
- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ショート 17km 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

1時間42分54秒1 塚元 雄大D-2001 ツカモト ユウダイ 35

1時間56分39秒2 秋山 幸治D-2013 アキヤマ コウジ 45

2時間00分41秒3 堅田 真一D-2005 カタダ シンイチ 43

2時間03分18秒4 折原 哲D-2002 オリハラ サトシ 56

2時間08分55秒5 末光 健太郎D-2055 スエミツ ケンタロウ 42

2時間08分55秒6 藤村 喜輝D-2028 フジムラ ヨシキ 44

2時間09分22秒7 田方 勇二D-2076 タガタ ユウジ 41

2時間10分26秒8 鈴木 勝己D-2006 スズキ カツキ 56

2時間11分51秒9 山本 幹人D-2009 ヤマモト ヨシヒト 46

2時間15分57秒10 杉崎 憲三D-2003 スギサキ ケンソウ 46

2時間20分21秒11 清水 元気D-2010 シミズ ゲンキ 30

2時間20分52秒12 佐々木 英明D-2056 ササキ ヒデアキ 43

2時間24分32秒13 横田 健三D-2032 ヨコタ ケンゾウ 31

2時間24分50秒14 隅田 耕作D-2007 スミダ コウサク 53

2時間26分45秒15 西山 敢D-2015 ニシヤマ カン 34

2時間27分20秒16 立岩 敏行D-2058 タテイワ トシユキ 45

2時間27分56秒17 佐伯 通繁D-2021 サエキ ミチシゲ 33

2時間28分33秒18 戎 剛司D-2057 エビス ツヨシ 43

2時間29分10秒19 下村 周一D-2020 シモムラ シュウイチ 48

2時間30分40秒20 田村 洋二D-2031 タムラ ヨウジ 38

2時間31分08秒21 橋本 知史D-2016 ハシモト トモヂ 49

2時間31分47秒22 福永 浩幸D-2029 フクナガ ヒロユキ 53

2時間32分08秒23 田中 裕久D-2008 タナカ ヒロヒサ 55

2時間36分53秒24 立岩 真人D-2059 タテイワ マサト 17

2時間40分05秒25 藤原 大晃D-2080 フジワラ ヒロアキ 24

2時間41分19秒26 田中 孝一D-2035 タナカ コウイチ 57

2時間41分43秒27 友澤 公一D-2086 トモザワ コウイチ 45

2時間42分26秒28 木村 正月D-2038 キムラ マサツキ 48

2時間42分30秒29 森原 努D-2039 モリハラ ツトム 55

2時間50分43秒30 久原 宜哲D-2050 クハラ ヨシノリ 51

2時間50分56秒31 清木 章弘D-2017 セイキ アキヒロ 54

2時間52分08秒32 松本 昌也D-2023 マツモト マサヤ 48

2時間52分16秒33 田村 憲彦D-2053 タムラ ノリヒコ 52

2時間53分00秒34 玉井 哲郎D-2083 タマイ テツロウ 58

2時間53分43秒35 西嶋 浩輔D-2067 ニシジマ コウスケ 46

2時間55分04秒36 吉村 国浩D-2042 ヨシムラ クニヒロ 46

2時間56分27秒37 影平 篤志D-2019 カゲヒラ アツシ 69

2時間56分28秒38 木下 晋一D-2037 キノシタ シンイチ 48

2時間57分19秒39 橋本 哲也D-2061 ハシモト テツヤ 52

3時間02分38秒40 野田 賢史D-2052 ノダ ケンジ 47

3時間03分43秒41 角田 和義D-2004 カクダ カズヨシ 58

3時間04分13秒42 高橋 憲郎D-2062 タカハシ ケンロウ 72

3時間05分44秒43 菊繁 聡D-2078 キクシゲ サトル 47

3時間06分52秒44 吉冨 健一D-2051 ヨシドミ ケンイチ 54

3時間08分34秒45 木谷 聡一郎D-2065 キヤ ソウイチロウ 31

3時間08分34秒46 豊田 剛大D-2018 トヨタ タカヒロ 31

3時間10分47秒47 久保 昌昭D-2063 クボ マサアキ 44

3時間13分36秒48 田島 直貴D-2040 タジマ ナオキ 35

3時間15分11秒49 森田 雄介D-2026 モリタ ユウスケ 28

3時間16分08秒50 板倉 秀行D-2041 イタクラ ヒデユキ 57

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会
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ショート 17km 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢
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スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

3時間17分45秒51 古谷 了D-2077 フルタニ リョウ 43

3時間19分10秒52 山本 修平D-2079 ヤマモト シュウヘイ 28

3時間19分12秒53 日當 泰浩D-2048 ヒアテ ヤスヒロ 53

3時間21分28秒54 小林 敬典D-2036 コバヤシ ヨシノリ 49

3時間23分59秒55 皿田 圭司D-2060 サラダ ケイジ 53

3時間27分42秒56 西田 芳雄D-2030 ニシダ ヨシオ 46

3時間29分31秒57 仙波 裕正D-2024 センバ ヒロマサ 50

3時間30分49秒58 天野 和幸D-2033 アマノ カズユキ 56

3時間32分27秒59 清水 正一郎D-2034 シミズ ショウイチロウ 55

3時間34分31秒60 岡原 昇平D-2027 オカハラ ショウヘイ 32

3時間36分12秒61 近藤 拓也D-2074 コンドウ タクヤ 40

3時間40分46秒62 長谷 裕治D-2046 ナガタニ ユウジ 47

3時間41分48秒63 甲斐 伸治D-2084 カイ シンジ 53

3時間46分11秒64 川原 幸則D-2012 カワハラ ユキノリ 58

3時間50分35秒65 山本 貴史D-2072 ヤマモト タカフミ 44

3時間51分11秒66 増本 英男D-2045 マシモト ヒデオ 66

4時間29分32秒67 作本 順一D-2025 サクモト ジュンイチ 56

4時間30分35秒68 前田 博司D-2054 マエダ ヒロシ 51

4時間38分13秒69 松本 晋D-2064 マツモト シン 30

4時間38分35秒70 松本 健治D-2068 マツモト ケンジ 59

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会


