヒラオカ チカコ 女性 45 広島県 38

20 25m24s ボード不問 山口 幸子 ヤマグチ ユキコ 女性 52 香川県 40

21 25m30s ボード不問 入川 絵莉子 イリカワ エリコ 女性 40 大阪府 48

22 25m36s ボード不問 後藤 鮎美 ゴトウ アユミ 女性 37 広島県 52

23 27m04s ボード不問 宮原 真由美 ミヤハラ マユミ 女性 53 広島県 43

24 27m17s ボード不問 武田 園枝 タケダ ソノエ 女性 46 広島県 45

25 29m05s ボード不問 折見 佳子 オリミ ケイコ 女性 55 広島県 39


