
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

道正 俊明 ドウショウ トシアキ

道正　慎太郎 ドウショウ　シンタロウ

和氣 真也 ワキ シンヤ

和氣　一真 ワキ　カズマ

松友 新 マツトモ アラタ

松友　寛太 マツトモ　カンタ

高岸 克行 タカギシ ヨシユキ

高岸　亮太 タカギシ　リョウタ

中村 太朗 ナカムラ タロウ

中村　京平 ナカムラ　キョウヘイ

武井 真人 タケイ マサト

武井　倫太郎 タケイ　リンタロウ

八敷 まこと ヤシキ マコト

八敷　こまち ヤシキ　コマチ

近藤 裕之 コンドウ ヒロユキ

近藤　海音 コンドウ　カイト

中村 彬人 ナカムラ アキヒト

中村　丞希 ナカムラ　ショウマ

海老原 愛 エビハラ アイ

海老原　結 エビハラ　ユイ

堀内 文普 ホリウチ フミヒロ

堀内　陽斗 ホリウチ　ハルト

東 千書 ヒガシ チフミ

東　拓海 ヒガシ　タクミ

小泉 弘美 コイズミ ヒロミ

小泉　果穂 コイズミ　カホ

山崎 亜紀子 ヤマザキ アキコ

山崎　亜紀子 ヤマザキ　コウ

内山 玲 ウチヤマ レイ

内山　謙 ウチヤマ　ケン

細谷 弘美 ホソヤ ヒロミ

細谷　怜那 ホソヤ　レイナ

本田 泉 ホンダ イズミ

本田　琴海 ホンダ　コトミ

工藤 尚光 クドウ タカミツ

工藤　悠人 クドウ　ユウト

岩浪 壮太郎 イワナミ ソウタロウ

岩浪　ひかる イワナミ　ヒカル

中村 亜紀子 ナカムラ アキコ

中村　真之 ナカムラ　サネユキ

赤羽 伴内 アカバ トモミツ

赤羽　真帆路 アカバ　マホロ

2 20 0:04:24

3 19 0:04:31

第10回　小松菜マラソン＠葛西臨海公園

1km親子の部

1 14 0:04:18

6 11 0:05:02

7 31 0:05:04

4 10 0:04:34

5 16 0:04:59

10 22 0:05:49

11 18 0:05:52

8 8 0:05:32

9 15 0:05:46

14 32 0:06:24

15 21 0:06:31

12 27 0:05:55

13 24 0:06:21

18 7 0:07:19

19 2 0:07:47

16 28 0:06:41

17 30 0:07:14

20 26 0:07:57

21 1 0:09:57



梶原 康嗣 カジワラ コウジ

梶原　啓資 カジワラ　ケイスケ

川崎 康彦 カワサキ ヤスヒコ

川崎　琴美 カワサキ　コトミ

細谷 進 ホソヤ ススム

細谷　莉那 ホソヤ　リナ

大倉 文玄 オオクラ アキヒロ

大倉　彩加 オオクラ　アヤカ

進藤 貴大 シンドウ タカヒロ

進藤　美波 シンドウ　ミナミ

ＨｏＹｉｎ Ｃｈｅｎｇ チェン グホイン

鄭　幸知 チェン　ハングチー

綱川 孔久 ツナカワ ヨシヒサ

綱川　麗 ツナカワ　ウララ

黒岩　亜矢子 ｸﾛｲﾜ ｱﾔｺ

黒岩　桧菜子 ｸﾛｲﾜ ﾋﾅｺ

佐太木 美和 サタキ ミワ

佐太木　勇 サタキ　ユウ

本城 真理子 ホンジョウ マリコ

本城　樹理 ホンジョウ　ジュリ

吉野　寿江 ﾖｼﾉ ﾋｻｴ

吉野　正麒 ﾖｼﾉ ﾏｻｷ

植松　隆 ｳｴﾏﾂ ﾀｶｼ

植松　陸 ｳｴﾏﾂ ﾘｸ

※氏名につきましては、エントリー時にご入力頂いた情報を掲載しております。
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22 5 0:10:06

23 6 0:10:11
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24 17 0:10:57

25 4 0:11:34
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