
Long Distance Class 6km　73人
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 h35m14s 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 1

2 h37m53s 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 20

3 h39m38s 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 12

4 h39m41s レースボードクラス14.0f以下 松本 大 マツモト ダイ 男性 58 兵庫県 11

5 h40m18s 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 23

6 h40m29s 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 31

7 h40m53s 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 21

8 h40m58s 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 17

9 h41m01s 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 6

10 h41m45s 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 4

11 h42m08s レースボードクラス14.0f以下 三口 省賢 ミグチ ヨシカタ 男性 69 大阪府 13

12 h42m12s 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 3

13 h42m15s 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 29 愛媛県 30

14 h42m18s 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 8

15 h42m29s 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 16

16 h42m38s 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 22

17 h42m43s レースボードクラス14.0f以下 北畠 啓史 キタバタケ ケイシ 男性 47 広島県 10

18 h43m12s 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 18

19 h43m19s 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 41

20 h43m31s 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 7

21 h43m49s 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 39

22 h44m09s 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 29

23 h44m14s 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 24

24 h44m17s 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 37

25 h45m19s 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 19

26 h45m24s レースボードクラス14.0f以下 江原 義之 エバラ ヨシユキ 男性 49 岡山県 38

27 h45m39s 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 5

28 h47m00s 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 2

29 h48m14s 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 25

30 h48m27s 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 15

31 h48m31s 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 28

32 h49m32s 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 35

33 h49m53s 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 9

34 h50m38s 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 27

35 h59m23s 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 32

1 h43m47s 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 43

2 h45m44s 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 45

3 h48m59s 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 42

4 h52m41s 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 47

1 h39m55s レースボードクラス12.6f以下 中本 隆行 ナカモト タカユキ 男性 46 広島県 142

2 h43m54s 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 144

3 h44m49s レースボードクラス12.6f以下 大畠 諒 オオハタ マコト 男性 27 鹿児島県 145

4 h45m38s 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 148

5 h48m06s レースボードクラス12.6f以下 松見 浩 マツミ ヒロシ 男性 60 京都府 147

6 h53m07s レースボードクラス12.6f以下 元田 夏輝 モトダ ナツキ 男性 31 兵庫県 149

7 h55m15s レースボードクラス12.6f以下 津下 勝年 ツゲ カツトシ 男性 66 岡山県 146

1 h43m30s レースボードクラス12.6f以下 米村 夢春 ヨネムラ ユメハ 女性 13 兵庫県 154

2 h43m35s レースボードクラス12.6f以下 鶴井 八重 ツルイ ヤエ 女性 12 兵庫県 153

3 h47m30s レースボードクラス12.6f以下 村上 志穂 ムラカミ シホ 女性 25 長崎県 150

4 h50m08s 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 151

5 h53m17s 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 152

1 h40m57s 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 60

2 h41m02s 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 61

3 h42m32s インフレータブルクラス14.0f以下 二宮 石太郎 ニノミヤ 石太郎 男性 14 大阪府 65

4 h42m42s 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 73

5 h43m10s 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 69

6 h44m09s インフレータブルクラス14.0f以下 髙木　顕治 タカギ　ケンジ 男性 37 広島県 80

7 h44m56s インフレータブルクラス14.0f以下 寺本 幸多良 テラモト コウタロウ 男性 38 愛知県 68

8 h45m07s インフレータブルクラス14.0f以下 福澤 正樹 フクザワ マサキ 男性 47 福岡県 64

9 h45m10s 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 63

10 h45m45s インフレータブルクラス14.0f以下 亀甲 真次 キッコウ シンジ 男性 46 大阪府 74

11 h46m01s 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 71

12 h47m17s インフレータブルクラス14.0f以下 森分 法義 モリワケ ノリヨシ 男性 51 広島県 67

13 h47m32s インフレータブルクラス14.0f以下 水野 英文 ミズノ ヒデフミ 男性 44 岡山県 75

14 h48m32s インフレータブルクラス14.0f以下 山下 聖 ヤマシタ サトル 男性 45 大分県 66

15 h49m00s 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 70

1 h48m44s 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 78

2 h50m40s インフレータブルクラス14.0f以下 小林 和代 コバヤシ カズヨ 女性 56 神奈川県 76

3 h52m10s 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 79

1 h47m19s 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 161

2 h47m23s インフレータブルクラス12.6f以下 田中 康之 タナカ ヤスユキ 男性 59 大阪府 162

3 h48m52s 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 163

1 h54m55s 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 164


