
6km Distance Class（インフレータブル）

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 40m34s インフレータブルクラス14.0f以下 水野 修司 ミズノ シュウジ 男性 48 兵庫県 172

2 40m42s インフレータブルクラス14.0f以下 甲矢 秀明 カブトヤ ヒデアキ 男性 43 岡山県 151

3 42m2s インフレータブルクラス14.0f以下 森長 正和 モリナガ マサカズ 男性 45 徳島県 165

4 43m46s インフレータブルクラス14.0f以下 丸山 修生 マルヤマ シュウセイ 男性 25 愛媛県 170

5 43m50s インフレータブルクラス14.0f以下 大西 孝志 オオニシ タカシ 男性 53 愛媛県 169

6 44m1s インフレータブルクラス14.0f以下 稲岡 良和 イナオカ ヨシカズ 男性 54 兵庫県 168

7 44m30s インフレータブルクラス14.0f以下 八木 勝嗣 ヤギ カツシ 男性 54 山口県 162

8 44m55s インフレータブルクラス14.0f以下 中村 隆一 ナカムラ リュウイチ 男性 40 愛媛県 159

9 46m25s インフレータブルクラス14.0f以下 山田 郁夫 ヤマダ イクオ 男性 64 広島県 166

10 47m00s インフレータブルクラス14.0f以下 荻田 智明 オギタ トモアキ 男性 55 広島県 153

11 47m27s インフレータブルクラス14.0f以下 今崎 俊英 イマサキ トシヒデ 男性 51 広島県 154

12 47m53s インフレータブルクラス14.0f以下 後藤 佑一 ゴトウ ユウイチ 男性 38 広島県 161

13 48m04s インフレータブルクラス14.0f以下 田崎 慎吾 タサキ シンゴ 男性 52 広島県 160

14 48m44s インフレータブルクラス14.0f以下 田岡 稔 タオカ ミノル 男性 59 広島県 152

15 49m36s インフレータブルクラス14.0f以下 唐澤 剛 カラサワ タケシ 男性 47 広島県 156

16 49m47s インフレータブルクラス14.0f以下 原 健二 ハラ ケンジ 男性 62 広島県 158

17 52m6s インフレータブルクラス14.0f以下 藤本 真太郎 フジモト シンタロウ 男性 42 広島県 167

18 52m49s インフレータブルクラス14.0f以下 桑原 洋介 クワハラ ヨウスケ 男性 28 広島県 163

19 52m53s インフレータブルクラス14.0f以下 門田 栄二 モンデン エイジ 男性 42 広島県 171

20 53m3s インフレータブルクラス14.0f以下 田口 康智 タグチ ヤストモ 男性 51 愛媛県 164

21 53m09s インフレータブルクラス14.0f以下 竹本 泰隆 タケモト ヤスタカ 男性 59 広島県 157

22 56m38s インフレータブルクラス14.0f以下 西本 有志 ニシモト ユウジ 男性 51 広島県 155

1 44m36s インフレータブルクラス14.0f以下 古川 なおみ フルカワ ナオミ 女性 49 徳島県 178

2 45m38s インフレータブルクラス14.0f以下 古賀 久美子 コガ クミコ 女性 44 岡山県 173

3 47m16s インフレータブルクラス14.0f以下 林 絵美 ハヤシ エミ 女性 40 広島県 177

4 49m34s インフレータブルクラス14.0f以下 北島 輝久子 キタジマ キクコ 女性 47 兵庫県 179

5 49m41s インフレータブルクラス14.0f以下 氏家 美紀 ウジケ ミキ 女性 46 香川県 181

6 56m27s インフレータブルクラス14.0f以下 桑原 美琴 クワハラ ミコト 女性 26 広島県 175

7 59m2s インフレータブルクラス14.0f以下 森田 千恵美 モリタ チエミ 女性 40 広島県 180

8 1h2m10s インフレータブルクラス14.0f以下 舛田 史子 マスダ フミコ 女性 55 広島県 174

9 1h6m42s インフレータブルクラス14.0f以下 田口 亜紀 タグチ アキ 女性 51 愛媛県 176

1 43m00s インフレータブルクラス12.6f以下 小川 浩司 オガワ コウジ 男性 40 鳥取県 188

2 43m34s インフレータブルクラス12.6f以下 矢吹 武司 ヤブキ タケシ 男性 56 広島県 187

3 43m53s インフレータブルクラス12.6f以下 寺本 勝己 テラモト カツミ 男性 54 兵庫県 184

4 44m8s インフレータブルクラス12.6f以下 久保 栄一 クボ エイイチ 男性 51 兵庫県 186

5 47m50s インフレータブルクラス12.6f以下 中尾 新士 ナカオ シンジ 男性 37 広島県 183

6 53m44s インフレータブルクラス12.6f以下 岡本 茂之 オカモト シゲユキ 男性 56 広島県 185

7 55m17s インフレータブルクラス12.6f以下 道野 裕一 ミチノ ユウイチ 男性 46 大阪府 182

1 45m34s インフレータブルクラス12.6f以下 村上 志穂 ムラカミ シホ 女性 25 長崎県 190

2 51m3s インフレータブルクラス12.6f以下 水船 麻由実 ミズフネ マユミ 女性 35 鳥取県 189

3 52m39s インフレータブルクラス12.6f以下 彌永 沙和 イヨナガ サナ 女性 11 沖縄県 192

4 54m35s インフレータブルクラス12.6f以下 入江 愛 イリエ アイ 女性 25 鳥取県 191


