
種目 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名カナ 子供氏名漢字 子供氏名カナ 市町村県名 所属クラブ名 フィニッシュタイム
親子ラン小学１～２年 21145 鮫島　隆志 ｻﾒｼﾏ ﾀｶｼ 鮫島　啓杜 ｻﾒｼﾏ ｹｲﾄ 藤沢市 0:10:36
親子ラン小学１～２年 21088 宮崎　哲行 ﾐﾔｻﾞｷ ﾃﾂﾕｷ 宮崎　航太朗 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 藤沢市 0:11:05
親子ラン小学１～２年 21099 関川　幸久 ｾｷｶﾜ ﾕｷﾋｻ 関川　冬馬 ｾｷｶﾜ ﾄｳﾏ 藤沢市 0:11:06
親子ラン小学１～２年 21069 松本　宗樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾑﾈｷ 松本　夏ノ介 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾉｽｹ 藤沢市 0:11:07
親子ラン小学１～２年 21071 清水　静枝 ｼﾐｽﾞ ｼｽﾞｴ 清水　大智 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 藤沢市 0:11:10
親子ラン小学１～２年 21040 橋野　憲司 ﾊｼﾉ ｹﾝｼﾞ 橋野　莉駈 ﾊｼﾉ ﾘｸ 藤沢市 湘南辻堂陸上部 0:11:20
親子ラン小学１～２年 21104 大槻　紋子 ｵｵﾂｷ ｱﾔｺ 大槻　奏來 ｵｵﾂｷ ｿﾗ 藤沢市 0:11:25
親子ラン小学１～２年 21245 杉田　綾子 ｽｷﾞﾀ ｱﾔｺ 杉田　晃大 ｽｷﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ 藤沢市 0:11:29
親子ラン小学１～２年 21195 岩本　絵里奈 ｲﾜﾓﾄ ｴﾘﾅ 岩本　真拓 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾋﾛ 藤沢市 0:11:30
親子ラン小学１～２年 21139 磯野　佳子 ｲｿﾉ ﾖｼｺ 磯野　光希 ｲｿﾉ ｺｳｷ 藤沢市 0:11:34
親子ラン小学１～２年 21242 土屋　信夫 ﾂﾁﾔ ﾉﾌﾞｵ 土屋　昭太朗 ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ 藤沢市 0:11:37
親子ラン小学１～２年 21179 石丸　義人 ｲｼﾏﾙ ﾖｼﾋﾄ 石丸　大翔 ｲｼﾏﾙ ﾀｲｶﾞ 藤沢市 0:11:47
親子ラン小学１～２年 21182 平田　泰啓 ﾋﾗﾀ ﾔｽﾋﾛ 平田　彩華 ﾋﾗﾀ ｱﾔｶ 藤沢市 ＡＧＣ株式会社 0:11:47
親子ラン小学１～２年 21176 森山　隆雄 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶｵ 森山　日葵 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾅﾀ 藤沢市 0:11:47
親子ラン小学１～２年 21212 齋藤　雄 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 齋藤　理人 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 藤沢市 0:11:50
親子ラン小学１～２年 21267 渡邉　寛己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ 渡邉　希己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 横浜市 0:12:01
親子ラン小学１～２年 21118 太田　美紀 ｵｵﾀ ﾐｷ 太田　亜美 ｵｵﾀ ｱﾐ 藤沢市 0:12:04
親子ラン小学１～２年 21004 吉田　明弘 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 吉田　慈樹 ﾖｼﾀﾞ ｲﾂｷ 藤沢市 0:12:09
親子ラン小学１～２年 21120 北　望 ｷﾀ ﾉｿﾞﾑ 北　隼 ｷﾀ ﾊﾔﾄ 藤沢市 0:12:12
親子ラン小学１～２年 21127 柿沼　紀子 ｶｷﾇﾏ ﾉﾘｺ 柿沼　仁葉 ｶｷﾇﾏ ﾋﾄﾊ 藤沢市 0:12:12
親子ラン小学１～２年 21091 福成　夏奈 ﾌｸﾅﾘ ｶﾅ 福成　紗英 ﾌｸﾅﾘ ｻｴ 藤沢市 0:12:12
親子ラン小学１～２年 21075 藤田　美保 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾎ 藤田　瑛宇 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾀｶ 藤沢市 0:12:13
親子ラン小学１～２年 21072 大沼　敦 ｵｵﾇﾏ ｱﾂｼ 大沼　未頼 ｵｵﾇﾏ ﾐﾗｲ 藤沢市 本町小学校 0:12:14
親子ラン小学１～２年 21096 吉野　龍 ﾖｼﾉ ﾘｭｳ 吉野　由梨 ﾖｼﾉ ﾕﾘ 藤沢市 トビウオ湘南台 0:12:15
親子ラン小学１～２年 21094 森島　忠 ﾓﾘｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 森島　海太 ﾓﾘｼﾏ ｶｲﾀ 藤沢市 0:12:17
親子ラン小学１～２年 21125 服部　至 ﾊｯﾄﾘ ｲﾀﾙ 服部　健太 ﾊｯﾄﾘ ｹﾝﾀ 藤沢市 0:12:22
親子ラン小学１～２年 21209 中島　洋光 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ 中島　あすか ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽｶ 藤沢市 0:12:24
親子ラン小学１～２年 21024 須田　喜代美 ｽﾀﾞ ｷﾖﾐ 須田　翔太 ｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 藤沢市 0:12:25
親子ラン小学１～２年 21005 浅野　広 ｱｻﾉ ﾋﾛｼ 浅野　新 ｱｻﾉ ｱﾗﾀ 藤沢市 0:12:25
親子ラン小学１～２年 21201 日高　利章 ﾋﾀﾞｶ ﾄｼｱｷ 日高　仁 ﾋﾀﾞｶ ｼﾞﾝ 藤沢市 0:12:27
親子ラン小学１～２年 21214 植木　義寛 ｳｴｷ ﾖｼﾋﾛ 植木　寛仁 ｳｴｷ ﾋﾛﾄ 藤沢市 0:12:28
親子ラン小学１～２年 21097 飯田　良太 ｲｲﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 飯田　晴輝 ｲｲﾀﾞ ﾊﾙｷ 藤沢市 0:12:32
親子ラン小学１～２年 21257 小林　真一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 小林　穂峻 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾀｶ 藤沢市 0:12:33
親子ラン小学１～２年 21163 松本　卓二 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸｼﾞ 松本　笑和 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐﾅ 藤沢市 0:12:35
親子ラン小学１～２年 21043 落合　和希 ｵﾁｱｲ ｶｽﾞｷ 落合　和斗 ｵﾁｱｲ ｶｽﾞﾄ 藤沢市 ＪＳＴ 0:12:36
親子ラン小学１～２年 21049 針山　雅志 ﾊﾘﾔﾏ ﾏｻｼ 針山　希彩 ﾊﾘﾔﾏ ｷｻﾗ 藤沢市 0:12:37
親子ラン小学１～２年 21101 前所　秀稔 ﾏｴﾄﾞｺﾛ ﾋﾃﾞﾄｼ 前所　海璃 ﾏｴﾄﾞｺﾛ ｶｲﾘ 藤沢市 0:12:39
親子ラン小学１～２年 21144 関根　義通 ｾｷﾈ ﾖｼﾐﾁ 関根　快斗 ｾｷﾈ ｶｲﾄ 藤沢市 豆蔵 0:12:41
親子ラン小学１～２年 21231 中村　信貴 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 中村　海惺 ﾅｶﾑﾗ ｶｲｾｲ 藤沢市 0:12:42
親子ラン小学１～２年 21018 神山　良太 ｺｳﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 神山　大地 ｺｳﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 藤沢市 だいななみなみ 0:12:45
親子ラン小学１～２年 21034 河野　達也 ｶﾜﾉ ﾀﾂﾔ 河野　優真 ｶﾜﾉ ﾕｳﾏ 藤沢市 0:12:48
親子ラン小学１～２年 21158 蔦木　洋平 ﾂﾀｷ ﾖｳﾍｲ 蔦木　彩夏 ﾂﾀｷ ｱﾔｶ 藤沢市 0:12:49
親子ラン小学１～２年 21192 小野寺　悠太 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾀ 小野寺　莉子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｺ 藤沢市 0:12:52
親子ラン小学１～２年 21020 五十嵐　理恵 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｴ 五十嵐　菫 ｲｶﾞﾗｼ ｽﾐﾚ 藤沢市 0:12:55
親子ラン小学１～２年 21008 丸田　悟 ﾏﾙﾀ ｻﾄｼ 丸田　優月 ﾏﾙﾀ ﾕﾂﾞｷ 藤沢市 0:12:58
親子ラン小学１～２年 21115 戸高　克也 ﾄﾀﾞｶ ｶﾂﾔ 戸高　慶斗 ﾄﾀﾞｶ ｹｲﾄ 藤沢市 0:12:59
親子ラン小学１～２年 21027 森　恵美 ﾓﾘ ｴﾐ 飯塚　美結 ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾕ 藤沢市 本町小 0:12:59
親子ラン小学１～２年 21243 酒井　直子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 酒井　彩名 ｻｶｲ ｱﾔﾅ 藤沢市 0:13:00
親子ラン小学１～２年 21213 曽根　真 ｿﾈ ﾏｺﾄ 曽根　一華 ｿﾈ ｲﾁｶ 藤沢市 0:13:00
親子ラン小学１～２年 21036 高島　祐二 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｼﾞ 高島　綜介 ﾀｶｼﾏ ｿｳｽｹ 藤沢市 0:13:03
親子ラン小学１～２年 21106 大川　宏之 ｵｵｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 大川　侑起 ｵｵｶﾜ ﾕｳｷ 藤沢市 0:13:03
親子ラン小学１～２年 21079 森山　順一 ﾓﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 森山　颯翔 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾔﾄ 藤沢市 0:13:04
親子ラン小学１～２年 21220 佐伯　圭佑 ｻｴｷ ｹｲｽｹ 佐伯　昌哉 ｻｴｷ ﾏｻﾔ 藤沢市 0:13:09
親子ラン小学１～２年 21248 堀　雄助 ﾎﾘ ﾕｳｽｹ 堀　朔太郎 ﾎﾘ ｻｸﾀﾛｳ 藤沢市 0:13:09
親子ラン小学１～２年 21006 吉田　奈津美 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂﾐ 吉田　悠大 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 藤沢市 羽鳥ＳＣ 0:13:10
親子ラン小学１～２年 21175 関川　悠輔 ｾｷｶﾜ ﾕｳｽｹ 関川　京珠 ｾｷｶﾜ ﾐﾔﾋﾞ 藤沢市 0:13:11
親子ラン小学１～２年 21064 齊藤　由香 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 齊藤　怜央 ｻｲﾄｳ ﾚｵ 藤沢市 羽鳥Ｆ 0:13:12
親子ラン小学１～２年 21073 奥洞　実幸 ｵｸﾎﾞﾗ ﾐﾕｷ 奥洞　剣成 ｵｸﾎﾞﾗ ｹﾝｾｲ 藤沢市 0:13:13
親子ラン小学１～２年 21161 潮崎　雅哉 ｼｵｻﾞｷ ﾏｻﾔ 潮﨑　円花 ｼｵｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 藤沢市 0:13:14
親子ラン小学１～２年 21228 中村　裕美 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 中村　愛琉 ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾙ 藤沢市 0:13:16
親子ラン小学１～２年 21222 安田　幹生 ﾔｽﾀﾞ ﾐｷｵ 安田　悠人 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 藤沢市 0:13:17
親子ラン小学１～２年 21208 山口　和彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ 山口　葵生 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 藤沢市 あおい 0:13:17
親子ラン小学１～２年 21007 川戸　瞳美 ｶﾜﾄ ﾋﾄﾐ 川戸　聖翔 ｶﾜﾄ ｱｷﾄ 藤沢市 0:13:21
親子ラン小学１～２年 21215 庄司　智広 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾋﾛ 庄司　光 ｼｮｳｼﾞ ﾋｶﾙ 鎌倉市 0:13:23
親子ラン小学１～２年 21155 田邊　武司 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 田邊　健優 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾕｳ 藤沢市 0:13:23
親子ラン小学１～２年 21014 田中　敦成 ﾀﾅｶ ｱﾂﾅﾘ 田中　志帆 ﾀﾅｶ ｼﾎ 藤沢市 0:13:24
親子ラン小学１～２年 21124 島田　貴寛 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 島田　奈那 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾅ 藤沢市 0:13:27
親子ラン小学１～２年 21055 佐藤　純子 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 佐藤　しおり ｻﾄｳ ｼｵﾘ 藤沢市 0:13:28
親子ラン小学１～２年 21153 伊藤　寿 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 伊藤　類児 ｲﾄｳ ﾙｲｼﾞ 藤沢市 片瀬小学校 0:13:29
親子ラン小学１～２年 21131 鎌田　美樹 ｶﾏﾀ ﾐｷ 鎌田　七海 ｶﾏﾀ ﾅﾅﾐ 藤沢市 0:13:34
親子ラン小学１～２年 21223 山本　真一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山本　和奏 ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ 藤沢市 0:13:35
親子ラン小学１～２年 21261 八丹　美由紀 ﾊｯﾀﾝ ﾐﾕｷ 八丹　龍 ﾊｯﾀﾝ ﾘｭｳ 藤沢市 秋葉台小学校 0:13:35
親子ラン小学１～２年 21160 堤　優子 ﾂﾂﾐ ﾕｳｺ 堤　然太 ﾂﾂﾐ ｾﾞﾝﾀ 藤沢市 0:13:36
親子ラン小学１～２年 21232 若林　万希子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｷｺ 若林　翼 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 藤沢市 あずつばさ 0:13:39
親子ラン小学１～２年 21058 松下　直樹 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 松下　美咲 ﾏﾂｼﾀ ﾐｻｷ 藤沢市 0:13:40
親子ラン小学１～２年 21147 大隅　隆行 ｵｵｽﾐ ﾀｶﾕｷ 大隅　春毅 ｵｵｽﾐ ﾊﾙｷ 藤沢市 0:13:44
親子ラン小学１～２年 21258 岩田　佐和子 ｲﾜﾀ ｻﾜｺ 岩田　絵里奈 ｲﾜﾀ ｴﾘﾅ 藤沢市 0:13:45
親子ラン小学１～２年 21087 三原　健太郎 ﾐﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 三原　多美子 ﾐﾊﾗ ﾀﾐｺ 藤沢市 0:13:46
親子ラン小学１～２年 21229 曽我部　裕子 ｿｶﾞﾍﾞ ﾕｳｺ 曽我部　公太 ｿｶﾞﾍﾞ ｺｳﾀ 藤沢市 0:13:46
親子ラン小学１～２年 21167 木村　智恵 ｷﾑﾗ ﾁｴ 木村　縁心 ｷﾑﾗ ｴﾝｼﾝ 藤沢市 0:13:47
親子ラン小学１～２年 21010 藤本　佐知子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾁｺ 藤本　直志 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵｼ 藤沢市 0:13:49
親子ラン小学１～２年 21090 松本　良央 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｵ 松本　梨央 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｵ 藤沢市 0:13:51
親子ラン小学１～２年 21015 岩津　実 ｲﾜﾂ ﾐﾉﾙ 岩津　拓真 ｲﾜﾂ ﾀｸﾏ 藤沢市 0:13:53
親子ラン小学１～２年 21070 佐野　実紀 ｻﾉ ﾐｷ 佐野　太一 ｻﾉ ﾀｲﾁ 藤沢市 0:13:54
親子ラン小学１～２年 21051 矢部　紀美恵 ﾔﾍﾞ ｷﾐｴ 矢部　日葵 ﾔﾍﾞ ﾋﾏﾘ 藤沢市 亀井野小 0:13:56
親子ラン小学１～２年 21271 阿部　葉月 ｱﾍﾞ ﾊﾂｷ 阿部　智起 ｱﾍﾞ ﾄﾓｷ 藤沢市 0:13:58
親子ラン小学１～２年 21100 田中　佳世 ﾀﾅｶ ｶﾖ 田中　名音 ﾀﾅｶ ﾅｵﾄ 藤沢市 0:14:02
親子ラン小学１～２年 21173 栗原　望 ｸﾘﾊﾗ ﾉｿﾞﾑ 栗原　理桜 ｸﾘﾊﾗ ﾘｵ 藤沢市 0:14:04
親子ラン小学１～２年 21239 和田　淑子 ﾜﾀﾞ ﾖｼｺ 和田　快澄 ﾜﾀﾞ ｶｲﾄ 藤沢市 鵠沼ＳＣ 0:14:05
親子ラン小学１～２年 21148 富塚　孝 ﾄﾐｽﾞｶ ﾀｶｼ 富塚　翔 ﾄﾐｽﾞｶ ｼｮｳ 藤沢市 0:14:06
親子ラン小学１～２年 21048 渡邊　育子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｸｺ 渡邊　泰平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾍｲ 藤沢市 0:14:09

第１０回湘南藤沢市民マラソン２０２０　親子ラン小学１年生～２年生の部　結果



種目 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名カナ 子供氏名漢字 子供氏名カナ 市町村県名 所属クラブ名 フィニッシュタイム
親子ラン小学１～２年 21194 井口　裕子 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｺ 井口　創太郎 ｲｸﾞﾁ ｿｳﾀﾛｳ 藤沢市 0:14:11
親子ラン小学１～２年 21275 山崎　亜希子 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷｺ 山崎　翔 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳ 藤沢市 0:14:13
親子ラン小学１～２年 21053 中村　裕美 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 中村　心美 ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾐ 藤沢市 0:14:14
親子ラン小学１～２年 21143 村井　昭太 ﾑﾗｲ ｼｮｳﾀ 村井　友香 ﾑﾗｲ ﾄﾓｶ 藤沢市 0:14:19
親子ラン小学１～２年 21009 酒井　竜一郎 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 酒井　心陽 ｻｶｲ ｺﾊﾙ 藤沢市 0:14:21
親子ラン小学１～２年 21136 二見　将幸 ﾌﾀﾐ ﾏｻﾕｷ 高栁　大空 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｿﾗ 藤沢市 0:14:21
親子ラン小学１～２年 21003 戸田　修輔 ﾄﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 戸田　菫 ﾄﾀﾞ ｽﾐﾚ 藤沢市 0:14:23
親子ラン小学１～２年 21135 阿部　宏之 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 阿部　昊太朗 ｱﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 藤沢市 0:14:23
親子ラン小学１～２年 21247 田邉　智 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 田邉　愛唯 ﾀﾅﾍﾞ ｱｲ 茅ヶ崎市 0:14:24
親子ラン小学１～２年 21230 田﨑　久弥 ﾀｻｷ ﾋｻﾐ 田﨑　優奏 ﾀｻｷ ﾕｳｶ 藤沢市 0:14:25
親子ラン小学１～２年 21205 福井　宏樹 ﾌｸｲ ﾋﾛｷ 福井　愛梨 ﾌｸｲ ｱｲﾘ 藤沢市 ＦＳＳＴＲＣ 0:14:27
親子ラン小学１～２年 21269 鈴木　千恵 ｽｽﾞｷ ﾁｴ 鈴木　湊介 ｽｽﾞｷ ｿｳｽｹ 藤沢市 0:14:28
親子ラン小学１～２年 21078 畠山　拓也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾔ 畠山　晃聖 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｾｲ 藤沢市 0:14:28
親子ラン小学１～２年 21197 山口　陽子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺ 山口　裕生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 藤沢市 0:14:32
親子ラン小学１～２年 21151 行竹　三紀恵 ﾕｸﾀｹ ﾐｷｴ 行竹　智史 ﾕｸﾀｹ ｻﾄｼ 藤沢市 0:14:34
親子ラン小学１～２年 21152 安村　昌紘 ﾔｽﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 安村　亮 ﾔｽﾑﾗ ﾘｮｳ 藤沢市 0:14:34
親子ラン小学１～２年 21059 青木　朱里 ｱｵｷ ｼﾞｭﾘ 青木　秀亮 ｱｵｷ ｼｭｳｽｹ 藤沢市 0:14:40
親子ラン小学１～２年 21032 五味　美穂子 ｺﾞﾐ ﾐﾎｺ 五味　千晴 ｺﾞﾐ ﾁﾊﾙ 藤沢市 0:14:40
親子ラン小学１～２年 21264 山田　拓実 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 山田　歩奈 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾅ 茅ヶ崎市 0:14:41
親子ラン小学１～２年 21188 森山　知有希 ﾓﾘﾔﾏ ﾁｱｷ 森山　空 ﾓﾘﾔﾏ ｿﾗ 藤沢市 プラスアート 0:14:42
親子ラン小学１～２年 21190 石田　智史 ｲｼﾀﾞ ｻﾄｼ 石田　晄大朗 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 藤沢市 0:14:43
親子ラン小学１～２年 21193 足立　章子 ｱﾀﾞﾁ ｱｷｺ 足立　夏実 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾂﾐ 藤沢市 0:14:45
親子ラン小学１～２年 21225 粟田　一平 ｱﾜﾀ ｲｯﾍﾟｲ 粟田　乃愛 ｱﾜﾀ ﾉｱ 藤沢市 0:14:48
親子ラン小学１～２年 21146 堀米　崇 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀｶｼ 堀米　春花 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾊﾅ 藤沢市 0:14:53
親子ラン小学１～２年 21187 高橋　夕起子 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｺ 高橋　咲羽 ﾀｶﾊｼ ｻﾜ 藤沢市 0:14:54
親子ラン小学１～２年 21112 中野　公孝 ﾅｶﾉ ｷﾐﾀｶ 中野　杏虹 ﾅｶﾉ ｱﾝｼﾞ 藤沢市 0:14:55
親子ラン小学１～２年 21191 山野辺　はる江 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾊﾙｴ 山野辺　凪咲 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾅｷﾞｻ 藤沢市 0:14:59
親子ラン小学１～２年 21011 青木　正路 ｱｵｷ ﾏｻﾐﾁ 青木　一華 ｱｵｷ ｲﾁｶ 藤沢市 ベルマーレ 0:15:00
親子ラン小学１～２年 21181 沼上　勇樹 ﾇﾏｶﾐ ﾕｳｷ 沼上　友鶴 ﾇﾏｶﾐ ﾕﾂﾞﾙ 藤沢市 0:15:02
親子ラン小学１～２年 21021 田所　英哉 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾃﾞﾔ 田所　実莉 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐﾉﾘ 藤沢市 0:15:03
親子ラン小学１～２年 21085 木下　尊人 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾋﾄ 木下　真穂 ｷﾉｼﾀ ﾏﾎ 藤沢市 0:15:03
親子ラン小学１～２年 21077 古川　玲子 ﾌﾙｶﾜ ﾚｲｺ 古川　知花 ﾌﾙｶﾜ ﾁｶ 藤沢市 0:15:04
親子ラン小学１～２年 21038 佐野　祥子 ｻﾉ ｻﾁｺ 佐野　日和 ｻﾉ ﾋﾖﾘ 藤沢市 新林小学校 0:15:04
親子ラン小学１～２年 21023 田中　佳子 ﾀﾅｶ ｹｲｺ 田中　美月 ﾀﾅｶ ﾐﾂｷ 藤沢市 高谷小学校 0:15:05
親子ラン小学１～２年 21102 石橋　恵美 ｲｼﾊﾞｼ ｴﾐ 石橋　叶空 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｱ 藤沢市 0:15:08
親子ラン小学１～２年 21037 中嶋　和子 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｺ 中嶋　優介 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 藤沢市 0:15:09
親子ラン小学１～２年 21133 生出　徹 ｵｲﾂﾞﾙ ﾄｵﾙ 生出　愛海 ｵｲﾂﾞﾙ ｱｲﾐ 藤沢市 0:15:10
親子ラン小学１～２年 21270 鈴木　絵里子 ｽｽﾞｷ ｴﾘｺ 鈴木　芽衣子 ｽｽﾞｷ ﾒｲｺ 藤沢市 0:15:10
親子ラン小学１～２年 21126 鈴木　朋子 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ 鈴木　櫻子 ｽｽﾞｷ ｻｸﾗｺ 藤沢市 0:15:11
親子ラン小学１～２年 21084 小田　俊一 ｵﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 小田　日南子 ｵﾀﾞ ﾋﾅｺ 藤沢市 0:15:12
親子ラン小学１～２年 21277 中山　由香 ﾅｶﾔﾏ ﾕｶ 中山　璃穂 ﾅｶﾔﾏ ﾘﾎ 藤沢市 0:15:13
親子ラン小学１～２年 21012 近藤　哲司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾂｼﾞ 近藤　七海 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 藤沢市 0:15:14
親子ラン小学１～２年 21250 青木　利佳 ｱｵｷ ﾘｶ 青木　陽大 ｱｵｷ ﾋﾅﾀ 藤沢市 0:15:14
親子ラン小学１～２年 21184 大森　愛 ｵｵﾓﾘ ｱｲ 大森　結愛 ｵｵﾓﾘ ﾕｱ 藤沢市 0:15:15
親子ラン小学１～２年 21109 原田　智里 ﾊﾗﾀﾞ ﾁｻﾄ 原田　幸太郎 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 藤沢市 0:15:18
親子ラン小学１～２年 21052 朝妻　圭美 ｱｻﾂﾞﾏ ﾀﾏﾐ 朝妻　りりか ｱｻﾂﾞﾏ ﾘﾘｶ 藤沢市 0:15:19
親子ラン小学１～２年 21217 嶋田　利秋 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 嶋田　岳洋 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 藤沢市 原田 0:15:19
親子ラン小学１～２年 21113 下大迫　洋子 ｼﾓｵｵｻｺ ﾖｳｺ 下大迫　美和 ｼﾓｵｵｻｺ ﾐﾜ 藤沢市 0:15:20
親子ラン小学１～２年 21128 尾川　友紀子 ｵｶﾞﾜ ﾕｷｺ 尾川　彩葉 ｵｶﾞﾜ ｲﾛﾊ 藤沢市 0:15:21
親子ラン小学１～２年 21134 後藤　士郎 ｺﾞﾄｳ ｼﾛｳ 後藤　紗良 ｺﾞﾄｳ ｻﾗ 藤沢市 辻堂小学校 0:15:25
親子ラン小学１～２年 21117 鬼塚　和周 ｵﾆﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ 鬼塚　あかね ｵﾆﾂﾞｶ ｱｶﾈ 藤沢市 0:15:26
親子ラン小学１～２年 21039 藤沢　由香 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｶ 藤沢　祐那 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾅ 藤沢市 0:15:27
親子ラン小学１～２年 21198 谷口　俊夫 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｼｵ 谷口　紗雪 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾕｷ 藤沢市 0:15:33
親子ラン小学１～２年 21252 田中　正子 ﾀﾅｶ ﾏｻｺ 田中　奏亮 ﾀﾅｶ ｿｳｽｹ 藤沢市 鵠洋小学校 0:15:33
親子ラン小学１～２年 21138 若木　哲 ﾜｶｷ ｱｷﾗ 若木　陽太 ﾜｶｷ ﾖｳﾀ 藤沢市 鵠洋小学校 0:15:33
親子ラン小学１～２年 21246 山口　久美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｻﾐ 山口　賢人 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 藤沢市 0:15:36
親子ラン小学１～２年 21177 豊島　亮 ﾄﾖｼﾏ ﾘｮｳ 豊島　龍ノ介 ﾄﾖｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 藤沢市 大庭小学校 0:15:38
親子ラン小学１～２年 21164 内田　誠 ｳﾁﾀﾞ ﾏｺﾄ 内田　千晴 ｳﾁﾀﾞ ﾁﾊﾙ 藤沢市 0:15:42
親子ラン小学１～２年 21226 福地　貴之 ﾌｸﾁ ﾀｶﾕｷ 福地　瑠花 ﾌｸﾁ ﾙｶ 藤沢市 0:15:42
親子ラン小学１～２年 21057 五十嵐　尚美 ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵﾐ 五十嵐　主水 ｲｶﾞﾗｼ ﾓﾝﾄﾞ 藤沢市 0:15:48
親子ラン小学１～２年 21130 戸部　博美 ﾄﾍﾞ ﾋﾛﾐ 戸部　歩美 ﾄﾍﾞ ｱﾕﾐ 藤沢市 0:15:49
親子ラン小学１～２年 21105 米澤　真人 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 米澤　彩葉 ﾖﾈｻﾞﾜ ｲﾛﾊ 藤沢市 大越小学校 0:15:50
親子ラン小学１～２年 21076 酒井　弘美 ｻｶｲ ﾋﾛﾐ 酒井　遥人 ｻｶｲ ﾊﾙﾄ 藤沢市 天神小学校 0:15:50
親子ラン小学１～２年 21196 早川　麻美子 ﾊﾔｶﾜ ﾏﾐｺ 早川　李 ﾊﾔｶﾜ ﾘｲ 藤沢市 0:15:52
親子ラン小学１～２年 21065 島垣　利佳子 ｼﾏｶﾞｷ ﾘｶｺ 島垣　莉衣 ｼﾏｶﾞｷ ﾘｲ 藤沢市 0:15:54
親子ラン小学１～２年 21216 若尾　元 ﾜｶｵ ﾊｼﾞﾒ 若尾　洋斗 ﾜｶｵ ﾋﾛﾄ 藤沢市 0:15:57
親子ラン小学１～２年 21186 齊藤　剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 齊藤　愛花 ｻｲﾄｳ ﾏﾅｶ 藤沢市 0:16:05
親子ラン小学１～２年 21272 小田　あや ｵﾀﾞ ｱﾔ 小田　悠太 ｵﾀﾞ ﾕｳﾀ 藤沢市 0:16:06
親子ラン小学１～２年 21001 青木　遥香 ｱｵｷ ﾊﾙｶ 根本　紗希 ﾈﾓﾄ ｻｷ 鎌倉市 宝製菓（株） 0:16:13
親子ラン小学１～２年 21035 藤村　有美 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕﾐ 藤村　一志 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞｼ 藤沢市 0:16:16
親子ラン小学１～２年 21174 水野　福佐代 ﾐｽﾞﾉ ﾌｻﾖ 水野　恒希 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｷ 藤沢市 0:16:16
親子ラン小学１～２年 21067 坪川　志穂 ﾂﾎﾞｶﾜ ｼﾎ 坪川　湊美 ﾂﾎﾞｶﾜ ﾐﾅﾐ 藤沢市 0:16:17
親子ラン小学１～２年 21199 山口　光子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂｺ 山口　薫 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾙ 藤沢市 0:16:19
親子ラン小学１～２年 21107 武田　麗子 ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｺ 武田　美海 ﾀｹﾀﾞ ﾐｳ 藤沢市 0:16:23
親子ラン小学１～２年 21224 藤城　圭史 ﾌｼﾞｷ ｹｲｼ 藤城　依緒里 ﾌｼﾞｷ ｲｵﾘ 藤沢市 駒沢学園 0:16:23
親子ラン小学１～２年 21122 野村　美帆 ﾉﾑﾗ ﾐﾎ 野村　芽以 ﾉﾑﾗ ﾒｲ 藤沢市 0:16:25
親子ラン小学１～２年 21074 三浦　洋子 ﾐｳﾗ ﾋﾛｺ 三浦　海音 ﾐｳﾗ ｶﾉﾝ 藤沢市 0:16:28
親子ラン小学１～２年 21233 福岡　歩 ﾌｸｵｶ ｱﾕﾐ 福岡　侑里奈 ﾌｸｵｶ ﾕﾘﾅ 藤沢市 0:16:31
親子ラン小学１～２年 21165 杉野　謙次朗 ｽｷﾞﾉ ｹﾝｼﾞﾛｳ 杉野　加成人 ｽｷﾞﾉ ｶﾅﾄ 藤沢市 0:16:34
親子ラン小学１～２年 21089 折原　麻希 ｵﾘﾊﾗ ﾏｷ 折原　千晴 ｵﾘﾊﾗ ﾁﾊﾙ 藤沢市 0:16:35
親子ラン小学１～２年 21268 鷦鷯　琴美 ｻｻｷ ｺﾄﾐ 鷦鷯　綾乃 ｻｻｷ ｱﾔﾉ 藤沢市 0:16:47
親子ラン小学１～２年 21062 佐藤　慶子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 佐藤　翠々 ｻﾄｳ ｽｽﾞ 藤沢市 0:16:48
親子ラン小学１～２年 21086 長尾　武志 ﾅｶﾞｵ ﾀｹｼ 長尾　和佳 ﾅｶﾞｵ ﾜｶ 藤沢市 羽鳥小学校 0:16:49
親子ラン小学１～２年 21095 杉ノ原　正和 ｽｷﾞﾉﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ 杉ノ原　佑里 ｽｷﾞﾉﾊﾗ ﾕﾘ 藤沢市 0:16:55
親子ラン小学１～２年 21253 磯部　三郎 ｲｿﾍﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 磯部　達也 ｲｿﾍﾞ ﾀﾂﾔ 寒川町 0:17:00
親子ラン小学１～２年 21259 古川　聡子 ﾌﾙｶﾜ ｻﾄｺ 古川　湘太 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳﾀ 茅ヶ崎市 0:17:10
親子ラン小学１～２年 21030 山本　澄枝 ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐｴ 佐々木　幸衣 ｻｻｷ ﾕｲ 藤沢市 0:17:14
親子ラン小学１～２年 21111 石川　有子 ｲｼｶﾜ ﾕｳｺ 石川　柊汰 ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾀ 藤沢市 0:17:14
親子ラン小学１～２年 21092 清水　直美 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾐ 清水　希帆 ｼﾐｽﾞ ｷﾎ 藤沢市 0:17:17
親子ラン小学１～２年 21227 渋谷　照将 ｼﾌﾞﾔ ﾃﾙﾏｻ 渋谷　柚月 ｼﾌﾞﾔ ﾕﾂﾞｷ 綾瀬市 0:17:24
親子ラン小学１～２年 21140 中尾　小百合 ﾅｶｵ ｻﾕﾘ 中尾　琥海 ﾅｶｵ ｺｳ 藤沢市 0:17:31
親子ラン小学１～２年 21029 戸村　玲央 ﾄﾑﾗ ﾚｵ 戸村　理斗 ﾄﾑﾗ ﾘﾄ 藤沢市 チーム奥嶋 0:17:39
親子ラン小学１～２年 21273 徳永　りえ子 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｴｺ 徳永　ゆり子 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾘｺ 藤沢市 0:17:50



種目 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名カナ 子供氏名漢字 子供氏名カナ 市町村県名 所属クラブ名 フィニッシュタイム
親子ラン小学１～２年 21210 牧野　嘉恵 ﾏｷﾉ ﾖｼｴ 牧野　恵花 ﾏｷﾉ ｱﾔｶ 藤沢市 0:17:58
親子ラン小学１～２年 21169 田中　泰大 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 田中　遥都 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 藤沢市 0:18:09
親子ラン小学１～２年 21255 小泉　典行 ｺｲｽﾞﾐ ﾉﾘﾕｷ 小泉　捺妃 ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾂﾋ 藤沢市 ＦＲＣ１３４ 0:18:10
親子ラン小学１～２年 21129 藤田　祐輝 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 藤田　壮海 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾐ 藤沢市 0:18:23
親子ラン小学１～２年 21054 ムラヤマ　さやか ﾑﾗﾔﾏ ｻﾔｶ 村山　ひまり ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾏﾘ 藤沢市 0:18:38
親子ラン小学１～２年 21002 上村　由佳 ｶﾐﾑﾗ ﾕｶ 上村　誠 ｶﾐﾑﾗ ﾏｺﾄ 藤沢市 0:18:40
親子ラン小学１～２年 21237 関口　友子 ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 関口　姫菜乃 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾅﾉ 藤沢市 0:18:49
親子ラン小学１～２年 21171 大橋　文子 ｵｵﾊｼ ｱﾔｺ 大橋　奏音 ｵｵﾊｼ ｶﾉﾝ 藤沢市 鵠洋小学校 0:18:53
親子ラン小学１～２年 21031 佐々木　信明 ｻｻｷ ﾉﾌﾞｱｷ 佐々木　陽大 ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 藤沢市 0:18:53
親子ラン小学１～２年 21170 田中　夕貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 田中　夏偉 ﾀﾅｶ ﾅﾂｲ 藤沢市 0:19:09
親子ラン小学１～２年 21256 小島　和恵 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｴ 小島　洋人 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 茅ヶ崎市 ｋｐ 0:19:23
親子ラン小学１～２年 21066 金子　あやこ ｶﾈｺ ｱﾔｺ 金子　岳広 ｶﾈｺ ﾀｹﾋﾛ 藤沢市 0:19:57
親子ラン小学１～２年 21098 豊島　麻衣子 ﾄﾖｼﾏ ﾏｲｺ 豊島　照 ﾄﾖｼﾏ ﾃﾙ 藤沢市 チームはてる 0:22:19
親子ラン小学１～２年 21234 上野　隆之 ｳｴﾉ ﾀｶﾕｷ 上野　紗愛 ｳｴﾉ ｻﾅ 藤沢市 秋葉台小学校 0:23:24


