
第８回湘南藤沢市民マラソン２０１８
親子ラン 小学５ ６年生

ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 子供氏名漢字 市町村県名 所属クラブ名 フィニッシュタイム
20106 長澤 祐介 長澤 晃太 藤沢市 鵠洋小学校 0:08:22
20102 西山 克彦 西山 克巧 藤沢市 米米ニシヤマ 0:08:35
20140 井田 貞治 井田 真心 藤沢市 ＦＣ湘南辻堂 0:08:38
20049 内林 緒 内林 旦輝 藤沢市 秋葉台小学校 0:08:42
20145 根本 伸二 根本 悠雅 藤沢市 0:08:46
20191 金本 昌也 金本 龍平 藤沢市 0:08:47
20163 吉田 健 吉田 海結 藤沢市 東急 0:08:58
20146 小澤 一浩 小澤 隼人 藤沢市 六会小学校 0:08:59
20136 五十嵐 悠一 五十嵐 基 藤沢市 0:09:02
20018 山本 謙二 山本 大介 藤沢市 0:09:11
20088 小俣 尚斗 小俣 萌音 藤沢市 0:09:14
20168 新野 真吾 新野 壮真 横須賀市 ソウマ 0:09:14
20017 荒井 康雄 荒井 雄斗 藤沢市 0:09:15
20114 吉田 明弘 吉田 慧樹 藤沢市 0:09:16
20082 小坂 直人 小坂 優大 藤沢市 0:09:22
20115 小関 武史 小関 陽太 藤沢市 0:09:22
20176 松尾 幸一郎 松尾 幸太朗 横浜市 0:09:24
20039 市川 文彦 市川 雄大 藤沢市 0:09:29
20051 清水 康之 清水 貴仁 藤沢市 0:09:33
20139 朝熊 大介 朝熊 眞大 藤沢市 0:09:35
20190 津田 要 津田 陵翔 藤沢市 0:09:38
20028 丸田 秀 丸田 光 藤沢市 0:09:41
20098 杉山 正樹 杉山 碧 藤沢市 チームスギヤマ 0:09:41
20025 小宮 新平 小宮 丸史 藤沢市 0:09:42
20151 長田 尚理 長田 絢女 藤沢市 0:09:46
20024 田所 英哉 田所 穂香 藤沢市 0:09:54
20193 つるの 剛士 鶴野 うた 0:09:55
20071 富塚 孝 富塚 龍之介 藤沢市 0:09:58
20074 海野 陽 海野 蒼 藤沢市 0:09:59
20034 山下 克至 山下 隼吾 藤沢市 0:10:00
20131 遠藤 雅人 遠藤 拓磨 藤沢市 アンジェ 0:10:02
20162 坂本 勝敏 坂本 柊奈 藤沢市 0:10:02
20142 佐野 宏美 佐野 渚 藤沢市 0:10:03
20054 堀田 明子 堀田 佳鈴 藤沢市 エッサホイサ 0:10:07
20141 佐々木 潤一 佐々木 蓮 藤沢市 0:10:07
20109 吉田 一紀 吉田 渚央 藤沢市 0:10:08
20128 河津 真由美 河津 新真 藤沢市 0:10:10
20089 岩政 秀委 岩政 仁親 藤沢市 0:10:11
20072 藤崎 倫久 藤崎 煌平 藤沢市 0:10:13
20101 臼井 一行 臼井 海斗 藤沢市 0:10:15
20065 根岸 宏二 根岸 倖歩 藤沢市 0:10:17
20147 鶴渕 友之 鶴渕 陽太 藤沢市 ミハル通信 0:10:18
20158 小泉 典行 小泉 晴瀬 藤沢市 ＦＲＣ１３４ 0:10:22



ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 子供氏名漢字 市町村県名 所属クラブ名 フィニッシュタイム
20006 三島 久範 三島 遼大 藤沢市 0:10:24
20055 後藤 靖浩 後藤 和香奈 藤沢市 藤沢ジュニア 0:10:25
20132 宮田 滋進 宮田 更咲 藤沢市 0:10:30
20112 酒井 太郎 酒井 菜々子 藤沢市 0:10:31
20113 祷 陽一郎 祷 友貴 藤沢市 賀来神社 0:10:32
20148 大崎 朋也 大崎 茉祐 藤沢市 0:10:34
20068 古田 羊司 古田 涼風 藤沢市 0:10:36
20048 仲宗根 朝秀 仲宗根 隆二 藤沢市 0:10:37
20067 島村 健 島村 遥 藤沢市 東湘シャークス 0:10:41
20154 久保田 佳孝 久保田 琉生 藤沢市 0:10:43
20149 西川 聖 西川 大翔 藤沢市 0:10:44
20096 永井 恵梨子 永井 煌大 藤沢市 0:10:47
20164 五十嵐 公一 五十嵐 杏実 藤沢市 0:10:48
20180 石塚 淳夫 石塚 大智 藤沢市 0:10:50
20110 根尾 紀行 根尾 留美加 藤沢市 0:10:53
20160 岸川 淳 岸川 聖 藤沢市 0:10:53
20186 小澤 秀雄 小澤 知夏 鎌倉市 0:10:54
20183 清田 征憲 清田 菜央 藤沢市 0:10:58
20015 亀ヶ谷 英彦 亀ヶ谷 直斗 藤沢市 0:10:59
20087 兼平 貴裕 兼平 七海 藤沢市 0:10:59
20070 田野 大輔 田野 歓太朗 藤沢市 善スポ 0:11:02
20173 山本 澄枝 佐々木 望奈 藤沢市 0:11:02
20035 枝川 哲也 枝川 陽太 藤沢市 0:11:03
20013 鈴木 弥佳 鈴木 陽斗 藤沢市 0:11:10
20091 岡田 和彦 岡田 琉誠 藤沢市 0:11:12
20159 田口 慎二 腰原 京 藤沢市 0:11:16
20045 飯田 麻里 飯田 南朗 藤沢市 0:11:17
20107 山口 勝大 山口 千尋 藤沢市 ルアナ 0:11:17
20095 土屋 俊太郎 土屋 快翔 藤沢市 0:11:20
20137 松村 かおる 松村 秀 藤沢市 0:11:20
20038 加藤 博信 加藤 瑚雪 藤沢市 0:11:30
20100 植村 良弘 植村 拓未 藤沢市 植村家 0:11:30
20108 前田 宗慎 前田 朝咲 藤沢市 0:11:32
20002 小林 昭夫 小林 奈波 藤沢市 0:11:33
20062 仲野 啓克 仲野 湧平 藤沢市 チームＮ 0:11:33
20118 小林 めぐみ 小林 菜々子 藤沢市 0:11:35
20044 山田 貴之 山田 結月 藤沢市 0:11:36
20079 小林 大介 小林 莉子 藤沢市 0:11:36
20170 佐藤 健二郎 佐藤 碧衣 藤沢市 0:11:36
20060 弟子丸 剛和 弟子丸 大輝 藤沢市 0:11:37
20026 金子 順一 金子 渚月 藤沢市 0:11:38
20152 福成 暢人 福成 円佳 藤沢市 0:11:38
20085 小川 真吾 小川 友葉 藤沢市 0:11:40
20080 柏木 由香 柏木 恵真 藤沢市 0:11:43
20094 奥野 寛行 奥野 香澄 藤沢市 0:11:43



ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 子供氏名漢字 市町村県名 所属クラブ名 フィニッシュタイム
20182 荒舩 友樹 荒舩 晴樹 藤沢市 0:11:43
20040 田村 洋子 田村 七海 藤沢市 0:11:44
20005 井上 光 井上 珠希 藤沢市 0:11:45
20093 小早川 清 小早川 渚 茅ヶ崎市 0:11:46
20023 吉田 圭介 吉田 吏 藤沢市 0:11:47
20069 川村 隆芳 川村 苺香 藤沢市 0:11:47
20111 林 健児 林 優樺 藤沢市 0:11:48
20021 門倉 幸恵 門倉 陽南 藤沢市 0:11:51
20075 山元 裕和 山元 環奈 藤沢市 0:11:52
20150 榊原 正利 榊原 南 藤沢市 0:11:56
20007 北村 とも子 北村 心結奈 藤沢市 0:11:57
20032 佐藤 慎吾 佐藤 愛夏 藤沢市 0:11:59
20078 藤田 美保 藤田 佑茉 藤沢市 0:11:59
20092 山田 夏子 山田 心 藤沢市 0:12:01
20104 岩月 英司 岩月 陽菜 藤沢市 0:12:03
20123 笠原 弘美 笠原 音花 藤沢市 0:12:05
20004 大和田 章夫 大和田 健太 藤沢市 0:12:06
20027 常泉 修 常泉 周太郎 藤沢市 0:12:06
20105 鈴木 孝彦 鈴木 杏奈 藤沢市 0:12:07
20121 松浦 嘉孝 松浦 萌莉 藤沢市 0:12:08
20181 冨塚 文香 冨塚 涼香 藤沢市 0:12:11
20031 上野 悦子 上野 響大 藤沢市 0:12:12
20188 遠藤 理恵 遠藤 琉生 藤沢市 0:12:15
20122 深江 誠二 深江 美裕 藤沢市 0:12:19
20016 野中 郁子 野中 亜子 藤沢市 0:12:20
20103 西野 裕子 西野 陽菜 藤沢市 0:12:20
20081 福住 幸大 福住 咲希 藤沢市 片瀬小 0:12:21
20086 内田 誠 内田 光祐 藤沢市 0:12:23
20059 湯浅 晃 湯浅 心 藤沢市 0:12:28
20117 入江 哲也 入江 絢菜 藤沢市 0:12:29
20076 二宮 健司 二宮 花 藤沢市 0:12:31
20066 飯田 裕美 飯田 さら 藤沢市 0:12:33
20064 増尾 恵美 増尾 楓菜 藤沢市 0:12:34
20135 堀田 雅子 堀田 勇翔 藤沢市 0:12:38
20134 根本 紀子 根本 有華 藤沢市 0:12:39
20138 北原 美喜子 北原 知拓 藤沢市 0:12:44
20009 福島 史明 福島 日菜子 藤沢市 0:12:45
20172 竹内 真弓 竹内 渚美 藤沢市 0:12:45
20029 小谷 康二郎 小谷 風香 藤沢市 風朋会 0:12:47
20033 佐藤 拓未 佐藤 美織 藤沢市 ＮＧＵ 0:12:54
20179 後久 佳洋 後久 真穂 藤沢市 0:12:54
20052 萩原 洋平 萩原 菜月 藤沢市 0:12:55
20167 多田 広美 多田 琴美 藤沢市 0:12:56
20042 佐藤 麻理 佐藤 しえ 藤沢市 0:12:57
20157 吉澤 聡 吉澤 怜菜 藤沢市 0:12:57



ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 子供氏名漢字 市町村県名 所属クラブ名 フィニッシュタイム
20073 中村 華子 中村 天音 藤沢市 0:13:00
20011 廣瀨 淳子 廣瀨 楓太 藤沢市 0:13:02
20036 海野 伸一 海野 集星 藤沢市 0:13:06
20037 髙山 慎也 髙山 花凛 藤沢市 0:13:08
20124 田中 佳子 田中 琳太朗 藤沢市 0:13:11
20133 小野 美和 小野 花 藤沢市 小野歯科医院 0:13:17
20003 宮崎 学 宮崎 七海 藤沢市 0:13:18
20008 小髙 未絵 小髙 なつ実 藤沢市 0:13:18
20119 稲田 和人 稲田 優月 藤沢市 0:13:20
20126 鈴木 成義 鈴木 彩那 藤沢市 0:13:24
20077 細井 妙子 細井 勇杜 藤沢市 0:13:29
20171 平石 祐二 平石 新 藤沢市 0:13:29
20019 秋山 美香 秋山 賢太 藤沢市 湘南学園小学校 0:13:30
20061 川端 利宗 川端 あいり 藤沢市 0:13:31
20177 五十嵐 周一 五十嵐 嘉成 埼玉県 ＴＫＢ５２ 0:13:33
20097 守屋 要 守屋 嘉乃 藤沢市 0:13:43
20012 黒岩 真須代 黒岩 はな 藤沢市 0:13:44
20050 岩渕 俊之 岩渕 央歩 藤沢市 0:13:46
20046 森下 京子 森下 ひまり 藤沢市 0:13:50
20083 杉田 誠 杉田 唯 藤沢市 0:13:52
20084 舘野 麗子 舘野 真怜 藤沢市 0:13:55
20130 藤田 千恵 藤田 格 藤沢市 0:13:59
20166 藤代 和範 藤代 淳平 藤沢市 0:14:01
20014 湊本 尚子 湊本 雄陽 藤沢市 0:14:02
20155 安藤 真弓 安藤 心音 藤沢市 0:14:02
20187 古川 聡子 古川 日和 茅ヶ崎市 0:14:11
20175 深瀬 貴央 深瀬 唯花 藤沢市 0:14:13
20001 山田 三矢 山田 彩矢 藤沢市 0:14:23
20043 清水 敬之 清水 ひより 藤沢市 0:14:25
20143 林 純明 林 瑠南 藤沢市 0:14:28
20144 関 智一 関 愛未 藤沢市 0:14:30
20090 井田 由紀子 井田 妃花 藤沢市 0:14:38
20099 鎌田 裕司 鎌田 素直 藤沢市 0:14:40
20127 内田 広美 内田 悠太 藤沢市 0:14:48
20120 林 正隆 林 真由 藤沢市 0:15:00
20184 栗山 真美子 栗山 咲夏美 藤沢市 0:15:01
20010 江森 確 江森 直翔 藤沢市 0:15:02
20169 堀田 悦子 堀田 真凜 茅ヶ崎市 0:15:02
20192 佐伯 強 佐伯 遥 藤沢市 0:15:04
20174 中本 いづみ 中本 あいり 香川県 0:15:28
20116 新田 三奈子 新田 丈太郎 藤沢市 0:15:36
20030 永幡 圭子 永幡 悠平 大阪府 0:17:39


