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順位 タイム ゼッケン 氏名漢字 氏名仮名 性別 グループ
1 02:55:00 295 吹上 翔太 フキアゲ ショウタ 男性 MHK
2 02:58:32 123 渋谷 太陸 シブヤ タイチ 男性 M30
3 02:58:36 151 田中 愛樹 タナカ アンジュ 女性 FHK
4 03:01:05 285 池田 勝 イケダ マサル 男性 M30
5 03:04:14 157 田宮 慶尚 タミヤ キョウタカ 男性 M40
6 03:07:33 71 川エコマラソン - フル - 結果西 太一郎 カワニシ タイチロウ 男性 M40
7 03:07:33 29 岡本 浩 オカモト ヒロシ 男性 M40
8 03:10:37 231 的場 良平 マトバ リョウヘイ 男性 M50
9 03:11:54 239 三室 健司 ミムロ ケンジ 男性 M50

10 03:13:27 177 中田 吉郎 ナカタ ヨシロウ 男性 MHK
11 03:13:52 187 野村 格 ノムラ イタル 男性 M40
12 03:14:01 297 太田 展弘 オオタ ノブヒロ 男性
13 03:18:35 5 赤松 隆 アカマツ タカシ 男性 M40
14 03:18:44 273 山口 秀雄 ヤマグチ ヒデオ 男性 M50
15 03:19:15 263 八木 克洋 ヤギ カツヒロ 男性 M40
16 03:19:59 115 柴崎 秀樹 シバザキ ヒデキ 男性 M50
17 03:20:46 67 川エコマラソン - フル - 結果西 純子 カワニシ ジュンコ 女性 F50
18 03:23:27 45 落合 誠 オチアイ マコト 男性 M40
19 03:25:31 35 奥村 一喜 オクムラ カズキ 男性 MHK
20 03:25:43 249 村上 一郎 ムラカミ イチロウ 男性 M40
21 03:26:16 17 今井 章文 イマイ アキフミ 男性 M40
22 03:26:21 253 本岡 聖茂 モトオカ セイジ 男性 M30
23 03:27:15 117 芝田 智生 シバタ トモオ 男性 M50
24 03:32:54 41 長田 嘉範 オサダ ヨシノリ 男性 M50
25 03:35:14 31 岡山 将人 オカヤマ マサト 男性 M40
26 03:36:13 299 中川エコマラソン - フル - 結果 朋也 ナカガワ トモヤ 男性 M40
27 03:36:45 89 蔡 綺真 サイ キシン 女性 FHK
28 03:37:34 125 白井 稔 シライ ミノル 男性 M40
29 03:48:36 179 中西 敦 ナカニシ アツシ 男性 M50
30 03:49:13 219 前田 謙一 マエダ ケンイチ 男性 M40
31 03:49:33 217 堀口 優 ホリグチ スグル 男性 M40
32 03:50:04 257 森川エコマラソン - フル - 結果 洋美 モリカワ ヒロヨシ 男性 M40
33 03:51:20 145 丹嶋 梨乃 タジマ リノ 女性 FHK
34 03:53:22 237 南山 栄成 ミナミヤマ ヒデナリ 男性 M60
35 03:54:00 213 渕上 記理子 フチガミ キリコ 女性 F40
36 03:54:43 57 河口 健 カワグチ タケシ 男性 M40
37 03:55:09 147 多田 和夫 タダ カズオ 男性 M40
38 03:57:22 289 法嶋 一郎 ホウジマ イチロウ 男性
39 03:57:25 159 辻 輝昭 ツジ テルアキ 男性 M50
40 03:59:48 49 加藤 芳樹 カトウ ヨシキ 男性 M60
41 04:04:48 229 松本 辰也 マツモト タツヤ 男性 M30
42 04:05:36 103 坂本 美里 サカモト ミサト 女性 F40
43 04:05:37 19 江口 由美 エグチ ユミ 女性 F50
44 04:05:56 111 品川エコマラソン - フル - 結果 耕輔 シナガワ コウスケ 男性 M30
45 04:06:30 161 出口 善寛 デグチ ヨシヒロ 男性 M40
46 04:07:56 141 竹市 企実男 タケイチ キミオ 男性 MHK
47 04:07:59 127 砂川エコマラソン - フル - 結果 勝也 スナガワ カツヤ 男性 M40
48 04:08:11 221 益田 岳司 マスダ タケシ 男性 M40
49 04:09:27 129 堰本 実 セキモト ミノル 男性 M50
50 04:09:54 277 山根 有吾 ヤマネ ユウゴ 男性 M50
51 04:11:06 95 阪上 栄一 サカウエ エイイチ 男性 M40
52 04:12:53 143 武田 豊三 タケダ トヨミ 男性 M50
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53 04:17:20 77 栗山 哲也 クリヤマ テツヤ 男性 M30
54 04:19:29 7 浅羽 哲郎 アサバ テツロウ 男性 M40
55 04:20:59 251 村田 佳永 ムラタ ヨシヒサ 男性 M50
56 04:24:04 69 岸本 昌之 キシモト マサユキ 男性 M50
57 04:27:12 193 乗上 牧 ノリカミ マキ 男性 M40
58 04:27:39 245 宮脇 智浩 ミヤワキ トモヒロ 男性 M50
59 04:29:51 131 高濱 慶太 タカハマ ケイタ 男性 M30
60 04:30:00 155 田原 幸男 タハラ ユキオ 男性 M50
61 04:33:39 209 原田 泰輝 ハラダ ヤステル 男性 M30
62 04:34:45 149 田邉 淳 タナベ アツシ 男性 M40
63 04:35:20 199 八坂 直哉 ハチサカ ナオヤ 男性 MHK
64 04:36:10 261 森宗 照明 モリムネ テルアキ 男性 MHK
65 04:37:46 39 小倉 雅宏 オグラ マサヒロ 男性 M50
66 04:37:55 195 橋本 泰希 ハシモト タイキ 男性 MHK
67 04:42:29 185 中原 智子 ナカハラ トモコ 女性 F40
68 04:47:30 101 座間 篤志 ザマ アツシ 男性 M40
69 04:48:20 139 高松 海帆 タカマツ ミホ 女性 FHK
70 04:52:13 73 木村 一夫 キムラ カズオ 男性 M40
71 04:53:05 153 田原 宏章 タハラ ヒロアキ 男性 M50
72 04:54:20 55 苅野 仁志 カリノ ヒトシ 男性 M40
73 04:57:55 163 徳谷 大地 トクタニ ダイチ 男性 M30
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坂本 美里 サカモト ミサ 女性 F40
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