
SUPマラソンMIURA CUP14ftフリートリザルト

4km　MIURA CUP　14ftフリート総合順位

順位 艇種 分 秒

1 ハード 蛍光イエロー 108 30 36 ケニー金子 ケニーカネコ 男性 三浦市長賞男子
2 ハード 蛍光イエロー 104 32 20 柏木 星詩 カシワギ セイジ 男性

3 ハード 蛍光イエロー 105 32 33 柏木 星穂 カシワギ ホシオ 男性

4 インフレ 蛍光イエロー 147 32 42 吉田 竜平 ヨシダ リョウヘイ 男性

5 ハード 蛍光イエロー 123 33 25 村田暁 ムラタ アキラ 男性

6 ハード 蛍光イエロー 119 33 40 濱野 翼 ハマノ ツバサ 男性

7 ハード 蛍光イエロー 114 35 30 鈴木 敦士 スズキ アツシ 男性

8 ハード 蛍光イエロー 102 36 54 大森 正也 オオモリ マサヤ 男性

9 ハード 蛍光イエロー 121 37 13 福島 英彦 フクシマ ヒデヒコ 男性

10 ハード 蛍光グリーン 3 38 41 小貝 実佑 コガイ ミウ 女性 三浦市長賞女子
11 インフレ 蛍光イエロー 142 39 8 福本 広和 フクモト ヒロカズ 男性

12 インフレ 蛍光イエロー 134 39 10 梅津 和彦 ウメツ カズヒコ 男性

13 インフレ 蛍光イエロー 145 40 15 山田 真良 ヤマダ マサヨシ 男性

14 ハード 蛍光イエロー 118 40 52 波多野 啓太 ハタノ ケイタ 男性

15 ハード 蛍光イエロー 117 40 59 畠山 洋介 ハタケヤマ ヨウスケ 男性

16 インフレ 蛍光イエロー 140 41 7 峠 範和 トウゲ ノリカズ 男性

17 インフレ 蛍光イエロー 141 41 8 野村 達哉 ノムラ タツヤ 男性

18 ハード 蛍光イエロー 103 41 38 小野 斉大 オノ ムネオ 男性

19 ハード 蛍光イエロー 106 41 56 河原 豊 カワハラ ユタカ 男性

20 インフレ 蛍光イエロー 132 42 30 石田 由憲 イシダ ヨシノリ 男性

21 インフレ 蛍光イエロー 144 42 37 山田 朗弘 ヤマダ アキヒロ 男性

22 インフレ 蛍光イエロー 135 43 13 加藤 英樹 カトウ ヒデキ 男性

23 インフレ 蛍光イエロー 133 43 51 植松 優 ウエマツ マサル 男性

24 インフレ 蛍光グリーン 10 44 13 安 智絵 ヤストモエ 女性

25 インフレ 蛍光イエロー 136 45 17 須永 三千雄 スナガ ミチオ 男性

26 ハード 蛍光イエロー 125 45 26 保田 仁 ヤスダ ジン 男性

タイム
ゼッケン



27 ハード 蛍光イエロー 110 46 8 小城 章裕 コシロ アキヒロ 男性

28 ハード 蛍光イエロー 113 46 19 清水 淳 シミズ ジュン 男性

29 インフレ 蛍光グリーン 7 47 8 坂田 由美 サカタ ユミ 女性

30 インフレ 蛍光イエロー 137 47 10 清宮 克明 セイミヤ カツアキ 男性

31 ハード 蛍光イエロー 122 47 22 溝上 晋三 ミゾカミ クニカズ 男性

32 ハード 蛍光イエロー 115 47 40 Stevens Travis スティーブンス トラビス 男性

33 インフレ 蛍光イエロー 138 48 35 相馬 正等 ソウマ マサヒト 男性

34 ハード 蛍光イエロー 111 48 47 小谷 充 コタニ ミツル 男性

35 インフレ 蛍光グリーン 8 49 5 佐竹 美奈 サタケ ミナ 女性

36 ハード 蛍光イエロー 107 49 36 川村 望 カワムラ ノゾム 男性

36 ハード 蛍光イエロー 112 49 15 榊原 晋太 サカキバラ シンタ 男性

38 インフレ 蛍光イエロー 143 49 50 山崎博史 ヤマザキヒロシ 男性

39 ハード 蛍光イエロー 116 49 57 長岡 俊宏 ナガオカ トシヒロ 男性

40 インフレ 蛍光イエロー 130 50 41 青野 康則 アオノ ヤスノリ 男性

41 インフレ 蛍光グリーン 5 54 43 緒方 淳子 オガタ ジュンコ 女性

42 ハード 蛍光グリーン 1 54 43 今井 亜希子 イマイ アキコ 女性

43 ハード 蛍光イエロー 124 55 13 両角 健太 モロズミ ケンタ 男性

44 インフレ 蛍光イエロー 101 56 27 大津 孝史 オオツ タカシ 男性

45 インフレ 蛍光イエロー 139 57 8 土田 芳春 ツチダ ヨシハル 男性

46 ハード 蛍光イエロー 109 67 6 古賀 翔 コガ カケル 男性

47 ハード 蛍光グリーン 4 68 52 森本 華世 モリモト ハナヨ 女性

48 インフレ 蛍光イエロー 131 72 55 秋谷 ひろき アキタニ ヒロキ 男性

49 インフレ 蛍光イエロー 146 76 18 横山 貴彦 ヨコヤマ タカヒコ 男性

ー ハード 蛍光グリーン 2 ー ー 柿澤 裕子 カキザワ ユウコ 女性

ー インフレ 蛍光グリーン 9 ー ー 高橋 絵里香 タカハシ エリカ 女性

4km　MIURA CUP　14ftインフレータブル女子

順位 艇種 分 秒

1 インフレ 蛍光グリーン 10 44 13 安 智絵 ヤストモエ 女性

2 インフレ 蛍光グリーン 7 47 8 坂田 由美 サカタ ユミ 女性

3 インフレ 蛍光グリーン 8 49 5 佐竹 美奈 サタケ ミナ 女性

タイム

ゼッケン



4 インフレ 蛍光グリーン 5 54 43 緒方 淳子 オガタ ジュンコ 女性

ー インフレ 蛍光グリーン 9 ー ー 高橋 絵里香 タカハシ エリカ 女性

4km　MIURA CUP　14ftインフレータブル男子

順位 艇種 分 秒

1 インフレ 蛍光イエロー 147 32 42 吉田 竜平 ヨシダ リョウヘイ 男性

2 インフレ 蛍光イエロー 142 39 8 福本 広和 フクモト ヒロカズ 男性

3 インフレ 蛍光イエロー 134 39 10 梅津 和彦 ウメツ カズヒコ 男性

4 インフレ 蛍光イエロー 145 40 15 山田 真良 ヤマダ マサヨシ 男性

5 インフレ 蛍光イエロー 140 41 7 峠 範和 トウゲ ノリカズ 男性

6 インフレ 蛍光イエロー 141 41 8 野村 達哉 ノムラ タツヤ 男性

7 インフレ 蛍光イエロー 132 42 30 石田 由憲 イシダ ヨシノリ 男性

8 インフレ 蛍光イエロー 144 42 37 山田 朗弘 ヤマダ アキヒロ 男性

9 インフレ 蛍光イエロー 135 43 13 加藤 英樹 カトウ ヒデキ 男性

10 インフレ 蛍光イエロー 133 43 51 植松 優 ウエマツ マサル 男性

11 インフレ 蛍光イエロー 136 45 17 須永 三千雄 スナガ ミチオ 男性

12 インフレ 蛍光イエロー 137 47 10 清宮 克明 セイミヤ カツアキ 男性

13 インフレ 蛍光イエロー 138 48 35 相馬 正等 ソウマ マサヒト 男性

14 インフレ 蛍光イエロー 143 49 50 山崎博史 ヤマザキヒロシ 男性

15 インフレ 蛍光イエロー 130 50 41 青野 康則 アオノ ヤスノリ 男性

16 インフレ 蛍光イエロー 101 56 27 大津 孝史 オオツ タカシ 男性

17 インフレ 蛍光イエロー 139 57 8 土田 芳春 ツチダ ヨシハル 男性

18 インフレ 蛍光イエロー 131 72 55 秋谷 ひろき アキタニ ヒロキ 男性

19 インフレ 蛍光イエロー 146 76 18 横山 貴彦 ヨコヤマ タカヒコ 男性

4km　MIURA CUP　14ftハード女子

順位 艇種 分 秒

1 ハード 蛍光グリーン 3 38 41 小貝 実佑 コガイ ミウ 女性

タイム
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タイム

ゼッケン



2 ハード 蛍光グリーン 1 54 43 今井 亜希子 イマイ アキコ 女性

3 ハード 蛍光グリーン 4 68 52 森本 華世 モリモト ハナヨ 女性

ー ハード 蛍光グリーン 2 ー ー 柿澤 裕子 カキザワ ユウコ 女性

4km　MIURA CUP　14ftハード男子

順位 艇種 分 秒

1 ハード 蛍光イエロー 108 30 36 ケニー金子 ケニーカネコ 男性

2 ハード 蛍光イエロー 104 32 20 柏木 星詩 カシワギ セイジ 男性

3 ハード 蛍光イエロー 105 32 33 柏木 星穂 カシワギ ホシオ 男性

4 ハード 蛍光イエロー 123 33 25 村田暁 ムラタ アキラ 男性

5 ハード 蛍光イエロー 119 33 40 濱野 翼 ハマノ ツバサ 男性

6 ハード 蛍光イエロー 114 35 30 鈴木 敦士 スズキ アツシ 男性

7 ハード 蛍光イエロー 102 36 54 大森 正也 オオモリ マサヤ 男性

8 ハード 蛍光イエロー 121 37 13 福島 英彦 フクシマ ヒデヒコ 男性

9 ハード 蛍光イエロー 118 40 52 波多野 啓太 ハタノ ケイタ 男性

10 ハード 蛍光イエロー 117 40 59 畠山 洋介 ハタケヤマ ヨウスケ 男性

11 ハード 蛍光イエロー 103 41 38 小野 斉大 オノ ムネオ 男性

12 ハード 蛍光イエロー 106 41 56 河原 豊 カワハラ ユタカ 男性

13 ハード 蛍光イエロー 125 45 26 保田 仁 ヤスダ ジン 男性

14 ハード 蛍光イエロー 110 46 8 小城 章裕 コシロ アキヒロ 男性

15 ハード 蛍光イエロー 113 46 19 清水 淳 シミズ ジュン 男性

16 ハード 蛍光イエロー 122 47 22 溝上 晋三 ミゾカミ クニカズ 男性

17 ハード 蛍光イエロー 115 47 40 Stevens Travis スティーブンス トラビス 男性

18 ハード 蛍光イエロー 111 48 47 小谷 充 コタニ ミツル 男性

19 ハード 蛍光イエロー 107 49 36 川村 望 カワムラ ノゾム 男性

20 ハード 蛍光イエロー 112 49 15 榊原 晋太 サカキバラ シンタ 男性

21 ハード 蛍光イエロー 116 49 57 長岡 俊宏 ナガオカ トシヒロ 男性

22 ハード 蛍光イエロー 124 55 13 両角 健太 モロズミ ケンタ 男性

23 ハード 蛍光イエロー 109 67 6 古賀 翔 コガ カケル 男性

タイム
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