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青木 香興 アオキ タカフサ 男性 69.22 6:32:29

青砥 健太郎 アオト ケンタロウ 男性 70.3 7:33:27

赤尾 務 アカオ ツトム 男性 70.2 27:30:33

秋山 秀訓 アキヤマ ヒデノリ 男性 73.49 9:34:46

天方 美和 アマガタ ミワ 女性 76.25 13:14:15

飯塚 博之 イイヅカ ヒロユキ 男性 70.79 6:53:52

飯野 拓也 イイノ タクヤ 男性 69.46 8:10:39

五十嵐 正憲 イガラシ マサノリ 男性 74.37 8:56:27

池田 真之 イケダ サネユキ 男性 74.01 11:26:42

池谷 英仁 イケヤ ヒデヒト 男性 69.29 7:52:42

石田 和己 イシダ カズミ 男性 70.62 9:15:40

石田 利枝 イシダ トシエ 女性 72.96 6:46:11

市川 卓生 イチカワ タクオ 男性 69.16 6:30:58

伊藤 香里 イトウ カオリ 女性 70.63 7:22:25

伊藤 秀明 イトウ ヒデアキ 男性 69.09 9:47:57

井上 浩一郎 イノウエ コウイチロウ 男性 69.6 7:55:16

今泉 智行 イマイズミ トモユキ 男性 69.25 16:25:52

今福 治冬 イマフク チフユ 男性 69.51 8:54:49

今村 純子 イマムラ ジュンコ 女性 78.98 7:18:10

今本 待喜子 イマモト マキコ 女性 69.49 8:19:06

岩﨑 隆久 イワサキ タカヒサ 男性 73.89 6:23:33

岩田 郁子 イワタ イクコ 女性 70.5 10:17:13

岩田 恭典 イワタ ヤスノリ 男性 69.33 9:15:22

上田 浩二 ウエダ コウジ 男性 70.42 9:06:24

魚谷 貴弘 ウオタニ タカヒロ 男性 69.41 7:43:19

宇賀居 美延 ウガイ ミノブ 女性 75.41 9:30:34

内山 智之 ウチヤマ トモユキ 男性 70.09 7:58:27

内海 正人 ウツミ マサト 男性 72.91 6:39:55

梅津 潔 ウメズ キヨシ 男性 84.55 8:54:03

李 偉基 ェエ ワイケイ 男性 73.07 12:41:34

江森 俊貴 エモリ トシキ 男性 69.02 6:43:33

遠藤 健志 エンドウ ケンジ 男性 87.95 9:26:55

遠藤 達弥 エンドウ タツヤ 男性 69.94 9:35:05

遠藤 隆一 エンドウ リュウイチ 男性 70.04 9:30:58

近見 紀子 オウミ ノリコ 女性 75.06 12:54:28

大井 和裕 オオイ カズヒロ 男性 69.37 8:19:45

大枝 正臣 オオエダ マサオミ 男性 69.21 6:29:00

大嘉田 志津 オオカダ シズ 女性 69.16 18:01:25

大島 勝幸 オオシマ カツユキ 男性 69.27 7:03:13

大野田 徳高 オオノダ ノリタカ 男性 72.93 8:17:48

大畑 博敬 オオハタ ヒロノリ 男性 72.45 7:10:34

大原 貴浩 オオハラ タカヒロ 男性 70.13 8:05:50

大山 礼仁 オオヤマ レイニン 男性 71.5 8:55:26

小笠原 正仁 オガサワラ マサヒト 男性 85.38 7:40:12

尾形 貴子 オガタ タカコ 女性 75.32 7:29:45

翁田 正雄 オキナダ マサオ 男性 70.09 7:00:11

荻野 智史 オギノ サトシ 男性 70.94 6:30:41

興松 貴大 オキマツ タカヒロ 男性 69.25 9:54:23

鬼丸 愛 オニマル アイ 女性 69.3 10:20:41

加々美 逸子 カガミ イツコ 女性 69.42 8:22:07

柿沼 直人 カキヌマ ナオト 男性 73.23 10:47:07

栫井 真司 カコイ シンジ 男性 69.29 8:31:09

笠原 正史 カサハラ マサシ 男性 80.64 7:48:15

鍛治 伸 カジ シン 男性 69.31 6:42:51

柏木 勝也 カシワギ カツヤ 男性 75.51 10:37:47

片桐 努 カタギリ ツトム 男性 70.49 7:51:07

片山 清範 カタヤマ キヨノリ 男性 69.03 5:47:50

加藤 雄大 カトウ タカヒロ 男性 74.82 7:29:17

加藤 初美 カトウ ハツミ 女性 70.83 7:15:29
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嘉藤 光雄 カトウ ミツオ 男性 70.39 9:02:23

金子 一美 カネコ カズミ 男性 85.58 11:07:37

加納 慎太郎 カノウ シンタロウ 男性 69.53 6:49:33

上根 祖 カミネ ハジメ 男性 82.88 9:03:42

上村 貴弘 カミムラ タカヒロ 男性 69.73 8:46:45

亀田 幸子 カメダ サチコ 女性 74.49 10:17:04

河合 勝雄 カワイ カツオ 男性 69.28 5:42:36

川原 幸則 カワハラ ユキノリ 男性 69.81 9:22:10

川村 敦史 カワムラ アツシ 男性 71.94 10:15:33

川村 直子 カワムラ ナオコ 女性 69.45 10:36:37

川村 理恵 カワムラ リエ 女性 72.68 14:11:54

菊池 将央 キクチ ノブヒサ 男性 71.87 6:10:24

鬼澤 三鈴 キザワ ミスズ 女性 69.06 9:43:19

北岡 知子 キタオカ トモコ 女性 70.84 13:03:12

北代 圭祐 キタダイ ケイスケ 男性 70.92 6:14:21

北村 祐二 キタムラ ユウジ 男性 70.01 23:35:08

北村 礼子 キタムラ レイコ 女性 73.58 25:57:41

木戸 美和 キド ミワ 女性 69.06 9:31:46

君島 真一 キミジマ シンイチ 男性 72.89 11:10:17

君山 義顕 キミヤマ ヨシアキ 男性 71.61 5:37:31

木村 直子 キムラ ナオコ 女性 70.13 14:05:31

木村 浩之 キムラ ヒロユキ 男性 70.77 11:45:53

木村 亮太 キムラ リョウタ 男性 70.3 11:19:46

金城 雄介 キンジョウ ユウスケ 男性 70.12 7:44:50

櫛引 美郁 クシビキ ミカ 女性 75.06 7:15:12

熊木 陽介 クマキ ヨウスケ 男性 69.9 8:42:07

蔵野 敏江 クラノ トシエ 女性 69.11 7:58:58

栗原 庸子 クリバラ ヨウコ 女性 79.97 7:54:37

ＫＲＥＰＩＣＳ ＴＯＭ クレピッツ トム 男性 70.4 13:32:38

黒木 玲香 クロギ レイカ 女性 69.04 8:02:27

黒田 幸弘 クロダ ユキヒロ 男性 69.18 7:13:51

古賀 英蔵 コガ エイゾウ 男性 69.47 8:18:13

小島 健史 コジマ タケシ 男性 70.29 6:09:35

小塚 健吾 コツカ ケンゴ 男性 69.19 11:56:19

後藤 新平 ゴトウ シンペイ 男性 76.5 12:31:17

後藤 肇 ゴトウ ハジメ 男性 70.66 7:31:11

小西 亨 コニシ トオル 男性 69.54 11:01:55

小林 悟嗣 コバヤシ サトシ 男性 79.74 7:37:39

小林 剛 コバヤシ ツヨシ 男性 70.47 10:45:59

小林 友洋 コバヤシ トモヒロ 男性 69.14 8:54:20

小林 正和 コバヤシ マサカズ 男性 69.21 9:24:09

駒澤 聡 コマザワ サトシ 男性 69.38 10:13:55

小南 玲雄 コミナミ レオ 男性 75.16 7:37:24

近 雅博 コン マサヒロ 男性 69.8 7:09:54

近藤 将人 コンドウ マサト 男性 74 10:02:45

済木 実 サイキ ミノル 男性 70.43 8:38:38

斉藤 邦裕 サイトウ クニヒロ 男性 73.76 12:00:10

坂田 悟 サカタ サトル 男性 70.63 6:52:39

阪田 晋一 サカタ シンイチ 男性 114.09 12:09:14

酒谷 佐和子 サカタニ サワコ 女性 69.02 11:26:29

阪野 慎一 サカノ シンイチ 男性 70.88 7:35:26

坂元 雄一 サカモト ユウイチ 男性 69.97 8:14:54

佐久間 泰輔 サクマ タイスケ 男性 69.71 10:11:42

佐久間 健 サクマ タケシ 男性 69.51 11:24:07

坐光寺 富仁 ザコウジ トミヒト 男性 75.42 5:41:57

佐竹 茂 サタケ シゲル 男性 70.8 7:07:31

佐藤 清志 サトウ キヨシ 男性 70.3 6:23:25

佐藤 純子 サトウ ジュンコ 女性 69.13 14:39:33

佐藤 大雅 サトウ タイガ 男性 69.45 7:55:32
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佐藤 威 サトウ タケシ 男性 69.54 11:40:08

佐藤 達夫 サトウ タツオ 男性 70.08 8:11:55

佐野 和也 サノ カズヤ 男性 69.24 6:38:21

澤田 愛 サワダ アイ 女性 73 6:17:48

澤原 雅彦 サワハラ マサヒコ 男性 70.3 5:46:42

澤村 眞一 サワムラ マサカズ 男性 77.51 11:36:39

塩澤 秀幸 シオザワ ヒデユキ 男性 70.18 9:22:34

渋谷 貴士 シブヤ タカシ 男性 69.11 8:17:12

島倉 誠 シマクラ マコト 男性 73.23 14:04:23

下地 力 シモジ ツトム 男性 69.26 7:26:23

Ｃｈｅｎｇ Ｗａｉ　Ｓｕｍ ジュヨン ホゥイシン 女性 69.47 17:16:32

新地 柚佳 シンチ ユカ 女性 78.46 6:23:59

進藤 馨 シンドウ カオル 男性 69.04 7:48:08

鈴木 綾香 スズキ アヤカ 女性 72.29 12:50:35

鈴木 仁哉 スズキ ジンヤ 男性 69.42 14:02:45

鈴木 大樹 スズキ ダイキ 男性 69.58 6:22:59

鈴木 辰己 スズキ タツミ 男性 71.95 13:43:38

鈴木 華恵 スズキ ハナエ 女性 87.17 9:16:04

煤田 英樹 ススダ ヒデキ 男性 69.87 8:55:14

須藤 智光 ストウ トシミツ 男性 69.36 9:50:21

洲浜 智子 スハマ トモコ 女性 78.07 8:29:38

瀬川 裕 セガワ ユタカ 男性 69.28 7:35:27

関 洋子 セキ ヨウコ 女性 69.3 29:42:43

関谷 和樹 セキタニ カズキ 男性 69.15 8:32:25

高木 雄一郎 タカギ ユウイチロウ 男性 70.56 12:57:04

高嶋 一勝 タカシマ カズマサ 男性 71.95 17:50:51

高嶋 有里 タカシマ ユリ 女性 72.94 17:40:12

高田 剛美 タカダ タケミ 男性 76.96 7:01:32

高野 敬子 タカノ ケイコ 女性 69.14 9:58:33

高野 裕美 タカノ ヒロミ 女性 71.86 9:40:08

高萩 清治 タカハギ セイジ 男性 69.87 7:02:38

高橋 修 タカハシ オサム 男性 70.39 6:10:54

高橋 剛 タカハシ ツヨシ 男性 69.25 6:38:53

高橋 裕美 タカハシ ヒロミ 女性 75.59 15:42:29

高橋 悠介 タカハシ ユウスケ 男性 70.31 7:20:26

高松 恵美 タカマツ メグミ 女性 81.63 13:15:05

高村 諒 タカムラ リョウ 男性 69.83 10:02:27

田川 広也 タガワ ヒロヤ 男性 77.8 8:39:03

田口 幸子 タグチ サチコ 女性 69.63 10:04:24

武下 英雄 タケシタ ヒデオ 男性 75.03 10:20:28

武田 智治 タケダ トモハル 男性 77.73 6:15:49

田尻 守拡 タジリ モリヒロ 男性 74.45 5:38:18

田中 宏樹 タナカ ヒロキ 男性 69.94 6:55:33

田中 基 タナカ モトキ 男性 70.61 12:08:48

田中 康雄 タナカ ヤスオ 男性 70.07 10:10:55

田浪 優 タナミ マサル 男性 69.93 9:26:17

谷口 公美 タニグチ マサミ 女性 69.38 10:54:07

谷田 賢二 タニダ ケンジ 男性 84.44 11:18:28

玉井 智也 タマイ トモヤ 男性 70.33 6:16:39

丹野 賢一 タンノ ケンイチ 男性 70.41 11:39:24

佃 尚実 ツクダ ナオミ 男性 69.42 6:55:41

津田 拓也 ツダ タクヤ 男性 70.3 18:52:41

津田 実優 ツダ ミユ 女性 70.98 19:29:21

土崎 健 ツチザキ ケン 男性 69.5 6:18:32

土屋 隆行 ツチヤ タカユキ 男性 77 10:36:19

坪田 修一 ツボタ シュウイチ 男性 98.08 11:53:33

寺田 耕一郎 テラダ コウイチロウ 男性 70.34 8:18:25

土井 あづさ ドイ アヅサ 女性 69.1 9:20:18

戸田 信之 トダ ノブユキ 男性 69.6 10:55:52
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直 修司 ナオ シュウジ 男性 84.92 12:16:08

長江 麻衣子 ナガエ マイコ 女性 70.71 8:11:27

中沖 由美 ナカオキ ユミ 女性 70.09 13:07:52

中川 明男 ナカガワ アキオ 男性 72.67 11:54:52

長嶋 立 ナガシマ タツル 男性 77.11 6:43:13

中島 智佳 ナカシマ チカ 女性 71.17 8:16:44

長嶋 祐治 ナガシマ ユウジ 男性 70.05 7:45:10

中津留 友矢 ナカツル ユウヤ 男性 69.33 7:01:02

中西 秀行 ナカニシ ヒデユキ 男性 69.61 11:50:31

中村 秀一 ナカムラ シュウイチ 男性 69.11 9:19:44

中村 学 ナカムラ マナブ 男性 69.22 7:13:04

夏目 理 ナツメ オサム 男性 69.62 9:02:53

七尾 伸明 ナナオ ノブアキ 男性 70.3 8:29:20

名村 洋子 ナムラ ヨウコ 女性 70.31 14:09:29

成島 慎一 ナルシマ シンイチ 男性 71.47 6:53:16

新島 奈津子 ニイジマ ナツコ 女性 69.22 8:10:09

新井田 祐子 ニイダ ユウコ 女性 69.18 8:31:36

西嶋 雅彦 ニシジマ マサヒコ 男性 69.95 15:50:41

西田 航介 ニシダ コウスケ 男性 74.19 7:08:34

西舘 健 ニシダテ ケン 男性 69.21 7:56:07

西濱 康朗 ニシハマ ヤスアキ 男性 70.82 5:41:49

二本柳 芙美 ニホンヤナギ フミ 女性 69.23 11:33:44

沼田 由章 ヌマタ ヨシアキ 男性 75.14 8:19:19

野村 篤宏 ノムラ アツヒロ 男性 79.34 16:10:21

野村 隆 ノムラ タカシ 男性 76.07 14:52:09

橋上 敦彦 ハシガミ アツヒコ 男性 69.24 15:44:39

橋本 利治 ハシモト トシハル 男性 70.34 8:28:57

波田野 栄一 ハタノ エイイチ 男性 72.98 11:06:54

服部 啓二 ハットリ ケイジ 男性 69.36 7:38:30

服部 光 ハットリ ヒカル 男性 69.88 17:34:27

濱崎 梢 ハマサキ コズエ 女性 81.58 9:00:18

林 裕介 ハヤシ ユウスケ 男性 78.46 8:04:56

原 公子 ハラ キミコ 女性 69.59 8:14:56

原田 武士 ハラダ タケシ 男性 70.56 9:43:01

坂野 嘉則 バンノ ヨシノリ 男性 69.28 6:39:49

Ｈｉｘｓｏｎ Ｊｏｈｎ ヒクソン ジヨン 男性 70.84 7:36:29

彦坂 浩二 ヒコサカ コウジ 男性 73.93 6:47:21

日野原 眞一 ヒノハラ シンイチ 男性 69.9 9:57:41

兵藤 淳子 ヒョウドウ アツコ 女性 69.84 9:08:05

平谷 修平 ヒラタニ シュウヘイ 男性 71.28 6:30:41

平根 雅希 ヒラネ マサキ 男性 70.95 6:15:46

平林 啓邦 ヒラバヤシ ヒロクニ 男性 69.79 6:56:18

平山 淳士 ヒラヤマ ジュンジ 男性 125.07 9:12:28

平山 真吾 ヒラヤマ シンゴ 男性 69.61 7:51:40

廣垣 正治 ヒロガキ マサハル 男性 71.04 7:33:23

廣澤 元彦 ヒロサワ モトヒコ 男性 102.21 17:33:16

廣嶋 彩香 ヒロシマ アヤカ 女性 69.67 9:05:02

深谷 智正 フカヤ トモマサ 男性 69.6 10:07:20

福田 彰 フクダ アキラ 男性 70.06 6:51:49

福田 康治 フクタ コウジ 男性 69.23 8:46:31

福田 洋之 フクダ ヒロユキ 男性 73.43 8:26:58

藤井 克慶 フジイ カツヨシ 男性 72.7 13:18:14

藤井 健作 フジイ ケンサク 男性 69.53 11:00:23

藤田 敦 フジタ アツシ 男性 69.78 8:02:06

藤本 加代子 フジモト カヨコ 女性 73.88 15:40:43

藤本 牧子 フジモト マキコ 女性 74.43 6:32:55

藤森 光一郎 フジモリ コウイチロウ 男性 70.15 7:06:01

藤原 一博 フジワラ カズヒロ 男性 69.08 7:29:06

古川 智美 フルカワ トモミ 女性 69.15 8:15:54
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古川 雄貴 フルカワ ユウキ 男性 69.48 8:59:48

古橋 静哉 フルハシ シズヤ 男性 69.24 8:53:10

部谷 侑大 ヘヤ ユウタ 男性 90.73 13:54:26

祝 太郎 ホウリ タロウ 男性 70.03 7:09:19

堀 珠美 ホリ タマミ 女性 74.29 13:31:44

堀内 文枝 ホリウチ フミエ 女性 70.06 9:53:08

堀江 肇 ホリエ ハジメ 男性 69.2 7:30:19

町永 努 マチナガ ツトム 男性 69.96 6:54:49

松浦 裕介 マツウラ ユウスケ 男性 70.83 12:43:31

松平 佳子 マツダイラ ヨシコ 女性 69.07 8:09:22

松本 等 マツモト ヒトシ 男性 82.35 15:46:20

真野 晃寿 マノ アキヒサ 男性 69.16 8:11:29

水上 雄樹 ミズカミ ユウキ 男性 69.34 11:19:24

三ツ橋 佑介 ミツハシ ユウスケ 男性 69.21 11:08:57

南 真琴 ミナミ マコト 女性 70.04 8:05:50

宮尾 英二 ミヤオ エイジ 男性 69.77 7:49:40

宮下 尚士 ミヤシタ ヒサシ 男性 71.98 6:07:22

宮津 修 ミヤヅ オサム 男性 70.11 12:01:52

宮本 卓弥 ミヤモト タクヤ 男性 70.01 13:14:32

宮本 広行 ミヤモト ヒロユキ 男性 69.56 7:05:38

三和 克至 ミワ カツシ 男性 70.19 8:05:11

美和 太郎 ミワ タロウ 男性 69.9 11:21:28

村井 勇一郎 ムライ ユウイチロウ 男性 74.15 7:00:18

村上 茂 ムラカミ シゲル 男性 70.22 8:45:37

村上 寛幸 ムラカミ ヒロユキ 男性 69.1 9:24:48

村瀬 諒 ムラセ リョウ 男性 72.77 6:57:55

村田 郁子 ムラタ イクコ 女性 70.76 13:55:51

目次 孝 メツギ タカシ 男性 69.7 11:05:08

目次 玲子 メツギ レイコ 女性 69.58 11:11:25

茂木 浩司 モギ コウジ 男性 72.33 6:53:18

望月 善文 モチヅキ ヨシフミ 男性 79.76 10:06:50

森岡 真弥 モリオカ シンヤ 男性 69.05 10:50:03

森月 将國 モリヅキ マサクニ 男性 75.97 5:52:15

森本 茂樹 モリモト シゲキ 男性 69 8:09:06

守屋 充高 モリヤ ミツタカ 男性 69.6 7:57:43

八木 忍 ヤギ シノブ 男性 74.67 9:51:43

山内 和哉 ヤマウチ カズヤ 男性 82.57 8:24:58

山影 亜希子 ヤマカゲ アキコ 女性 69.68 8:14:36

山影 智美 ヤマカゲ トモミ 男性 79.84 12:15:41

山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 男性 70.17 5:49:56

山崎 宇一 ヤマサキ ウイチ 男性 69.83 7:25:44

山崎 孝博 ヤマザキ タカヒロ 男性 73.97 6:54:45

山崎 芳敬 ヤマザキ ヨシノリ 男性 69.76 7:45:12

山下 佳久 ヤマシタ ヨシヒサ 男性 69.85 8:26:51

山科 裕基 ヤマシナ ヒロキ 男性 69.43 9:24:26

山田 一樹 ヤマダ カズキ 男性 70.61 11:54:09

山田 惠子 ヤマダ ケイコ 女性 69.88 7:43:46

山田 徹 ヤマダ テツ 男性 70.02 6:32:46

山田 直孝 ヤマダ ナオタカ 男性 71.33 8:20:29

山宮 隆昭 ヤマミヤ タカアキ 男性 70.67 11:08:25

山本 由紀恵 ヤマモト ユキエ 女性 69.88 9:18:20

湯浅 憲正 ユアサ ノリマサ 男性 69.04 8:57:49

吉澤 太佑 ヨシザワ ダイスケ 男性 69.71 6:57:02

吉田 真弓 ヨシダ マユミ 女性 73.53 7:44:07

吉野 正義 ヨシノ マサヨシ 男性 70 10:38:37

吉原 誠二 ヨシハラ セイジ 男性 70.34 11:47:04

吉松 茂貴 ヨシマツ シゲタカ 男性 70.29 8:28:32

米倉 健人 ヨネクラ ケント 男性 69.05 4:33:57

龍 俊傑 ラング チャンキット 男性 79.78 15:15:06

NAME



Gender Distance Time

和田 輝 ワダ テル 男性 70.75 7:33:25

渡部 光平 ワタナベ コウヘイ 男性 70.38 9:37:16

渡邉 拓磨 ワタナベ タクマ 男性 69.13 7:52:39

渡部 起史 ワタナベ タツシ 男性 70.17 7:12:30

渡利 晃三 ワタリ コウゾウ 男性 85.61 8:18:08

Chen LiangSheng 男性 69.14 11:09:23

Hu Wei 女性 69.12 10:29:31

Kan ChingChing 女性 69.1 13:18:55

Lee Gary 男性 69.03 6:28:03

Liang YiYu 男性 72.03 8:05:11

Morinaga Christian 男性 69.06 9:47:44

NG CHEEWEE 男性 70.39 7:38:50

ting man 男性 69.01 9:37:30

NAME


