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20045 吉岡　賢治 吉岡　春陽 鎌倉市 0:08:06

20209 五十嵐　悠一 五十嵐　基 藤沢市 0:08:30

20025 小菅　一 小菅　航大 藤沢市 0:08:35

20193 内林　緒 内林　旦輝 藤沢市 秋葉台小学校 0:08:40

20150 井田　貞治 井田　真心 藤沢市 ＦＣ湘南辻堂 0:08:44

20186 永瀬　徹 永瀬　啓太 藤沢市 0:08:51

20130 根本　淳 根本　将輝 藤沢市 0:09:07

20064 杉山　正樹 杉山　碧 藤沢市 チームスギヤマ 0:09:09

20059 田中　昭二 田中　優希 藤沢市 0:09:11

20208 岡村　大輔 岡村　杏美 藤沢市 0:09:13

20118 毛塚　和久 毛塚　颯人 藤沢市 0:09:14

20199 増田　かほり 増田　奈津希 東京都 0:09:15

20046 髙橋　健治 髙橋　央奨 藤沢市 0:09:17

20178 松並　勝 松並　実希 藤沢市 0:09:20

20114 小宮　新平 小宮　丸史 藤沢市 0:09:22

20151 朝熊　大介 朝熊　眞大 藤沢市 0:09:22

20147 清水　康之 清水　陽太 藤沢市 0:09:22

20181 秋元　進吾 秋元　吾郎 藤沢市 本町小学校 0:09:23

20035 市川　文彦 市川　雄大 藤沢市 0:09:24

20083 木野　亨 木野　要之介 藤沢市 0:09:25

20061 西山　克彦 西山　心結 藤沢市 0:09:26

20161 森井　道誠 森井　玲良 藤沢市 辻堂小 0:09:26

20247 岸川　淳 岸川　聖 藤沢市 八松小学校 0:09:27

20191 坂本　勝敏 坂本　柊奈 藤沢市 0:09:29

20075 臼井　一行 臼井　海斗 藤沢市 0:09:32

20198 新野　真吾 新野　壮真 横須賀市 鷹取小学校 0:09:33

20238 佐藤　研 佐藤　心 藤沢市 0:09:35

20233 久保　誠 久保　蓮 藤沢市 0:09:36

20102 吉田　明弘 吉田　慧樹 藤沢市 0:09:37

20251 吉井　慶介 吉井　太心 藤沢市 大庭レグルス 0:09:37

20203 高橋　英子 高橋　琉 茅ヶ崎市 0:09:38

20003 小坂　直人 小坂　優大 藤沢市 0:09:38

20127 斉藤　英明 斉藤　駿斗 藤沢市 0:09:43

20085 梅田　昌和 北村　晃生 藤沢市 湘南台小学校 0:09:45

20030 高野　大輔 高野　芽衣 藤沢市 0:09:49

20079 須田　純也 須田　愛理 藤沢市 0:09:49

20101 中村　滋 中村　彩希 藤沢市 0:09:51

20103 花田　さつき 花田　明咲 藤沢市 0:09:54

20213 森脇　務 森脇　幸祈 茅ヶ崎市 0:09:55

20164 長田　尚理 長田　絢女 藤沢市 0:09:55

20104 杉浦　未希 杉浦　洸 藤沢市 六会小学校 0:09:58

20067 柴　宏樹 柴　奈名美 藤沢市 0:09:59

20055 酒井　太郎 酒井　菜々子 藤沢市 0:10:00

20028 澤内　功 澤内　利帆 藤沢市 0:10:00

20254 つるの　剛士 鶴野　おと 0:10:00

第９回湘南藤沢市民マラソン２０１９　親子ラン(５、６年生の部)
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20052 松本　琢 松本　懐 藤沢市 0:10:03

20056 大久保　淳 大久保　葵 藤沢市 0:10:10

20195 加藤　崇 加藤　虎之介 藤沢市 とた 0:10:12

20089 池田　宏 池田　大真 藤沢市 0:10:12

20188 川田　恵子 川田　蒼一郎 藤沢市 0:10:13

20134 北原　正晴 北原　岳 藤沢市 0:10:14

20185 星　みどり 星　幸輝 藤沢市 0:10:14

20160 井上　洋市 井上　陽喜 藤沢市 0:10:16

20039 松井　紀子 松井　俊太 藤沢市 羽鳥ファイターズ 0:10:18

20082 藤田　耕一郎 藤田　修吾 藤沢市 0:10:19

20145 富塚　孝 富塚　龍之介 藤沢市 0:10:22

20143 畑谷　真実 畑谷　皐月 藤沢市 0:10:23

20098 吉田　健太郎 吉田　響 藤沢市 チームひびけん 0:10:24

20029 俵　聡一郎 俵　瑞樹 藤沢市 0:10:25

20050 和田　昌 和田　義暉 藤沢市 0:10:26

20244 堀田　明子 堀田　佳鈴 藤沢市 エッサホイサ 0:10:28

20234 遠藤　貴之 遠藤　琉生 藤沢市 0:10:30

20231 中村　悠介 中村　董馬 藤沢市 0:10:30

20088 河津　真由美 河津　有弥 藤沢市 0:10:32

20016 加藤　信義 加藤　瑠人 藤沢市 0:10:38

20172 長南　博隆 長南　栞織 藤沢市 0:10:40

20152 松本　卓二 松本　照生 藤沢市 0:10:40

20092 村松　明久 村松　璃久 藤沢市 つじしょう 0:10:40

20241 小泉　典行 小泉　晴瀬 藤沢市 ＦＲＣ１３４ 0:10:41

20069 根尾　紀行 根尾　留美加 藤沢市 0:10:42

20205 加川　司 加川　樹 藤沢市 0:10:43

20111 青山　英一 青山　遥香 藤沢市 0:10:48

20041 尾崎　賢三 尾崎　仁美 藤沢市 0:10:48

20217 吉川　亮 吉川　遥 大磯町 0:10:49

20054 佐野　彰 佐野　桃愛 藤沢市 0:10:49

20108 武田　裕幸 武田　和真 藤沢市 0:10:51

20076 藤田　かおり 藤田　あかり 藤沢市 0:10:52

20005 佐藤　慎吾 佐藤　愛夏 藤沢市 0:10:52

20012 酒井　幸子 酒井　陽大朗 藤沢市 0:10:53

20060 前田　宗慎 前田　朝咲 藤沢市 0:10:54

20038 柏原　順二 柏原　愛莉 藤沢市 0:10:56

20068 藤崎　倫久 藤崎　煌平 藤沢市 0:10:57

20156 本間　幸子 本間　くるみ 藤沢市 藤沢ＡＣ 0:10:59

20139 宮島　大輔 宮島　杏奈 藤沢市 0:11:00

20197 九門　達也 九門　友香 横浜市 0:11:01

20235 池田　明浩 池田　ちひろ 藤沢市 0:11:01

20018 島村　健 島村　遥 藤沢市 東湘シャークス 0:11:01

20009 清水　敬之 清水　ひより 藤沢市 0:11:05

20006 門倉　忍 門倉　舞陽 藤沢市 0:11:06

20043 福住　幸大 福住　咲希 藤沢市 片瀬小 0:11:07

20173 大平　綾子 大平　遥斗 藤沢市 0:11:08

20187 松尾　昌範 松尾　周平 藤沢市 0:11:08



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

20077 中尾　知平 中尾　洋斗 藤沢市 0:11:08

20229 山田　剛史 山田　椎菜 鎌倉市 0:11:08

20245 湯浅　晃 湯浅　心 藤沢市 0:11:09

20194 森山　知有希 森山　凜 藤沢市 0:11:10

20026 城　伸吾 城　幹太 藤沢市 0:11:10

20135 小見山　祥一 小見山　愛莉 藤沢市 0:11:11

20086 林　健児 林　優樺 藤沢市 0:11:11

20126 若林　誠 若林　梓紗 藤沢市 ジャッキーズ 0:11:11

20140 岩瀬　友美 岩瀬　櫂人 藤沢市 0:11:14

20174 西川　聖 西川　大翔 藤沢市 0:11:14

20042 髙栁　大志 髙栁　大希 藤沢市 0:11:15

20166 坪田　育恵 坪田　葵 藤沢市 0:11:15

20154 内田　誠 内田　光祐 藤沢市 0:11:16

20230 櫻井　利幸 櫻井　智菜 藤沢市 櫻井 0:11:16

20008 小俣　尚斗 小俣　果音 藤沢市 0:11:17

20022 松髙　靖 松髙　秀哉 藤沢市 0:11:18

20200 多田　和則 多田　奈緒美 藤沢市 0:11:18

20121 田村　博之 田村　七海 藤沢市 0:11:19

20094 後久　佳洋 後久　真穂 藤沢市 0:11:19

20095 大平　貴宏 大平　悠貴 藤沢市 0:11:20

20031 中野　彰浩 中野　葵 藤沢市 0:11:23

20084 黒田　哲矢 黒田　綾香 藤沢市 0:11:23

20107 阿久根　達也 阿久根　優輔 藤沢市 0:11:23

20165 野々部　篤 野々部　篤成 藤沢市 0:11:25

20222 伊藤　寿 伊藤　寧子 藤沢市 片瀬小学校 0:11:25

20169 和田本　真有美 和田本　紗千 藤沢市 0:11:29

20223 木村　豊明 木村　咲智 藤沢市 0:11:29

20049 田邉　肇 田邉　拓海 藤沢市 0:11:34

20146 山内　将久 山内　希望 藤沢市 0:11:37

20226 大崎　朋也 大崎　春希 藤沢市 0:11:38

20133 福成　暢人 福成　円佳 藤沢市 0:11:39

20066 久永　富士夫 久永　梨咲月 藤沢市 0:11:41

20214 藤原　佳子 藤原　悠人 藤沢市 0:11:49

20176 山崎　裕幸 山崎　佑斗 藤沢市 0:11:50

20210 若林　昇 若林　歩 藤沢市 0:11:50

20024 福島　史明 福島　日菜子 藤沢市 0:11:55

20131 堀田　克彦 堀田　勇翔 藤沢市 0:11:57

20057 重宗　典男 重宗　海斗 藤沢市 0:11:58

20158 菅　文子 菅　友美 藤沢市 0:11:58

20159 野中　郁子 野中　亜子 藤沢市 0:11:59

20122 渡部　賢逸 渡部　恋路 藤沢市 チームナベ 0:11:59

20167 樋口　深雪 樋口　茉白 藤沢市 0:12:01

20128 吉田　一紀 吉田　渚央 藤沢市 0:12:03

20125 粟田　健一 粟田　武琉 藤沢市 0:12:04

20219 菊池　葉子 菊池　諒 藤沢市 0:12:04

20170 保田　淳 保田　絢 藤沢市 0:12:05

20040 島村　かおる 島村　理冬 茅ヶ崎市 0:12:06
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20253 ＤＪ・ＨＡＧＧＹ 遠藤　結奈 藤沢市 0:12:06

20183 増田　泉 増田　悠斗 藤沢市 0:12:08

20184 清水　真由美 清水　みちる 藤沢市 0:12:11

20212 清水　真一郎 清水　ひかり 横浜市 チームヒカリ 0:12:16

20058 森谷　洋一 森谷　天里 藤沢市 0:12:20

20117 常泉　修 常泉　周太郎 藤沢市 0:12:22

20090 森下　京子 森下　ひまり 藤沢市 0:12:24

20148 松浦　嘉孝 松浦　萌莉 藤沢市 アズビル 0:12:26

20013 山口　美依 山口　玲紅 藤沢市 0:12:29

20091 小林　めぐみ 小林　菜々子 藤沢市 0:12:31

20087 村越　雄二 村越　明莉 藤沢市 0:12:32

20062 小野寺　裕 小野寺　悠 藤沢市 0:12:37

20239 宮口　友里子 宮口　心羽 藤沢市 0:12:37

20142 服部　ときえ 服部　はる 藤沢市 0:12:38

20218 津路　仁美 津路　万理子 藤沢市 0:12:38

20189 佐野　賢吾 佐野　遥 藤沢市 0:12:40

20179 関　みどり 関　愛未 藤沢市 関 0:12:42

20227 山中　弘美 山中　啓正 藤沢市 0:12:43

20252 鈴木　尚子 鈴木　音 逗子市 0:12:44

20115 畔柳　美穂 畔柳　綾 藤沢市 石川小学校 0:12:44

20182 井上　春江 田中　芽 藤沢市 0:12:46

20155 田中　康智 田中　康太郎 藤沢市 0:12:47

20044 内野　将大 内野　美海 藤沢市 0:12:47

20192 佐々木　俊二 佐々木　優太 藤沢市 0:12:48

20037 飯田　のぶ 飯田　さら 藤沢市 0:12:50

20162 高橋　清美 高橋　龍平 藤沢市 0:12:51

20078 国弘　達也 国弘　一冴 藤沢市 0:12:54

20196 堀田　一史 堀田　真凜 茅ヶ崎市 0:12:57

20221 堂元　奈津子 堂元　彰太 東京都 0:12:57

20032 椎野　重雄 椎野　美咲 藤沢市 0:13:00

20109 西野　裕子 西野　陽菜 藤沢市 0:13:00

20132 栗山　久美子 栗山　香里 藤沢市 0:13:02

20051 新宮　聡太郎 新宮　悟太郎 藤沢市 0:13:03

20141 近堂　哲也 近堂　日南乃 藤沢市 0:13:05

20096 鈴木　知花子 鈴木　絢花 藤沢市 0:13:07

20201 谷山　謙太郎 谷山　陽亮 藤沢市 0:13:09

20099 川島　行延 川島　月翔 藤沢市 0:13:09

20001 伴　淳子 伴　俊範 藤沢市 0:13:10

20236 藤平　尚彦 藤平　真優 藤沢市 富士見台ＳＣ 0:13:13

20129 山本　茂樹 山本　快風 藤沢市 0:13:14

20206 江上　茂樹 江上　征樹 鎌倉市 0:13:18

20093 水上　浩史 水上　ちひろ 藤沢市 0:13:21

20074 岩田　崇 岩田　祥太郎 藤沢市 0:13:23

20100 中村　華子 中村　天音 藤沢市 0:13:26

20237 植木　光 植木　凜 鎌倉市 0:13:29

20171 奥田　めぐみ 奥田　光瑛 藤沢市 0:13:30

20071 下山　由紀 下山　侑輝 藤沢市 0:13:30
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20113 岡野　直人 岡野　茉結奈 藤沢市 0:13:31

20036 山出　朋子 山出　絢香 藤沢市 0:13:34

20048 野中　範郎 野中　嬉乃 藤沢市 ジェイコム 0:13:34

20063 牧瀬　亜希彦 牧瀬　瑞希 藤沢市 いずみのＢＥ 0:13:35

20136 山内　麻子 山内　未来 藤沢市 0:13:40

20120 稲田　和人 稲田　優月 藤沢市 0:13:41

20021 藤原　純子 藤原　成実 藤沢市 0:13:42

20175 栗山　真美子 栗山　咲夏美 藤沢市 0:13:46

20225 阿部　敏之 阿部　龍之介 藤沢市 0:13:48

20204 五十嵐　周一 五十嵐　嘉成 埼玉県 0:13:51

20034 加藤　愛 加藤　蘇芳 藤沢市 0:13:57

20242 庄司　かほり 庄司　あきの 藤沢市 0:13:58

20116 古賀　国洋 古賀　美波 藤沢市 0:13:58

20002 宮崎　学 宮崎　七海 藤沢市 0:14:01

20073 馬場　嘉奈江 馬場　心美 藤沢市 0:14:07

20190 山口　光子 山口　奏 藤沢市 0:14:10

20011 髙山　慎也 髙山　花凛 藤沢市 0:14:13

20137 大谷　健治 大谷　清心郎 藤沢市 0:14:14

20007 黒岩　真須代 黒岩　はな 藤沢市 0:14:21

20033 桐谷　優美 桐谷　湘名 藤沢市 0:14:21

20124 粟田　真由美 粟田　寧音 藤沢市 0:14:25

20163 功刀　好美 功刀　恒樹 藤沢市 0:14:25

20020 小林　大介 小林　莉子 藤沢市 0:14:30

20112 藤田　美保 藤田　佑茉 藤沢市 0:14:30

20123 新岡　紀子 新岡　虹河 藤沢市 0:14:36

20144 岡澤　恵梨子 岡澤　梨夏 藤沢市 0:14:41

20216 向後　学 向後　輝 茅ヶ崎市 0:14:41

20072 守屋　愛子 守屋　嘉乃 藤沢市 0:14:45

20004 大泉　英樹 大泉　開 藤沢市 0:14:46

20053 佐藤　晴貴 佐藤　しえ 藤沢市 0:14:47

20119 斎藤　桃子 斎藤　悠達 藤沢市 0:14:47

20228 清水　由里子 清水　彩優子 藤沢市 0:15:06

20080 澤口　加奈 澤口　湘大 藤沢市 亀井野小学校 0:15:09

20106 佐藤　拓未 佐藤　美織 藤沢市 ＮＧＵ 0:15:11

20014 森　玲子 森　桜子 藤沢市 0:15:15

20010 髙瀬　一岳 髙瀬　明日花 藤沢市 0:15:21

20224 中田　佳代子 中田　絢海 藤沢市 0:15:24

20243 猪野田　愛子 猪野田　涼奈 横浜市 0:15:49

20157 川部　愛 川部　心星 藤沢市 本町小学校 0:15:55

20110 田﨑　勝 田﨑　和奏 藤沢市 地方公務員 0:16:01

20249 佐藤　明人 佐藤　嘉人 藤沢市 修徳塾 0:16:12

20240 吉川　勉 吉川　雅希 大和市 0:16:32

20023 海野　加代 海野　集星 藤沢市 0:16:37

20153 前田　由紀 前田　莉穂 藤沢市 0:16:42


