
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

石橋　智秋 ｲｼﾊﾞｼ ﾄﾓｱｷ

石橋　なのは ｲｼﾊﾞｼ ﾅﾉﾊ

黒岩　亜矢子 ｸﾛｲﾜ ｱﾔｺ

黒岩　桧菜子 ｸﾛｲﾜ ﾋﾅｺ

山砥 章宏 ヤマトギ アキヒロ

山砥　浩太 ヤマトギ　コウタ

坂本 拓矢 サカモト タクヤ

坂本　空来 サカモト　ソラ

高橋　剛知 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾄﾓ

高橋　美晴 ﾀｶﾊｼ ﾐﾊﾙ

松永　光市 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ

松永　琉依 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾙｲ

高野 海 タカノ ヒロシ

高野　海優 タカノ　ミウ

横道 義幸 ヨコミチ ヨシユキ

横道　海翔 ヨコミチ　カイト

吉野　悟史 ﾖｼﾉ ｻﾄｼ

吉野　正麒 ﾖｼﾉ ﾏｻｷ

稲熊 和子 イナグマ カズコ

稲熊　菜月 イナグマ　ナツキ

佐太木 美和 サタキ ミワ

佐太木　勇 サタキ　ユウ

横道 ゆかり ヨコミチ ユカリ

横道　結月 ヨコミチ　ユヅキ

小野澤 綾子 オノザワ アヤコ

小野澤　慶吾 オノザワ　ケイゴ

阿部　朋 ｱﾍﾞ ﾄﾓ

阿部　あさひ ｱﾍﾞ ｱｻﾋ

西城　克俊 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾂﾄｼ

西城　拓弥 ｻｲｼﾞｮｳ ﾀｸﾔ

大谷 聡史 オオタニ サトシ

大谷　夏子 オオタニ　ナツコ

川出　忍 ｶﾜﾃﾞ ｼﾉﾌﾞ

川出　幸司 ｶﾜﾃﾞ ｺｳｼﾞ

大谷 稔実 オオタニ ナルミ

大谷　明子 オオタニ　アキコ

徳田 拓馬 トクダ タクマ

徳田　愉太郎 トクダ　ユタロー

池上　友理 ｲｹｶﾞﾐ ﾕﾘ

池上　瑛太 ｲｹｶﾞﾐ ｴｲﾀ

荒川　善成 ｱﾗｶﾜ ﾖｼﾅﾘ

荒川　由衣 ｱﾗｶﾜ ﾕｲ
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第11回　小松菜マラソン＠葛西臨海公園
1km親子の部

1 5 03:48

6 28 05:06

7 22 05:21

4 19 04:44

5 23 04:55

2 16 03:57

3 32 04:03

10 7 05:40

11 20 05:53

8 34 05:31

9 35 05:38



畠山 真弘 ハタケヤマ マサヒロ

畠山　琉馨 ハタケヤマ　ルカ

小山田　尚美 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾐ

小山田　碧音 ｵﾔﾏﾀﾞ ｱｵﾈ

石原　由貴子 ｲｼﾊﾗ ﾕｷｺ

石原　瑞起 ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞｷ

水口 祥子 ミナクチ ヨシコ

水口　結月 ミナクチ　ユヅキ

本橋　廷留子 ﾓﾄﾊｼ ﾃﾙｺ

本橋　知佳 ﾓﾄﾊｼ ﾄﾓｶ

星野 奈津子 ホシノ ナツコ

星野　理彩子 ホシノ　リサコ

荒川　麻衣 ｱﾗｶﾜ ﾏｲ

荒川　貴成 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾅﾘ

小林　彩 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔ

小林　梓 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾞｻ

小山田　夏季 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ

小山田　明花 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾒｲｶ

山崎 潤 ヤマザキ ジュン

山崎　航 ヤマザキ　コウ

井村　奈央子 ｲﾑﾗ ﾅｵｺ

井村　果穂 ｲﾑﾗ ｶﾎ

今関　知大 ｲﾏｾｷ ﾄﾓﾋﾛ

今関　敦大 ｲﾏｾｷ ｱﾂﾋﾛ

茂野 裕紀 シゲノ ユキ

茂野　仁亮 シゲノ　ジンスケ

西端 照明 ニシバタ テルアキ

西端　照明 ニシバタ　テルアキ

※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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