
Distance Class 3km 34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

1 24m20s ボード不問 尾山 克宗 オヤマ カツムネ 男性 38 北海道 11

2 25m17s ボード不問 横山 浩道 ヨコヤマ ヒロミチ 男性 51 北海道 1

3 25m27s ボード不問 金澤 信 カナザワ マコト 男性 62 北海道 4

4 26m10s ボード不問 佐々木 誠 ササキ マコト 男性 46 北海道 19

5 26m15s ボード不問 大阿久 葵 オオアク アオイ 男性 25 東京都 14

6 26m47s ボード不問 小堀 弘樹 コボリ ヒロキ 男性 40 北海道 16

7 26m58s ボード不問 青野 慎二 アオノ シンジ 男性 49 北海道 5

8 27m35s ボード不問 野坂 哲夫 ノザカ テツオ 男性 39 北海道 10

9 28m39s ボード不問 坂爪 孝郎 サカツメ タカオ 男性 53 神奈川県 2

10 29m11s ボード不問 渡部 弘之 ワタナベ ヒロユキ 男性 46 北海道 6

11 29m32s ボード不問 岩澤 颯大 イワサワ ソウタ 男性 18 北海道 7

12 29m41s ボード不問 佐藤 慶嗣 サトウ ノリツグ 男性 42 北海道 3

13 29m48s ボード不問 星野 弘樹 ホシノ ヒロキ 男性 47 北海道 17

14 30m44s ボード不問 南部 修一 ナンブ シュウイチ 男性 57 北海道 8

15 31m17s ボード不問 干場 厚司 ホシパ アツシ 男性 60 北海道 13

16 31m25s ボード不問 土田 忠 ツチダ タダシ 男性 58 北海道 15

17 32m19s ボード不問 佐々木 敏也 ササキ トシヤ 男性 64 北海道 9

18 32m56s ボード不問 柾木 陽介 マサキ ヨウスケ 男性 41 北海道 12

19 33m56s ボード不問 長井 啓 ナガイ アキラ 男性 46 北海道 18

1 26m37s ボード不問 深井 来未 フカイ クルミ 女性 10 福岡県 21

2 27m29s ボード不問 宍戸 雅姫 シシド マキ 女性 42 北海道 32

3 28m14s ボード不問 前田 遥 マエダ ハルカ 女性 29 北海道 28

4 28m51s ボード不問 横山 妃美子 ヨコヤマ キミコ 女性 51 北海道 20

5 29m09s ボード不問 関口 悠 セキグチ ハルカ 女性 43 北海道 24

6 29m39s ボード不問 高橋 美佐子 タカハシ ミサコ 女性 50 北海道 22

7 30m03s ボード不問 土田 香 ツチダ カオリ 女性 61 北海道 31

8 30m07s ボード不問 牧内 睦 マキウチ ムツミ 女性 37 北海道 33

9 31m06s ボード不問 畠山 圭子 ハタケヤマ ケイコ 女性 63 北海道 34

10 32m10s ボード不問 谷内 綾香 タニウチ アヤカ 女性 31 北海道 29

11 33m15s ボード不問 照井 和恵 テルイ カズエ 女性 50 北海道 26

12 33m16s ボード不問 川越 雅代 カワゴエ マサヨ 女性 41 北海道 27

13 34m09s ボード不問 臼井 里早 ウスイ リサ 女性 31 静岡県 23

14 35m44s ボード不問 工藤 さおり クドウ サオリ 女性 39 北海道 25

欠場 ms ボード不問 濱野谷 希 ハマノヤ ノゾミ 女性 29 北海道 30


