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親子ラン小学５～６年 20020 上村　雅幸 ｶﾐﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 上村　進 ｶﾐﾑﾗ ｽｽﾑ 藤沢市 片瀬小学校 0:08:25
親子ラン小学５～６年 20096 宮口　一治 ﾐﾔｸﾞﾁ ｶｽﾞﾊﾙ 宮口　晃瑠 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 藤沢市 0:08:42
親子ラン小学５～６年 20035 高野　大輔 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高野　芽衣 ﾀｶﾉ ﾒｲ 藤沢市 0:08:44
親子ラン小学５～６年 20094 岡村　大輔 ｵｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 岡村　杏美 ｵｶﾑﾗ ｱﾐ 藤沢市 0:08:58
親子ラン小学５～６年 20128 鎌田　大樹 ｶﾏﾀ ﾋﾛｷ 鎌田　楓 ｶﾏﾀ ｶｴﾃﾞ 藤沢市 0:08:59
親子ラン小学５～６年 20135 森井　道誠 ﾓﾘｲ ﾐﾁﾅﾘ 森井　玲良 ﾓﾘｲ ﾚｲﾗ 藤沢市 辻堂小学校 0:09:00
親子ラン小学５～６年 20169 増尾　幸政 ﾏｽｵ ﾕｷﾏｻ 増尾　栞菜 ﾏｽｵ ｶﾝﾅ 藤沢市 0:09:01
親子ラン小学５～６年 20042 長嶋　亮 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 長嶋　哲平 ﾅｶﾞｼﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 藤沢市 0:09:04
親子ラン小学５～６年 20206 小鮒　竜也 ｺﾌﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 小鮒　聖斗 ｺﾌﾞﾅ ﾗｲﾄ 藤沢市 0:09:13
親子ラン小学５～６年 20198 佐々木　英之 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 佐々木　峻 ｻｻｷ ｼｭﾝ 藤沢市 0:09:18
親子ラン小学５～６年 20217 小林　一晴 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾊﾙ 小林　泰旗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 藤沢市 0:09:19
親子ラン小学５～６年 20110 鷲見　達也 ｽﾐ ﾀﾂﾔ 鷲見　早哉 ｽﾐ ｿｳﾔ 藤沢市 0:09:22
親子ラン小学５～６年 20010 須田　純也 ｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 須田　愛理 ｽﾀﾞ ｱｲﾘ 藤沢市 0:09:23
親子ラン小学５～６年 20007 伊東　輝顕 ｲﾄｳ ﾃﾙｱｷ 伊東　輝恵 ｲﾄｳ ｷｴ 藤沢市 0:09:26
親子ラン小学５～６年 20052 俵　聡一郎 ﾀﾜﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 俵　瑞樹 ﾀﾜﾗ ﾐｽﾞｷ 藤沢市 0:09:28
親子ラン小学５～６年 20213 佐藤　研 ｻﾄｳ ｹﾝ 佐藤　心 ｻﾄｳ ｺｺﾛ 藤沢市 0:09:29
親子ラン小学５～６年 20248 岩田　俊也 ｲﾜﾀ ﾄｼﾅﾘ 岩田　凪海 ｲﾜﾀ ﾅｸﾞﾐ 藤沢市 0:09:29
親子ラン小学５～６年 20023 西山　克彦 ﾆｼﾔﾏ ｶﾂﾋｺ 西山　心結 ﾆｼﾔﾏ ﾐﾕ 藤沢市 0:09:31
親子ラン小学５～６年 20061 菊地　茂樹 ｷｸﾁ ｼｹﾞｷ 菊地　隼成 ｷｸﾁ ｼｭﾝﾅ 藤沢市 0:09:35
親子ラン小学５～６年 20148 田邊　絢香 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 田邊　祥太 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 藤沢市 0:09:35
親子ラン小学５～６年 20157 高橋　俊一 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｶｽﾞ 高橋　陽菜 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 藤沢市 0:09:40
親子ラン小学５～６年 20243 粂野　和孝 ｸﾒﾉ ｶｽﾞﾀｶ 粂野　啓太 ｸﾒﾉ ｹｲﾀ 藤沢市 0:09:40
親子ラン小学５～６年 20173 金井　洋介 ｶﾅｲ ﾖｳｽｹ 金井　優真 ｶﾅｲ ﾕｳﾏ 藤沢市 0:09:42
親子ラン小学５～６年 20139 秋元　進吾 ｱｷﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 秋元　吾郎 ｱｷﾓﾄ ｺﾞﾛｳ 藤沢市 本町小 0:09:45
親子ラン小学５～６年 20079 島垣　祐志 ｼﾏｶﾞｷ ﾕｳｼ 島垣　葵斗 ｼﾏｶﾞｷ ｱｵﾄ 藤沢市 0:09:48
親子ラン小学５～６年 20205 清水　俊博 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ 清水　蒼介 ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 藤沢市 鵠沼小 0:09:50
親子ラン小学５～６年 20211 山田　修司 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 山田　悠生 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ 藤沢市 片瀬小学校 0:09:52
親子ラン小学５～６年 20115 保土田　憲一 ﾎﾄﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 保土田　莉央 ﾎﾄﾞﾀ ﾘｵ 藤沢市 0:09:54
親子ラン小学５～６年 20261 小澤　秀雄 ｵｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ 小澤　知輝 ｵｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 鎌倉市 0:09:58
親子ラン小学５～６年 20125 柿沼　督士 ｶｷﾇﾏ ﾏｻｼ 柿沼　初季 ｶｷﾇﾏ ﾊﾂｷ 藤沢市 0:09:58
親子ラン小学５～６年 20066 渡辺　雅隆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾀｶ 渡辺　玲央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 藤沢市 0:10:01
親子ラン小学５～６年 20126 樋口　康博 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 樋口　沙紀 ﾋｸﾞﾁ ｻｷ 藤沢市 大庭レディース 0:10:02
親子ラン小学５～６年 20170 清水　康之 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾕｷ 清水　陽太 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾀ 藤沢市 0:10:03
親子ラン小学５～６年 20039 池田　宏 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 池田　大真 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾏ 藤沢市 0:10:05
親子ラン小学５～６年 20038 中野　彰浩 ﾅｶﾉ ｱｷﾋﾛ 中野　葵 ﾅｶﾉ ｱｵｲ 藤沢市 0:10:06
親子ラン小学５～６年 20156 久保　誠 ｸﾎﾞ ﾏｺﾄ 久保　蓮 ｸﾎﾞ ﾚﾝ 藤沢市 0:10:09
親子ラン小学５～６年 20245 向後　学 ｺｳｺﾞ ﾏﾅﾌﾞ 向後　輝 ｺｳｺﾞ ﾋｶﾘ 茅ヶ崎市 0:10:09
親子ラン小学５～６年 20130 藤野　和敏 ﾌｼﾞﾉ ｶｽﾞﾄｼ 藤野　小次郎 ﾌｼﾞﾉ ｺｼﾞﾛｳ 藤沢市 大道小 0:10:10
親子ラン小学５～６年 20164 澤内　はるか ｻﾜｳﾁ ﾊﾙｶ 澤内　利帆 ｻﾜｳﾁ ﾘﾎ 藤沢市 0:10:13
親子ラン小学５～６年 20109 櫻井　利幸 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾕｷ 櫻井　琴菜 ｻｸﾗｲ ｺﾄﾅ 藤沢市 さくら 0:10:14
親子ラン小学５～６年 20193 森山　洋一 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 森山　凜 ﾓﾘﾔﾏ ﾘﾝ 藤沢市 プラスアート 0:10:15
親子ラン小学５～６年 20045 谷井　洋揮 ﾀﾆｲ ﾋﾛｷ 谷井　創哉 ﾀﾆｲ ｿｳﾔ 藤沢市 0:10:16
親子ラン小学５～６年 20090 笠井　崇史 ｶｻｲ ﾀｶｼ 笠井　暖生 ｶｻｲ ﾊﾙｷ 藤沢市 本町小学校 0:10:17
親子ラン小学５～６年 20204 田邊　敬弘 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 田邊　拓澄 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾄ 藤沢市 0:10:17
親子ラン小学５～６年 20124 松井　政弘 ﾏﾂｲ ﾏｻﾋﾛ 松井　小蓮 ﾏﾂｲ ｺﾊｽ 藤沢市 カンテラ 0:10:21
親子ラン小学５～６年 20203 萩原　泰和 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾔｽｶｽﾞ 萩原　可桜 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｵ 藤沢市 0:10:21
親子ラン小学５～６年 20161 松下　美佳 ﾏﾂｼﾀ ﾐｶ 松下　紘 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛ 藤沢市 湘南白百合学園 0:10:23
親子ラン小学５～６年 20014 小宮　新平 ｺﾐﾔ ｼﾝﾍﾟｲ 小宮　成央 ｺﾐﾔ ﾅﾘﾋｻ 藤沢市 ひつじ８ 0:10:23
親子ラン小学５～６年 20252 田崎　公洋 ﾀｻﾞｷ ｷﾐﾋﾛ 田崎　正洋 ﾀｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 鎌倉市 0:10:23
親子ラン小学５～６年 20107 岩根　哲晃 ｲﾜﾈ ﾃﾂｱｷ 岩根　哲成 ｲﾜﾈ ﾃﾂﾅﾘ 藤沢市 0:10:25
親子ラン小学５～６年 20051 花田　さつき ﾊﾅﾀﾞ ｻﾂｷ 花田　明咲 ﾊﾅﾀﾞ ﾒｲｻ 藤沢市 0:10:25
親子ラン小学５～６年 20024 森　真人 ﾓﾘ ﾏｺﾄ 森　彩榎 ﾓﾘ ｱﾔｶ 藤沢市 0:10:26
親子ラン小学５～６年 20149 高橋　健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 高橋　央奨 ﾀｶﾊｼ ｵｳｽｹ 藤沢市 0:10:28
親子ラン小学５～６年 20098 藤井　剛之進 ﾌｼﾞｲ ﾀｹﾉｼﾝ 藤井　宥成 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 藤沢市 0:10:28
親子ラン小学５～６年 20215 河津　真由美 ｶﾜﾂﾞ ﾏﾕﾐ 河津　有弥 ｶﾜﾂﾞ ｱﾘﾔ 藤沢市 0:10:29
親子ラン小学５～６年 20053 五十嵐　康弘 ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽﾋﾛ 五十嵐　多聞 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾓﾝ 藤沢市 0:10:31
親子ラン小学５～６年 20172 中村　政雄 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｵ 中村　亮太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 藤沢市 0:10:37
親子ラン小学５～６年 20031 城　伸吾 ｼﾞｮｳ ｼﾝｺﾞ 城　幹太 ｼﾞｮｳ ｶﾝﾀ 藤沢市 0:10:37
親子ラン小学５～６年 20101 姫井　逸志 ﾋﾒｲ ｲﾂｼ 姫井　秀士 ﾋﾒｲ ｼｭｳｼ 藤沢市 0:10:39
親子ラン小学５～６年 20266 つるの　剛士 ﾂﾙﾉ ﾀｹｼ 鶴野　おと ﾂﾙﾉ ｵﾄ 0:10:41
親子ラン小学５～６年 20027 多田　朋之 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 多田　悟 ﾀﾀﾞ ｻﾄﾙ 藤沢市 0:10:44
親子ラン小学５～６年 20137 大澤　恭子 ｵｵｻﾜ ｷｮｳｺ 大澤　悠里 ｵｵｻﾜ ﾕﾘ 藤沢市 0:10:46
親子ラン小学５～６年 20018 重宗　理香 ｼｹﾞﾑﾈ ﾘｶ 重宗　海斗 ｼｹﾞﾑﾈ ｶｲﾄ 藤沢市 0:10:48
親子ラン小学５～６年 20250 市川　崇 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ 市川　朋佳 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓｶ 鎌倉市 0:10:51
親子ラン小学５～６年 20189 大平　綾子 ｵｵﾋﾗ ｱﾔｺ 大平　遥斗 ｵｵﾋﾗ ﾊﾙﾄ 藤沢市 0:10:52
親子ラン小学５～６年 20006 久永　富士夫 ﾋｻﾅｶﾞ ﾌｼﾞｵ 久永　梨咲月 ﾋｻﾅｶﾞ ﾘｴﾙ 藤沢市 0:10:53
親子ラン小学５～６年 20015 宮西　洋平 ﾐﾔﾆｼ ﾖｳﾍｲ 宮西　優人 ﾐﾔﾆｼ ﾕｳﾄ 藤沢市 0:10:55
親子ラン小学５～６年 20073 吉光　真幸 ﾖｼﾐﾂ ﾏｻｷ 吉光　佑真 ﾖｼﾐﾂ ﾕｳﾏ 藤沢市 東京ラヂエータ 0:10:57
親子ラン小学５～６年 20009 五味　靖崇 ｺﾞﾐ ﾔｽﾀｶ 五味　大知 ｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 藤沢市 0:10:57
親子ラン小学５～６年 20178 大崎　朋也 ｵｵｻｷ ﾄﾓﾔ 大崎　春希 ｵｵｻｷ ﾊﾙｷ 藤沢市 0:10:58
親子ラン小学５～６年 20034 八尾　健史 ﾔｵ ｹﾝｼﾞ 八尾　直哉 ﾔｵ ﾅｵﾔ 藤沢市 鵠洋ＫＦＰ 0:10:59
親子ラン小学５～６年 20091 畑谷　真実 ﾊﾀﾔ ﾏﾐ 畑谷　皐月 ﾊﾀﾔ ｻﾂｷ 藤沢市 0:10:59
親子ラン小学５～６年 20028 中村　宏之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 藤沢市 0:11:02
親子ラン小学５～６年 20008 青山　英一 ｱｵﾔﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 青山　遥香 ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 藤沢市 0:11:02
親子ラン小学５～６年 20199 内田　桂子 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｺ 内田　颯太 ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀ 藤沢市 0:11:02
親子ラン小学５～６年 20151 小林　久子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｺ 小林　千華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶ 藤沢市 0:11:04
親子ラン小学５～６年 20087 山口　浩明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 山口　凌央 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 藤沢市 0:11:05
親子ラン小学５～６年 20228 山下　克至 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂｼ 山下　洋平 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳﾍｲ 藤沢市 0:11:07
親子ラン小学５～６年 20253 小柳　智彦 ｵﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾋｺ 小柳　亮介 ｵﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 横浜市 0:11:08
親子ラン小学５～６年 20123 小林　純 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 小林　将 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 藤沢市 0:11:08
親子ラン小学５～６年 20025 大平　貴宏 ｵｵﾋﾗ ﾀｶﾋﾛ 大平　悠貴 ｵｵﾋﾗ ﾕｳｷ 藤沢市 0:11:09
親子ラン小学５～６年 20019 清水　浩之 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 清水　愛梨 ｼﾐｽﾞ ｱｲﾘ 藤沢市 0:11:10
親子ラン小学５～６年 20132 富永　紀子 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉﾘｺ 富永　涼 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳ 藤沢市 0:11:11
親子ラン小学５～６年 20092 小田　亜裕美 ｵﾀﾞ ｱﾕﾐ 小田　悠太 ｵﾀﾞ ﾕｳﾀ 藤沢市 0:11:11
親子ラン小学５～６年 20136 馬場　直人 ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵﾄ 馬場　大凱 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｲｶﾞ 藤沢市 森永乳業 0:11:16
親子ラン小学５～６年 20166 丸山　俊輔 ﾏﾙﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 丸山　湖珀 ﾏﾙﾔﾏ ｺﾊｸ 藤沢市 0:11:16
親子ラン小学５～６年 20225 岩田　幸泰 ｲﾜﾀ ﾕｷﾔｽ 岩田　琥太郎 ｲﾜﾀ ｺﾀﾛｳ 藤沢市 0:11:17
親子ラン小学５～６年 20017 齊藤　直紀 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 齊藤　侑紀 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 藤沢市 0:11:19
親子ラン小学５～６年 20222 村越　雄二 ﾑﾗｺｼ ﾕｳｼﾞ 村越　陽介 ﾑﾗｺｼ ﾖｳｽｹ 藤沢市 0:11:20
親子ラン小学５～６年 20118 種田　聡幸 ﾀﾈﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 種田　陽莉 ﾀﾈﾀﾞ ﾋﾏﾘ 藤沢市 0:11:23
親子ラン小学５～６年 20089 伊藤　修一 ｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 伊藤　僚一 ｲﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ 藤沢市 0:11:24

第１０回湘南藤沢市民マラソン２０２０　親子ラン小学５年生～６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５～６年 20191 高橋　清美 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾐ 高橋　龍平 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 藤沢市 0:11:25
親子ラン小学５～６年 20085 加藤　博信 ｶﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 加藤　冬瑚 ｶﾄｳ ﾄｳｺﾞ 藤沢市 0:11:27
親子ラン小学５～６年 20162 花田　鉄平 ﾊﾅﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 花田　在 ﾊﾅﾀﾞ ｱﾘ 藤沢市 0:11:30
親子ラン小学５～６年 20223 山川　純逸 ﾔﾏｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾂ 山川　航平 ﾔﾏｶﾜ ｺｳﾍｲ 藤沢市 荏原製作所 0:11:30
親子ラン小学５～６年 20113 大川　陽子 ｵｵｶﾜ ﾖｳｺ 大川　拓真 ｵｵｶﾜ ﾀｸﾏ 藤沢市 0:11:31
親子ラン小学５～６年 20165 兼平　清美 ｶﾈﾋﾗ ｷﾖﾐ 兼平　心海 ｶﾈﾋﾗ ｺｺﾐ 藤沢市 0:11:32
親子ラン小学５～６年 20237 福住　幸大 ﾌｸｽﾐ ﾕｷﾋﾛ 福住　文希 ﾌｸｽﾐ ｱｷ 藤沢市 片瀬小 0:11:35
親子ラン小学５～６年 20050 吉井　綾子 ﾖｼｲ ｱﾔｺ 吉井　優太 ﾖｼｲ ﾕｳﾀ 藤沢市 0:11:36
親子ラン小学５～６年 20200 田中　義政 ﾀﾅｶ ﾖｼﾏｻ 田中　柊真 ﾀﾅｶ ｼｭｳﾏ 藤沢市 0:11:36
親子ラン小学５～６年 20201 早川　慶太 ﾊﾔｶﾜ ｹｲﾀ 早川　杏 ﾊﾔｶﾜ ｱﾝ 藤沢市 0:11:36
親子ラン小学５～６年 20103 木下　俊也 ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾔ 木下　すず ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞ 藤沢市 0:11:37
親子ラン小学５～６年 20037 和田本　真有美 ﾜﾀﾞﾓﾄ ﾏﾕﾐ 和田本　紗千 ﾜﾀﾞﾓﾄ ｻﾁ 藤沢市 0:11:37
親子ラン小学５～６年 20122 隅田　敦子 ｽﾐﾀ ｱﾂｺ 隅田　結斗 ｽﾐﾀ ﾕｲﾄ 藤沢市 0:11:38
親子ラン小学５～６年 20105 伴　光正 ﾊﾞﾝ ﾐﾂﾏｻ 伴　佳卓 ﾊﾞﾝ ﾖｼﾀｶ 藤沢市 0:11:38
親子ラン小学５～６年 20167 佐野　賢吾 ｻﾉ ｹﾝｺﾞ 佐野　遥 ｻﾉ ﾊﾙｶ 藤沢市 0:11:41
親子ラン小学５～６年 20049 椎野　重雄 ｼｲﾉ ｼｹﾞｵ 椎野　美咲 ｼｲﾉ ﾐｻｷ 藤沢市 0:11:41
親子ラン小学５～６年 20234 佐藤　里美 ｻﾄｳ ｻﾄﾐ 佐藤　陸 ｻﾄｳ ﾘｸ 藤沢市 藤沢リトル 0:11:42
親子ラン小学５～６年 20227 富樫　健司 ﾄｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ 富樫　那々子 ﾄｶﾞｼ ﾅﾅｺ 藤沢市 0:11:43
親子ラン小学５～６年 20088 新岡　紀子 ﾆｲｵｶ ﾉﾘｺ 新岡　虹河 ﾆｲｵｶ ｺｳｶﾞ 藤沢市 0:11:45
親子ラン小学５～６年 20117 加藤　崇 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 加藤　虎之介 ｶﾄｳ ﾄﾗﾉｽｹ 藤沢市 0:11:45
親子ラン小学５～６年 20076 石井　武 ｲｼｲ ﾀｹｼ 石井　真生 ｲｼｲ ﾏｲ 藤沢市 0:11:48
親子ラン小学５～６年 20145 伊藤　知子 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ 伊藤　寧子 ｲﾄｳ ﾈﾈ 藤沢市 片瀬小学校 0:11:51
親子ラン小学５～６年 20186 本間　幸子 ﾎﾝﾏ ｻﾁｺ 本間　くるみ ﾎﾝﾏ ｸﾙﾐ 藤沢市 0:11:59
親子ラン小学５～６年 20196 山出　峰士 ﾔﾏｲﾃﾞ ﾀｶｼ 山出　絢香 ﾔﾏｲﾃﾞ ｱﾔｶ 藤沢市 0:12:00
親子ラン小学５～６年 20002 山口　政哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 山口　采子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾄｺ 藤沢市 宝製菓（株） 0:12:00
親子ラン小学５～６年 20224 森　千尋 ﾓﾘ ﾁﾋﾛ 森　浩輝 ﾓﾘ ﾋﾛｷ 藤沢市 ヤマト運輸 0:12:02
親子ラン小学５～６年 20121 中尾　知平 ﾅｶｵ ﾄﾓﾋﾗ 中尾　洋斗 ﾅｶｵ ﾋﾛﾄ 藤沢市 0:12:05
親子ラン小学５～６年 20233 鈴木　静枝 ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｴ 鈴木　莉奈 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 藤沢市 石川小学校 0:12:06
親子ラン小学５～６年 20030 長岡　寛一 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｶｽﾞ 長岡　亮介 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｮｳｽｹ 藤沢市 0:12:09
親子ラン小学５～６年 20078 中野　誠 ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ 中野　実來 ﾅｶﾉ ﾐｸ 藤沢市 0:12:09
親子ラン小学５～６年 20180 太田　博史 ｵｵﾀ ﾋﾛｼ 吉村　光晴 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｾｲ 藤沢市 0:12:10
親子ラン小学５～６年 20146 渡部　賢逸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾂ 渡部　恋路 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝｼﾞ 藤沢市 0:12:10
親子ラン小学５～６年 20106 和田　治 ﾜﾀﾞ ｵｻﾑ 和田　浬乃有 ﾜﾀﾞ ﾘﾉｱ 藤沢市 0:12:13
親子ラン小学５～６年 20083 佐野　浩隆 ｻﾉ ﾋﾛﾀｶ 佐野　帆乃香 ｻﾉ ﾎﾉｶ 藤沢市 0:12:15
親子ラン小学５～６年 20188 高橋　正臣 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｵﾐ 高橋　昂暉 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 藤沢市 0:12:17
親子ラン小学５～６年 20235 平方　龍貴 ﾋﾗｶﾀ ﾘｭｳｷ 平方　脩斗 ﾋﾗｶﾀ ｼｭｳﾄ 岩手県 0:12:17
親子ラン小学５～６年 20081 坪川　敬 ﾂﾎﾞｶﾜ ﾀｶｼ 坪川　瑛亮 ﾂﾎﾞｶﾜ ｴｲｽｹ 藤沢市 0:12:17
親子ラン小学５～６年 20231 岡本　智子 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｺ 岡本　哲大 ｵｶﾓﾄ ﾃｯﾀ 藤沢市 0:12:19
親子ラン小学５～６年 20054 小野寺　裕 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ 小野寺　悠 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ 藤沢市 0:12:21
親子ラン小学５～６年 20229 岡野　万里 ｵｶﾉ ﾏﾘ 岡野　匠 ｵｶﾉ ﾀｸﾐ 鎌倉市 0:12:22
親子ラン小学５～６年 20003 野中　範郎 ﾉﾅｶ ﾉﾘｵ 野中　嬉乃 ﾉﾅｶ ｷﾉ 藤沢市 0:12:26
親子ラン小学５～６年 20080 福田　英俊 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 福田　真瑛那 ﾌｸﾀﾞ ｼｴﾅ 藤沢市 0:12:31
親子ラン小学５～６年 20194 田中　大士 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 田中　空 ﾀﾅｶ ｿﾗ 藤沢市 0:12:34
親子ラン小学５～６年 20218 関口　徹哉 ｾｷｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 関口　拓海 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 藤沢市 0:12:35
親子ラン小学５～６年 20072 岡野　直人 ｵｶﾉ ﾅｵﾄ 岡野　茉結奈 ｵｶﾉ ﾏﾕﾅ 藤沢市 0:12:40
親子ラン小学５～６年 20267 ＤＪ　ＨＡＧＧＹ ﾃﾞｨｰｼﾞｪｰ ﾊｷﾞｰ 遠藤　結奈 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾅ 0:12:41
親子ラン小学５～６年 20016 堺　英一 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 堺　麻央 ｻｶｲ ﾏｵ 藤沢市 羽鳥小学校 0:12:42
親子ラン小学５～６年 20058 青山　達哉 ｱｵﾔﾏ ﾀﾂﾔ 青山　美波 ｱｵﾔﾏ ﾐﾅﾐ 藤沢市 0:12:48
親子ラン小学５～６年 20129 中田　義之 ﾅｶﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 中田　絢海 ﾅｶﾀﾞ ｱﾔﾐ 藤沢市 0:12:48
親子ラン小学５～６年 20264 加藤　直樹 ｶﾄｳ ﾅｵｷ 加藤　結次郎 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞﾛｳ 藤沢市 0:12:49
親子ラン小学５～６年 20175 土田　教子 ﾂﾁﾀﾞ ﾉﾘｺ 土田　琉月 ﾂﾁﾀﾞ ﾙｳﾅ 藤沢市 0:12:52
親子ラン小学５～６年 20163 小池　たかし ｺｲｹ ﾀｶｼ 小池　大翔 ｺｲｹ ﾀｲｶﾞ 藤沢市 0:12:57
親子ラン小学５～６年 20181 佐藤　義行 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 佐藤　悠成 ｻﾄｳ ﾕｳｾｲ 藤沢市 0:12:57
親子ラン小学５～６年 20247 井上　春江 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｴ 田中　芽 ﾀﾅｶ ﾒﾊﾞｴ 横浜市 0:12:59
親子ラン小学５～６年 20238 関根　路易子 ｾｷﾈ ﾙｲｺ 関根　宙音 ｾｷﾈ ｿﾗﾄ 藤沢市 0:13:03
親子ラン小学５～６年 20026 佐野　彰 ｻﾉ ｱｷﾗ 佐野　桃愛 ｻﾉ ﾓﾓｱ 藤沢市 中里小学校 0:13:04
親子ラン小学５～６年 20100 福島　和彦 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾋｺ 福島　美晴 ﾌｸｼﾏ ﾐﾊﾙ 藤沢市 ＫＦＰ 0:13:05
親子ラン小学５～６年 20005 鎌田　裕司 ｶﾏﾀ ﾕｳｼﾞ 鎌田　希 ｶﾏﾀ ﾉｿﾞﾐ 藤沢市 村岡小 0:13:05
親子ラン小学５～６年 20029 端山　謙一 ﾊﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 端山　侑樹 ﾊﾔﾏ ﾕｳｷ 藤沢市 0:13:05
親子ラン小学５～６年 20265 星　健一 ﾎｼ ｹﾝｲﾁ 星　洸太朗 ﾎｼ ｺｳﾀﾛｳ 藤沢市 0:13:07
親子ラン小学５～６年 20241 山本　茂樹 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｷ 山本　快風 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｶｾﾞ 藤沢市 0:13:07
親子ラン小学５～６年 20064 宮本　一也 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 宮本　浬 ﾐｬﾓﾄ ｶｲﾘ 藤沢市 0:13:10
親子ラン小学５～６年 20095 高杉　徹 ﾀｶｽｷﾞ ﾄｵﾙ 高杉　康太 ﾀｶｽｷﾞ ｺｳﾀ 藤沢市 0:13:11
親子ラン小学５～６年 20112 環　泰彰 ﾀﾏｷ ﾔｽｱｷ 環　早耶 ﾀﾏｷ ｻﾔ 藤沢市 0:13:11
親子ラン小学５～６年 20108 阿部　琴江 ｱﾍﾞ ｺﾄｴ 阿部　悠花 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ 藤沢市 0:13:13
親子ラン小学５～６年 20063 端山　まゆみ ﾊﾔﾏ ﾏﾕﾐ 端山　松吾 ﾊﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 藤沢市 0:13:18
親子ラン小学５～６年 20177 藤平　尚彦 ﾌｼﾞﾋﾗ ﾅｵﾋｺ 藤平　真優 ﾌｼﾞﾋﾗ ﾏﾕ 藤沢市 富士見台ＳＣ 0:13:31
親子ラン小学５～６年 20209 菅原　暖子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙｺ 菅原　駿 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝ 藤沢市 0:13:32
親子ラン小学５～６年 20182 前田　貴史 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｼ 前田　莉穂 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾎ 藤沢市 0:13:34
親子ラン小学５～６年 20179 栗原　真紀 ｸﾘﾊﾗ ﾏｷ 栗原　夕彩 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳｻ 藤沢市 0:13:34
親子ラン小学５～６年 20168 冨田　千晴 ﾄﾐﾀ ﾁﾊﾙ 冨田　悠乃 ﾄﾐﾀ ﾕﾉ 藤沢市 0:13:39
親子ラン小学５～６年 20057 石塚　淳夫 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｵ 石塚　文乃 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾔﾉ 藤沢市 0:13:41
親子ラン小学５～６年 20062 木戸口　和浩 ｷﾄﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 木戸口　望美 ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ 藤沢市 0:13:42
親子ラン小学５～６年 20111 大泉　英樹 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞｷ 大泉　開 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 藤沢市 0:13:42
親子ラン小学５～６年 20249 町田　綾子 ﾏﾁﾀﾞ ｱﾔｺ 町田　陽依 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾖﾘ 藤沢市 またの 0:13:45
親子ラン小学５～６年 20240 国弘　達也 ｸﾆﾋﾛ ﾀﾂﾔ 国弘　一冴 ｸﾆﾋﾛ ｲｯｻ 藤沢市 0:13:47
親子ラン小学５～６年 20043 古川　裕 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳ 古川　健 ﾌﾙｶﾜ ｹﾝ 藤沢市 0:13:48
親子ラン小学５～６年 20254 鳥居　健太郎 ﾄﾘｲ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥居　禄 ﾄﾘｲ ﾛｸ 藤沢市 魚芳商店 0:13:49
親子ラン小学５～６年 20221 谷山　謙太郎 ﾀﾆﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 谷山　陽亮 ﾀﾆﾔﾏ ﾖｳｽｹ 藤沢市 0:13:55
親子ラン小学５～６年 20001 佐藤　大磨 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾏ 佐藤　結香 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 藤沢市 0:13:55
親子ラン小学５～６年 20071 伴　淳子 ﾊﾞﾝ ｼﾞｭﾝｺ 伴　俊範 ﾊﾞﾝ ﾄｼﾉﾘ 藤沢市 0:13:56
親子ラン小学５～６年 20012 小嶋　正寿 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾄｼ 小嶋　正基 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾓﾄ 藤沢市 0:13:57
親子ラン小学５～６年 20104 高岡　章平 ﾀｶｵｶ ｼｮｳﾍｲ 高岡　晃平 ﾀｶｵｶ ｺｳﾍｲ 藤沢市 0:13:59
親子ラン小学５～６年 20214 杉浦　祥行 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼﾕｷ 杉浦　和音 ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞﾄ 藤沢市 0:14:00
親子ラン小学５～６年 20262 中條　麻衣 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾏｲ 中條　陽大 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 藤沢市 コーンズ 0:14:03
親子ラン小学５～６年 20258 川北　雅子 ｶﾜｷﾀ ﾏｻｺ 川北　凌子 ｶﾜｷﾀ ﾘｮｳｺ 横浜市 0:14:07
親子ラン小学５～６年 20236 吉田　瑠里子 ﾖｼﾀﾞ ﾙﾘｺ 吉田　誠太郎 ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ 海老名市 カドショウ 0:14:08
親子ラン小学５～６年 20074 オノデラ　ミキオ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｷｵ 小野寺　あん ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾝ 藤沢市 0:14:09
親子ラン小学５～６年 20219 粟田　真由美 ｱﾜﾀ ﾏﾕﾐ 粟田　寧音 ｱﾜﾀ ﾈﾈ 藤沢市 0:14:10
親子ラン小学５～６年 20150 高木　真佐美 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾐ 高木　麻羽凜 ﾀｶｷﾞ ﾏﾋﾙ 藤沢市 0:14:17
親子ラン小学５～６年 20077 羽藤　衣利子 ﾊﾄｳ ｴﾘｺ 羽藤　ゆい ﾊﾄｳ ﾕｲ 藤沢市 0:14:22
親子ラン小学５～６年 20216 田﨑　勝 ﾀｻｷ ﾏｻﾙ 田﨑　和奏 ﾀｻｷ ﾉﾄﾞｶ 藤沢市 0:14:25
親子ラン小学５～６年 20202 泉山　ゆかり ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｴﾘｶ 泉山　実友里 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾐﾕﾘ 藤沢市 0:14:32



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５～６年 20232 本澤　剛 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾀｹｼ 本澤　みこ ﾎﾝｻﾞﾜ ﾐｺ 藤沢市 0:14:47
親子ラン小学５～６年 20065 中　香織 ﾅｶ ｶｵﾘ 中　蔵之介 ﾅｶ ｸﾗﾉｽｹ 藤沢市 ひつじ８ 0:14:54
親子ラン小学５～６年 20184 平田　良広 ﾋﾗﾀ ﾖｼﾋﾛ 平田　瑛怜菜 ﾋﾗﾀ ｴﾚﾅ 藤沢市 0:15:08
親子ラン小学５～６年 20067 古賀　国洋 ｺｶﾞ ｸﾆﾋﾛ 古賀　美波 ｺｶﾞ ﾐﾅﾐ 藤沢市 0:15:15
親子ラン小学５～６年 20040 山口　敬行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 山口　奏 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ 藤沢市 0:15:16
親子ラン小学５～６年 20119 尾川　誠一 ｵｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ 尾川　心 ｵｶﾞﾜ ｺｺﾛ 藤沢市 0:15:22
親子ラン小学５～６年 20114 石川　恵 ｲｼｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 石川　恵太 ｲｼｶﾜ ｹｲﾀ 藤沢市 0:15:43
親子ラン小学５～６年 20153 田中　和典 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ 田中　小春 ﾀﾅｶ ｺﾊﾙ 藤沢市 御所見 0:16:14
親子ラン小学５～６年 20187 三島　さくら ﾐｼﾏ ｻｸﾗ 三島　芽桜 ﾐｼﾏ ﾒｲｻ 藤沢市 辻堂小学校 0:17:35
親子ラン小学５～６年 20022 柿塚　淳子 ｶｷﾂｶ ｼﾞｭﾝｺ 柿塚　愛子 ｶｷﾂｶ ｱｲｺ 藤沢市 0:17:37
親子ラン小学５～６年 20158 田中　徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 田中　陽菜 ﾀﾅｶ ﾋﾅ 藤沢市 0:18:47


