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20556 上村　雅幸 上村　進 藤沢市 片瀬小学校 0:08:13

20777 谷口　哲 谷口　玄真 茅ヶ崎市 0:08:46

20689 渡邉　政人 渡邉　羚央 藤沢市 藤沢ＦＣ 0:08:57

20591 田中　聡 田中　仁 藤沢市 0:09:01

20505 上坂　美保 上坂　泰希 藤沢市 0:09:20

20810 堀河　俊介 堀河　虹介 藤沢市 0:09:38

20737 柿沼　督士 柿沼　初季 藤沢市 0:09:47

20621 山田　修司 山田　悠生 藤沢市 0:09:57

20720 宮口　一治 宮口　晃瑠 藤沢市 0:10:02

20819 清水　俊博 清水　蒼介 藤沢市 鵠沼小 0:10:04

20582 藤村　泰司 藤村　一輝 藤沢市 0:10:04

20723 野中　竜一 野中　辰哉 藤沢市 0:10:07

20790 鈴木　雄治郎 鈴木　駿輔 藤沢市 0:10:08

20612 大槻　一晶 大槻　咲來 藤沢市 0:10:08

20751 野渡　英二 野渡　奏音 藤沢市 チーム佐野 0:10:14

20784 野本　達也 野本　匠馬 藤沢市 0:10:21

20862 鷲見　達也 鷲見　早哉 藤沢市 0:10:22

20603 藤井　剛之進 藤井　宥成 藤沢市 0:10:23

20533 長嶋　亮 長嶋　哲平 藤沢市 0:10:26

20791 菊地　茂樹 菊地　隼成 藤沢市 0:10:27

20728 田邊　敬弘 田邊　拓澄 藤沢市 0:10:34

20527 相澤　孝治 相澤　瑠南 藤沢市 0:10:35

20727 功刀　章義 功刀　祐磨 藤沢市 0:10:36

20775 根立　洋介 根立　湊 藤沢市 0:10:38

20564 北村　徳之 北村　奈桜 藤沢市 0:10:41

20555 山畑　直樹 山畑　快晴 藤沢市 0:10:42

20641 本間　武夫 本間　滉太 藤沢市 鵠洋小学校 0:10:43

20572 清水　敏文 清水　雄心 藤沢市 0:10:43

20558 川村　正幸 川村　悠葵 藤沢市 0:10:44

20744 栗山　英朗 栗山　碧波 藤沢市 0:10:45

20620 宮澤　正典 宮澤　奏佑 藤沢市 0:10:45

20807 齋藤　正文 齋藤　勇粋 茅ヶ崎市 0:10:47

20517 谷井　恵子 谷井　創哉 藤沢市 0:10:49

20706 金子　あやこ 金子　幸広 藤沢市 0:10:52

20700 林　和宏 林　夏希 藤沢市 0:10:53

20550 石渡　健作 石渡　優揮 藤沢市 橘ウイングス 0:10:54

20529 黒葛　厚次 黒葛　莉愛 藤沢市 0:10:57

20676 大塚　裕樹 大塚　瑠來 藤沢市 0:10:59

20595 岩根　哲晃 岩根　哲成 藤沢市 0:11:00

20730 古賀　淳一 古賀　充真 藤沢市 0:11:01

20839 市原　信哉 市原　咲奈 藤沢市 0:11:02

20713 保土田　憲一 保土田　莉央 藤沢市 0:11:02

20834 蟹江　智也 蟹江　和矢 鎌倉市 0:11:03

20831 福木　透 福木　杏里紗 横浜市 0:11:04

20655 阿部　康裕 阿部　孝太郎 藤沢市 0:11:04
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20652 大川　宏之 大川　拓真 藤沢市 0:11:06

20520 長岡　寛一 長岡　亮介 藤沢市 0:11:06

20607 五十嵐　康弘 五十嵐　多聞 藤沢市 0:11:10

20631 井上　浩二 井上　大地 藤沢市 0:11:11

20544 大竹　雅樹 大竹　志輝 藤沢市 橘ウイングス 0:11:11

20823 櫻井　智子 櫻井　琴菜 藤沢市 櫻井 0:11:11

20740 成瀬　雄一 成瀬　晴琉 藤沢市 0:11:12

20646 伊藤　麻子 伊藤　僚一 藤沢市 0:11:12

20679 吉光　真幸 吉光　佑真 藤沢市 0:11:13

20575 松本　宗樹 松本　美波 藤沢市 0:11:13

20708 大久保　陽平 大久保　悠人 藤沢市 0:11:18

20653 佐々木　誠 佐々木　優 藤沢市 0:11:18

20829 小澤　朋子 小澤　知輝 鎌倉市 0:11:21

20623 豊島　亘 豊島　春 藤沢市 ハテル 0:11:21

20543 大竹　雅哉 大竹　俐輝 藤沢市 橘ウイングス 0:11:21

20717 中山　琢也 中山　侑河 藤沢市 0:11:22

20664 松島　基典 松島　大悟 藤沢市 パークアリーナ 0:11:22

20765 大森　征志 大森　遥希 藤沢市 羽鳥ＳＣ 0:11:24

20736 佐々木　華子 佐々木　峻 藤沢市 0:11:26

20513 森田　健史 森田　雅隆 藤沢市 0:11:27

20553 藤野　和敏 藤野　小次郎 藤沢市 0:11:27

20609 齊藤　直紀 齊藤　侑紀 藤沢市 0:11:28

20554 山本　雅通 山本　哲大 藤沢市 0:11:30

20853 小野田　大祐 小野田　果凛 横浜市 くつしたさん 0:11:32

20699 木下　聖武 木下　蒼吾 藤沢市 0:11:35

20738 佐藤　知花 佐藤　柊志 藤沢市 0:11:35

20626 酒井　桃子 酒井　柊太郎 藤沢市 0:11:35

20718 高橋　俊一 高橋　陽菜 藤沢市 0:11:35

20809 田邉　裕子 田邉　靖侍 茅ヶ崎市 0:11:37

20585 七理　誉晃 七理　耀斗 藤沢市 0:11:37

20788 五十嵐　理恵 五十嵐　啓 藤沢市 0:11:39

20502 加藤　克彦 加藤　浅葵 藤沢市 0:11:41

20742 山口　秀宣 山口　巧真 藤沢市 0:11:41

20671 山口　浩明 山口　凌央 藤沢市 0:11:42

20856 山田　理紗 山田　雅人 藤沢市 0:11:45

20571 西嶋　恵美 西嶋　翔 藤沢市 0:11:46

20635 清水　浩之 清水　愛梨 藤沢市 0:11:46

20696 五味　靖崇 五味　大知 藤沢市 0:11:48

20721 関本　景子 関本　祥吾 藤沢市 のうてんき 0:11:48

20522 伴　光正 伴　佳卓 藤沢市 0:11:48

20568 森本　弘幸 森本　兼弘 藤沢市 宝製菓（株） 0:11:49

20848 吉村　武嗣 吉村　和奏 藤沢市 六合小学校 0:11:53

20838 釣谷　亮 釣谷　悠斗 平塚市 0:11:53

20665 瀬川　雅義 瀬川　翔太 藤沢市 0:11:54

20749 山田　哲宏 山田　旺多郎 藤沢市 0:11:54

20633 田中　和笑 田中　杏 藤沢市 0:11:56

20746 山入　典子 山入　真翔 藤沢市 0:11:56
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20616 多田　朋之 多田　悟 藤沢市 アズビル 0:11:57

20799 笠浪　真 笠浪　有吾 藤沢市 笠浪 0:12:00

20586 堺　英一 堺　麻央 藤沢市 羽鳥小学校 0:12:01

20606 江本　直樹 江本　優斗 藤沢市 0:12:01

20583 松本　岳 松本　はな 藤沢市 0:12:03

20801 端山　謙一 端山　松吾 藤沢市 大庭東 0:12:03

20525 石井　武 石井　真生 藤沢市 0:12:03

20686 秦野　貴史 秦野　貴吉 藤沢市 0:12:03

20654 岩田　裕子 岩田　杏子 藤沢市 0:12:05

20855 高橋　強 高橋　佑月 藤沢市 鵠沼小学校 0:12:07

20760 荒木　万里子 荒木　七帆 藤沢市 0:12:07

20715 山本　克彦 山本　理治 藤沢市 0:12:09

20734 吉田　奈津美 吉田　航大 藤沢市 羽鳥ＳＣ 0:12:13

20824 蓮沼　武志 蓮沼　颯翔 藤沢市 0:12:17

20590 山下部　亘 山下部　海羽 藤沢市 0:12:17

20779 小山　耕平 小山　瑞葵 鎌倉市 0:12:19

20806 小柳　智彦 小柳　亮介 横浜市 0:12:20

20587 畑野　智史 畑野　悠太 藤沢市 0:12:20

20712 中塚　剛壽 中塚　凜 藤沢市 0:12:20

20782 中西　由香里 中西　海結 横浜市 子安小 0:12:21

20557 北村　守良 小雀　竜聖 藤沢市 0:12:22

20662 樋口　暁紀 樋口　紫音 藤沢市 0:12:24

20690 福成　夏奈 福成　美都 藤沢市 0:12:24

20768 足立　進 足立　千波 藤沢市 0:12:24

20542 山元　裕和 山元　康生 藤沢市 明治オリオンズ 0:12:24

20732 荒舩　いずみ 荒舩　瑞樹 藤沢市 0:12:24

20600 本多　隆志 本多　裕乃介 藤沢市 0:12:26

20722 米澤　梨江 米澤　楓真 藤沢市 0:12:28

20593 釜土　清隆 釜土　朱莉 藤沢市 0:12:28

20637 酒井　恭子 酒井　鴻太郎 藤沢市 六会小学校 0:12:29

20614 森　真人 森　彩榎 藤沢市 0:12:32

20534 福島　琴江 福島　菜央 藤沢市 0:12:34

20770 松本　慶彦 松本　珠季 藤沢市 0:12:34

20501 安田　幸江 安田　咲歩 茅ヶ崎市 0:12:35

20518 岡本　智子 岡本　哲大 藤沢市 0:12:36

20847 新井　謙太郎 新井　瑚菜 横浜市 0:12:37

20649 鈴木　成義 鈴木　結奈 藤沢市 0:12:38

20597 與座　宏之 與座　優衣 藤沢市 0:12:38

20767 浅野　正拡 浅野　芽生 藤沢市 0:12:42

20754 河野　英知 河野　凜 藤沢市 0:12:42

20651 広瀬　史子 広瀬　花帆 藤沢市 0:12:43

20562 前田　達哉 前田　小春 藤沢市 0:12:43

20800 上野　章弘 上野　皓誠 藤沢市 0:12:43

20778 岸田　雄太 岸田　実桜 大和市 0:12:44

20755 佐藤　志穂 佐藤　花乃 藤沢市 0:12:44

20794 椎橋　幸子 椎橋　日和 藤沢市 0:12:45

20538 平尾　俊弘 平尾　颯志 藤沢市 橘ウイングス 0:12:47
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20826 坂本　龍平 坂本　颯 藤沢市 0:12:48

20833 齋藤　未央 齋藤　玲央 藤沢市 0:12:49

20596 小田　俊一 小田　悠太 藤沢市 0:12:49

20681 渡邊　育子 渡邊　優月 藤沢市 0:12:51

20769 兼平　清美 兼平　心海 藤沢市 大清水 0:12:51

20747 佐藤　央 佐藤　颯 藤沢市 0:12:53

20741 道端　薫 道端　瑛一 藤沢市 0:12:54

20745 山下　克至 山下　洋平 藤沢市 0:12:54

20830 小高　友香 小高　佑太郎 茅ヶ崎市 0:12:55

20668 田中　徹 田中　陽菜 藤沢市 0:12:56

20524 大吉　希 大吉　結彩 藤沢市 0:12:57

20753 篠塚　麻佑子 篠塚　璃海 藤沢市 0:12:58

20710 藤沢　秀幸 藤沢　実祐 藤沢市 0:12:58

20766 浅野　道子 浅野　陸 藤沢市 0:12:59

20843 本間　隆司 本間　伊織 茅ヶ崎市 0:13:00

20761 前川　朋子 前川　小春 藤沢市 0:13:01

20716 井田　智恵 井田　心結 藤沢市 辻堂小学校 0:13:02

20763 福地　貴之 福地　羚 藤沢市 0:13:03

20599 海老塚　亜友美 海老塚　元理 藤沢市 0:13:04

20693 北原　真帆 北原　空 藤沢市 0:13:05

20852 川井　泰子 川井　翠生 藤沢市 0:13:06

20678 末永　洋一 末永　昊 藤沢市 0:13:07

20757 浦川　瑞穂 浦川　莉胡 藤沢市 藤沢ＡＣ 0:13:09

20647 中村　宏之 中村　海渡 藤沢市 0:13:09

20526 沼上　美佳 沼上　茉莉 藤沢市 0:13:10

20569 山口　政哉 山口　采子 藤沢市 宝製菓（株） 0:13:11

20672 木野　未央 木野　孔磨 藤沢市 0:13:12

20798 木原　脩一郎 木原　啓人 藤沢市 0:13:12

20588 丸田　美帆 丸田　晃士 藤沢市 0:13:14

20816 早川　慶太 早川　杏 藤沢市 0:13:15

20528 田中　由紀子 田中　空 藤沢市 0:13:16

20565 関口　友子 関口　拓海 藤沢市 0:13:16

20523 大澤　恭子 大澤　悠里 藤沢市 0:13:17

20698 川端　利宗 川端　みなみ 藤沢市 0:13:17

20511 志賀　由美子 志賀　柚希乃 藤沢市 0:13:19

20797 向後　敦子 向後　樹 茅ヶ崎市 0:13:19

20643 塩崎　花英 塩崎　晴日 藤沢市 0:13:20

20576 和田　由美 和田　美暖 藤沢市 0:13:22

20619 北川　圭介 北川　結斗 藤沢市 0:13:23

20828 山田　憲良 山田　果歩 藤沢市 0:13:23

20688 服部　晋弥 服部　翔馬 藤沢市 0:13:24

20566 内田　充 内田　陽茉莉 藤沢市 0:13:25

20642 高岡　章平 高岡　晃平 藤沢市 0:13:25

20750 布木　育代 布木　梨月芽 藤沢市 0:13:26

20537 小菅　薫 小菅　莉央 藤沢市 0:13:27

20536 小髙　未絵 小髙　あさ実 藤沢市 0:13:27

20774 松本　真喜子 松本　日向子 藤沢市 0:13:30
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20820 神　あい子 神　向日葵 鎌倉市 0:13:31

20627 岡田　淳 おかだ　悠来 藤沢市 0:13:31

20714 那須　静香 那須　葵 藤沢市 0:13:32

20516 北﨑　美智子 北﨑　百華 藤沢市 0:13:33

20677 関本　浩之 関本　恵茉 藤沢市 0:13:34

20812 比嘉　一成 比嘉　美晴 藤沢市 0:13:35

20561 小川　真吾 小川　夏芽 藤沢市 0:13:37

20567 持田　みほ 持田　陽音 藤沢市 0:13:38

20577 小原　健一 小原　璃来 藤沢市 チームおばら 0:13:39

20739 高杉　徹 高杉　康太 藤沢市 0:13:39

20844 泉山　ゆかり 泉山　実友里 藤沢市 0:13:40

20827 岩住　明東 岩住　真奈 藤沢市 0:13:41

20670 坂田　清一郎 坂田　陽菜 藤沢市 0:13:41

20532 海野　伸一 海野　楓 藤沢市 0:13:41

20695 吉田　純 吉田　陸矢 藤沢市 0:13:42

20611 加藤　貴行 加藤　結凪 藤沢市 0:13:43

20573 十川　裕樹 十川　佳樹 藤沢市 0:13:44

20845 日下　紀元 日下　夏希 藤沢市 0:13:44

20570 野中　香織 野中　瑛友 藤沢市 ジェイコム 0:13:44

20660 長谷川　寛子 長谷川　諒太 藤沢市 0:13:44

20638 吉田　菜津子 吉田　翼 藤沢市 0:13:45

20545 高野　智恵 高野　真衣 藤沢市 0:13:47

20648 高橋　麻実子 高橋　実莉 藤沢市 0:13:48

20818 大野　百合子 大野　百夏 藤沢市 0:13:48

20701 大谷　愛子 大谷　梢仁郎 藤沢市 0:13:49

20630 長尾　武志 長尾　美柚 藤沢市 0:13:49

20632 堀　雄助 堀　こころ 藤沢市 0:13:49

20805 下城　睦 下城　奏 鎌倉市 0:13:50

20743 松本　昌夫 松本　雄太 藤沢市 鎌倉きしろ 0:13:50

20510 岩津　実 岩津　颯太 藤沢市 駒寄小学校 0:13:51

20608 福田　英俊 福田　真瑛那 藤沢市 0:13:51

20724 安藤　哲朗 安藤　楓 藤沢市 0:13:52

20594 青山　和正 青山　哲宗 藤沢市 0:13:53

20650 岡田　佐江子 岡田　朋来 藤沢市 0:13:55

20613 青山　真理子 青山　理央 藤沢市 0:13:55

20548 岩渕　俊之 岩渕　未歩 藤沢市 0:13:55

20514 稲吉　達郎 稲吉　真優 藤沢市 0:13:57

20519 小林　久子 小林　千華 藤沢市 0:13:57

20849 金田　記代 金田　菜理 藤沢市 0:13:58

20758 入江　剛 入江　泰地 藤沢市 0:13:59

20858 田中　由樹 田中　夕奈 藤沢市 0:13:59

20802 平田　里美 平田　琥太郎 横浜市 0:14:00

20789 矢部　貴之 矢部　那々未 藤沢市 亀井野小 0:14:03

20605 小嶋　正寿 小嶋　正基 藤沢市 0:14:04

20666 尾川　誠一 尾川　心 藤沢市 0:14:06

20610 小川　依子 小川　次郎 藤沢市 0:14:08

20841 関根　智子 関根　緑 藤沢市 0:14:08



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

20857 白井　英美 白井　美央 藤沢市 0:14:10

20729 栗原　望 栗原　夕彩 藤沢市 0:14:10

20636 出口　崇 出口　環 藤沢市 0:14:13

20771 花上　愛子 花上　さち 藤沢市 0:14:14

20780 土屋　俊太郎 土屋　さくら 藤沢市 0:14:16

20512 正木　孝史 正木　健介 藤沢市 ＫＦＰ鵠沼小 0:14:17

20504 石澤　伸直 石澤　貞直 藤沢市 0:14:17

20683 加藤　嘉弘 加藤　心結 藤沢市 0:14:22

20657 石中　真介 石中　真莉奈 藤沢市 0:14:28

20773 三浦　洋子 三浦　帆乃海 藤沢市 0:14:29

20840 恵柳　博信 恵柳　莉奈 藤沢市 りんりん 0:14:33

20861 相澤　良也 相澤　律 藤沢市 0:14:33

20589 中　香織 中　蔵之介 藤沢市 ひつじ８ 0:14:35

20814 常田　卓 常田　樹 藤沢市 0:14:36

20640 平賀　理子 平賀　百花 藤沢市 高谷小学校 0:14:37

20546 木戸口　和浩 木戸口　望美 藤沢市 0:14:40

20705 五十嵐　久和 五十嵐　春樹 藤沢市 0:14:42

20584 笠本　健史 笠本　彩加 藤沢市 0:14:42

20644 関本　理央 関本　悠真 藤沢市 0:14:43

20851 田尻　輝則 田尻　慈恩 茅ヶ崎市 0:14:44

20503 清水　和恵 清水　こはる 藤沢市 0:14:48

20796 岡野　万里 岡野　匠 鎌倉市 学童ふかふか 0:14:49

20756 中野　裕美 中野　雄太 藤沢市 0:14:50

20792 箱家　安幸 箱家　雄太 藤沢市 0:14:53

20846 小菅　秀 小菅　慶音 藤沢市 0:14:55

20601 野口　幸恵 野口　穂波 藤沢市 0:14:56

20592 福島　和彦 福島　美晴 藤沢市 ＫＦＰ 0:14:57

20673 卯野　文寛 卯野　花怜 藤沢市 ＫＦＰ 0:14:58

20719 藤代　和範 藤代　梨里帆 藤沢市 0:14:58

20735 山田　恵子 山田　莉子 藤沢市 中里バレー 0:14:59

20667 水迫　孝紀 水迫　優孝 藤沢市 0:15:01

20661 神山　礼 神山　南海 藤沢市 だいななみなみ 0:15:01

20551 田原　理香 田原　悠希 藤沢市 0:15:02

20793 鴨山　剛至 鴨山　結樹 茅ヶ崎市 0:15:04

20859 山口　陽子 山口　愛夏 藤沢市 大清水小学校 0:15:06

20659 小坂　恭子 小坂　和咲 藤沢市 0:15:06

20559 鈴木　将洋 鈴木　慶洋 藤沢市 0:15:06

20625 折原　重明 折原　にこ 藤沢市 本町 0:15:09

20709 福原　誠 福原　陶子 藤沢市 0:15:11

20531 吉田　朝子 吉田　桃香 藤沢市 0:15:12

20656 仁科　貴子 仁科　莉菜 藤沢市 0:15:13

20691 佐藤　健二郎 佐藤　舜介 藤沢市 0:15:15

20682 丸山　仁 丸山　美海 藤沢市 ＬＩＬスター 0:15:22

20785 木村　匠子 木村　凪冴 藤沢市 0:15:23

20842 田中　和典 田中　小春 藤沢市 0:15:25

20726 井出　亜紀子 井出　太一 藤沢市 中里バレー 0:15:25

20711 北村　恵美 北村　知寛 藤沢市 0:15:26
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20821 氏家　優子 氏家　美心 藤沢市 鵠洋小学校 0:15:28

20854 高木　真佐美 高木　麻羽凜 藤沢市 0:15:36

20622 増沢　直子 増沢　詩由 藤沢市 0:15:37

20581 富山　京子 富山　愛弓 横浜市 0:15:41

20764 北村　光弘 北村　希衣 藤沢市 0:15:43

20645 奥田　晋 奥田　和夏 藤沢市 0:15:49

20617 松崎　友彦 松崎　淳平 藤沢市 0:15:54

20697 及川　重光 及川　奏真 藤沢市 日鉄住金物流 0:15:56

20509 越　美紀 越　麻優 藤沢市 0:15:59

20835 小出　真弓 小出　音夢 藤沢市 0:16:00

20762 吉田　文香 吉田　拓真 藤沢市 0:16:00

20781 高見　良 高見　航 二宮町 0:16:02

20694 入江　奈緒子 入江　陽夢 藤沢市 0:16:10

20598 田中　慶子 田中　旺甫 藤沢市 0:16:14

20674 加藤　雄一 加藤　ももか 藤沢市 0:16:26

20680 小宮　佐知子 小宮　成央 藤沢市 0:16:27

20837 吉川　美恵 吉川　舞奈 大和市 0:16:32

20685 西野　達明 西野　絢音 藤沢市 メンター 0:16:36

20580 清水　貞裕 清水　朝陽 藤沢市 0:16:41

20658 中尾　誠治 中尾　珀絢 藤沢市 サイプレス 0:16:44

20521 松髙　順子 松髙　心美 藤沢市 0:16:48

20850 城田　加代子 城田　小春 藤沢市 八松小 0:17:21

20507 髙山　泰子 髙山　蓮斗 藤沢市 0:17:41

20731 眞田　洋介 眞田　心咲 藤沢市 0:17:47

20506 髙山　加代子 髙山　柊斗 藤沢市 0:17:49

20748 内間　まどか 内間　寧央 藤沢市 0:21:13


