
1. 111 坂東 翔太 バンドウ ショウタ 54:31 -

2. 115 迫田 明巳 ハクタ ヒロミ 54:59 +00:27

3. 125 関 雄也 セキ ユウヤ 57:17 +02:45

4. 120 中屋 裕貴 ナカヤ ヒロタカ 58:05 +03:34

5. 102 佐藤 秀幸 サトウ ヒデユキ 58:58 +04:26

6. 117 小柳 陽太郎 オヤナギ ヨウタロウ 1:00:26 +05:54

7. 121 前川 葵志 マエカワ アオシ 1:00:35 +06:03

8. 127 時本 雄治 トキモト ユウジ 1:01:02 +06:30

9. 104 川上 隆夫 カワカミ タカオ 1:02:15 +07:44

10. 123 加藤 武志 カトウ タケシ 1:03:49 +09:17

11. 119 樫山 亘浩 カシヤマ ノブヒロ 1:04:11 +09:40

12. 140 江崎 忍 エザキ シノブ 1:04:15 +09:43

13. 187 岩崎 叶 イワサキ カナタ 1:04:48 +10:16

14. 114 市川 秀樹 イチカワ ヒデキ 1:05:08 +10:37

15. 184 緑川 陽 ミドリカワ ヨウ 1:05:58 +11:26

16. 177 間地 伸吾 マジ シンゴ 1:06:51 +12:19

17. 172 野沢 昌盛 ノザワ マサシゲ 1:06:54 +12:23

18. 116 戸水 秀之 トミズ ヒデユキ 1:07:38 +13:06

19. 181 葛原 章 クズハラ アキラ 1:07:41 +13:10

20. 108 加藤 豪 カトウ スグル 1:07:58 +13:26

21. 106 武川 泰幸 ムカワ ヤスユキ 1:08:14 +13:43

22. 110 長岡 輝 ナガオカ アキラ 1:08:29 +13:57

23. 122 宇佐美 匠也 ウサミ タクヤ 1:08:46 +14:14

24. 105 谷口 雅春 タニグチ マサハル 1:09:50 +15:18

25. 126 阿部 健祐 アベ ケンスケ 1:10:53 +16:22

26. 112 久保 昭雄 クボ アキオ 1:10:56 +16:24

27. 178 三好 康浩 ミヨシ ヤスヒロ 1:10:57 +16:26

28. 165 猪子 荘太郎 イノコ ソウタロウ 1:11:16 +16:44

29. 190 杉本 篤嗣 スギモト アツシ 1:11:20 +16:49

30. 152 生野 貴之 イクノ タカユキ 1:11:36 +17:04

31. 118 久保 達矢 クボ タツヤ 1:12:15 +17:43

32. 162 目崎 拓也 メサキ タクヤ 1:12:19 +17:47

33. 159 青砥 修一 アオト シュウイチ 1:12:41 +18:10

34. 107 船田 毅 フナダ ツヨシ 1:13:02 +18:30

35. 124 加藤 哲太 カトウ テッタ 1:13:28 +18:56

36. 101 廣瀬 恵子 ヒロセ ケイコ 1:13:50 +19:19

37. 100 吉田 依里 ヨシダ エリ 1:13:55 +19:23

38. 148 梶 幸司 カジ コウジ 1:14:07 +19:35

39. 212 角谷 夏望 カクヤ ナツノ 1:14:47 +20:16

40. 137 根岸 千恵 ネギシ チエ 1:14:56 +20:25

41. 166 増田 優貴 マスダ ユタカ 1:15:32 +21:00

42. 132 吉田 珠江 ヨシダ タマエ 1:16:04 +21:32

43. 149 平山 翔也 ヒラヤマ ショウヤ 1:16:34 +22:03

44. 195 榎本 聡 エノモト サトシ 1:16:52 +22:20

45. 182 田中 涼 タナカ リョウ 1:16:58 +22:27

46. 154 図司 真文 ズシ マサフミ 1:17:03 +22:31

47. 300 三浦 和也 ミウラ タカヤ 1:17:13 +22:41

48. 282 小泉 恭祐 コイズミ キョウスケ 1:17:24 +22:52
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49. 189 谷村 元介 タニムラ ゲンスケ 1:17:28 +22:56

50. 138 飯田 依未 イイダ エミ 1:17:43 +23:11

51. 157 小島 優 コジマ ユウ 1:18:16 +23:44

52. 164 池田 省吾 イケダ ショウゴ 1:18:43 +24:11

53. 131 半田 ほたる ハンダ ホタル 1:19:14 +24:42

54. 150 山崎 真二 ヤマザキ シンジ 1:19:14 +24:42

55. 167 鈴木 裕治 スズキ ユウジ 1:19:15 +24:43

56. 217 田畑 聡美 タバタ サトミ 1:19:31 +24:59

57. 180 田代 徹也 タシロ テツヤ 1:19:32 +25:00

58. 278 国重 航平 クニシゲ コウヘイ 1:19:51 +25:20

59. 129 氏原 圭子 ウジハラ ケイコ 1:20:05 +25:34

60. 155 上野 浩二 ウエノ コウジ 1:20:31 +25:59

61. 143 佐藤 孝 サトウ タカシ 1:20:59 +26:28

62. 109 中村 直之将 ナカムラ ナオノスケ 1:21:12 +26:40

63. 179 大場 慎也 オオバ シンヤ 1:21:19 +26:47

64. 270 小森 雄造 コモリ ユウゾウ 1:21:19 +26:48

65. 376 萩原 優太 ハギワラ ユウタ 1:21:38 +27:07

66. 191 西森 隆太 ニシモリ リュウタ 1:21:40 +27:08

67. 134 蓑島 明美 ミノシマ アケミ 1:21:55 +27:23

68. 243 山本 泰史 ヤマモト ヒロシ 1:22:04 +27:32

69. 156 小林 克也 コバヤシ カツヤ 1:22:09 +27:37

70. 160 澤田 雅由 サワダ マサヨシ 1:22:15 +27:43

71. 297 竹内 健人 タケウチ ケント 1:22:24 +27:52

72. 171 杉本 和也 スギモト カズヤ 1:22:26 +27:54

73. 199 原田 大貴 ハラダ ダイキ 1:22:30 +27:58

74. 169 仁和 泰孝 ニワ ヤスタカ 1:23:01 +28:29

75. 142 多田 奏音 タダ カナト 1:23:06 +28:34

76. 188 工藤 春 クドウ シュン 1:23:06 +28:35

77. 239 飯田 昌克 イイダ マサカツ 1:23:11 +28:39

78. 136 櫻井 詩穂 サクライ シホ 1:23:17 +28:45

79. 193 栗山 勇樹 クリヤマ ユウキ 1:23:49 +29:17

80. 371 石原 孝弘 イシハラ タカヒロ 1:23:51 +29:19

81. 220 袴田 孔 ハカマダ トオル 1:24:05 +29:33

82. 281 山口 慶太 ヤマグチ ケイタ 1:24:07 +29:35

83. 209 浅井 紫乃 アサイ シノ 1:24:09 +29:38

84. 144 古藤 敏文 コトウ トシフミ 1:24:18 +29:47

85. 299 中島 吾朗 ナカジマ ゴロウ 1:24:22 +29:51

86. 225 竹村 幸二 タケムラ コウジ 1:24:32 +30:01

87. 128 山口 幸吉 ヤマグチ コウキチ 1:24:42 +30:11

88. 163 藤盛 泰行 フジモリ ヒロユキ 1:24:44 +30:12

89. 288 宮崎 憲義 ミヤザキ ノリヨシ 1:24:44 +30:12

90. 192 森 慶太 モリ ケイタ 1:25:01 +30:29

91. 254 鳥本 鋭二 トリモト エイジ 1:25:05 +30:33

92. 216 赤司 久美 アカシ クミ 1:25:19 +30:47

93. 139 岡本 あずみ オカモト アズミ 1:25:41 +31:09

94. 275 長屋 敏 ナガヤ サトシ 1:25:57 +31:26

95. 298 髙橋 寛史 タカハシ ヒロフミ 1:26:27 +31:55

96. 294 岩崎 武 イワサキ タケシ 1:26:43 +32:11

97. 145 五十川 義明 イソガワ ヨシアキ 1:26:45 +32:14

98. 153 半田 勝彦 ハンダ カツヒコ 1:26:52 +32:20
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99. 290 市川 篤志 イチカワ アツシ 1:26:52 +32:20

100. 342 宮本 和也 ミヤモト カズヤ 1:27:02 +32:30

101. 242 前田 憲一 マエダ ケンイチ 1:27:09 +32:38

102. 202 渡邊 梨香 ワタナベ リカ 1:27:28 +32:56

103. 146 安保 信之 アンボ ノブユキ 1:27:35 +33:03

104. 366 鈴木 剛 スズキ タケシ 1:28:02 +33:31

105. 141 佐藤 碧 サトウ リク 1:28:05 +33:33

106. 264 土田 和浩 ツチダ カズヒロ 1:28:16 +33:44

107. 133 髙橋 久美子 タカハシ クミコ 1:28:26 +33:54

108. 236 浜頭 正弘 ハマガシラ マサヒロ 1:28:40 +34:09

109. 226 山本 真吾 ヤマモト シンゴ 1:28:52 +34:20

110. 356 青山 茂樹 アオヤマ シゲキ 1:28:57 +34:25

111. 208 内野澤 美幸 ウチノサワ ミユキ 1:28:59 +34:27

112. 292 山内 崇徳 ヤマウチ タカノリ 1:29:17 +34:45

113. 231 城石 徹 シロイシ トオル 1:29:26 +34:54

114. 274 横山 正輝 ヨコヤマ マサキ 1:29:41 +35:10

115. 409 橋本 卓司 ハシモト タクジ 1:29:46 +35:14

116. 246 市村 健 イチムラ タケシ 1:29:56 +35:24

117. 346 若松 重幸 ワカマツ シゲユキ 1:30:02 +35:30

118. 238 牧野 和義 マキノ カズヨシ 1:30:28 +35:56

119. 185 坂上 兼司 サカガミ ケンジ 1:30:33 +36:01

120. 391 水口 昌昭 ミズグチ マサアキ 1:30:34 +36:03

121. 272 矢島 俊吾 ヤジマ シュンゴ 1:30:50 +36:18

122. 230 坂下 政義 サカシタ マサヨシ 1:30:56 +36:24

123. 283 能登 一好 ノト カズヨシ 1:31:13 +36:41

124. 280 菅原 靖志 スガワラ ヤスシ 1:31:26 +36:54

125. 227 篠田 昌宏 シノダ マサヒロ 1:31:35 +37:04

126. 223 池田 明洋 イケダ アキヒロ 1:31:43 +37:11

127. 261 小山 智彦 コヤマ トモヒコ 1:31:58 +37:26

128. 303 増地 孝幸 マスチ タカユキ 1:32:01 +37:29

129. 211 平井 真由美 ヒライ マユミ 1:32:17 +37:45

130. 287 清水 克政 シミズ カツマサ 1:32:41 +38:09

131. 168 嶋林 利隆 シマバヤシ トシタカ 1:32:53 +38:21

132. 247 坂東 伸幸 バンドウ ノブユキ 1:33:06 +38:34

133. 361 林 繁晴 ハヤシ シゲハル 1:33:11 +38:40

134. 289 山下 一騎 ヤマシタ カズキ 1:33:15 +38:43

135. 255 田中 俊行 タナカ トシユキ 1:33:22 +38:50

136. 284 阿部 太郎 アベ タロウ 1:33:30 +38:59

137. 206 吉岡 えりな ヨシオカ エリナ 1:33:41 +39:09

138. 245 廣瀬 健右 ヒロセ ケンスケ 1:33:44 +39:13

139. 295 藤本 純一 フジモト ジュンイチ 1:33:55 +39:23

140. 113 鈴木 健二 スズキ ケンジ 1:34:00 +39:29

141. 256 安井 啓悟 ヤスイ ケイゴ 1:34:08 +39:36

142. 213 門脇 月鈴 カドワキ ルウリ 1:34:22 +39:51

143. 293 吉田 照幸 ヨシダ テルユキ 1:34:34 +40:02

144. 244 千葉 昭好 チバ アキヨシ 1:34:49 +40:17

145. 352 伊藤 大樹 イトウ ヒロキ 1:34:59 +40:27

146. 135 大塚 登美子 オオツカ トミコ 1:35:03 +40:31

147. 285 柳田 輝 ヤナギダ ヒカル 1:35:14 +40:42

148. 183 中村 秀樹 ナカムラ ヒデキ 1:35:22 +40:50
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149. 215 中村 綾 ナカムラ アヤ 1:35:27 +40:56

150. 273 細川 和浩 ホソカワ カズヒロ 1:35:38 +41:06

151. 296 春木 直也 ハルキ ナオヤ 1:35:39 +41:08

152. 262 石川 英一 イシカワ エイイチ 1:35:50 +41:18

153. 349 岩岡 夢貴 イワオカ ユメタカ 1:36:07 +41:35

154. 250 吉岡 巌 ヨシオカ イワオ 1:36:08 +41:36

155. 240 竹田 孝夫 タケダ タカオ 1:36:08 +41:36

156. 210 小野寺 美香 オノデラ ミカ 1:36:20 +41:48

157. 406 武吉 幸雄 タケヨシ ユキオ 1:36:20 +41:48

158. 252 石川 雅博 イシカワ マサヒロ 1:36:26 +41:54

159. 196 関井 まみ子 セキイ マミコ 1:36:35 +42:03

160. 198 川永 大樹 カワナガ ダイキ 1:36:44 +42:12

161. 176 小林 宣広 コバヤシ ノブヒロ 1:36:52 +42:20

162. 327 平 勇人 タイラ ハヤト 1:37:00 +42:28

163. 257 梅村 明 ウメムラ アキラ 1:37:13 +42:41

164. 130 大地 惠子 オオチ ケイコ 1:38:06 +43:34

165. 175 高畑 美優治 タカハタ ミユジ 1:38:08 +43:37

166. 339 大友 俊一 オオトモ シュンイチ 1:38:10 +43:38

167. 396 田森 忠 タモリ タダシ 1:38:19 +43:47

168. 174 乗久 敦志 ノリヒサ アツシ 1:38:20 +43:49

169. 338 木村 士朗 キムラ シロウ 1:38:48 +44:16

170. 401 桜井 達也 サクライ タツヤ 1:39:00 +44:28

171. 207 水口 康代 ミズグチ ミチヨ 1:39:09 +44:37

172. 350 菊地 良幸 キクチ ヨシユキ 1:39:26 +44:54

173. 302 谷口 英樹 タニグチ ヒデキ 1:39:27 +44:56

174. 267 石黒 隆広 イシグロ タカヒロ 1:40:17 +45:45

175. 251 山口 純 ヤマグチ ジュン 1:40:30 +45:59

176. 232 朝倉 淳一 アサクラ ジュンイチ 1:40:33 +46:01

177. 203 橋本 律子 ハシモト リツコ 1:40:34 +46:03

178. 201 長野 富美恵 ナガノ フミエ 1:40:35 +46:04

179. 221 牧野 敏也 マキノ トシヤ 1:40:39 +46:07

180. 354 大塚 惇生 オオツカ ジュンキ 1:40:41 +46:09

181. 253 馬場 貴明 ババ タカアキ 1:40:41 +46:10

182. 362 野崎 敬太 ノザキ ケイタ 1:40:55 +46:23

183. 359 塩飽 宏輔 シオアク コウスケ 1:41:15 +46:43

184. 319 大西 千春 オオニシ チハル 1:41:34 +47:02

185. 260 金澤 眞澄 カナザワ マスミ 1:41:41 +47:09

186. 197 戸張 幸太 トバリ コウタ 1:42:06 +47:34

187. 258 佐藤 洋平 サトウ ヨウヘイ 1:42:15 +47:43

188. 265 稲葉 泰明 イナバ ヤスアキ 1:42:33 +48:01

189. 222 前北 賀則 マエキタ ヨシノリ 1:42:33 +48:02

190. 312 高沼 恭子 タカヌマ キョウコ 1:42:36 +48:04

191. 266 棟方 隆 ムナカタ タカシ 1:42:39 +48:07

192. 345 小田 剛裕 オダ タケヒロ 1:42:44 +48:12

193. 268 鷲岡 康照 ワシオカ コウショウ 1:42:46 +48:14

194. 394 梶浦 雄平 カジウラ ユウヘイ 1:42:51 +48:19

195. 214 中林 真由香 ナカバヤシ マユカ 1:42:52 +48:20

196. 305 千倉 貴広 チクラ タカヒロ 1:42:55 +48:23

197. 333 松見 喜明 マツミ ヨシアキ 1:43:13 +48:41

198. 279 駿河 毅一 スルガ タケイチ 1:43:47 +49:16

The Fstザ ファースト in URAHORO
開催日 2022年6月19日

15km ラン 統合順位 START 08:30

順位 ゼッケン 氏名 ふりがな タイム タイム差

link-tohoku.co.jp 4



199. 325 澤田 直毅 サワダ ナオキ 1:44:06 +49:34

200. 335 西向 弘樹 ニシムカイ ヒロキ 1:44:08 +49:36

201. 313 西向 留美子 ニシムカイ ルミコ 1:44:10 +49:38

202. 322 田畑 宏司 タバタ コウジ 1:44:16 +49:44

203. 316 荒木 永子 アラキ エイコ 1:44:29 +49:57

204. 237 樋爪 雄二 ヒヅメ ユウジ 1:44:30 +49:58

205. 286 門脇 永弥 カドワキ トオヤ 1:44:34 +50:02

206. 370 黒目 啓三 クロメ ケイゾウ 1:44:39 +50:07

207. 158 今吉 誠 イマヨシ マコト 1:44:43 +50:11

208. 205 前川 奈奈 マエカワ ナナ 1:44:46 +50:14

209. 308 北 由起子 キタ ユキコ 1:44:49 +50:17

210. 241 加藤 博将 カトウ ヒロマサ 1:45:06 +50:34

211. 276 大澤 謙太 オオサワ ケンタ 1:45:24 +50:53

212. 306 増井 弘子 マスイ ヒロコ 1:45:24 +50:53

213. 235 伊藤 慎吾 イトウ シンゴ 1:45:36 +51:05

214. 304 袴田 仁 ハカマタ キヨシ 1:45:45 +51:13

215. 324 乾 豊 イヌイ ユタカ 1:46:08 +51:36

216. 381 三戸 優衣 サンノヘ ユイ 1:46:38 +52:06

217. 271 郡山 祐司 コオリヤマ ユウジ 1:47:22 +52:50

218. 218 久保 秀樹 クボ ヒデキ 1:47:27 +52:56

219. 374 髙峯 文香 タカミネ フミカ 1:47:50 +53:18

220. 368 矢野 裕斗 ヤノ ユウト 1:48:26 +53:54

221. 365 柿本 健 カキモト ケン 1:48:41 +54:09

222. 387 菱沼 直弘 ヒシヌマ ナオヒロ 1:48:50 +54:19

223. 307 飯嶋 洋子 イイジマ ヨウコ 1:49:00 +54:28

224. 224 帰山 泰志 カエリヤマ ヤスシ 1:49:03 +54:32

225. 329 込堂 敏安 コミドウ トシャス 1:49:12 +54:41

226. 367 薄木 靖雄 ウスキ ヤスオ 1:49:33 +55:01

227. 389 石垣 雄太 イシガキ ユウタ 1:49:42 +55:10

228. 390 佐藤 誠 サトウ マコト 1:49:52 +55:20

229. 219 尾坂 康一 オサカ コウイチ 1:50:16 +55:45

230. 263 勝又 淳 カツマタ アツシ 1:50:18 +55:46

231. 318 五十嵐 純子 イガラシ ジュンコ 1:50:24 +55:52

232. 334 山内 浩二 ヤマウチ コウジ 1:50:28 +55:56

233. 311 増田 智美 マスダ トモミ 1:51:30 +56:58

234. 229 片石 祐一 カタイシ ユウイチ 1:51:52 +57:20

235. 336 重堂 法人 ジュウドウ ノリヒト 1:52:21 +57:49

236. 351 村島 和弘 ムラシマ カズヒロ 1:52:24 +57:52

237. 259 菊地 隆 キクチ タカシ 1:53:07 +58:36

238. 399 久古 公規 キュウコ キミノリ 1:53:18 +58:46

239. 332 香川 喜義 カガワ キヨシ 1:53:30 +58:59

240. 357 杉田 久雄 スギタ ヒサオ 1:53:32 +59:00

241. 228 宮藤 秀之 ミヤフジ ヒデユキ 1:53:46 +59:14

242. 103 小林 龍弥 コバヤシ タツヤ 1:54:14 +59:42

243. 408 神山 繁 カミヤマ シゲル 1:54:31 +59:59

244. 301 山口 さあや ヤマグチ サアヤ 1:54:55 +60:23

245. 402 佐藤 克洋 サトウ カツヒロ 1:55:01 +60:30

246. 344 関塚 次郎 セキヅカ ジロウ 1:55:11 +60:39

247. 331 出口 延幸 デグチ ノブユキ 1:55:53 +61:21

248. 384 大西 小百合 オオニシ サユリ 1:55:59 +61:27

The Fstザ ファースト in URAHORO
開催日 2022年6月19日

15km ラン 統合順位 START 08:30

順位 ゼッケン 氏名 ふりがな タイム タイム差

link-tohoku.co.jp 5



249. 353 小山 司 コヤマ ツカサ 1:56:07 +61:35

250. 314 小田 未優 オダ ミユウ 1:56:08 +61:36

251. 373 出口 玲奈 デグチ レイナ 1:56:08 +61:37

252. 269 伊藤 宗一朗 イトウ ソウイチロウ 1:56:26 +61:55

253. 393 石出 拓也 イシデ タクヤ 1:56:37 +62:06

254. 330 山本 彰 ヤマモト アキラ 1:57:37 +63:06

255. 405 土井 康裕 ドイ ヤスヒロ 1:57:54 +63:23

256. 369 斉藤 利春 サイトウ トシハル 1:58:19 +63:47

257. 383 西村 幸子 ニシムラ サチコ 1:58:32 +64:00

258. 323 内田 樹三男 ウチダ キミオ 1:58:40 +64:08

259. 395 西村 研司 ニシムラ ケンジ 1:58:49 +64:17

260. 404 近藤 周 コンドウ シュウ 1:59:06 +64:35

261. 249 吉田 享平 ヨシダ キョウヘイ 1:59:10 +64:38

262. 378 小西 桂 コニシ カツラ 1:59:14 +64:42

263. 337 渡辺 睦実 ワタナベ ムツミ 1:59:17 +64:45

264. 309 繁在家 輝子 ハンザイケ テルコ 2:00:20 +65:48

265. 328 山下 友義 ヤマシタ トモヨシ 2:00:22 +65:50

266. 386 吉田 篤 ヨシダ アツシ 2:00:27 +65:56

267. 317 大竹 彩乃 オオタケ アヤノ 2:00:39 +66:07

268. 380 川東 明美 カワヒガシ アケミ 2:01:24 +66:52

269. 364 高沢 純貴 タカザワ ジュンキ 2:01:29 +66:57

270. 398 長谷川 裕子 ハセガワ ユウコ 2:02:08 +67:36

271. 355 宮下 昇 ミヤシタ ノボル 2:02:41 +68:09

272. 347 武藤 紹悟 ムトウ シヨウゴ 2:02:50 +68:18

273. 200 石森 楓 イシモリ カエデ 2:03:06 +68:34

274. 400 髙木 翔太 タカギ ショウタ 2:03:57 +69:25

275. 385 増井 信也 マスイ シンヤ 2:04:17 +69:46

276. 310 辻 ゆか ツジ ユカ 2:05:00 +70:28

277. 397 伊藤 里美 イトウ サトミ 2:05:47 +71:16

278. 291 辻 拓哉 ツジ タクヤ 2:06:04 +71:32

279. 326 渡辺 聡之 ワタナベ トシユキ 2:06:55 +72:23

280. 375 木下 政憲 キノシタ マサノリ 2:06:58 +72:26

281. 340 山口 武志 ヤマグチ タケシ 2:07:04 +72:32

282. 372 沢田 匡史 サワダ マサフミ 2:08:03 +73:31

283. 320 湯浅 竹志 ユアサ タケシ 2:08:44 +74:12

284. 358 松永 靖 マツナガ ヤスシ 2:10:34 +76:03

285. 341 野村 桂一 ノムラ ケイイチ 2:11:19 +76:47

286. 407 行場 聖悟 ギョウバ ショウゴ 2:11:36 +77:05

287. 379 佐々木 温子 ササキ アツコ 2:11:45 +77:14

288. 363 八重原 裕一 ヤエハラ ユウイチ 2:13:12 +78:40

289. 360 佐々木 隆夫 ササキ タカオ 2:16:52 +82:20

290. 315 牧野 睦 マキノ ムツミ 2:17:14 +82:42

291. 403 渡辺 智子 ワタナベ トモコ 2:17:58 +83:27

292. 382 政野 里歩 マサノ リホ 2:18:54 +84:22

293. 377 河崎 秋子 カワサキ アキコ 2:23:09 +88:37

294. 388 伊藤 孝展 イトウ タカノリ 2:27:35 +93:03

Number of records: 294
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