
『2010CTUﾃﾞｭｱｽﾛﾝinﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｰｸ下総』総合結果 2010/11/23

種目 順位 総合ﾀｲﾑ No 氏名 よみがな 性別 学年 所属
低学年 1 0:16:53 104 船橋 星来 ふなばし せら 女 小学2年
低学年 2 0:17:43 105 大澤 菜々穂 おおさわ ななほ 女 小学2年 TeamO
低学年 3 0:20:37 107 karr 莉緒 かー りお 女 小学2年
低学年 4 0:20:40 106 花岡 愛美 はなおか あいみ 女 小学2年 アカデミートライアスロン
低学年 5 0:21:50 101 伊藤 早那 いとう さな 女 小学1年 実花小学校
低学年 6 0:22:11 103 石山このみ いしやまこのみ 女 小学2年
低学年 7 0:23:50 108 吉田 佳代 よしだ かよ 女 小学2年
低学年 8 0:24:18 109 髙橋瑞希 たかはしみずき 女 小学1年
低学年 9 0:30:17 102 karr 聖梨 かー せいな 女 小学1年
低学年 1 0:17:03 121 北川 航大 きたがわ こうた 男 小学2年
低学年 2 0:18:03 116 川名晴大 かわなはると 男 小学2年
低学年 3 0:18:28 120 花澤 歩武 はなざわ あゆむ 男 小学2年 アカデミートライアスロン
低学年 4 0:19:19 119 奥富 勇人 おくとみ ゆうと 男 小学2年
低学年 5 0:20:11 110 村山喜一 むらやまきいち 男 小学1年
低学年 6 0:20:19 111 斉藤 奨 さいとう じょう 男 小学1年
低学年 7 0:20:59 115 片岸 航汰 かたぎし こうた 男 小学1年 なまチュウ
低学年 8 0:21:14 114 宍戸 瞭斗 ししど りょうと 男 小学1年
低学年 9 0:22:43 117 堀口航正 ほりぐちこうせい 男 小学2年
低学年 10 0:22:46 118 柳澤浩輝 やなぎさわひろき 男 小学2年
低学年 11 0:22:50 113 松田 一希 まつた いつき 男 小学1年
低学年 12 0:23:04 112 伊藤 大貴 いとう だいき 男 小学1年 実花小学校
中学年 1 0:15:15 209 大澤 真由 おおさわ まゆ 女 小学4年 TeamO
中学年 2 0:15:46 210 安松 青空 やすまつ あおぞら 女 小学4年 千葉ブレイブ安藤塾
中学年 3 0:16:42 224 佐々木 なな ささき なな 女 小学4年 swacchi
中学年 4 0:17:36 206 吉村 彩 よしむら あや 女 小学3年 守谷ITCキッズ
中学年 5 0:17:58 202 山田桃愛 やまだももあ 女 小学3年 のうみそJr.
中学年 6 0:17:59 204 加藤 伽弥 かとう きよみ 女 小学3年 サンシャインスイミング
中学年 7 0:18:35 201 清野真衣 せいのまい 女 小学3年
中学年 8 0:24:36 205 吉田 吏江 よしだ りえ 女 小学3年
中学年 203 大上 涼帆 おおうえ すずほ 女 小学3年
中学年 207 美並 涼花 みなみ すずか 女 小学3年 サニーフィッシュ
中学年 208 奥富 春花 おくとみ はるか 女 小学4年
中学年 1 0:15:49 219 東 駿太郎 あずま しゅんたろう 男 小学4年 アカデミートライアスロン
中学年 2 0:15:57 223 北川 加奈大 きたがわ かなた 男 小学4年
中学年 3 0:16:10 222 木綿 渡来 きわた とらい 男 小学4年 スワッチ
中学年 4 0:17:06 211 増田誉大 ますだたかひろ 男 小学3年 ｱｶﾃﾞﾐｰﾄﾗｲｱｽﾛﾝ
中学年 5 0:17:41 218 花岡 秀吾 はなおか しゅうご 男 小学4年 アカデミートライアスロン
中学年 6 0:17:56 215 松田 崇甫 まつだ しゅうほ 男 小学3年 守谷インターナショナルスイミング
中学年 7 0:18:15 214 清水 隆一郎 しみず りゅういちろう 男 小学3年
中学年 8 0:18:39 220 下川 莉力 しもかわ りお 男 小学4年
中学年 9 0:21:54 212 髙橋歩峻 たかはしほだか 男 小学3年
中学年 213 山川 真広 やまかわ まひろ 男 小学3年
中学年 216 渡邊 慎太郎 わたなべ しんたろう 男 小学3年
中学年 217 伊藤 慎之介 いとう しんのすけ 男 小学4年 アカデミートライアスロン
中学年 221 古賀 隆行 こが たかゆき 男 小学4年 守谷ITCキッズ
高学年 1 0:15:21 304 大澤 侑愛 おおさわ ゆきな 女 小学6年 TeamO
高学年 2 0:16:07 303 清野真帆 せいのまほ 女 小学6年
高学年 3 0:16:14 301 飯塚唯 いいづかゆい 女 小学5年 佐野T.C
高学年 4 0:16:25 302 小池優媛 こいけゆえん 女 小学5年 守谷ITCｷｯｽﾞ
高学年 1 0:15:13 316 木綿 速人 きわた はやと 男 小学6年 スワッチ
高学年 2 0:15:45 314 花澤 明日斗 はなざわ あすと 男 小学6年 アカデミートライアスロン
高学年 3 0:15:48 306 福原幸成 ふくはらこうせい 男 小学5年
高学年 4 0:16:21 311 鈴木壮馬 すずきそうま 男 小学6年
高学年 5 0:16:38 312 山田晴斗 やまだはると 男 小学6年 のうみそJr.
高学年 6 0:17:29 305 大浦直繁 おおうらなおしげ 男 小学5年 鋸南SC
高学年 7 0:17:32 315 塙 大和 はなわ やまと 男 小学6年
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高学年 8 0:17:55 317 天野 隼 あまの しゅん 男 小学6年 守谷ITCキッズ
高学年 9 0:18:20 309 大原 健吾 おおはら けんご 男 小学5年
高学年 307 三田 洸 みた ひかる 男 小学5年
高学年 308 山川 雄大 やまかわ ゆうだい 男 小学5年
高学年 310 美並 優希 みなみ ゆうき 男 小学5年 サニーフィッシュ
高学年 313 玉崎 稜也 たまざき りょうや 男 小学6年 千葉ブレイブ安藤塾
ジュニア 1 0:27:07 402 村岡優美 むらおかゆうみ 女 中学2年 鹿嶋鉄人会
ジュニア 401 黒川 明日香 くろかわ あすか 女 中学1年
ジュニア 1 0:21:55 404 安松 青葉 やすまつ あおば 男 中学1年 千葉ブレイブ安藤塾
ジュニア 2 0:22:05 403 佐々木 大輔 ささき だいすけ 男 中学1年 swacchi
ジュニア 3 0:26:05 405 赤木 大地 あかぎ だいち 男 中学3年
ジュニア 4 0:26:46 406 崎 ブライアン さき ぶらいあん 男 中学3年
一般B 1 0:29:15 506 松本 匡子 まつもと きょうこ 女
一般B 2 0:30:33 501 飯塚里緒 いいづかりお 女 佐野T.C
一般B 3 0:31:18 508 大柳由美 おおやなぎゆみ 女
一般B 4 0:32:03 507 東 靖代 あずま やすよ 女 アカデミートライアスロン
一般B 5 0:33:38 503 後明晃由美 ごみょうあゆみ 女
一般B 6 0:34:49 602 久村彩子 くむらあやこ 女
一般B 502 戸田 泰子 とだ やすこ 女
一般B 504 富樫 愛 とがし めぐみ 女
一般B 505 美並 聡子 みなみ さとこ 女 サニーフィッシュ
一般B 1 0:23:31 516 江澤功泰 えざわのりやす 男
一般B 2 0:23:38 523 大澤 友裕 おおさわ ともひろ 男 TeamO
一般B 3 0:23:54 513 川村 純一 かわむら じゅんいち 男
一般B 4 0:23:58 514 小澤 玄季 おざわ げんき 男
一般B 5 0:24:07 518 松田 光弘 まつた みつひろ 男
一般B 6 0:24:46 510 嶋田 成雄 しまだ しげお 男
一般B 7 0:25:29 530 清野潔 せいのきよし 男
一般B 8 0:25:31 519 伊藤 憲五 いとう けんご 男 小池更生園
一般B 9 0:26:11 533 大柳敏男 おおやなぎとしお 男
一般B 10 0:26:49 515 高宮章郎 たかみやゆきお 男
一般B 11 0:26:53 512 滝口修平 たきぐちしゅうへい 男 昭和大学
一般B 12 0:27:00 525 北川 裕明 きたがわ ひろあき 男
一般B 13 0:28:44 528 佐々木 政彦 ささき まさひこ 男 swacchi
一般B 14 0:30:28 534 小林 良雄 こばやし よしお 男 kobayashi
一般B 15 0:30:45 527 佐貫義明 さぬきよしあき 男
一般B 16 0:32:45 535 中妻 二朗 なかつま じろう 男
一般B 17 0:36:10 532 髙田恵太郎 たかだけいたろう 男
一般B 509 小林 悠太 こばやし ゆうた 男
一般B 511 尾島 健 おじま たけし 男
一般B 517 花谷 邦昭 はなたに くにあき 男 team energy
一般B 520 石山武司 いしやまたけし 男
一般B 521 青柳 秀史 あおやぎ ひでし 男 ビーチカバニョーロ
一般B 522 佐藤 慎祐 さとう しんすけ 男
一般B 524 植木 和人 うえき かずひと 男
一般B 526 三田 靖徳 みた やすのり 男
一般B 529 峯村 秀哉 みねむら ひでや 男 魚清競走部
一般B 531 加藤 正敏 かとう まさとし 男
一般A 1 0:51:09 601 宮本 舞 みやもと まい 女 大阪体育大学
一般A 1 0:42:04 611 冨野 真吾 とみの しんご 男 waves
一般A 2 0:43:35 632 宍戸 真樹 ししど まさき 男 J-BEAT
一般A 3 0:46:03 603 三矢 学都 みつや まなと 男 大阪体育大学
一般A 4 0:46:19 629 吉田 圭佑 よしだ けいすけ 男 青梅若草
一般A 5 0:46:24 642 木綿 正秋 きわた まさあき 男 スワッチ
一般A 6 0:47:12 641 飯塚栄昭 いいづかひであき 男 佐野T.C
一般A 7 0:47:34 634 辻 弘一 つじ こういち 男
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一般A 8 0:47:40 614 橋本 謙司 はしもと けんじ 男 funride
一般A 9 0:49:08 624 門脇 公宏 かどわき きみひろ 男
一般A 10 0:49:37 615 karr ryan かー らいあん 男
一般A 11 0:50:52 616 内海 敬大 うつみ たかひろ 男
一般A 12 0:51:43 619 下川 喬士 しもかわ たかひと 男
一般A 13 0:53:42 612 西川 大地 にしかわ だいち 男
一般A 14 0:53:51 638 安藤 肖吾 あんどう しょうご 男
一般A 15 0:53:53 606 渋谷 貴裕 しぶや たかひろ 男
一般A 16 0:54:02 635 門倉義幸 かどくらよしゆき 男 昭和大学
一般A 17 0:54:07 630 古谷博行 ふるやひろゆき 男
一般A 18 0:54:37 607 猪股 直哉 いのまた なおや 男 シアトルマリナーズ
一般A 19 0:55:21 626 和泉将樹 いずみまさき 男
一般A 20 0:56:47 627 永島 美津夫 ながしま みつお 男
一般A 21 0:58:10 620 清水洋三 しみずようぞう 男
一般A 22 0:59:10 605 臼杵 直也 うすき なおや 男
一般A 23 1:02:16 623 久村修一 くむらしゅういち 男 札幌学院大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ同好会OB
一般A 24 1:08:03 610 長谷川善宏 はせがわよしひろ 男
一般A DNF 637 原佳弘 はらよしひろ 男
一般A 604 伊藤 優 いとう ゆう 男
一般A 608 水上 智香子 みずかみ ちかこ 男
一般A 609 升井 健吾 ますい けんご 男 ダリア荘
一般A 613 滑川 拓也 なめかわ たくや 男 チームY
一般A 617 鶴崎 整 つるさき ただし 男 Afro-Q
一般A 618 山下 大地 やました だいち 男
一般A 621 江口靖明 えぐちやすあき 男 札幌学院大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ同好会OB
一般A 622 井野口 誠 いのぐち まこと 男
一般A 625 内田 正喜 うちだ まさよし 男 チームケンケン
一般A 628 北村 地人 きたむら ちひと 男 ちろりとぴろりとゆかいなこどもたち
一般A 631 古賀 隆一 こが りゅういち 男
一般A 633 富田 智彦 とみた ともひこ 男
一般A 636 大上 一人 おおうえ かずと 男
一般A 639 御園健二 みそのけんじ 男
一般A 640 増井 慶成 ますい よしなり 男 TTA南行徳
一般A 643 山川 雅之 やまかわ まさゆき 男
一般A 644 長田 浩史 ながた ひろし 男 みghty
一般A 645 小池 正彦 こいけ まさひこ 男 アラコムRC
一般A 646 藤田 伸一 ふじた しんいち 男
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