
6km Distance Class　（レースボード）

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 37m10s レースボードクラス14.0f以下 川谷 圭 カワタニ ケイ 男性 46 兵庫県 127

2 37m25s レースボードクラス14.0f以下 下境田 証 シモサカイダ アキラ 男性 50 岡山県 118

3 37m26s レースボードクラス14.0f以下 大石 佳治 オオイシ ヨシハル 男性 50 愛媛県 108

4 39m33s レースボードクラス14.0f以下 村上 哲也 ムラカミ テツヤ 男性 34 岡山県 130

5 39m39s レースボードクラス14.0f以下 牛尾 一也 ウシオ カズヤ 男性 58 広島県 119

6 39m42s レースボードクラス14.0f以下 津野 元成 ツノ モトナリ 男性 45 広島県 103

7 39m56s レースボードクラス14.0f以下 森実 茂樹 モリザネ シゲキ 男性 47 兵庫県 117

8 40m12s レースボードクラス14.0f以下 松本 清経 マツモト キヨツネ 男性 41 兵庫県 122

9 40m18s レースボードクラス14.0f以下 山本 椋輝 ヤマモト リョウキ 男性 29 京都府 106

10 40m55s レースボードクラス14.0f以下 大下 恭史 オオシタ ヤスヒト 男性 36 岡山県 125

11 41m50s レースボードクラス14.0f以下 石原 亮 イシハラ アキラ 男性 44 愛媛県 128

12 42m00s レースボードクラス14.0f以下 武永 洋介 タケナガ ヨウスケ 男性 34 広島県 116

13 42m7s レースボードクラス14.0f以下 川田 真人 カワダ マコト 男性 50 愛媛県 101

14 42m30s レースボードクラス14.0f以下 西川路 征人 ニシカワジ マサト 男性 51 京都府 131

15 43m39s レースボードクラス14.0f以下 上満 正之 ウエミツ マサユキ 男性 28 愛媛県 112

16 43m56s レースボードクラス14.0f以下 清水 雄太 シミズ ユウタ 男性 25 愛媛県 120

17 44m20s レースボードクラス14.0f以下 梶原 将也 カジワラ マサヤ 男性 40 岡山県 104

18 44m21s レースボードクラス14.0f以下 永野 健司 ナガノ ケンジ 男性 52 広島県 102

19 44m46s レースボードクラス14.0f以下 乗本 雄司 ノリモト ユウジ 男性 39 岡山県 115

20 45m4s レースボードクラス14.0f以下 秋田 純利 アキタ スミトシ 男性 29 岡山県 111

21 45m13s レースボードクラス14.0f以下 井原 洋史 イハラ ヨウジ 男性 59 山口県 105

22 46m26s レースボードクラス14.0f以下 籔田 洋 ヤブタ ヒロシ 男性 52 滋賀県 121

23 46m48s レースボードクラス14.0f以下 野村 亮 ノムラ リョウ 男性 52 広島県 109

24 47m6s レースボードクラス14.0f以下 末岡 真樹 スエオカ マサキ 男性 38 広島県 126

25 47m34s レースボードクラス14.0f以下 山本 拓実 ヤマモト タクミ 男性 26 愛媛県 110

26 48m35s レースボードクラス14.0f以下 大村 寿広 オオムラ トシヒロ 男性 51 広島県 124

27 48m54s レースボードクラス14.0f以下 後藤 峻 ゴトウ シュン 男性 39 広島県 145

28 49m57s レースボードクラス14.0f以下 菅田 祥一 スゲタ ショウイチ 男性 33 広島県 114

29 51m17s レースボードクラス14.0f以下 堀内 博司 ホリウチ ヒロシ 男性 38 広島県 113

30 55m30s レースボードクラス14.0f以下 野村 彰浩 ノムラ アキヒロ 男性 46 広島県 129

失格 ms レースボードクラス14.0f以下 石水 庸善 イシミズ ノブヨシ 男性 47 滋賀県 123

1 42m21s レースボードクラス14.0f以下 岡田 容子 オカダ ヨウコ 女性 48 滋賀県 135

2 43m27s レースボードクラス14.0f以下 今出 さくら イマデ サクラ 女性 25 愛媛県 137

3 43m43s レースボードクラス14.0f以下 山口 理恵 ヤマグチ リエ 女性 47 広島県 133

4 46m24s レースボードクラス14.0f以下 平原 望 ヒラハラ ノゾミ 女性 37 広島県 136

5 47m13s レースボードクラス14.0f以下 松並 由依 マツナミ ユイ 女性 33 滋賀県 134

6 50m16s レースボードクラス14.0f以下 中村 みさお ナカムラ ＭＩＳＡＯ 女性 46 広島県 132

1 39m6s レースボードクラス12.6f以下 山本 健斗 ヤマモト ケント 男性 14 鹿児島県 143

2 39m44s レースボードクラス12.6f以下 牧野 光樹 マキノ テルキ 男性 41 兵庫県 144

3 41m38s レースボードクラス12.6f以下 小室　 弘典 コムロ ヒロノリ 男性 50 島根県 139

4 42m40s レースボードクラス12.6f以下 角田 憲一 スミダ ケンイチ 男性 46 岡山県 140

5 43m16s レースボードクラス12.6f以下 甲山 喜一 コウザン ヨシカズ 男性 35 広島県 142

6 47m19s レースボードクラス12.6f以下 土井 一也 ドイ カズヤ 男性 50 広島県 138

7 54m3s レースボードクラス12.6f以下 佐久間 泰三 サクマ タイゾウ 男性 42 広島県 141

8 56m15s レースボードクラス12.6f以下 藤田善士 フジタゼンシ 男性 55 広島県福山市三吉町3-5-12 146

1 44m5s レースボードクラス12.6f以下 藤原 由美 フジワラ ユミ 女性 34 岡山県 149

2 45m24s レースボードクラス12.6f以下 木下 加奈子 キノシタ カナコ 女性 52 京都府 148

3 47m42s レースボードクラス12.6f以下 早瀬 恵美 ハヤセ メグミ 女性 45 岡山県 150

4 48m58s レースボードクラス12.6f以下 谷本 道子 タニモト ミチコ 女性 63 広島県 147


