
第6回湘南藤沢市民マラソン2016

親子ラン小学１・２年生

NO． 保護者氏名 子ども氏名 市町村県名 所属チーム名 タイム
21001 中島　彩乃 中島　遼輔 藤沢市 0:16:11
21002 小鮒　竜也 小鮒　聖斗 藤沢市 0:10:34
21003 鎌田　美樹 鎌田　楓 藤沢市 0:14:04
21004 田中　みゆき 田中　亜美 藤沢市 0:16:47
21005 櫻井　かおり 櫻井　みなも 藤沢市 0:13:23
21006 濱田　雅代 濱田　乙葵 藤沢市 0:14:50
21007 池田　宏 池田　大真 藤沢市 0:13:21
21008 齋藤　直毅 齋藤　直太朗 千葉県 0:11:06
21009 三島　さくら 三島　芽桜 藤沢市 0:17:02
21010 秋山　和久 秋山　聖貴 藤沢市 0:11:23
21011 岡本　房緒 岡本　竜弥 藤沢市 0:17:34
21012 清水　敏文 清水　陽太 東京都 0:12:27
21013 青山　亜矢子 青山　美波 藤沢市 0:17:16
21014 田村　敦子 田村　昊 藤沢市 0:11:48
21015 中川　雄一郎 中川　総一郎 藤沢市 0:17:25
21016 村松　明久 村松　璃久 藤沢市 0:14:25
21017 岩本　ローズ 岩本　悠吾 藤沢市 0:13:43
21018 北村　恵美 北村　知寛 藤沢市 0:16:11
21019 髙瀬　智子 髙瀬　明日花 藤沢市 0:14:50
21020 坪川　敬 坪川　瑛亮 藤沢市 0:15:38
21021 小宮　新平 小宮　成央 藤沢市 0:11:55
21022 久保　誠 久保　蓮 藤沢市 0:12:19
21024 門倉　幸恵 門倉　舞陽 藤沢市 0:11:28
21025 根本　僚子 根本　浬 藤沢市 0:11:48
21026 中西　亜希子 中西　悠誠 藤沢市 羽鳥小学校 0:13:57
21028 久保田　尚子 久保田　千遥 藤沢市 0:16:56
21029 湯川　清史 湯川　真翔 藤沢市 0:13:22
21030 佐藤　央 佐藤　颯 藤沢市 0:14:51
21031 黒田　大樹 黒田　紡生 藤沢市 0:14:02
21032 吉田　禎輔 吉田　桃香 藤沢市 0:13:43
21033 正木　和琴 正木　健介 藤沢市 0:13:13
21034 中村　健一 中村　駿仁 藤沢市 0:12:11
21035 岡本　貴志 岡本　哲大 藤沢市 0:16:45
21036 川村　正幸 川村　悠葵 藤沢市 東湘シャークス 0:12:43
21037 阿部　博敏 阿部　悠花 藤沢市 0:14:32
21038 井上　裕司 井上　夏希 藤沢市 0:13:48
21039 秋元　梨江 秋元　吾郎 藤沢市 0:11:40
21040 海江田　啓 海江田　慎 藤沢市 0:11:48
21041 大墨　悠希 大墨　逸希 藤沢市 0:13:08
21042 石井　昌美 石井　真生 藤沢市 ｓｔｏｎｅｓ 0:15:51
21043 小林　久子 小林　千華 藤沢市 0:15:59
21044 德丸　理恵 德丸　大地 藤沢市 0:14:49
21045 大澤　恭子 大澤　悠里 藤沢市 0:15:59
21046 西山　有美 西山　心結 藤沢市 0:13:05
21047 端山　謙一 端山　侑樹 藤沢市 0:13:56
21048 端山　まゆみ 端山　松吾 藤沢市 0:15:11
21049 加藤　真由美 加藤　冬瑚 藤沢市 0:16:40
21050 池田　路子 藤原　沢泉 藤沢市 0:17:20
21051 武藤　正 武藤　翔 藤沢市 0:18:35
21052 樋口　有紀 樋口　沙紀 藤沢市 大庭レディース 0:13:22
21053 谷井　恵子 谷井　創哉 藤沢市 0:15:56
21054 吉光　由紀子 吉光　佑真 藤沢市 0:16:06
21055 山口　貴子 山口　采子 藤沢市 0:19:12
21056 森藤　洋平 森藤　友輝 藤沢市 0:13:57



NO． 保護者氏名 子ども氏名 市町村県名 所属チーム名 タイム
21057 葛原　美華 葛原　あおい 藤沢市 0:14:49
21058 志賀　由美子 志賀　柚希乃 藤沢市 0:16:12
21059 片倉　さおり 片倉　凛久 藤沢市 0:16:26
21060 田口　史子 田口　諒明 鎌倉市 0:17:29
21061 山田　智和 山田　和花 藤沢市 0:13:19
21062 高岡　由香理 高岡　迪郎 藤沢市 0:13:30
21063 北島　裕子 北島　向日葵 鎌倉市 0:16:44
21064 後藤　啓明 後藤　啓修 藤沢市 0:15:51
21065 岡崎　知恵美 岡崎　友哉 藤沢市 0:15:48
21066 畑谷　真実 畑谷　皐月 藤沢市 0:16:46
21067 澤内　功 澤内　利帆 藤沢市 0:12:00
21068 水迫　孝紀 水迫　優孝 藤沢市 0:12:33
21069 南　百合子 南　恵伶奈 横浜市 0:16:28
21070 眞下　春佳 眞下　芽維 横浜市 0:16:28
21071 奥澤　亜紀 奥澤　美羽 横浜市 0:16:28
21072 鈴木　賴子 鈴木　風香 藤沢市 0:12:28
21073 姫井　逸志 姫井　秀士 藤沢市 0:13:09
21074 上村　雅幸 上村　進 藤沢市 片瀬小 0:10:21
21075 鈴木　啓太 鈴木　海人 藤沢市 0:15:46
21076 酒井　幸子 酒井　陽大朗 藤沢市 0:13:51
21077 藤原　明彦 藤原　成実 藤沢市 0:13:34
21078 山畑　恵美 山畑　快晴 藤沢市 0:14:35
21079 須賀田　香 須賀田　凪 藤沢市 0:14:05
21080 森田　健史 森田　雅隆 藤沢市 0:13:26
21081 中丸　南美 中丸　漢大 藤沢市 0:16:57
21082 石山　奈穂実 石山　祐太 藤沢市 0:15:12
21083 面　麻紀 面　侑希 藤沢市 0:15:16
21084 小林　マリ 小林　大志 藤沢市 0:15:23
21085 関口　友子 関口　拓海 藤沢市 0:15:13
21086 髙橋　健治 髙橋　央奨 藤沢市 0:10:51
21087 小川　知子 小川　結生 藤沢市 0:13:26
21088 松沼　雅子 松沼　凛 藤沢市 0:12:25
21089 羽根　志美 羽根　今日子 藤沢市 0:15:15
21090 福島　琴江 福島　菜央 藤沢市 0:16:15
21091 松崎　和美 松崎　雄大 藤沢市 0:15:24
21092 佐々木　紀子 佐々木　優太 藤沢市 0:12:32
21093 松尾　千夏 松尾　夏帆子 藤沢市 0:13:35
21095 田中　裕恵 田中　友彩 藤沢市 0:14:37
21096 森田　雅美 森田　巨幹 茅ヶ崎市 0:11:19
21098 髙栁　大志 髙栁　大希 藤沢市 0:13:24
21099 小林　絵里奈 小林　咲李亜 藤沢市 0:15:33
21100 八巻　千帆 八巻　美月 藤沢市 0:15:47
21101 内久保　裕介 内久保　翔悟 藤沢市 0:12:17
21102 島崎　直哉 島崎　愛莉 横浜市 0:15:52
21103 中野　彰浩 中野　葵 藤沢市 0:13:46
21104 唐澤　弘行 唐澤　颯杜 藤沢市 0:12:20
21106 佐野　浩隆 佐野　帆乃香 藤沢市 0:12:38
21107 関根　孝幸 関根　宙音 藤沢市 0:13:27
21108 恐田　渚 恐田　彩夏 藤沢市 小糸小学校 0:15:33
21109 佐藤　和枝 佐藤　芯之助 藤沢市 0:13:23
21110 中村　大輔 中村　謙 藤沢市 0:10:26
21111 谷田部　裕子 谷田部　真結 藤沢市 0:17:14
21112 中里　祐哉 中里　涼真 藤沢市 0:15:20
21113 矢田　典久 矢田　絢愛 藤沢市 0:15:43
21114 清水　浩之 清水　愛梨 藤沢市 0:14:01
21115 須田　純也 須田　愛理 藤沢市 0:15:54
21116 小野寺　朋江 小野寺　悠 藤沢市 0:16:28
21117 福永　智之 福永　雅乃 藤沢市 0:13:00



NO． 保護者氏名 子ども氏名 市町村県名 所属チーム名 タイム
21118 澤口　広彰 澤口　直弥 藤沢市 0:14:54
21119 小林　寛美 小林　拓葵 藤沢市 0:16:41
21121 青山　真理子 青山　遥香 藤沢市 0:14:21
21122 内田　充 内田　陽茉莉 藤沢市 0:15:02
21123 立松　弥生 立松　璃子 藤沢市 0:13:44
21124 鈴木　奈々 鈴木　文太郎 藤沢市 0:16:05
21125 森川　静香 森川　佳帆 藤沢市 0:15:44
21126 杉本　和広 杉本　和優 藤沢市 ＯＦＦＬａｂ． 0:14:30
21128 天野　雄一郎 天野　和希 藤沢市 0:13:56
21129 鎌田　圭子 鎌田　希 藤沢市 0:16:13
21130 藤田　かおり 藤田　あかり 藤沢市 0:12:11
21131 多田　朋之 多田　悟 藤沢市 0:14:05
21132 花田　鉄平 花田　在 藤沢市 0:15:35
21135 平井　文佳 平井　恭介 藤沢市 0:13:18
21137 塩崎　花英 塩崎　晴日 藤沢市 0:15:26
21139 高橋　正臣 高橋　昂暉 藤沢市 0:16:16
21141 井田　智恵 井田　心結 藤沢市 辻堂小学校 0:15:50
21142 小菅　薫 小菅　航大 藤沢市 0:12:41
21143 門間　滋 門間　蒼大 藤沢市 0:08:44
21144 森谷　志保 森谷　天里 藤沢市 0:13:49
21145 河村　多詠子 河村　理世 藤沢市 0:14:39
21146 田中　京子 山下　洋平 藤沢市 0:14:28
21147 隅田　敦子 隅田　結斗 藤沢市 0:13:43
21149 内野　将大 内野　美海 藤沢市 0:16:04
21151 岡田　佐江子 岡田　悠来 藤沢市 0:14:12
21152 山中　貴浩 山中　心柚 藤沢市 0:13:16
21153 山田　英 山田　凌平 藤沢市 0:13:42
21154 富樫　健司 富樫　那々子 藤沢市 0:14:27
21155 内海　直人 内海　匠人 藤沢市 0:14:54
21156 廣田　有紀 廣田　蒼真 藤沢市 0:15:26
21158 君島　謙二 君島　匠 藤沢市 君島瓦 0:10:31
21159 根本　淳 根本　将輝 藤沢市 0:12:45
21160 秦野　英恵 秦野　貴吉 藤沢市 0:16:18
21161 伊藤　昌 伊藤　ゆずき 藤沢市 0:13:11
21162 原田　大地 原田　飛明 藤沢市 0:15:28
21163 武内　修一 武内　一佳 藤沢市 0:13:53
21164 高橋　俊一 高橋　陽菜 藤沢市 0:13:14
21165 仲戸川　久己 仲戸川　優莉 藤沢市 0:13:49
21166 斎藤　美也子 斎藤　律 藤沢市 0:14:17
21167 栗原　真紀 栗原　夕彩 藤沢市 0:14:49
21168 坂本　智子 坂本　颯 藤沢市 大清水小学校 0:13:31
21169 宮島　信枝 宮島　杏奈 藤沢市 0:13:34
21170 下倉　学 下倉　航 藤沢市 0:15:36
21171 倉田　裕子 倉田　琴乃 藤沢市 0:19:09
21172 宮口　友里子 宮口　晃瑠 藤沢市 0:12:46
21173 田中　紀美子 田中　小春 藤沢市 0:17:34
21174 国弘　達也 国弘　一冴 藤沢市 0:15:36
21175 山中　信正 山中　啓正 藤沢市 0:14:55
21176 竹村　康彦 竹村　奏海 藤沢市 0:14:43
21177 増尾　幸政 増尾　栞菜 藤沢市 0:13:29
21178 土田　昭弘 土田　琉月 藤沢市 0:12:45
21179 清水　学 清水　悠翔 藤沢市 0:15:38
21180 長尾　武志 長尾　美柚 藤沢市 0:16:10
21181 椎野　佳祐 椎野　耀太 藤沢市 0:12:40
21182 足立　美雪 足立　莉奈 藤沢市 0:12:54
21183 高間　里絵 高間　つぐみ 藤沢市 0:14:13
21184 大野　由佳 大野　俊祐 藤沢市 0:15:26
21185 川田　恵子 川田　蒼一郎 藤沢市 0:14:55



NO． 保護者氏名 子ども氏名 市町村県名 所属チーム名 タイム
21186 北原　真帆 北原　空 藤沢市 0:16:25
21187 大崎　敦子 大崎　春希 藤沢市 0:12:35
21188 山本　由美子 山本　桜波 藤沢市 茅空会 0:14:21
21189 竹内　利佳 竹内　凛 藤沢市 0:12:23
21190 本間　歩 本間　くるみ 藤沢市 0:14:17
21191 山口　光子 山口　奏 藤沢市 0:17:15
21192 小寺　友子 小寺　杏奈 藤沢市 湘南台小学校 0:13:25
21193 岡　泰弘 岡　悠生 藤沢市 0:12:30
21194 古木　平 古木　幸彩 藤沢市 0:11:00
21195 近堂　哲也 近堂　日南乃 藤沢市 0:14:51
21196 福島　瑞希 福島　颯太 藤沢市 0:13:02
21197 高木　伸彰 高木　麻羽凜 藤沢市 0:13:10
21198 藤澤　洋平 藤澤　希花 藤沢市 0:13:32
21199 木村　誠 木村　凪冴 藤沢市 セブンイレブン 0:16:39
21200 鶴林　智子 鶴林　柊士 藤沢市 0:14:40
21202 上野　宏美 上野　皓誠 藤沢市 0:13:12
21203 後藤　三奈 後藤　美咲 藤沢市 0:17:35
21204 高岡　路子 高岡　晃平 藤沢市 0:16:34
21205 平野　英恵 平野　逞人 藤沢市 0:13:37
21206 田中　康智 田中　康太郎 藤沢市 0:14:17
21207 圓山　清史 圓山　ユウ 東京都 0:11:44
21208 小林　宏行 小林　優太 藤沢市 0:12:24
21209 鈴木　克彦 鈴木　櫻士 横浜市 0:15:37
21210 高津　徹 高津　颯太 横浜市 0:13:36
21211 四ヶ所　大 四ヶ所　裕大 横浜市 0:13:15
21214 越野　明彦 越野　聡吾 鎌倉市 0:13:27
21215 田邉　肇 田邉　拓海 藤沢市 片瀬小学校 0:13:38
21216 箱家　安幸 箱家　雄太 藤沢市 0:15:11
21217 岩根　哲晃 岩根　哲成 藤沢市 0:13:38
21218 木澤　麻子 木澤　桜允 鎌倉市 0:14:46
21219 仲野　宏行 仲野　穂花 藤沢市 0:15:05
21220 牧瀬　亜希彦 牧瀬　瑞希 藤沢市 いずみのＢＥ 0:13:56
21221 嘉手川　政道 嘉手川　浬帆 逗子市 0:11:06
21222 井上　祐子 井上　穂佳 伊勢原市 0:12:18
21223 小田　俊一 小田　悠太 藤沢市 0:15:28
21224 吉井　延明 吉井　優太 藤沢市 0:16:30
21225 植村　知子 植村　はるか 藤沢市 植村家 0:14:41
21226 柿塚　淳子 柿塚　愛子 藤沢市 0:18:10
21227 五百木　一郎 五百木　雄介 逗子市 0:12:42
21228 瀬谷　誠 瀬谷　まなみ 鎌倉市 0:15:22
21229 甘粕　彰子 甘粕　温帆 横浜市 0:15:39
21230 有川　理恵子 有川　灯子 藤沢市 0:14:27
21232 佐藤　仁彦 佐藤　仁陽 藤沢市 0:13:09
21233 五味　美穂子 五味　大知 藤沢市 0:14:10
21234 村越　雄二 村越　陽介 藤沢市 0:15:41
21235 一條　太郎 一條　耕太郎 東京都 まんぼう 0:15:43
21236 宮本　利香 宮本　浬 藤沢市 0:16:02
21237 伊藤　寿 伊藤　寧子 藤沢市 片瀬小学校 0:15:32
21238 釣谷　亮 釣谷　悠斗 平塚市 0:13:58
21239 杉浦　未希 杉浦　洸 藤沢市 六会小学校 0:11:08
21241 入江　忍 入江　陽夢 藤沢市 0:15:24
21242 古谷　彰拡 古谷　はな 藤沢市 0:15:06
21243 青山　和正 青山　哲宗 藤沢市 0:13:34
21245 横須　統 横須　日波詩 藤沢市 藤沢市 0:15:30
21246 池田　慶彦 池田　結愛 茅ヶ崎市 0:12:32
21247 渡辺　まさみ 渡辺　健心 藤沢市 0:16:55
21249 河野　貴子 河野　優 藤沢市 0:15:52
21250 陰山　ゆか 陰山　透瑚 茅ヶ崎市 0:14:42



NO． 保護者氏名 子ども氏名 市町村県名 所属チーム名 タイム
21251 吉川　勉 吉川　舞奈 大和市 0:15:30
21252 森　和幸 森　健太朗 藤沢市 0:18:15
21253 佐藤　礼奈 佐藤　璃來 藤沢市 0:15:19
21254 植木　淳 植木　凜 鎌倉市 0:16:44
21255 中村　香 中村　果蓮 藤沢市 0:18:39
21256 森山　洋一 森山　凜 藤沢市 0:12:55
21257 田中　栄美 田中　芽 藤沢市 0:14:38
21258 岩倉　正明 岩倉　瑠威 藤沢市 0:16:25
21259 古賀　夕夏 古賀　美波 藤沢市 0:17:16
21260 佐野　宏美 佐野　遥 藤沢市 0:12:30
21261 山田　由紀恵 山田　結菜 藤沢市 0:13:18
21263 高橋　宏嗣 高橋　幸来 藤沢市 0:12:55
21264 古舘　裕美 古舘　莉央 平塚市 0:14:15
21265 伊藤　里江 伊藤　爽 鎌倉市 0:16:03
21266 吉井　慶介 吉井　太心 藤沢市 大庭ＦＣ 0:12:45
21267 上原　茂 上原　未羽 平塚市 湘南ＦＡＲＣ 0:10:31
21268 猪野田　光裕 猪野田　涼奈 横浜市 0:14:15
21269 佐藤　恭子 佐藤　こころ 茅ヶ崎市 0:15:21
21270 津村　さくら 津村　桃花 藤沢市 0:15:25
21271 小澤　朋子 小澤　知輝 鎌倉市 0:14:12


