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Ａ）2kmファミリーコース一般
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地域

 2019/10/6
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会場: 余呉湖

主催:やぶらぶマラソン実行委員会 

6分36秒1 大西　峻平2124 ｵｵﾆｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ

6分48秒2 林 能士2114 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ

7分03秒3 大場 裕介2119 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｽｹ

7分06秒4 入谷 高広2116 ｲﾘﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ

7分11秒5 福田 耕治2034 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ

7分14秒6 井上　卓海2123 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ

7分19秒7 大澤　啓人2067 ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾄ

7分23秒8 嵐 英人2097 ｱﾗｼ ﾋﾃﾞﾄ

7分25秒9 諸留 和也2049 ﾓﾛﾄﾞﾒ ｶｽﾞﾔ

7分28秒10 幸田　唯楓2096 ｺｳﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

7分31秒11 山下　通2107 ﾔﾏｼﾀ ﾄｵﾙ

7分49秒12 幸田　義史2071 ｺｳﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ

7分49秒13 泉 佑磨2006 ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ

7分50秒14 古井 浩一2039 ﾌﾙｲ ｺｳｲﾁ

8分00秒15 狩野　祐人2099 ｶﾉ ﾕｳﾄ

8分01秒16 眞鍋 忠司2042 ﾏﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ

8分03秒17 上倉　柑奈2064 ｳｴｸﾗ ｶﾝﾅ

8分15秒18 加藤 敬暁2122 ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ

8分30秒19 久保 和紀2021 ｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ

8分39秒20 内山 康輔2015 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ

8分42秒21 中村 朗朴2027 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾅｵ

8分43秒22 井上　碧海2061 ｲﾉｳｴ ｱﾐ

8分55秒23 田辺　紗矢香2076 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ

9分24秒24 狩野　尚士2098 ｶﾉ ﾋｻｼ

9分34秒25 稲井 雅彦2008 ｲﾅｲ ﾏｻﾋｺ

9分41秒26 堀田　涼介10011 ﾎｯﾀ ﾘｮｳｽｹ

9分42秒27 小薗 大樹2112 ｺｿﾞﾉ ﾋﾛｷ

10分01秒28 水野 萌恵2045 ﾐｽﾞﾉ ﾓｴ

10分11秒29 油谷 精三郎2004 ｱﾌﾞﾗﾀﾞﾆ ｾｲｻﾞﾌﾞﾛｳ

10分13秒30 原田　道彦2125 ﾊﾗﾀﾞ　ﾐﾁﾋｺ

10分17秒31 前田 敏秀2109 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ

10分34秒32 伊吹　直勝2062 ｲﾌﾞｷ ﾀﾀﾞｶﾂ

11分10秒33 山本 美憂2052 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｳ

11分36秒34 前田 順子2108 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

11分45秒35 三俣 佑貴2047 ﾐﾂﾏﾀ ﾕｳｷ

11分47秒36 河原田 蘭2115 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝ

11分50秒37 三谷 哲也2046 ﾐﾀﾆ ﾃﾂﾔ

11分58秒38 伊藤 麻美2007 ｲﾄｳ ﾏﾐ

12分21秒39 梅村　佑希2110 ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｷ

12分26秒40 林 美智子2032 ﾊﾔｼ ﾐﾁｺ

12分27秒41 水野 智子2044 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｺ

12分29秒42 若林　千睦2092 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾉ

12分32秒43 柴田　直美2072 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵﾐ

12分34秒44 北川 久代2094 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋｻﾖ

12分41秒45 松永　恵理2089 ﾏﾂﾅｶﾞ ｴﾘ

12分47秒46 畑中 紀子2030 ﾊﾀﾅｶ ﾉﾘｺ

12分50秒47 大澤　孝史2066 ｵｵｻﾜ ﾀｶｼ

12分51秒48 若原 康宏2058 ﾜｶﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ

12分53秒49 畑井 洋子2029 ﾊﾀｲ ﾖｳｺ

12分54秒50 西村 知記2121 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｷ
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12分56秒51 藤本　竜雄2087 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂｵ

13分02秒52 前田　壮一郎2088 ﾏｴﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

13分10秒53 今井 優子2011 ｲﾏｲ ﾕｳｺ

13分13秒54 石本 千寿子2005 ｲｼﾓﾄ ﾁｽﾞｺ

13分14秒55 轟 謙治2025 ﾄﾄﾞﾛｷ ｹﾝｼﾞ

13分16秒56 藤田　達也2086 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ

13分24秒57 松村 薫2041 ﾏﾂﾑﾗ ｶｵﾙ

13分24秒58 田森　千鶴2126 ﾀﾓﾘ ﾁｽﾞﾙ

13分26秒59 北川 ちひろ2018 ｷﾀｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ

13分35秒60 三段崎 千津子2043 ﾐｶｻﾞｷ ﾁﾂﾞｺ

14分08秒61 米山 昌美2057 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻﾐ

14分08秒62 冨谷　智子2001

14分11秒63 村田 綾2048 ﾑﾗﾀ ｱﾔ

14分29秒64 服部 優2031 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳ

14分40秒65 廣田　晋平2033 ﾋﾛﾀ ｼﾝﾍﾟｲ

14分47秒66 樋口　賢二2102 ﾋｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

14分48秒67 樋口　結心2104 ﾋｸﾞﾁ ﾕｲｼﾝ

14分49秒68 近藤 陽子2023 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｺ

15分01秒69 荒木 美和2101 ｱﾗｷ ﾐﾜ

15分02秒70 吉野 弘美2055 ﾖｼﾉ ﾋﾛﾐ

15分18秒71 西川 拓究2028 ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾐ

15分24秒72 藤原 朋2037 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓ

15分25秒73 橋口 亜紀2113 ﾊｼｸﾞﾁ ｱｷ

15分26秒74 髙藤　和美2073 ﾀｶﾌｼﾞ ｶｽﾞﾐ

15分35秒75 伊東　泰範2060 ｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ

15分36秒76 上野 英夫2014 ｳｴﾉ ﾋﾃﾞｵ

16分01秒77 横井　昌裕2002

16分02秒78 渡辺　恵子2093 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ

16分02秒79 四塚 淳一2056 ﾖﾂﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ

16分06秒80 松原　英治2090 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｴｲｼﾞ

16分09秒81 山岸 俊2100 ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭﾝ

16分10秒82 山岸 淑子2050 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼｺ

16分29秒83 岩田　一郎2063 ｲﾜﾀ ｲﾁﾛｳ

16分32秒84 二井　奈緒子2080 ﾆｲ ﾅｵｺ

16分43秒85 中井 幹浩2106 ﾅｶｲ ﾐｷﾋﾛ

16分55秒86 葛山　加代子2070 ｶﾂﾔﾏ ｶﾖｺ

16分56秒87 樋口　聡美2103 ﾋｸﾞﾁ ｻﾄﾐ

17分27秒88 平井　レオニサ2084 ﾋﾗｲ ﾚｵﾆｻ

17分27秒89 平井　満晴2083 ﾋﾗｲ ﾐﾂﾊﾙ

17分28秒90 武藤　正己2120 ﾑﾄｳ ﾏｻﾐ

17分37秒91 中井 知子2105 ﾅｶｲ ﾄﾓｺ

17分51秒92 西尾　瞳2081 ﾆｼｵ ﾋﾄﾐ

17分51秒93 西尾　勇二2082 ﾆｼｵ ﾕｳｼﾞ

18分01秒94 髙藤　秀樹2074 ﾀｶﾌｼﾞ ﾋﾃﾞｷ

18分39秒95 磯田　有佳里2059 ｲｿﾀﾞ ﾕｶﾘ

19分23秒96 髙藤　光裕2075 ﾀｶﾌｼﾞ ﾐﾂﾋﾛ

19分35秒97 鵜飼　一郎2065 ｳｶｲ ｲﾁﾛｳ

20分21秒98 辻川 恵合2024 ﾂｼﾞｶﾜ ｴﾘ

21分07秒99 谷村　真紀2077 ﾀﾆﾑﾗ ﾏｷ

22分09秒100 木原 千広2019 ｷﾊﾗ ﾁﾋﾛ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第４０回余呉湖健康マラソン -

Ａ）2kmファミリーコース一般
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地域

 2019/10/6

スタート： 9:40:00

会場: 余呉湖

主催:やぶらぶマラソン実行委員会 

22分20秒101 藤森 真知子2036 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏﾁｺ

22分39秒102 大城　孝太2068 ｵｵｼﾛ ｺｳﾀ

22分53秒103 久保田 望2022 ｸﾎﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ

24分04秒104 上田 浩之2013 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

25分12秒105 片岡 みゆき2017 ｶﾀｵｶ ﾐﾕｷ

25分13秒106 藤井　恵2085 ﾌｼﾞｲ ﾒｸﾞﾐ

26分05秒107 山本 愛美2053 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ

29分10秒108 山本 雄一郎2054 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ

29分16秒109 山田　亮子2091 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｺ

29分20秒110 木村 文作2020 ｷﾑﾗ ﾌﾞﾝｻｸ

38分35秒111 富岡　貞夫2078 ﾄﾐｵｶ ｻﾀﾞｵ

38分36秒112 富岡　美穂2079 ﾄﾐｵｶ ﾐﾎ

39分53秒113 朝雛 環2003 ｱｻﾋﾅ ﾀﾏｷ
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