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カテゴリ 順位 総合ﾀｲﾑ No 名前 ふりがな 性別 所属チーム
低学年 1 0:19:42 104 吉村 彩 よしむら あや 女 守谷ITCキッズ
低学年 2 0:20:35 102 大澤 菜々穂 おおさわ ななほ 女 TeamO
低学年 3 0:20:43 105 大山 璃子 おおやま りこ 女 Team ODC
低学年 4 0:25:34 101 石山　このみ いしやまこのみ 女
低学年 103 大上 涼帆 おおうえ すずほ 女
低学年 1 0:18:07 116 川野 碧己 かわの あおき 男 Team-K
低学年 2 0:18:45 113 市村　竜樹 いつむらたつき 男
低学年 3 0:19:19 111 吉川 陽山 よしかわ ようざん 男
低学年 4 0:19:26 107 奥富 勇人 おくとみ ゆうと 男
低学年 5 0:19:41 114 増田 誉大 ますだ たかひろ 男 A&rsquo;sトライアスロン
低学年 6 0:22:29 115 斗南 楓生 ほしなみ ふうき 男
低学年 7 0:23:05 109 柳澤 浩輝 やなぎさわ ひろき 男
低学年 8 0:25:17 110 堀口 航正 ほりぐち こうせい 男
低学年 9 0:25:19 106 舘林 佑介 タテバヤシ ユウスケ 男
低学年 10 0:25:28 108 多田 康祐 ただ こうすけ 男
低学年 112 前田　響平 まえだきょうへい 男 ﾊﾟﾊﾟｷｮｳ
低学年 117 木綿　渡来 きわたとらい 男 ｽﾜｯﾁ
中学年 1 0:16:12 205 奥田　みう おくだみう 女 おくちゃんず
中学年 2 0:16:16 202 安松 青空 やすまつ あおぞら 女 千葉ブレイブ安藤塾
中学年 3 0:16:25 203 大澤 真由 おおさわ まゆ 女 TeamO
中学年 4 0:17:20 204 小池　優媛 こいけゆえん 女 守谷ITCｷｯｽﾞ
中学年 5 0:17:31 201 佐々木　なな ささきなな 女 柏洋ｽｲﾏｰｽﾞ
中学年 6 0:17:59 208 飯塚 唯 いいづか ゆい 女 佐野T.C
中学年 7 0:18:28 206 大垣　怜以 おおがきれい 女
中学年 8 0:19:13 207 倉賀野 真央 くらがの まお 女 Kチーム
中学年 1 0:15:43 214 鶴田　耕基 つるたこうき 男
中学年 2 0:15:45 213 吉川 恭太郎 よしかわ きょうたろう 男
中学年 3 0:16:13 210 辻田　洸希 つじたひろき 男 M×PHITS×M
中学年 4 0:17:05 217 市村　朋樹 いちむらともき 男
中学年 5 0:18:10 215 福原　幸成 ふくはらこうせい 男
中学年 6 0:18:37 219 斗南 颯太 ほしなみ そうた 男
中学年 7 0:18:50 218 舘林 孝太朗 タテバヤシ コウタロウ 男
中学年 8 0:21:16 209 千頭　遼太郎 ちがみりょうたろう 男 ﾁｰﾑﾘｮｳﾀﾛｳ
中学年 9 0:21:36 212 高根 和樹 タカネ カズキ 男 Waves Junior
中学年 10 0:22:03 220 小杉　優太 こすぎゆうた 男
中学年 211 古賀　隆行 こがたかゆき 男 守谷ITCｷｯｽﾞ
中学年 216 石井　光星 いしいこうせい 男
高学年 1 0:15:09 304 大澤 侑愛 おおさわ ゆきな 女 TeamO
高学年 2 0:15:27 302 清野　真帆 せいのまほ 女
高学年 3 0:15:29 305 稲田 真子 イナダ マコ 女
高学年 4 0:15:34 301 奥田　さわ おくださわ 女 おくちゃんず
高学年 5 0:20:18 303 遠藤 瞳 えんどう ひとみ 女 Ａ’ｓトライアスロン
高学年 306 関 彩花 せき さいか 女 守谷ITCキッズ
高学年 1 0:13:55 314 安松 青葉 やすまつ あおば 男 千葉ブレイブ安藤塾
高学年 2 0:14:07 312 佐々木　大輔 ささきだいすけ 男 柏洋ｽｲﾏｰｽﾞ
高学年 3 0:15:03 315 清水 祐谷 シミズ ユウヤ 男
高学年 4 0:15:19 317 木綿　速人 きわたはやと 男 ｽﾜｯﾁ
高学年 5 0:15:38 307 玉﨑　稜也 たまさきりょうや 男
高学年 6 0:15:49 313 平谷 隼 ひらや しゅん 男 A’sトライアスロン
高学年 7 0:15:52 311 天野 隼 あまの しゅん 男 守谷ITC
高学年 8 0:17:04 308 藤井　恭平 ふじいきょうへい 男 ULTRA　SOUL
高学年 9 0:17:11 310 倉賀野 太一 くらがの たいち 男 Kチーム
高学年 309 横島 公平 よこしま こうへい 男 宇都宮ブレイブ村上塾
高学年 316 鶴田 雄大 つるた かずひろ 男
ジュニア 1 0:34:54 401 吉村 優 よしむら ゆう 女 守谷ITC
ジュニア 1 0:33:50 404 藤井　凌 ふじいりょう 男 ULTRA　SOUL
ジュニア 2 0:34:18 403 坂入　勇希 さかいりゆうき 男 守谷ITC
ジュニア 3 0:34:42 405 毎澤 陸 まいざわ りく 男 守谷ITCキッズ
ジュニア 4 0:35:46 402 増田 大祐 ますだ だいすけ 男 A&rsquo;sトライアスロン
一般(初心者向け) 1 0:40:27 501 千頭　りさ子 ちがみりさこ 女 ﾁｰﾑﾘｮｳﾀﾛｳ
一般(初心者向け) 502 奥田　美和 おくだみわ 女 おくちゃんず
一般(初心者向け) 1 0:30:41 505 吉澤 拓也 よしざわ たくや 男
一般(初心者向け) 0pen 0:30:46 536 原田　雄太郎 ハラダユウタロウ 男
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一般(初心者向け) 2 0:31:01 512 浜田　正人 はまだまさと 男
一般(初心者向け) 3 0:31:30 510 茜ヶ久保 公二 あかねがくぼ こうじ 男 さわ税務会計事務所CT
一般(初心者向け) 4 0:31:43 508 浜田　直人 はまだなおと 男
一般(初心者向け) 5 0:31:57 519 大澤 友裕 おおさわ ともひろ 男 TeamO
一般(初心者向け) 6 0:32:05 506 小澤 玄季 おざわ げんき 男
一般(初心者向け) 7 0:32:26 524 飯塚 栄昭 イイヅカ ヒデアキ 男 佐野T.C
一般(初心者向け) 8 0:33:36 514 小林 祥康 こばやし よしやす 男
一般(初心者向け) 9 0:33:43 513 奥崎　隆司 おくざきりゅうじ 男
一般(初心者向け) 10 0:34:14 520 斗南 泰行 ホシナミ ヒロユキ 男
一般(初心者向け) 11 0:34:33 521 倉賀野 晃一 くらがの こういち 男 Kチーム
一般(初心者向け) 12 0:34:38 517 青柳 秀史 あおやぎ ひでし 男 ビーチカバニョーロ10%
一般(初心者向け) 13 0:34:51 525 藤井　浩一 ふじいこういち 男 ULTRA　SOUL
一般(初心者向け) 14 0:35:14 529 猿田　克己 さるたかつみ 男
一般(初心者向け) 15 0:35:51 528 奥田　弘志 おくだひろし 男 おくちゃんず
一般(初心者向け) 16 0:36:08 507 田中 太造 たなか だいぞう 男 AG自転車部
一般(初心者向け) 17 0:36:33 516 石山　武司 いしやまたけし 男
一般(初心者向け) 18 0:36:37 523 大山 貴司 おおやま たかし 男 Team ODC
一般(初心者向け) 19 0:36:38 522 水野 仁 みずの ひとし 男
一般(初心者向け) 20 0:36:47 533 渡辺 宏二 わたなべ こうじ 男 JGS
一般(初心者向け) 21 0:36:50 534 藤田　伸一 ふじたしんいち 男
一般(初心者向け) 22 0:37:03 527 佐々木 通孝 ササキ ミチタカ 男 さわ税務会計事務所CT
一般(初心者向け) 23 0:37:38 515 内田 正喜 うちだ まさよし 男 チームケンケン
一般(初心者向け) 24 0:38:11 535 稲田 利光 イナダ トシミツ 男 稲田
一般(初心者向け) 25 0:38:42 531 富谷　尚史 とみたにひさし 男
一般(初心者向け) 26 0:39:19 518 佐藤 慎祐 さとう しんすけ 男
一般(初心者向け) 27 0:39:58 509 井上 主水 いのうえ かずみ 男 PTポタリング部
一般(初心者向け) 28 0:40:23 504 今城　孝文 いましろたかふみ 男
一般(初心者向け) 29 0:41:50 609 曽根田 孝之 そねだ たかゆき 男
一般(初心者向け) 30 0:42:19 511 千代川 剛 ちよかわ ごう 男
一般(初心者向け) 31 0:43:15 532 髙田　K太郎 たかだけいたろう 男
一般(初心者向け) DNF 526 瀬戸 隆一 せと たかかず 男
一般(初心者向け) DNS 530 清野　潔 せいのきよし 男
一般(初心者向け) 503 岡元　一 おかもとはじめ 男
一般(上級者向け) 1 0:58:20 603 冨野 真吾 とみの しんご 男 wavea
一般(上級者向け) 2 0:59:53 624 高根 理毅 タカネ マサキ 男 Waves
一般(上級者向け) 3 1:00:00 602 安田 一行 やすだ かずゆき 男 東海大学練習生
一般(上級者向け) 4 1:00:09 607 田近 宏樹 タジカ ヒロキ 男
一般(上級者向け) 5 1:00:43 601 小林 雄太 コバヤシ ユウタ 男
一般(上級者向け) 6 1:01:24 614 山本　孝 やまもとたかし 男 三鷹ﾌﾞﾙｰﾑｰﾝ
一般(上級者向け) 7 1:02:30 612 野見山 聡 のみやま さとし 男
一般(上級者向け) 8 1:03:58 623 松前 弘史 まつまえ ひろし 男 ARAI RACING CLUB
一般(上級者向け) 9 1:05:36 625 小池 正彦 コイケ マサヒコ 男 アラコムRC
一般(上級者向け) 10 1:05:38 619 古賀　隆一 こがりゅういち 男
一般(上級者向け) 11 1:06:37 621 前田　君彦 まえだきみひこ 男 ﾊﾟﾊﾟｷｮｳ
一般(上級者向け) 12 1:07:41 618 古谷　博行 ふるやひろゆき 男
一般(上級者向け) 13 1:07:53 627 鎌形　信之 かまがたのぶゆき 男
一般(上級者向け) 14 1:09:34 613 松田　光弘 まつだみつひろ 男
一般(上級者向け) 15 1:10:02 605 新井 淳 アライ ジュン 男
一般(上級者向け) 16 1:11:00 626 川村 和清 かわむら かずきよ 男 チームイナダ
一般(上級者向け) 17 1:11:23 622 大上 一人 おおうえ かずと 男
一般(上級者向け) 18 1:12:29 629 則本　達郎 のりもとたつろう 男
一般(上級者向け) 19 1:15:09 606 田原 晋 たわら すすむ 男
一般(上級者向け) 20 1:15:16 630 竹本　稔 たけもとみのる 男
一般(上級者向け) 21 1:18:16 616 郷間 一貴 ゴウマ カズタカ 男 劇団員ひとり
一般(上級者向け) 22 1:19:17 620 篠塚 昌 しのつか あきら 男 T-REX
一般(上級者向け) 23 1:22:23 611 武下 博紀 たけした ひろき 男
一般(上級者向け) DNF 628 加藤　正之 かとうまさゆき 男
一般(上級者向け) 604 橋本 謙司 はしもと けんじ 男 funride
一般(上級者向け) 608 高嶋 正博 たかしま まさひろ 男
一般(上級者向け) 610 三宅 智之 みやけ ともゆき 男
一般(上級者向け) 615 永野　圭 ながのけい 男
一般(上級者向け) 617 畑 憲司 はた けんじ 男


	09リザルト

