
SUPマラソンMIURA CUPリザルト12.6ftフリートリザルト

4km　MIURA CUP　12.6ftフリート総合順位

順位 艇種 分 秒

1 ハード オレンジ 34 39 7 髙田 侑紀 タカダユウキ 男性

2 ハード オレンジ 20 39 12 市川 幸一郎 イチカワ コウイチロウ 男性

3 ハード オレンジ 51 41 41 枡本 明 マスモト アキラ 男性

4 ハード オレンジ 13 41 29 バックナー エンジェラ バックナー エンジェラ 女性

5 ハード オレンジ 48 41 35 深澤 晴彦 フカザワ ハルヒコ 男性

6 インフレ オレンジ 88 41 59 菊池 創太郎 キクチ ソウタロウ 男性

7 ハード オレンジ 41 41 59 中島 久水 ナカジマ ヒサミ 男性

8 インフレ オレンジ 86 43 2 佐藤 孝清 サトウ タカキヨ 男性

9 ハード オレンジ 43 43 5 仁村 太一 ニムラ タイチ 男性

10 ハード オレンジ 54 43 8 三橋 孝平 ミツハシ コウヘイ 男性

11 インフレ オレンジ 83 44 13 河野 孝也 コウノ タカヤ 男性

12 インフレ オレンジ 62 44 27 今野 龍子 コンノ リュウコ 女性

13 ハード オレンジ 28 45 26 神 祐蔵 ジン ユウゾウ 男性

14 ハード オレンジ 12 45 33 野村 章馨 ノムラ ノリカ 女性

15 ハード オレンジ 37 46 3 多田 正裕 タダ マサヒロ 男性

16 ハード オレンジ 26 47 14 小林 宏高 コバヤシ ヒロタカ 男性

17 インフレ オレンジ 84 47 24 磯貝 雅樹 イソガイ マサキ 男性

18 ハード オレンジ 42 47 25 中村 昭彦 ナカムラ アキヒコ 男性

19 インフレ オレンジ 69 47 29 後藤 幸子 ゴトウ サチコ 女性

20 ハード オレンジ 39 47 39 富永 正嘉 トミナガ マサヨシ 男性

21 ハード オレンジ 49 48 1 福井 亮夫 フクイ フサオ 男性

22 ハード オレンジ 45 48 9 原島 勝利 ハラシマ マサトシ 男性

23 ハード オレンジ 44 48 23 沼川 滋 ヌマカワ シゲル 男性

24 ハード オレンジ 33 48 40 大丸 真治 ダイマル シンジ 男性

25 ハード オレンジ 50 48 49 福島 透 フクシマ トオル 男性

26 ハード オレンジ 32 48 50 宗宮 優一 ソウミヤ ユウイチ 男性

27 ハード オレンジ 30 49 17 鈴木 薫 スズキ カオル 男性

ゼッケン

タイム



28 ハード オレンジ 53 50 3 松本 茂 マツモト シゲル 男性

29 ハード オレンジ 59 50 22 吉田 健 ヨシダ ケン 男性

30 インフレ オレンジ 90 50 33 石澤 元規 イシザワ ゲンキ 男性

31 ハード オレンジ 55 50 38 村田 努 ムラタ ツトム 男性

32 ハード オレンジ 58 50 52 吉國 勇也 ヨシクニ ユウヤ 男性

33 インフレ オレンジ 79 51 22 中村 幸 ナカムラ コウ 男性

34 インフレ オレンジ 73 51 28 川幡 龍人 カワハタ リュウト 男性

35 インフレ オレンジ 82 51 41 吉田 大我 ヨシダ タイガ 男性

36 インフレ オレンジ 85 51 41 中嶋 陽一 ナカジマ ヨウイチ 男性

37 ハード オレンジ 3 52 4 大丸 清香 ダイマル キヨカ 女性

38 インフレ オレンジ 72 52 24 荒木 由紀子 アラキ ユキコ 女性

39 ハード オレンジ 23 52 37 小池 利幸 コイケ トシユキ 男性

40 ハード オレンジ 46 52 46 春山 周一 ハルヤマ シュウイチ 男性

41 ハード オレンジ 22 53 2 岸 健太郎 キシ ケンタロウ 男性

42 インフレ オレンジ 93 54 27 坂口 美園 サカグチ ミソノ 女性

43 ハード オレンジ 16 54 48 和田 茂里 ワダ シゲリ 女性

44 ハード オレンジ 18 55 41 飯塚 勇介 イイヅカ ユウスケ 男性

45 ハード オレンジ 17 56 1 安東 茂樹 アンドウ シゲキ 男性

46 インフレ オレンジ 91 56 4 荻 俊介 オギ シュンスケ 男性

47 ハード オレンジ 8 56 8 斗舛 もも子 トマス モモコ 女性

48 ハード オレンジ 57 56 9 湯尾 直之 ユオ ナオユキ 男性

49 ハード オレンジ 14 56 10 福島 麻友美 フクシマ マユミ 女性

50 ハード オレンジ 35 57 29 高橋 一隆 タカハシ カズタカ 男性

51 ハード オレンジ 36 58 1 高橋 俊明 タカハシ トシアキ 男性

52 ハード オレンジ 21 58 27 大塚 亮 オオツカ リョウ 男性

53 ハード オレンジ 1 59 16 亀山 園子 カメヤマ ソノコ 女性

54 ハード オレンジ 56 59 21 山下 敏之 ヤマシタ トシユキ 男性

55 ハード オレンジ 4 59 52 竹下 尚子 タケシタ ナオコ 女性

56 ハード オレンジ 31 61 12 関屋 宏昭 セキヤ ヒロアキ 男性

57 ハード オレンジ 15 61 12 向井 明佳 ムカイ サヤカ 女性

58 ハード オレンジ 6 62 32 土屋 利子 ツチヤ トシコ 女性

59 インフレ オレンジ 71 62 39 三輪 あゆみ ミワ アユミ 女性

60 インフレ オレンジ 75 62 45 小河原 格也 オガハラ カクヤ 男性

61 ハード オレンジ 11 63 26 西澤浩子 ニシザワヒロコ 女性

62 インフレ オレンジ 63 63 41 高橋 尚子 タカハシ ナオコ 女性



63 ハード オレンジ 92 65 40 板東 良数 バンドウ ヨシカズ 男性

64 インフレ オレンジ 65 66 0 松木 恵理子 マツキ エリコ 女性

65 ハード オレンジ 25 66 13 後藤 達也 ゴトウ タツヤ 男性

66 インフレ オレンジ 89 67 7 野中 陽介 ノナカ ヨウスケ 男性

67 ハード オレンジ 10 67 28 成川 克実 ナリカワ カツミ 女性

68 インフレ オレンジ 76 68 30 渡辺 敬太 ワタナベ ケイタ 男性

69 ハード オレンジ 24 69 51 古賀 じゅんじ コガ ジュンジ 男性

70 インフレ オレンジ 70 72 49 三浦 景子 ミウラ ケイコ 女性

71 インフレ オレンジ 81 73 57 中村 浩士 ナカムラ ヒロシ 男性

72 ハード オレンジ 47 74 19 平尾 航基 ヒラオ コウキ 男性

73 インフレ オレンジ 87 74 26 戸松 千秋 トマツ チアキ 男性

74 インフレ オレンジ 61 75 26 和田 優子 ワダ ユウコ 女性

75 インフレ オレンジ 64 75 44 坪井 千枝 ツボイ チエ 女性

76 インフレ オレンジ 74 76 12 石橋 義之 イシバシ ヨシユキ 男性

77 ハード オレンジ 9 77 6 長沢 裕子 ナガサワ ユウコ 女性

78 ハード オレンジ 7 81 29 寺井 英子 テライ エイコ 女性

79 ハード オレンジ 5 94 0 田所 久美子 タドコロ クミコ 女性

80 インフレ オレンジ 78 95 15 野村 嘉伯 ノムラ ヨシノリ 男性

81 インフレ オレンジ 67 96 20 中村 真澄 ナカムラ マスミ 女性

ー ハード オレンジ 19 ー ー 石黒 健一 イシグロ ケンイチ 男性

ー ハード オレンジ 27 ー ー 島本 潤 シマモト ジュン 男性

ー ハード オレンジ 29 ー ー 椙本 航介 スギモト コウスケ 男性

ー ハード オレンジ 38 ー ー 田所 裕幸 タドコロ ヒロユキ 男性

ー ハード オレンジ 40 ー ー 長沢 一浩 ナガサワ カズヒロ 男性

ー ハード オレンジ 52 ー ー 松浦 健一 マツウラ ケンイチ 男性

ー インフレ オレンジ 66 ー ー 酒井 彩子 サカイ アヤコ 女性

ー インフレ オレンジ 68 ー ー 北野 愛 キタノ アイ 女性

ー インフレ オレンジ 77 ー ー 小室 零 コムロ レイ 男性

ー インフレ オレンジ 80 ー ー 溝口 正勝 ミゾグチ マサカツ 男性

ー インフレ オレンジ 2 ー ー 河原 望 カワハラ ノゾミ 女性



4km　MIURA CUP　12.6ftインフレータブル女子

順位 艇種 分 秒

1 インフレ オレンジ 62 44 27 今野 龍子 コンノ リュウコ 女性

2 インフレ オレンジ 69 47 29 後藤 幸子 ゴトウ サチコ 女性

3 インフレ オレンジ 72 52 24 荒木 由紀子 アラキ ユキコ 女性

4 インフレ オレンジ 93 54 27 坂口 美園 サカグチ ミソノ 女性

5 インフレ オレンジ 71 62 39 三輪 あゆみ ミワ アユミ 女性

6 インフレ オレンジ 63 63 41 高橋 尚子 タカハシ ナオコ 女性

7 インフレ オレンジ 65 66 0 松木 恵理子 マツキ エリコ 女性

8 インフレ オレンジ 70 72 49 三浦 景子 ミウラ ケイコ 女性

9 インフレ オレンジ 61 75 26 和田 優子 ワダ ユウコ 女性

10 インフレ オレンジ 64 75 44 坪井 千枝 ツボイ チエ 女性

11 インフレ オレンジ 67 96 20 中村 真澄 ナカムラ マスミ 女性

ー インフレ オレンジ 66 ー ー 酒井 彩子 サカイ アヤコ 女性

ー インフレ オレンジ 68 ー ー 北野 愛 キタノ アイ 女性

ー インフレ オレンジ 2 ー ー 河原 望 カワハラ ノゾミ 女性

4km　MIURA CUP　12.6ftハード女子

順位 艇種 分 秒

1 ハード オレンジ 13 41 29 バックナー エンジェラ バックナー エンジェラ 女性

2 ハード オレンジ 12 45 33 野村 章馨 ノムラ ノリカ 女性

3 ハード オレンジ 3 52 4 大丸 清香 ダイマル キヨカ 女性

4 ハード オレンジ 16 54 48 和田 茂里 ワダ シゲリ 女性

5 ハード オレンジ 8 56 8 斗舛 もも子 トマス モモコ 女性

タイム

ゼッケン

タイム

ゼッケン



6 ハード オレンジ 14 56 10 福島 麻友美 フクシマ マユミ 女性

7 ハード オレンジ 1 59 16 亀山 園子 カメヤマ ソノコ 女性

8 ハード オレンジ 4 59 52 竹下 尚子 タケシタ ナオコ 女性

9 ハード オレンジ 15 61 12 向井 明佳 ムカイ サヤカ 女性

10 ハード オレンジ 6 62 32 土屋 利子 ツチヤ トシコ 女性

11 ハード オレンジ 11 63 26 西澤浩子 ニシザワヒロコ 女性

12 ハード オレンジ 10 67 28 成川 克実 ナリカワ カツミ 女性

13 ハード オレンジ 9 77 6 長沢 裕子 ナガサワ ユウコ 女性

14 ハード オレンジ 7 81 29 寺井 英子 テライ エイコ 女性

15 ハード オレンジ 5 94 0 田所 久美子 タドコロ クミコ 女性

4km　MIURA CUP　12.6ftインフレータブル男子

順位 艇種 分 秒

1 インフレ オレンジ 88 41 59 菊池 創太郎 キクチ ソウタロウ 男性

2 インフレ オレンジ 86 43 2 佐藤 孝清 サトウ タカキヨ 男性

3 インフレ オレンジ 83 44 13 河野 孝也 コウノ タカヤ 男性

4 インフレ オレンジ 84 47 24 磯貝 雅樹 イソガイ マサキ 男性

5 インフレ オレンジ 90 50 33 石澤 元規 イシザワ ゲンキ 男性

6 インフレ オレンジ 79 51 22 中村 幸 ナカムラ コウ 男性

7 インフレ オレンジ 73 51 28 川幡 龍人 カワハタ リュウト 男性

8 インフレ オレンジ 82 51 41 吉田 大我 ヨシダ タイガ 男性

9 インフレ オレンジ 85 51 41 中嶋 陽一 ナカジマ ヨウイチ 男性

10 インフレ オレンジ 91 56 4 荻 俊介 オギ シュンスケ 男性

11 インフレ オレンジ 75 62 45 小河原 格也 オガハラ カクヤ 男性

12 インフレ オレンジ 89 67 7 野中 陽介 ノナカ ヨウスケ 男性

13 インフレ オレンジ 76 68 30 渡辺 敬太 ワタナベ ケイタ 男性

14 インフレ オレンジ 81 73 57 中村 浩士 ナカムラ ヒロシ 男性

15 インフレ オレンジ 87 74 26 戸松 千秋 トマツ チアキ 男性

タイム

ゼッケン



16 インフレ オレンジ 74 76 12 石橋 義之 イシバシ ヨシユキ 男性

17 インフレ オレンジ 78 95 15 野村 嘉伯 ノムラ ヨシノリ 男性

ー インフレ オレンジ 77 ー ー 小室 零 コムロ レイ 男性

ー インフレ オレンジ 80 ー ー 溝口 正勝 ミゾグチ マサカツ 男性

4km　MIURA CUP　12.6ftハード男子

順位 艇種 分 秒

1 ハード オレンジ 34 39 7 髙田 侑紀 タカダユウキ 男性

2 ハード オレンジ 20 39 12 市川 幸一郎 イチカワ コウイチロウ 男性

3 ハード オレンジ 51 41 41 枡本 明 マスモト アキラ 男性

4 ハード オレンジ 48 41 35 深澤 晴彦 フカザワ ハルヒコ 男性

5 ハード オレンジ 41 41 59 中島 久水 ナカジマ ヒサミ 男性

6 ハード オレンジ 43 43 5 仁村 太一 ニムラ タイチ 男性

7 ハード オレンジ 54 43 8 三橋 孝平 ミツハシ コウヘイ 男性

8 ハード オレンジ 28 45 26 神 祐蔵 ジン ユウゾウ 男性

9 ハード オレンジ 37 46 3 多田 正裕 タダ マサヒロ 男性

10 ハード オレンジ 26 47 14 小林 宏高 コバヤシ ヒロタカ 男性

11 ハード オレンジ 42 47 25 中村 昭彦 ナカムラ アキヒコ 男性

12 ハード オレンジ 39 47 39 富永 正嘉 トミナガ マサヨシ 男性

13 ハード オレンジ 49 48 1 福井 亮夫 フクイ フサオ 男性

14 ハード オレンジ 45 48 9 原島 勝利 ハラシマ マサトシ 男性

15 ハード オレンジ 44 48 23 沼川 滋 ヌマカワ シゲル 男性

16 ハード オレンジ 33 48 40 大丸 真治 ダイマル シンジ 男性

17 ハード オレンジ 50 48 49 福島 透 フクシマ トオル 男性

18 ハード オレンジ 32 48 50 宗宮 優一 ソウミヤ ユウイチ 男性

19 ハード オレンジ 30 49 17 鈴木 薫 スズキ カオル 男性

20 ハード オレンジ 53 50 3 松本 茂 マツモト シゲル 男性

21 ハード オレンジ 59 50 22 吉田 健 ヨシダ ケン 男性

タイム

ゼッケン



22 ハード オレンジ 55 50 38 村田 努 ムラタ ツトム 男性

23 ハード オレンジ 58 50 52 吉國 勇也 ヨシクニ ユウヤ 男性

24 ハード オレンジ 23 52 37 小池 利幸 コイケ トシユキ 男性

25 ハード オレンジ 46 52 46 春山 周一 ハルヤマ シュウイチ 男性

26 ハード オレンジ 22 53 2 岸 健太郎 キシ ケンタロウ 男性

27 ハード オレンジ 18 55 41 飯塚 勇介 イイヅカ ユウスケ 男性

28 ハード オレンジ 17 56 1 安東 茂樹 アンドウ シゲキ 男性

29 ハード オレンジ 57 56 9 湯尾 直之 ユオ ナオユキ 男性

30 ハード オレンジ 35 57 29 高橋 一隆 タカハシ カズタカ 男性

31 ハード オレンジ 36 58 1 高橋 俊明 タカハシ トシアキ 男性

32 ハード オレンジ 21 58 27 大塚 亮 オオツカ リョウ 男性

33 ハード オレンジ 56 59 21 山下 敏之 ヤマシタ トシユキ 男性

34 ハード オレンジ 31 61 12 関屋 宏昭 セキヤ ヒロアキ 男性

35 ハード オレンジ 92 65 40 板東 良数 バンドウ ヨシカズ 男性

36 ハード オレンジ 25 66 13 後藤 達也 ゴトウ タツヤ 男性

37 ハード オレンジ 24 69 51 古賀 じゅんじ コガ ジュンジ 男性

38 ハード オレンジ 47 74 19 平尾 航基 ヒラオ コウキ 男性

ー ハード オレンジ 19 ー ー 石黒 健一 イシグロ ケンイチ 男性

ー ハード オレンジ 27 ー ー 島本 潤 シマモト ジュン 男性

ー ハード オレンジ 29 ー ー 椙本 航介 スギモト コウスケ 男性

ー ハード オレンジ 38 ー ー 田所 裕幸 タドコロ ヒロユキ 男性

ー ハード オレンジ 40 ー ー 長沢 一浩 ナガサワ カズヒロ 男性

ー ハード オレンジ 52 ー ー 松浦 健一 マツウラ ケンイチ 男性


