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親子ラン小学３～４年 20616 田中　聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 田中　仁 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ 藤沢市 0:08:40
親子ラン小学３～４年 20510 上坂　寛之 ｳｴｻｶ ﾋﾛﾕｷ 上坂　泰希 ｳｴｻｶ ﾀｲｷ 藤沢市 0:08:53
親子ラン小学３～４年 20714 野中　竜一 ﾉﾅｶ ﾘｭｳｲﾁ 野中　辰哉 ﾉﾅｶ ﾀﾂﾔ 藤沢市 0:09:24
親子ラン小学３～４年 20617 川嶋　俊貴 ｶﾜｼﾏ ﾄｼﾀｶ 川嶋　友貴 ｶﾜｼﾏ ﾄﾓｷ 藤沢市 0:09:30
親子ラン小学３～４年 20504 岩月　英司 ｲﾜﾂｷ ｴｲｼﾞ 岩月　彰良 ｲﾜﾂｷ ｱｷﾗ 藤沢市 0:09:31
親子ラン小学３～４年 20793 福木　透 ﾌｸｷ ﾄｵﾙ 福木　杏里紗 ﾌｸｷ ｱﾘｻ 横浜市 0:09:53
親子ラン小学３～４年 20536 吉田　修 ﾖｼﾀﾞ ｵｻﾑ 吉田　航大 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 藤沢市 羽鳥ＳＣ 0:10:17
親子ラン小学３～４年 20705 土田　昭弘 ﾂﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 土田　結人 ﾂﾁﾀﾞ ﾕﾋﾄ 藤沢市 0:10:20
親子ラン小学３～４年 20701 相澤　幸江 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｷｴ 相澤　瑠南 ｱｲｻﾞﾜ ﾙﾅ 藤沢市 0:10:23
親子ラン小学３～４年 20577 胡子　和正 ｴﾍﾞｽ ｶｽﾞﾏｻ 胡子　比呂 ｴﾍﾞｽ ﾋﾛ 藤沢市 0:10:26
親子ラン小学３～４年 20770 池田　聡 ｲｹﾀﾞ ｻﾄｼ 池田　壮志 ｲｹﾀﾞ ｿｳｼ 藤沢市 0:10:28
親子ラン小学３～４年 20799 根立　洋介 ﾈﾀﾞﾁ ﾖｳｽｹ 根立　湊 ﾈﾀﾞﾁ ﾐﾅﾄ 藤沢市 0:10:30
親子ラン小学３～４年 20592 本間　武夫 ﾎﾝﾏ ﾀｹｵ 本間　滉太 ﾎﾝﾏ ｺｳﾀ 藤沢市 鵠洋小学校 0:10:35
親子ラン小学３～４年 20725 田中　由紀子 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 田中　陸 ﾀﾅｶ ﾘｸ 藤沢市 0:10:35
親子ラン小学３～４年 20645 伊藤　綾紀 ｲﾄｳ ｱｷ 伊藤　紗綾 ｲﾄｳ ｻﾔ 藤沢市 0:10:38
親子ラン小学３～４年 20791 水出　安紀 ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾔｽｷ 水出　晴大 ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｾｲﾀ 茅ヶ崎市 0:10:41
親子ラン小学３～４年 20585 高野　智恵 ﾀｶﾉ ﾁｴ 高野　真衣 ﾀｶﾉ ﾏｲ 藤沢市 0:10:42
親子ラン小学３～４年 20740 小町　利治 ｺﾏﾁ ﾄｼﾊﾙ 小町　春風 ｺﾏﾁ ﾊﾙｶ 藤沢市 チームはるか 0:10:45
親子ラン小学３～４年 20619 豊島　亘 ﾄﾖｼﾏ ﾜﾀﾙ 豊島　春 ﾄﾖｼﾏ ﾊﾙ 藤沢市 チームはてる 0:10:49
親子ラン小学３～４年 20743 阿部　康裕 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 阿部　孝太郎 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 藤沢市 0:10:49
親子ラン小学３～４年 20806 石井　康裕 ｲｼｲ ﾔｽﾋﾛ 石井　香穂 ｲｼｲ ｶﾎ 藤沢市 0:10:50
親子ラン小学３～４年 20607 朝熊　大介 ｱｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ 朝熊　恵大 ｱｻｸﾏ ｹｲﾀ 藤沢市 0:10:51
親子ラン小学３～４年 20670 加藤　克彦 ｶﾄｳ ｶﾂﾋｺ 加藤　浅葵 ｶﾄｳ ｱｻｷﾞ 藤沢市 0:10:51
親子ラン小学３～４年 20623 瀬川　雅義 ｾｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ 瀬川　翔太 ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 藤沢市 0:10:56
親子ラン小学３～４年 20797 三品　亮太郎 ﾐｼﾅ ﾘｮｳﾀﾛｳ 三品　杏梨 ﾐｼﾅ ｱﾝﾘ 藤沢市 0:10:56
親子ラン小学３～４年 20642 ＷＯＯ　ＹＯＵＮＧＳＩＫ ｳ ﾖﾝｼｸ 太田　伸 ｵｵﾀ ｼﾝ 藤沢市 0:10:56
親子ラン小学３～４年 20715 長田　尚理 ｵｻﾀﾞ ﾅｵﾐﾁ 長田　碧依 ｵｻﾀﾞ ｱｵｲ 藤沢市 0:11:00
親子ラン小学３～４年 20754 境　智史 ｻｶｲ ｻﾄｼ 境　優太 ｻｶｲ ﾕｳﾀ 藤沢市 羽鳥小学校 0:11:00
親子ラン小学３～４年 20721 大森　征志 ｵｵﾓﾘ ﾏｻｼ 大森　遥希 ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｷ 藤沢市 羽鳥ＳＣ 0:11:01
親子ラン小学３～４年 20747 井上　美希 ｲﾉｳｴ ﾐｷ 井上　大地 ｲﾉｳｴ ﾀｲﾁ 藤沢市 0:11:02
親子ラン小学３～４年 20648 小林　陽一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｲﾁ 小林　大起 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 藤沢市 鵠洋小学校 0:11:03
親子ラン小学３～４年 20545 大貫　敏弘 ｵｵﾇｷ ﾄｼﾋﾛ 大貫　真由 ｵｵﾇｷ ﾏﾕ 藤沢市 0:11:05
親子ラン小学３～４年 20801 山田　剛史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 山田　桃萌 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｴ 鎌倉市 0:11:06
親子ラン小学３～４年 20669 鈴木　裕之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 鈴木　蒼之甫 ｽｽﾞｷ ｿｳﾉｽｹ 藤沢市 0:11:06
親子ラン小学３～４年 20658 関本　光生 ｾｷﾓﾄ ﾐﾂｵ 関本　祥吾 ｾｷﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 藤沢市 のうてんき 0:11:07
親子ラン小学３～４年 20690 牛越　秀幸 ｳｼｺｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 牛越　健斗 ｳｼｺｼ ｹﾝﾄ 藤沢市 辻堂海浜整骨院 0:11:09
親子ラン小学３～４年 20662 齋藤　英晃 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 齋藤　玲央 ｻｲﾄｳ ﾚｵ 藤沢市 Ｒｅｅｆ株式会 0:11:09
親子ラン小学３～４年 20613 福成　暢人 ﾌｸﾅﾘ ﾉﾌﾞﾄ 福成　美都 ﾌｸﾅﾘ ﾐﾄ 藤沢市 0:11:10
親子ラン小学３～４年 20544 山本　雅通 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 山本　哲大 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 藤沢市 0:11:11
親子ラン小学３～４年 20622 高井　有一 ﾀｶｲ ﾕｳｲﾁ 高井　奏翔 ﾀｶｲ ｿｳﾄ 藤沢市 0:11:12
親子ラン小学３～４年 20614 田中　和笑 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｴ 田中　杏 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ 藤沢市 0:11:13
親子ラン小学３～４年 20717 松本　悟 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ 松本　爽 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔ 藤沢市 0:11:15
親子ラン小学３～４年 20630 大平　あけみ ｵｵﾋﾗ ｱｹﾐ 大平　蒼汰 ｵｵﾋﾗ ｿｳﾀ 藤沢市 0:11:15
親子ラン小学３～４年 20512 齋田　一輝 ｻｲﾀ ｶｽﾞｷ 齋田　渚央 ｻｲﾀ ﾅｵ 藤沢市 0:11:19
親子ラン小学３～４年 20800 大塚　功士 ｵｵﾂｶ ｺｳｼﾞ 大塚　悠真 ｵｵﾂｶ ﾕｳﾏ 藤沢市 0:11:22
親子ラン小学３～４年 20608 宮崎　陽子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 宮崎　紗帆 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾎ 藤沢市 0:11:23
親子ラン小学３～４年 20699 清水　敏文 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾌﾐ 清水　雄心 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 藤沢市 0:11:27
親子ラン小学３～４年 20767 中塚　剛壽 ﾅｶﾂｶ ﾀｹﾋｻ 中塚　凜 ﾅｶﾂｶ ﾘﾝ 藤沢市 0:11:28
親子ラン小学３～４年 20728 酒井　幸子 ｻｶｲ ﾕｷｺ 酒井　和 ｻｶｲ ﾅｺﾞﾐ 藤沢市 0:11:31
親子ラン小学３～４年 20552 與座　宏之 ﾖｻﾞ ﾋﾛﾕｷ 與座　優衣 ﾖｻﾞ ﾕｲ 藤沢市 0:11:37
親子ラン小学３～４年 20635 本間　達也 ﾎﾝﾏ ﾀﾂﾔ 本間　楓子 ﾎﾝﾏ ﾌｳｺ 藤沢市 0:11:37
親子ラン小学３～４年 20588 奥洞　友彦 ｵｸﾎﾞﾗ ﾄﾓﾋｺ 奥洞　峻成 ｵｸﾎﾞﾗ ｼｭﾝｾｲ 藤沢市 0:11:38
親子ラン小学３～４年 20643 堀田　孝年 ﾎｯﾀ ﾀｶﾄｼ 堀田　逢二郎 ﾎｯﾀ ｵｳｼﾞﾛｳ 藤沢市 0:11:40
親子ラン小学３～４年 20515 吉中　大介 ﾖｼﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 吉中　塁 ﾖｼﾅｶ ﾙｲ 藤沢市 0:11:40
親子ラン小学３～４年 20539 黒田　哲矢 ｸﾛﾀﾞ ﾃﾂﾔ 黒田　明寛 ｸﾛﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 藤沢市 0:11:41
親子ラン小学３～４年 20781 田邉　裕子 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｺ 田邉　靖侍 ﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 茅ヶ崎市 0:11:43
親子ラン小学３～４年 20686 大野　百合子 ｵｵﾉ ﾕﾘｺ 大野　百夏 ｵｵﾉ ﾓﾓｶ 藤沢市 0:11:44
親子ラン小学３～４年 20564 重畠　彩子 ｼｹﾞﾊﾀ ｻｲｺ 重畠　直岳 ｼｹﾞﾊﾀ ﾅｵﾀｹ 藤沢市 0:11:44
親子ラン小学３～４年 20671 相原　幸代 ｱｲﾊﾗ ﾕｷﾖ 相原　碧子 ｱｲﾊﾗ ﾐﾄﾞﾘｺ 藤沢市 0:11:50
親子ラン小学３～４年 20641 宮内　隆之 ﾐﾔｳﾁ ﾀｶﾕｷ 宮内　優月 ﾐﾔｳﾁ ﾕﾂﾞｷ 藤沢市 0:11:52
親子ラン小学３～４年 20726 山崎　裕幸 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾕｷ 山崎　快空 ﾔﾏｻｷ ｶｲﾗ 藤沢市 0:11:53
親子ラン小学３～４年 20802 安田　幸江 ﾔｽﾀﾞ ﾕｷｴ 安田　咲歩 ﾔｽﾀﾞ ｻﾎ 茅ヶ崎市 0:11:53
親子ラン小学３～４年 20744 山下部　亘 ﾔﾏｶﾍﾞ ﾜﾀﾙ 山下部　羽海 ﾔﾏｶﾍﾞ ｳﾐ 藤沢市 0:11:57
親子ラン小学３～４年 20735 山口　峰生 ﾐ ﾈｵ 山口　愛夏 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾅ 藤沢市 0:11:57
親子ラン小学３～４年 20718 岩津　裕貴 ｲﾜﾂ ﾕｳｷ 岩津　颯太 ｲﾜﾂ ｿｳﾀ 藤沢市 駒寄 0:11:57
親子ラン小学３～４年 20558 加藤　慶一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 加藤　千陽 ｶﾄｳ ﾁﾊﾙ 藤沢市 加藤慶一 0:11:58
親子ラン小学３～４年 20569 矢部　貴之 ﾔﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 矢部　那々未 ﾔﾍﾞ ﾅﾅﾐ 藤沢市 亀井野小学校 0:11:59
親子ラン小学３～４年 20774 秦　典子 ﾊﾀ ﾉﾘｺ 秦　彩乃 ﾊﾀ ｱﾔﾉ 藤沢市 0:11:59
親子ラン小学３～４年 20812 柏木　由香 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｶ 柏木　燕清 ｶｼﾜｷﾞ ｴﾝｾｲ 藤沢市 0:12:00
親子ラン小学３～４年 20765 鵜飼　健 ｳｶｲ ｹﾝ 鵜飼　奏佑 ｳｶｲ ｿｳｽｹ 藤沢市 0:12:02
親子ラン小学３～４年 20553 丸田　美帆 ﾏﾙﾀ ﾐﾎ 丸田　晃士 ﾏﾙﾀ ｱｷﾄ 藤沢市 0:12:03
親子ラン小学３～４年 20729 足立　進 ｱﾀﾞﾁ ｽｽﾑ 足立　千波 ｱﾀﾞﾁ ﾁﾅﾐ 藤沢市 0:12:05
親子ラン小学３～４年 20629 西増　弘志 ﾆｼﾏｽ ﾋﾛｼ 西増　雄吾 ﾆｼﾏｽ ﾕｳｺﾞ 藤沢市 0:12:07
親子ラン小学３～４年 20755 小澤　孝幸 ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 小澤　苺華 ｵｻﾞﾜ ｲﾁｶ 静岡県 0:12:08
親子ラン小学３～４年 20640 加藤　豊 ｶﾄｳ ﾕﾀｶ 加藤　風花 ｶﾄｳ ﾌｳｶ 藤沢市 0:12:11
親子ラン小学３～４年 20505 針金　一平 ﾊﾘｶﾞﾈ ｲｯﾍﾟｲ 針金　宏 ﾊﾘｶﾞﾈ ﾋﾛ 藤沢市 0:12:11
親子ラン小学３～４年 20542 高科　建太郎 ﾀｶｼﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 高科　建秀 ﾀｶｼﾅ ｹﾝｼｭｳ 藤沢市 信明館 0:12:13
親子ラン小学３～４年 20677 入江　剛 ｲﾘｴ ﾀｹｼ 入江　泰地 ｲﾘｴ ﾀｲﾁ 藤沢市 0:12:17
親子ラン小学３～４年 20563 中野　文子 ﾅｶﾉ ﾌﾐｺ 中野　悟 ﾅｶﾉ ｻﾄﾙ 藤沢市 0:12:18
親子ラン小学３～４年 20582 小谷　さおり ｺﾀﾆ ｻｵﾘ 小谷　朋香 ｺﾀﾆ ﾄﾓｶ 藤沢市 風朋会 0:12:20
親子ラン小学３～４年 20576 青木　亮太 ｱｵｷ ﾘｮｳﾀ 青木　雄亮 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 藤沢市 0:12:20
親子ラン小学３～４年 20575 丸山　仁 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾄｼ 丸山　美海 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｳ 藤沢市 羽鳥小 0:12:21
親子ラン小学３～４年 20509 成川　直子 ﾅﾘｶﾜ ﾅｵｺ 成川　さくら ﾅﾘｶﾜ ｻｸﾗ 藤沢市 0:12:22
親子ラン小学３～４年 20711 石丸　以都子 ｲｼﾏﾙ ｲﾂｺ 石丸　怜奈 ｲｼﾏﾙ ﾚﾅ 藤沢市 0:12:25
親子ラン小学３～４年 20531 藤崎　倫久 ﾌｼﾞｻｷ ﾄﾓﾋｻ 藤崎　瑞華 ﾌｼﾞｻｷ ﾐｽﾞｶ 藤沢市 0:12:26
親子ラン小学３～４年 20722 西川　聖 ﾆｼｶﾜ ｻﾄﾐ 西川　未夢 ﾆｼｶﾜ ﾐﾑ 藤沢市 0:12:28
親子ラン小学３～４年 20570 水野　麻子 ﾐｽﾞﾉ ｱｻｺ 水野　陽祐 ﾐｽﾞﾉ ﾖｳｽｹ 藤沢市 0:12:30
親子ラン小学３～４年 20783 畠中　仁 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 畠中　紗英 ﾊﾀﾅｶ ｻｴ 藤沢市 0:12:32
親子ラン小学３～４年 20637 吉田　裕希男 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ 吉田　咲登 ﾖｼﾀﾞ ｻｸﾄ 藤沢市 0:12:33
親子ラン小学３～４年 20511 朝妻　直義 ｱｻﾂﾞﾏ ﾅｵﾖｼ 朝妻　あいり ｱｻﾂﾞﾏ ｱｲﾘ 藤沢市 0:12:33
親子ラン小学３～４年 20572 米澤　梨江 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｴ 米澤　楓真 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾌｳﾏ 藤沢市 0:12:36

第１０回湘南藤沢市民マラソン２０２０　親子ラン小学３年生～４年生の部　結果
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親子ラン小学３～４年 20518 藤田　耕一郎 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 藤田　怜吾 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｺﾞ 藤沢市 0:12:40
親子ラン小学３～４年 20600 小林　将之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 小林　未空 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 藤沢市 0:12:43
親子ラン小学３～４年 20763 松浦　嘉孝 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾀｶ 松浦　陽茉里 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾏﾘ 藤沢市 アズビル 0:12:43
親子ラン小学３～４年 20554 山田　哲宏 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 山田　旺多郎 ﾔﾏﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ 藤沢市 0:12:44
親子ラン小学３～４年 20618 中西　雅子 ﾅｶﾆｼ ﾏｻｺ 中西　亮太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ 藤沢市 0:12:45
親子ラン小学３～４年 20712 和田本　学 ﾜﾀﾞﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 和田本　栞子 ﾜﾀﾞﾓﾄ ﾘｺ 藤沢市 0:12:47
親子ラン小学３～４年 20704 松本　智子 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｺ 松本　咲穂 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾎ 藤沢市 0:12:47
親子ラン小学３～４年 20758 眞家　義和 ﾏｲｴ ﾖｼｶｽﾞ 眞家　大空 ﾏｲｴ ｿﾗ 藤沢市 中里小 0:12:47
親子ラン小学３～４年 20813 柏木　宏之 ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 柏木　敬心 ｶｼﾜｷﾞ ｹｲｼﾝ 藤沢市 0:12:51
親子ラン小学３～４年 20503 五十嵐　悠一 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｲﾁ 五十嵐　啓 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾗ 藤沢市 0:12:55
親子ラン小学３～４年 20538 谷口　理沙子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｻｺ 谷口　夕夏 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｶ 藤沢市 0:12:55
親子ラン小学３～４年 20651 隅田　龍平 ｽﾐﾀ ﾘｭｳﾍｲ 隅田　啓斗 ｽﾐﾀ ｹｲﾄ 藤沢市 0:12:56
親子ラン小学３～４年 20547 美馬　真美 ﾐﾏ ﾏﾐ 美馬　涼佑 ﾐﾏ ﾘｮｳｽｹ 藤沢市 0:12:58
親子ラン小学３～４年 20528 加藤　好美 ｶﾄｳ ﾖｼﾐ 加藤　逞光 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 藤沢市 0:12:58
親子ラン小学３～４年 20789 鎌田　幸枝 ｶﾏﾀ ｻﾁｴ 鎌田　優維 ｶﾏﾀ ﾕｳｲ 藤沢市 0:12:58
親子ラン小学３～４年 20689 赤星　悠介 ｱｶﾎｼ ﾕｳｽｹ 赤星　仁太 ｱｶﾎｼ ｼﾞﾝﾀ 藤沢市 0:13:00
親子ラン小学３～４年 20733 川田　由美子 ｶﾜﾀﾞ ﾕﾐｺ 川田　裕之 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 藤沢市 0:13:01
親子ラン小学３～４年 20691 松本　昌夫 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｵ 松本　雄太 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 藤沢市 0:13:01
親子ラン小学３～４年 20631 櫻井　剛 ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ 櫻井　遙希 ｻｸﾗｲ ﾊﾙｷ 藤沢市 0:13:03
親子ラン小学３～４年 20696 深澤　博幸 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 深澤　舞子 ﾌｶｻﾜ ﾏｲｺ 藤沢市 0:13:03
親子ラン小学３～４年 20760 関根　孝幸 ｾｷﾈ ﾀｶﾕｷ 関根　璃音 ｾｷﾈ ﾘｵﾝ 藤沢市 0:13:04
親子ラン小学３～４年 20591 柿木　芳紀 ｶｷﾉｷ ﾖｼﾉﾘ 柿木　陽翔 ｶｷﾉｷ ﾊﾙﾄ 藤沢市 0:13:05
親子ラン小学３～４年 20707 豊島　可奈子 ﾄﾖｼﾏ ｶﾅｺ 豊島　結愛 ﾄﾖｼﾏ ﾕｱ 藤沢市 大庭小学校 0:13:05
親子ラン小学３～４年 20596 五十嵐　久和 ｲｶﾞﾗｼ ﾋｻｶｽﾞ 五十嵐　春樹 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｷ 藤沢市 0:13:06
親子ラン小学３～４年 20516 青山　真理子 ｱｵﾔﾏ ﾏﾘｺ 青山　理央 ｱｵﾔﾏ ﾘｵ 藤沢市 0:13:07
親子ラン小学３～４年 20615 小川　真吾 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 小川　夏芽 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂﾒ 藤沢市 0:13:08
親子ラン小学３～４年 20624 笛木　貴 ﾌｴｷ ﾀｶｼ 笛木　晃貴 ﾌｴｷ ｺｳｷ 藤沢市 0:13:09
親子ラン小学３～４年 20786 橋本　達哉 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾂﾔ 橋本　納希 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾉ 藤沢市 0:13:12
親子ラン小学３～４年 20736 高須賀　立夫 ﾀｶｽｶﾞ ﾀﾂｵ 吉田　舞夏 ﾖｼﾀﾞ ﾏｲｶ 藤沢市 0:13:13
親子ラン小学３～４年 20581 福田　亜紀 ﾌｸﾀﾞ ｱｷ 福田　結瑛実 ﾌｸﾀﾞ ﾕｴﾐ 藤沢市 0:13:14
親子ラン小学３～４年 20710 日下　紀元 ｸｻｶ ﾄｼﾊﾙ 日下　夏希 ｸｻｶ ﾅﾂｷ 藤沢市 0:13:16
親子ラン小学３～４年 20595 小林　めぐみ ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ 小林　桃子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 藤沢市 0:13:16
親子ラン小学３～４年 20659 折原　重明 ｵﾘﾊﾗ ｼｹﾞｱｷ 折原　にこ ｵﾘﾊﾗ ﾆｺ 藤沢市 0:13:17
親子ラン小学３～４年 20788 藤巻　友徳 ﾌｼﾞﾏｷ ﾄﾓﾉﾘ 藤巻　海都 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｲﾄ 藤沢市 カイ・鍼灸 0:13:18
親子ラン小学３～４年 20649 佐藤　拓未 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 佐藤　亜海 ｻﾄｳ ｱﾐ 藤沢市 0:13:19
親子ラン小学３～４年 20522 下山　由紀 ｼﾓﾔﾏ ﾕｷ 下山　智輝 ｼﾓﾔﾏ ﾄﾓｷ 藤沢市 0:13:20
親子ラン小学３～４年 20527 佐藤　健二郎 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞﾛｳ 佐藤　舜介 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 藤沢市 0:13:21
親子ラン小学３～４年 20698 関根　智子 ｾｷﾈ ﾄﾓｺ 関根　緑 ｾｷﾈ ﾘｮｸ 藤沢市 0:13:21
親子ラン小学３～４年 20750 平方　美保子 ﾋﾗｶﾀ ﾐﾎｺ 平方　優衣 ﾋﾗｶﾀ ﾕｲ 愛知県 0:13:22
親子ラン小学３～４年 20772 伊藤　のり子 ｲﾄｳ ﾉﾘｺ 伊藤　悠真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 茅ヶ崎市 0:13:24
親子ラン小学３～４年 20782 大胡　修一 ｵｵｺﾞ ｼｭｳｲﾁ 大胡　彩奈 ｵｵｺﾞ ｻﾅ 藤沢市 0:13:25
親子ラン小学３～４年 20727 小柴　雄一 ｺｼﾊﾞ ﾕｳｲﾁ 小柴　風樺 ｺｼﾊﾞ ﾌｳｶ 藤沢市 0:13:25
親子ラン小学３～４年 20534 藤沢　秀幸 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 藤沢　実祐 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾕ 藤沢市 0:13:26
親子ラン小学３～４年 20737 罇　紀子 ﾓﾀｲ ﾉﾘｺ 罇　香乃 ﾓﾀｲ ｶﾉ 藤沢市 0:13:27
親子ラン小学３～４年 20762 本間　純子 ﾎﾝﾏ ｼﾞﾕﾝｺ 本間　大翔 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾄ 藤沢市 0:13:28
親子ラン小学３～４年 20599 増山　正史 ﾏｽﾔﾏ ﾏｻｼ 増山　莉緒 ﾏｽﾔﾏ ﾘｵ 藤沢市 0:13:28
親子ラン小学３～４年 20626 吉田　紳一郎 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 吉田　陸矢 ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾔ 藤沢市 0:13:29
親子ラン小学３～４年 20523 森　淳子 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝｺ 森　蒼佑 ﾓﾘ ｿｳｽｹ 藤沢市 0:13:29
親子ラン小学３～４年 20785 和久山　亮子 ﾜｸﾔﾏ ﾘｮｳｺ 和久山　輝弥 ﾜｸﾔﾏ ｷﾔ 東京都 0:13:30
親子ラン小学３～４年 20604 藤田　千恵 ﾌｼﾞﾀ ﾁｴ 藤田　千歩 ﾌｼﾞﾀ ﾁﾎ 藤沢市 0:13:34
親子ラン小学３～４年 20776 鍛治　佐和子 ｶｼﾞ ｻﾜｺ 鍛治　壮真 ｶｼﾞ ｿｳﾏ 藤沢市 0:13:34
親子ラン小学３～４年 20654 安岡　正広 ﾔｽｵｶ ﾏｻﾋﾛ 安岡　海来 ﾔｽｵｶ ﾐﾗｲ 藤沢市 0:13:36
親子ラン小学３～４年 20749 武澤　亜紀子 ﾀｹｻﾞﾜ ｱｷｺ 武澤　結希乃 ﾀｹｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 藤沢市 0:13:37
親子ラン小学３～４年 20590 釜土　恵子 ｶﾏﾄﾞ ｹｲｺ 釜土　朱莉 ｶﾏﾄﾞ ｱｶﾘ 藤沢市 0:13:39
親子ラン小学３～４年 20784 高山　慎也 ﾀｶﾔ ｼﾝﾔ 高山　蓮斗 ﾀｶﾔﾏ ﾚﾝﾄ 藤沢市 プレス工業 0:13:41
親子ラン小学３～４年 20549 杉浦　歩 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾕﾑ 杉浦　有紀 ｽｷﾞｳﾗ ｱｷ 藤沢市 チームＳ 0:13:41
親子ラン小学３～４年 20655 安岡　仁 ﾔｽｵｶ ﾋﾄﾐ 安岡　広海 ﾔｽｵｶ ﾋﾛﾐ 藤沢市 0:13:42
親子ラン小学３～４年 20693 鎌田　泰明 ｶﾏﾀ ﾔｽｱｷ 鎌田　音緒 ｶﾏﾀ ﾈｵ 藤沢市 0:13:47
親子ラン小学３～４年 20803 難波　和央 ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞｵ 難波　眞叶 ﾅﾝﾊﾞ ﾏﾅﾄ 鎌倉市 0:13:47
親子ラン小学３～４年 20777 小柳　大介 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 小柳　空太 ｺﾔﾅｷﾞ ｿﾗﾀ 藤沢市 0:13:51
親子ラン小学３～４年 20719 青木　恵美 ｱｵｷ ﾒｸﾞﾐ 青木　治義 ｱｵｷ ﾊﾙﾖｼ 藤沢市 0:13:52
親子ラン小学３～４年 20684 石尾　恭子 ｲｼｵ ｷｮｳｺ 石尾　奏海 ｲｼｵ ｶﾅﾐ 藤沢市 0:13:52
親子ラン小学３～４年 20543 野間　愛里 ﾉﾏ ｴﾘ 野間　眞成 ﾉﾏ ｼﾝｾｲ 藤沢市 0:13:53
親子ラン小学３～４年 20692 川戸　真紀子 ｶﾜﾄ ﾏｷｺ 川戸　将水 ｶﾜﾄ ﾏｻﾐ 藤沢市 0:13:54
親子ラン小学３～４年 20679 菊池　大介 ｷｸﾁ ﾀﾞｲｽｹ 菊池　遥香 ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 藤沢市 0:13:57
親子ラン小学３～４年 20551 松高　靖 ﾏﾂﾀｶ ﾔｽｼ 松高　心美 ﾏﾂﾀｶ ｺｺﾐ 藤沢市 0:13:58
親子ラン小学３～４年 20731 佐伯　裕美 ｻｴｷ ﾋﾛﾐ 佐伯　勇斗 ｻｴｷ ﾕｳﾄ 藤沢市 0:13:59
親子ラン小学３～４年 20507 鈴木　崇通 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾐﾁ 鈴木　咲空 ｽｽﾞｷ ｻﾗ 藤沢市 0:13:59
親子ラン小学３～４年 20815 笹原　直美 ｻｻﾊﾗ ﾅｵﾐ 笹原　要 ｻｻﾊﾗ ｶﾅﾒ 藤沢市 0:14:01
親子ラン小学３～４年 20794 坂井　裕美 ｻｶｲ ﾋﾛﾐ 坂井　奏士朗 ｻｶｲ ｿｳｼﾞﾛｳ 藤沢市 0:14:01
親子ラン小学３～４年 20529 清水　拓也 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 清水　太智 ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 藤沢市 0:14:03
親子ラン小学３～４年 20621 山下　輝芳 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾙﾖｼ 山下　理 ﾔﾏｼﾀ ｵｻﾑ 藤沢市 高谷小学校 0:14:03
親子ラン小学３～４年 20810 中山　琴美 ﾅｶﾔﾏ ｺﾄﾐ 中山　想太 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 藤沢市 0:14:05
親子ラン小学３～４年 20661 鈴木　明日香 ｽｽﾞｷ ｱｽｶ 鈴木　理仁 ｽｽﾞｷ ﾘﾋﾄ 藤沢市 本町小学校 0:14:06
親子ラン小学３～４年 20814 笠本　孝子 ｶｻﾓﾄ ﾀｶｺ 笠本　彩加 ｶｻﾓﾄ ｻﾔｶ 藤沢市 0:14:19
親子ラン小学３～４年 20517 酒井　恭子 ｻｶｲ ｷｮｳｺ 酒井　鴻太郎 ｻｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 藤沢市 0:14:21
親子ラン小学３～４年 20524 越　美紀 ｺｼ ﾐｷ 越　麻優 ｺｼ ﾏﾕ 藤沢市 0:14:22
親子ラン小学３～４年 20667 山本　美奈子 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅｺ 山本　エリカ ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 藤沢市 0:14:22
親子ラン小学３～４年 20636 渡部　淳子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 渡部　智達 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ 藤沢市 0:14:24
親子ラン小学３～４年 20808 山口　智子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 山口　萌々奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓﾅ 藤沢市 0:14:25
親子ラン小学３～４年 20694 川井　泰子 ｶﾜｲ ﾀｲｺ 川井　翠生 ｶﾜｲ ｽｲｾｲ 藤沢市 0:14:28
親子ラン小学３～４年 20579 平賀　理子 ﾋﾗｶﾞ ﾖｼｺ 平賀　百花 ﾋﾗｶﾞ ﾓﾓｶ 藤沢市 0:14:29
親子ラン小学３～４年 20578 泉　千尋 ｲｽﾞﾐ ﾁﾋﾛ 泉　結月 ｲｽﾞﾐ ﾕﾂﾞｷ 藤沢市 0:14:30
親子ラン小学３～４年 20520 藤山　直子 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾅｵｺ 藤山　優大 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 藤沢市 0:14:31
親子ラン小学３～４年 20606 新岡　公博 ﾆｲｵｶ ｷﾐﾋﾛ 新岡　来都 ﾆｲｵｶ ﾗｲﾄ 藤沢市 0:14:31
親子ラン小学３～４年 20598 齊藤　拓郎 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾛｳ 齊藤　凛桜 ｻｲﾄｳ ﾘｵ 藤沢市 羽鳥Ｆ 0:14:37
親子ラン小学３～４年 20780 堀　やよい ﾎﾘ ﾔﾖｲ 堀　こころ ﾎﾘ ｺｺﾛ 藤沢市 0:14:37
親子ラン小学３～４年 20513 石田　圭伸 ｲｼﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 石田　風歌 ｲｼﾀﾞ ﾌｳｶ 藤沢市 Ｗｉｚｅ 0:14:41
親子ラン小学３～４年 20646 井出　亜紀子 ｲﾃﾞ ｱｷｺ 井出　太一 ｲﾃﾞ ﾀｲﾁ 藤沢市 中里バレー 0:14:47
親子ラン小学３～４年 20697 亀井　智子 ｶﾒｲ ﾄﾓｺ 亀井　亮太 ｶﾒｲ ﾘｮｳﾀ 藤沢市 0:14:51
親子ラン小学３～４年 20742 土屋　俊太郎 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 土屋　さくら ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 藤沢市 0:14:54
親子ラン小学３～４年 20501 渋谷　一恵 ｼﾌﾞﾔ ｶｽﾞｴ 渋谷　莉世 ｼﾌﾞﾔ ﾘｾ 藤沢市 0:14:55
親子ラン小学３～４年 20580 加藤　嘉弘 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 加藤　心結 ｶﾄｳ ｺｺﾛ 藤沢市 0:14:56




