
2015湘南藤沢市民マラソン　親子ラン小学3・4年生

ｾﾞｯｹﾝ番号保護者氏名 子ども氏名 市町村県名 所属ｸﾗﾌﾞ名 タイム
20501 守田　泰 守田　優花 藤沢市 0:12:14
20502 三枝　也寸志 三枝　奏子 藤沢市 0:13:34
20503 曽我　彩子 曽我　駿乃介 横浜市 0:12:22
20504 金子　規子 金子　渚月 藤沢市 0:14:15
20505 山本　ひろみ 山本　大介 藤沢市 0:13:12
20507 二見　将幸 二見　大雅 藤沢市 0:13:08
20508 水上　浩史 水上　さくら 藤沢市 0:13:38
20509 西山　克彦 西山　克巧 藤沢市 0:11:11
20511 越　美紀 越　萌衣 藤沢市 0:15:46
20512 與生　宏之 與生　美優 藤沢市 0:11:08
20513 森井　道誠 森井　咲良 藤沢市 辻堂小学校 0:12:41
20514 中西　康晴 中西　皐輔 藤沢市 羽鳥小学校 0:08:32
20515 山田　広人 山田　優人 藤沢市 0:20:55
20516 髙橋　和明 髙橋　夏子 藤沢市 0:15:19
20517 多田　真由美 多田　桜助 藤沢市 0:11:57
20518 小林　志津子 藤田　夏海 藤沢市 0:14:22
20519 羽根　裕 羽根　陸 藤沢市 0:12:44
20520 箕田　敦子 箕田　優花 藤沢市 0:13:52
20521 島田　満之 島田　貴之 藤沢市 0:11:41
20522 米村　由佳里 米村　唯貴 藤沢市 0:13:48
20523 上村　妙子 上村　雄人 藤沢市 0:14:42
20524 笹平　登茂子 笹平　のどか 横浜市 ファイテン 0:14:51
20525 土田　裕康 土田　泰成 藤沢市 0:11:21
20526 大谷　健治 大谷　脩太郎 藤沢市 0:13:58
20527 増尾　幸政 増尾　楓菜 藤沢市 0:13:12
20528 種村　則明 種村　怜之 藤沢市 0:11:09
20529 桐谷　優美 桐谷　優生乃 藤沢市 0:15:22
20530 堀田　雅子 堀田　美咲 藤沢市 0:14:24
20531 根本　紀子 根本　有華 藤沢市 0:14:24
20532 柴田　啓 柴田　透 藤沢市 0:11:51
20533 小川　いづみ 小川　穂香 藤沢市 0:14:11
20534 橋本　英明 橋本　唯花 藤沢市 0:13:52
20535 柳田　将志 柳田　琉成 藤沢市 0:14:21
20536 本橋　秀隆 本橋　嵩之 藤沢市 0:15:20
20537 小林　博幸 小林　久仁多 藤沢市 0:13:03
20538 上田　進 上田　智史 藤沢市 0:11:58
20539 熊谷　誠司 熊谷　優哉 藤沢市 0:14:31
20540 土屋　雅子 土屋　玲菜 藤沢市 0:14:24
20541 古田　羊司 古田　涼風 藤沢市 0:12:30
20542 山本　謹司 佐野　理輝 藤沢市 0:11:56
20543 佐野　祥子 佐野　晴輝 藤沢市 0:13:00
20544 塩原　法子 塩原　優陽 藤沢市 0:10:54
20545 高橋　政明 高橋　侑大 藤沢市 0:11:27
20546 小林　直美 小林　勇斗 藤沢市 0:13:32
20547 伊東　菜穂子 伊東　柊司 藤沢市 0:12:26
20548 高橋　香緒里 高橋　玲音 藤沢市 0:13:45
20549 児玉　光輝 児玉　翼 藤沢市 0:12:52
20550 阿部　桃子 阿部　悠生 藤沢市 0:12:14
20551 三橋　計三 三橋　蒼来 藤沢市 0:10:36
20552 柴　宏樹 柴　晴仁 藤沢市 0:10:08
20553 石井　実成 石井　蒼太 藤沢市 0:14:20
20554 細井　妙子 細井　勇杜 藤沢市 0:12:37
20555 岡　泰弘 岡　凜々子 藤沢市 かながわＳＵＮ 0:13:39
20556 高瀬　仁美 高瀬　春迦 藤沢市 0:13:21
20557 苗村　貴宏 苗村　梨子 藤沢市 かながわ信金 0:09:46
20558 村松　正樹 村松　諒祐 藤沢市 0:10:41
20559 亀井　正朝 亀井　健太 藤沢市 0:12:40
20560 鶴林　智子 鶴林　朔門 藤沢市 0:14:05
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20561 吉田　桃子 吉田　サイモン 藤沢市 0:15:04
20562 森　佐由里 森　達也 藤沢市 0:14:51
20564 安岡　仁 安岡　心海 藤沢市 0:13:02
20566 足立　和弘 足立　愛奈 藤沢市 0:12:10
20568 千葉　順之 千葉　海理 藤沢市 0:12:18
20569 澤内　功 澤内　花帆 藤沢市 0:14:30
20570 市川　健一 市川　海那 藤沢市 0:12:47
20571 長倉　吉伸 長倉　怜駈 藤沢市 0:15:10
20572 下川原　真里子 下川原　岳冬 藤沢市 0:12:30
20573 久保木　晃 久保木　有瑠 藤沢市 0:17:21
20574 金子　博行 金子　碧斗 藤沢市 0:10:40
20575 横田　小百合 横田　唯純 藤沢市 0:13:43
20576 武藤　広志 市村　あいと 藤沢市 0:14:59
20577 石井　武 石井　唯生 藤沢市 タコ 0:14:06
20578 矢田　典久 矢田　夏希 藤沢市 0:13:24
20579 山下　克至 山下　隼吾 藤沢市 0:10:44
20580 梅田　昌和 北村　青以 藤沢市 0:11:49
20581 清水　まりこ 清水　元春 藤沢市 0:15:13
20582 中村　将之 中村　海 横浜市 0:10:32
20583 鈴木　大輔 鈴木　陽明 藤沢市 0:15:36
20584 中本　いづみ 中本　あいり 横浜市 0:15:48
20586 梶山　珠代 梶山　涼平 藤沢市 0:10:33
20587 深町　美紀 深町　亮太 藤沢市 0:09:36
20589 大室　貴一 大室　陽菜 藤沢市 ＳＭＢＣ日興 0:11:17
20590 牧野　聡 牧野　幸太郎 藤沢市 0:15:20
20591 大貫　敏弘 大貫　智也 藤沢市 ミネベア 0:11:07
20592 竹本　英理 竹本　琴音 藤沢市 0:13:48
20594 鎌田　裕司 鎌田　素直 藤沢市 0:13:24
20595 片山　伸也 片山　世菜 藤沢市 ＫＦＰ（鵠小） 0:15:09
20596 岩田　崇 岩田　華子 藤沢市 0:14:45
20597 戸塚　洋史 戸塚　結菜 藤沢市 0:13:48
20598 楠元　昌平 楠元　洋平 藤沢市 パークアリーナ 0:10:57
20599 梅田　由紀子 梅田　素花 藤沢市 0:12:45
20600 友野　順章 友野　悠柾 藤沢市 0:13:54
20601 関根　里奈 関根　和海 藤沢市 0:12:33
20602 田苗　善基 田苗　日南人 藤沢市 0:14:25
20603 林　路子 林　瑠南 藤沢市 0:18:18
20604 西村　憲太郎 西村　俐咲 藤沢市 0:13:58
20605 鈴木　成義 鈴木　彩那 藤沢市 0:14:49
20606 有川　龍 有川　駿 藤沢市 0:11:44
20607 臼井　芳枝 臼井　海羽 藤沢市 0:13:38
20608 土屋　俊太郎 土屋　快翔 藤沢市 0:12:19
20609 相澤　善則 相澤　風歌 藤沢市 0:11:41
20610 鈴木　英治 鈴木　成生 藤沢市 0:13:01
20611 藤田　千恵 藤田　格 藤沢市 0:12:17
20612 青山　亜矢子 青山　智哉 藤沢市 鵠洋小学校 0:13:51
20613 岡野　謙 岡野　千夏 藤沢市 0:12:26
20614 渡辺　貴史 渡辺　葵 藤沢市 藤沢リトル 0:11:54
20615 国弘　達也 国弘　流音 藤沢市 0:14:07
20616 稲垣　友紀子 稲垣　はな 藤沢市 0:16:36
20617 竹内　真弓 竹内　海琉 藤沢市 0:14:03
20618 番場　定道 番場　ゆり子 藤沢市 0:12:35
20620 小柳　朗 小柳　茜 藤沢市 0:13:16
20621 平松　百合子 平松　香乃 藤沢市 0:14:32
20622 大友　仁美 大友　彩香 藤沢市 0:15:40
20623 城　伸吾 城　芽衣 藤沢市 0:12:52
20624 西森　久美 西森　凪 藤沢市 Ｓｈａｒｋｓ 0:17:34
20625 小野寺　裕 小野寺　要 藤沢市 0:12:43
20626 多田　広美 多田　琴美 藤沢市 0:16:13
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20627 前原　夕里絵 前原　梨凜七 藤沢市 0:11:04
20628 大崎　朋也 大崎　茉祐 藤沢市 0:10:55
20629 三ツ村　宇充 三ツ村　仁志 藤沢市 0:11:38
20630 宮本　直樹 宮本　匠 藤沢市 0:16:44
20631 篠崎　健一 篠崎　英里香 藤沢市 0:13:19
20632 岡田　淳 岡田　嘉来 藤沢市 0:13:43
20633 鈴木　るみ子 鈴木　悠真 藤沢市 0:15:42
20634 細川　直哉 細川　永遠 藤沢市 0:11:44
20635 近藤　雄一 近藤　大喜 藤沢市 0:12:11
20636 橋本　望 橋本　朔 藤沢市 0:13:09
20637 上野　章弘 上野　来瞳 藤沢市 ＫＦＰ 0:13:58
20638 入谷　利枝 入谷　夏渚 藤沢市 0:14:19
20639 植村　良弘 植村　拓未 藤沢市 植村家 0:12:22
20640 高橋　研 高橋　わか菜 藤沢市 0:12:11
20641 山本　澄枝 佐々木　望奈 藤沢市 0:13:22
20642 青木　健 青木　悠真 藤沢市 0:11:54
20643 加藤　久貴 加藤　陽久 藤沢市 のうてんき 0:12:37
20644 日下部　麻貴 日下部　颯 藤沢市 0:13:47
20645 三觜　美樹 三觜　凪晴 藤沢市 0:12:02
20646 茂　秀俊 茂　海凪 藤沢市 ミネベア 0:12:45
20647 下村　潤子 下村　絵舞 藤沢市 0:12:04
20648 西田　学 西田　心 藤沢市 0:19:07
20649 秦　静香 秦　すみれ 藤沢市 0:13:47
20650 田辺　公己 田辺　佳知 藤沢市 0:16:18
20651 冨重　明 冨重　陽斗 藤沢市 0:12:18
20652 甲斐　政智 甲斐　美智夏 藤沢市 0:13:03
20653 駒場　国郎 駒場　真南 藤沢市 0:13:35
20654 五十嵐　誠 五十嵐　一馬 藤沢市 0:11:32
20655 久保田　和也 久保田　孝太郎 藤沢市 0:12:55
20656 久保田　真里子 久保田　桜子 藤沢市 0:14:14
20657 青柳　大輔 青柳　柊汰 藤沢市 0:13:03
20658 繁澤　芳美 繁澤　花奈 藤沢市 0:11:48
20659 高山　善将 高山　尚 藤沢市 0:12:51
20660 坂本　史朗 坂本　泰雅 藤沢市 0:12:03
20661 海野　陽 海野　蒼 藤沢市 0:11:40
20662 松崎　秀樹 松崎　凌空 藤沢市 ＦＲＣ１３４ 0:13:00
20663 丸山　穣 丸山　晴樹 藤沢市 0:12:30
20664 黒岩　孝子 黒岩　結 藤沢市 0:16:18
20665 浜野　寛人 浜野　有沙 藤沢市 0:13:28
20666 佐藤　健二郎 佐藤　碧衣 藤沢市 0:14:03
20667 小林　将之 小林　雅 藤沢市 0:14:30
20668 辻　幹正 辻　叶翔 藤沢市 Ｍｅｔｌｉｆｅ 0:10:12
20669 五十嵐　公一 五十嵐　杏実 藤沢市 0:12:08
20670 栗原　理香子 栗原　理沙 藤沢市 0:14:16
20671 薄井　美穂子 薄井　咲帆 藤沢市 0:16:46
20672 藤森　美和子 藤森　海斗 藤沢市 0:13:38
20673 大木　憂香 大木　琉太郎 藤沢市 フレンドリー 0:11:52
20674 田邊　敬弘 田邊　晟士 藤沢市 0:11:11
20675 志甫　正美 志甫　拓美 藤沢市 0:19:53
20676 清水　康之 清水　貴仁 藤沢市 0:15:45
20677 加藤　博信 加藤　瑚雪 藤沢市 0:12:16
20678 佐伯　和恵 佐伯　遥 藤沢市 0:15:44
20679 小木曽　正子 小木曽　あずみ 藤沢市 0:12:53
20680 後藤　敏男 後藤　直樹 藤沢市 0:11:01
20681 栗坂　一弘 栗坂　康平 鎌倉市 0:12:19
20682 田中　宏茂 田中　信 藤沢市 0:12:49
20683 中西　雅子 中西　悠衣 藤沢市 0:14:08
20684 泉　千尋 泉　茉結 藤沢市 0:14:35
20685 矢崎　洋祐 矢崎　有季乃 東京都 野沢電気 0:14:58
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20686 魚住　剛一郎 魚住　宗一郎 横浜市 精華小 0:11:02
20687 美馬　真美 美馬　初音 藤沢市 0:12:41
20688 井上　裕司 井上　珠希 藤沢市 0:13:30
20689 藤田　潔 藤田　駿 藤沢市 0:11:27
20690 阪口　勝啓 阪口　芽生陽 藤沢市 0:10:53
20691 三柴　清美 三柴　嗣音 埼玉県 0:13:14
20692 斉藤　由美子 斉藤　瑛太 藤沢市 0:14:56
20693 小野　美和 小野　花 藤沢市 小野歯科医院 0:14:08
20694 合田　彰子 合田　遼太郎 藤沢市 0:14:46
20695 金井　里恵 金井　彩弥 鎌倉市 0:12:20
20697 須藤　慎之介 須藤　梨桜 藤沢市 0:14:36
20698 奥村　絵衣子 奥村　ほのか 鎌倉市 0:15:12
20699 片家　淳子 片家　大河 藤沢市 0:12:42
20700 松田　陽介 松田　陽斗 座間市 0:13:35
20701 馬場　美仁 馬場　康輔 東京都 0:13:51
20702 大石　晃 大石　裕樹 藤沢市 羽鳥小学校 0:15:16
20703 井上　祥子 井上　まどか 東京都 ＴＫＢ４９ 0:20:30
20704 朝倉　茂行 朝倉　麻那花 藤沢市 0:12:54
20705 徳丸　淳 徳丸　昇太 藤沢市 0:11:07
20706 井上　春江 田中　絆 横浜市 0:13:19
20707 宮永　裕美子 宮永　萌音 藤沢市 0:13:54
20708 宮崎　秀行 宮崎　温大 藤沢市 0:13:32
20709 水島　達宏 水島　未寛 鎌倉市 0:16:51
20710 福原　元哉 福原　克望 藤沢市 0:10:19
20711 田村　邦彦 田村　珠子 藤沢市 0:13:17
20712 佐野　賢吾 佐野　渚 藤沢市 0:11:02
20713 仲野　啓克 仲野　湧平 藤沢市 0:13:53
20714 門倉　忍 門倉　陽南 藤沢市 0:14:42
20715 千田　明 千田　莉央 川崎市 青木会計 0:10:31
20716 二宮　裕美 二宮　莉央 藤沢市 0:10:56
20717 川口　真弓 根本　悠雅 藤沢市 0:10:55
20718 吉澤　聡 吉澤　怜菜 藤沢市 0:12:28
20719 堀田　賢二 堀田　佳鈴 藤沢市 エッサホイサ 0:12:59
20720 山本　さとし 山本　海空 藤沢市 0:10:08
20721 竹原　寛樹 竹原　朱莉 藤沢市 0:14:51
20722 北原　治 北原　知拓 藤沢市 0:13:49
20723 松澤　修一 松澤　七美 東京都 0:13:53
20724 中川　節子 中川　理聡 藤沢市 0:13:59
20725 岩本　絵里奈 岩本　竜望 藤沢市 エッサホイサ 0:11:12
20726 増田　範子 増田　晴夏 藤沢市 0:09:58
20727 渡辺　学 渡辺　百香 藤沢市 湘南ミサワホー 0:14:00
20728 山口　邦彦 山口　真 藤沢市 0:11:15
20731 冨塚　文香 冨塚　涼香 藤沢市 0:12:51
20732 森谷　洋一 森谷　天音 藤沢市 0:12:22
20733 竹内　美和 竹内　奈穂 鎌倉市 ちーむわかみや 0:11:13
20734 田中　泉美 田中　結衣 藤沢市 0:15:00
20735 つるの　剛士 詠斗 藤沢市 0:09:56
20736 高平　太 高平　亜門 藤沢市 ジェイコム湘南 0:15:54


