
Long Distance Class 6km 38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 37m12s インフレータブルクラス14.0f以下 金子 ケニー カネコ ケニー 男性 34 神奈川県 3

2 37m36s インフレータブルクラス14.0f以下 吉田 竜平 ヨシダ リョウヘイ 男性 40 沖縄県 2

3 38m20s インフレータブルクラス14.0f以下 山田 健太 ヤマダ ケンタ 男性 36 北海道 17

4 38m55s インフレータブルクラス14.0f以下 下境田 尋 シモサカイダ ジン 男性 16 岡山県 9

5 39m13s インフレータブルクラス14.0f以下 田中 モク タナカ モク 男性 20 神奈川県 6

6 41m42s インフレータブルクラス14.0f以下 中尾 光太 ナカオ コウタ 男性 40 愛知県 14

7 42m25s インフレータブルクラス14.0f以下 西 龍之介 ニシ リュウノスケ 男性 28 北海道 19

8 44m15s インフレータブルクラス14.0f以下 小野寺 凌 オノデラ リョウ 男性 28 北海道 20

9 44m18s インフレータブルクラス14.0f以下 下境田 証 シモサカイダ アキラ 男性 50 岡山県 8

10 45m23s インフレータブルクラス14.0f以下 坂野 聖 サカノ ヒジリ 男性 20 北海道 18

11 45m34s インフレータブルクラス14.0f以下 密 ゆうや 密 ユウヤ 男性 41 北海道 16

12 45m35s インフレータブルクラス14.0f以下 小林 明弘 コバヤシ アキヒロ 男性 35 北海道 15

13 45m58s インフレータブルクラス14.0f以下 田中 潔 タナカ キヨシ 男性 42 滋賀県 12

14 51m35s インフレータブルクラス14.0f以下 岸 浩明 キシ ヒロアキ 男性 56 北海道 7

15 51m45s インフレータブルクラス14.0f以下 浅野 真史 アサノ マサフミ 男性 36 北海道 22

16 52m54s インフレータブルクラス14.0f以下 市原 康治 イチハラ コウジ 男性 52 北海道 5

17 53m01s インフレータブルクラス14.0f以下 竹花 智 タケハナ サトシ 男性 59 北海道 1

18 53m20s インフレータブルクラス14.0f以下 高橋 渡 タカハシ ワタル 男性 58 北海道 10

19 55m44s インフレータブルクラス14.0f以下 遠藤 清澄 エンドウ キヨスミ 男性 70 静岡県 11

20 56m45s インフレータブルクラス14.0f以下 飯田 健斗 イイダ ケント 男性 30 北海道 4

21 1h02m55s インフレータブルクラス14.0f以下 要田 大地 カナメダ ダイチ 男性 31 北海道 13

22 1h05m00s インフレータブルクラス14.0f以下 川岡 圭一 カワオカ ケイイチ 男性 52 北海道 21

1 43m39s インフレータブルクラス14.0f以下 鶴井 八重 ツルイ ヤエ 女性 12 兵庫県 27

2 45m55s インフレータブルクラス14.0f以下 米村 夢春 ヨネムラ ユメハ 女性 13 兵庫県 30

3 46m50s 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 23

4 47m15s インフレータブルクラス14.0f以下 岡田 容子 オカダ ヨウコ 女性 48 滋賀県 24

5 1h02m01s インフレータブルクラス14.0f以下 松井 美奈 マツイ ミナ 女性 54 静岡県 28

6 1h08m23s インフレータブルクラス14.0f以下 臼井 節子 ウスイ セツコ 女性 60 静岡県 29

ゼッケン番号・ピンク

1 45m25s インフレータブルクラス12.6f以下 松本 大 マツモト ダイ 男性 58 兵庫県 101

2 48m29s インフレータブルクラス12.6f以下 上野 英孝 ウエノ ヒデタカ 男性 44 北海道 107

3 50m16s インフレータブルクラス12.6f以下 藤倉 雄一 フジクラ ユウイチ 男性 49 北海道 102

4 50m50s インフレータブルクラス12.6f以下 古藤 裕之 コトウ ヒロユキ 男性 38 北海道 103

5 52m07s インフレータブルクラス12.6f以下 桜木 和徳 サクラギ カズノリ 男性 46 北海道 105

6 53m58s インフレータブルクラス12.6f以下 照井 正和 テルイ マサカズ 男性 50 北海道 104

7 58m19s インフレータブルクラス12.6f以下 佐々木 健太郎 ササキ ケンタロウ 男性 21 北海道 106

1 45m43s 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 26 長崎県 109

2 47m34s インフレータブルクラス12.6f以下 米村 風夏 ヨネムラ フウカ 女性 18 兵庫県 110

3 50m10s インフレータブルクラス12.6f以下 中野 紗希 ナカノ サキ 女性 15 兵庫県 108


