2km親子マラソン
順位

ナンバーカード

タイム

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

1

9 0:08:24 高橋 健一/高橋 大輔

2

35 0:08:29 中原 美里/中原 和花

ﾅｶﾊﾗ ﾐｻﾄ/ﾅｶﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ

3

20 0:09:23 原田 将徳/原田 武

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ/ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹﾙ

4

75 0:09:44 小磯 智/小磯 岳琉

ｺｲｿ ｻﾄｼ/ｺｲｿ ﾀｹﾙ

5

26 0:09:45 関根 靖共/関根 実梨

ｾｷﾈ ﾔｽﾄﾓ/ｾｷﾈ ﾐﾉﾘ

6

5 0:09:52 原島 拓生/原島 佑輔

7

62 0:10:01 山砥 章宏/山砥 千鶴

ﾔﾏﾄｷﾞ ｱｷﾋﾛ/ﾔﾏﾄｷﾞ ﾁﾂﾞﾙ

8

50 0:10:06 荒井 達也/荒井 聡一郎

ｱﾗｲ ﾀﾂﾔ/ｱﾗｲ ｿｳｲﾁﾛｳ

9

36 0:10:10 梯 政博/梯 龍世

ｶｹﾊｼ ﾏｻﾋﾛ/ｶｹﾊｼ ﾘｭｳｾｲ

10

11 0:10:14 畠中 俊将/畠中 悠吾

ﾊﾀﾅｶ ﾄｼﾉﾌﾞ/ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｺﾞ

11

21 0:10:31 平田 勝彦/平田 翔大

ﾋﾗﾀ ｶﾂﾋｺ/ﾋﾗﾀ ｼｮｳﾀ

12

70 0:10:33 島田 貴司/島田 莞吹

ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ/ｼﾏﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

13

22 0:10:39 越智 美智子/越智 建仁

ｵﾁ ﾐﾁｺ/ｵﾁ ｹﾝﾄ

14

16 0:11:07 佐藤 祥子/佐藤 健吾

ｻﾄｳ ｼｮｳｺ/ｻﾄｳ ｹﾝｺﾞ

15

17 0:11:08 遠藤 聡史/遠藤 幹人

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ/ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾋﾄ

16

47 0:11:13 木村 徳永/木村 徳一

ｷﾑﾗ ﾄｸﾅｶﾞ/ｷﾑﾗ ﾄｸｲﾁ

17

3 0:11:17 山口 徹/山口 誠也

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ/ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ

18

34 0:11:22 南里 有沙/南里 朋

ﾅﾝﾘ ｱﾘｻ/ﾅﾝﾘ ﾄﾓ

19

79 0:11:24 冨岡 孝徳/冨岡 壮佑

ﾄﾐｵｶ ﾀｶﾉﾘ/ﾄﾐｵｶ ｿｳｽｹ

20

24 0:11:30 佐藤 直子/佐藤 凜子

ｻﾄｳ ﾅｵｺ/ｻﾄｳ ﾘﾝｺ

21

39 0:11:33 森谷 陽子/森谷 慎

ﾓﾘﾔ ﾖｳｺ/ﾓﾘﾔ ｼﾝ

22

2 0:11:38 後藤 祐子/後藤 香菜子

ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ/ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ

ﾊﾗｼﾏ ﾀｸｵ/ﾊﾗｼﾏ ﾕｳｽｹ

ｺﾞﾄｳ ﾕｳｺ/ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ

23

85 0:11:41 小守 秀樹/小守 実来

ｺﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ/ｺﾓﾘ ﾐｸﾙ

24

64 0:11:44 近藤 誠司/近藤 優輝

ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｼﾞ/ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

25

56 0:11:47 江藤 高志/江藤 瑠香

ｴﾄｳ ﾀｶｼ/ｴﾄｳ ﾙｶ

26

74 0:11:49 三浦 圭太/三浦 琉生

ﾐｳﾗ ｹｲﾀ/ﾐｳﾗ ﾙｲ

27

83 0:11:54 田渕 正敏/田渕 朔太郎

ﾀﾌﾞﾁ ﾏｻﾄｼ/ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾀﾛｳ

28

45 0:12:02 小野 雅之/小野 依吹

ｵﾉ ﾏｻﾕｷ/ｵﾉ ｲﾌﾞｷ

29

32 0:12:05 寺田 和人/寺田 昌史

ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾄ/ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ

30

82 0:12:12 福田 三四郎/福田 耕太郎

ﾌｸﾀﾞ ｻﾝｼﾛｳ/ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

31

31 0:12:12 沖守 美津子/沖守 陽菜

ｵｷﾓﾘ ﾐﾂｺ/ｵｷﾓﾘ ﾊﾙﾅ

32

42 0:12:21 清水 太一/清水 悠紀子

ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ/ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ

33

87 0:12:25 小野 靖子/小野 友嘉

ｵﾉ ﾔｽｺ/ｵﾉ ﾕｳｶ

34

73 0:12:27 長谷川 裕太/長谷川 柊介

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ/ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳｽｹ

35

63 0:12:36 渡邊 理紗/渡邊 舞唯

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ

36

7 0:12:40 神 由紀/神 真愛

ｼﾞﾝ ﾕｷ/ｼﾞﾝ ﾏﾅ

37

44 0:12:42 山田 玲子/山田 航太郎

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲｺ/ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

38

40 0:12:56 鈴木 水恵/鈴木 晴

ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞｴ/ｽｽﾞｷ ﾊﾙ

39

1 0:12:57 岡田 健吾/岡田 名央

40

58 0:13:02 近藤 陽子/近藤 大輝

ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｺ/ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ

41

14 0:13:12 平 直拓/藤原 輝生

ﾀｲﾗ ﾅｵﾋﾛ/ﾌｼﾞﾜﾗ ﾃﾙｷ

42

88 0:13:15 杉山 倫子/杉山 佳奈

ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓｺ/ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ

43

60 0:13:37 江藤 喜代子/江藤 莉央

ｴﾄｳ ｷﾖｺ/ｴﾄｳ ﾘｵ

44

6 0:13:45 おがわ ともこ/小川 雄慈

ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ/ｵｶﾀﾞ ﾅｵ

ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ/ｵｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

45

69 0:13:47 佐藤 友彦/佐藤 壮真

ｻﾄｳ ﾄﾓﾋｺ/ｻﾄｳ ｿｳﾏ

46

29 0:13:52 金沢 慶人/金沢 薫平

ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾄ/ｶﾅｻﾞﾜ ｸﾝﾍﾟｲ

47

76 0:13:54 島田 彩子/島田 晴大

ｼﾏﾀﾞ ｱﾔｺ/ｼﾏﾀﾞ ｾｲﾀ

48

72 0:13:58 森 だいすけ/森 たいせい

ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ/ﾓﾘ ﾀｲｾｲ

49

54 0:13:58 佐藤 伴佳/佐藤 光真

ｻﾄｳ ﾄﾓｶ/ｻﾄｳ ｺｳﾏ

50

65 0:14:04 野上 葉子/野上 勇希

ﾉｶﾞﾐ ﾖｳｺ/ﾉｶﾞﾐ ﾕｳｷ

51

57 0:14:04 小野 惠美/小野 遥

ｵﾉ ﾒｸﾞﾐ/ｵﾉ ﾊﾙｶ

52

78 0:14:13 梨本 里美/梨本 美遥

ﾅｼﾓﾄ ｻﾄﾐ/ﾅｼﾓﾄ ﾐﾊﾙ

53

8 0:14:17 中里見 恭輔/中里見 雄大

ﾅｶｻﾄﾐ ｷｮｳｽｹ/ﾅｶｻﾄﾐ ﾕｳﾀﾞｲ

54

81 0:14:34 野澤 和海/野澤 奏海

ﾉｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾐ/ﾉｻﾞﾜ ｶﾅﾐ

55

84 0:14:34 小守 真基子/小守 志朋

ｺﾓﾘ ﾏｷｺ/ｺﾓﾘ ﾕｷﾄ

56

52 0:14:40 宇田 愛子/宇田 楓

ｳﾀﾞ ｱｲｺ/ｳﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

57

25 0:14:40 藤本 信子/藤本 智輝

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾌﾞｺ/ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ

58

89 0:14:51 竹石 亮/竹石 希

ﾀｹｲｼ ﾘｮｳ/ﾀｹｲｼ ﾉｿﾞﾑ

59

51 0:15:05 水藤 祐之/水藤 風

ﾐｽﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ/ﾐｽﾞﾄｳ ﾌｳ

60

28 0:15:12 毛呂 敦/毛呂 陽茉里

ﾓﾛ ｱﾂｼ/ﾓﾛ ﾋﾏﾘ

61

53 0:15:17 井田 将宣/井田 真聖

ｲﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ/ｲﾀﾞ ﾏﾅﾄ

62

41 0:15:44 住田 佳保里/住田 爽一郎

ｽﾐﾀ ｶﾎﾘ/ｽﾐﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ

63

59 0:15:47 北 徹朗/北 悟大

ｷﾀ ﾃﾂﾛｳ/ｷﾀ ｺﾞﾀﾞｲ

64

86 0:15:58 吉良 真史/吉良 勇人

ｷﾗ ｼﾝｼﾞ/ｷﾗ ﾊﾔﾄ

65

4 0:15:59 吉良 奈美/吉良 有紗

ｷﾗ ﾅﾐ/ｷﾗ ｱﾘｻ

66

13 0:16:02 坂本 千晶/サカモト 真帆

ｻｶﾓﾄ ﾁｱｷ/ｻｶﾓﾄ ﾏﾎ

67

43 0:16:14 町田 祐子/町田 栞那

ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛｺ/ﾏﾁﾀﾞ ｶﾝﾅ

68

23 0:16:29 梶 貴博/梶 あずさ

ｶｼﾞ ﾀｶﾋﾛ/ｶｼﾞ ｱｽﾞｻ

69

18 0:16:39 吉田 育世/吉田 彩人

ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾖ/ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾄ

70

66 0:16:51 川井 格/川井 陸叶

ｶﾜｲ ｶｸ/ｶﾜｲ ﾘｸﾄ

71

38 0:17:14 岡本 真希/岡本 茂蔵

ｵｶﾓﾄ ﾏｷ/ｵｶﾓﾄ ｼｹﾞｿﾞｳ

72

30 0:17:22 吉森 祐司/吉森 乃咲

ﾖｼﾓﾘ ﾕｳｼﾞ/ﾖｼﾓﾘ ﾉｴ

73

68 0:17:26 川井 裕美/川井 稜大

ｶﾜｲ ﾋﾛﾐ/ｶﾜｲ ﾘｮｳﾀ

74

48 0:17:30 牧 晴樹/牧 花慧

ﾏｷ ﾊﾙｷ/ﾏｷ ﾊﾅｴ

75

80 0:17:57 林 ひとみ/林 こはる

ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ/ﾊﾔｼ ｺﾊﾙ

76

10 0:18:42 黒木 健太/黒木 聡太

ｸﾛｷ ｹﾝﾀ/ｸﾛｷ ｿｳﾀ

77

55 0:19:48 芦田 和恵/芦田 才朗

ｱｼﾀﾞ ｶｽﾞｴ/ｱｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ

78

90 0:20:15 佐藤 秀生/佐藤 碧由季

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ/ｻﾄｳ ﾐﾕｷ

79

37 0:21:03 林 稚憲/林 知寿乃

ﾊﾔｼ ﾏｻﾉﾘ/ﾊﾔｼ ﾁｽﾞﾉ

80

19 0:21:45 岩原 亜美/岩原 暖空

ｲﾜﾊﾗ ｱﾐ/ｲﾜﾊﾗ ﾊﾙｸ

