
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 311 片桐 頌人 カタギリ ショウト 1:26:52

2 336 松浦 隆都 マツウラ タカヒロ 1:30:27

3 304 石毛 幸雄 イシゲ サチオ 1:31:20

4 316 佐藤 剛志 サトウ タケシ 1:35:41

5 324 道用 祐一 ドウヨウ ユウイチ 1:42:59

6 330 西田 雅由 ニシダ マサヨシ 1:43:34

7 318 高島 健一 タカシマ ケンイチ 1:45:19

8 302 飯田 航 イイダ ワタル 1:50:59

9 303 飯塚 大介 イイヅカ ダイスケ 1:56:59

10 323 角田 憲司 ツノダ ケンジ 1:57:03

11 308 市川　博 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ 1:57:04

12 305 和泉 孝史 イズミ タカシ 1:59:36

13 337 松尾　一輝 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｱｷ 2:01:34

14 309 江口　剛史 ｴｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 2:03:00

15 333 早田　智宏 ﾊﾔﾀ ﾄﾓﾋﾛ 2:04:00

16 310 大森 加寿騎 オオモリ カズキ 2:04:09

17 317 所澤　悠 ｼｮｻﾞﾜ ﾋｻｼ 2:06:58

18 315 小松原 信一郎 コマツバラ シンイチロウ 2:08:35

19 326 冨江 崇 トミエ タカシ 2:10:34

20 335 藤田　恭平 ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ 2:12:20

21 340 三宅 将義 ミヤケ マサヨシ 2:14:55

22 345 渡 明夫 ワタリ アキオ 2:14:57

23 319 高宮 永 タカミヤ ヒサシ 2:15:35

24 321 武田 尚任 タケダ ナオト 2:15:37

25 328 長嶺 真経 ナガミネ マサノリ 2:15:41

26 338 松村　岬子郎 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 2:18:52

27 327 長岡　秀周 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾃﾞﾅﾘ 2:18:53

28 307 市川　健一 ｲﾁｶﾜ ｹﾝｲﾁ 2:19:14

29 325 徳本 努 トクモト ツトム 2:22:27

30 343 山本 淳 ヤマモト ジュン 2:29:39

31 342 山口 清幸 ヤマグチ キヨユキ 2:29:45

32 322 樽見 俊一 タルミ シュンイチ 2:36:07

33 312 加藤 発 カトウ アキラ 2:43:05

34 314 川井　颯人 ｶﾜｲ ﾊﾔﾄ 2:46:04

35 329 中村　真志 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ 2:47:49

- 301 朝田　健一郎 ｱｻﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ -

- 313 加藤　亮祐 ｶﾄｳ ﾘｮｳｽｹ -

- 331 西山 卓 ニシヤマ タカシ -

- 332 長谷川　哲生 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾂｵ -

- 306 磯部 貴裕 イソベ タカヒロ -

- 320 竹内 聡 タケウチ サトシ -

- 334 樋口 透 ヒグチ トオル -

- 339 峯田 敏幸 ミネダ トシユキ -

- 341 村嶋　宏紀 ﾑﾗｼﾏ ﾋﾛｷ -

- 344 渡辺 宏平 ワタナベ コウヘイ -

第91回　小松菜マラソン

ハーフの部　男子



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 358 高島 美和子 タカシマ ミワコ 1:40:41

2 357 住谷 麻里 スミヤ マリ 1:43:59

3 363 山口　百合子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｺ 1:57:24

4 360 中岡 志翔 ナカオカ ユキカ 2:06:35

5 362 松浦 藍 マツウラ アイ 2:11:51

6 356 須田　真帆 ｽﾀﾞ ﾏﾎ 2:29:58

7 354 下村　まり子 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾘｺ 2:32:42

8 355 白石 ゆかり シライシ ユカリ 2:36:38

9 353 河野 絢子 カワノ アヤコ 2:40:50

10 359 土屋　摩希子 ﾂﾁﾔ ﾏｷｺ 2:46:19

- 351 青木　海 ｱｵｷ ｳﾐ -

- 361 中村 織江 ナカムラ オリエ -

- 352 伊藤 成美 イトウ ナルミ -

ハーフの部　女子


