
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 333 渡邉　仁司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ 1:37:15

2 305 神田 伸二 カンダ シンジ 1:39:10

3 315 曽我部 栄一郎 ソガベ エイイチロウ 1:44:17

4 302 奥村 圭輔 オクムラ ケイスケ 1:46:43

5 319 野地 輝暁 ノジ テルアキ 1:47:28

6 330 森 一夫 モリ カズオ 1:53:24

7 316 谷口　範行 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ 1:59:08

8 328 水野 善弘 ミズノ ヨシヒロ 1:59:09

9 329 三本 雅樹 ミモト マサキ 2:00:29

10 308 小畠 晴喜 コハタ ハルキ 2:00:51

11 317 塚田 幸行 ツカダ サチユキ 2:01:12

12 332 山口　俊 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝ 2:02:38

13 311 斉藤　康高 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾀｶ 2:03:58

14 301 青木 功 アオキ イサオ 2:05:08

15 326 松下　正恭 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾔｽ 2:06:45

16 331 山上 力也 ヤマガミ リキヤ 2:10:30

17 322 日野下 守 ヒノシタ マモル 2:21:28

18 313 清水 康司 シミズ コウジ 2:22:21

19 327 松下 亮太 マツシタ リョウタ 2:24:25

20 306 北島 裕基 キタジマ ヒロキ 2:24:26

21 304 河添　義浩 ｶﾜｿﾞｴ ﾖｼﾋﾛ 2:26:39

22 323 藤岡　敬司 ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｼ 2:32:21

23 314 鈴木 義宣 スズキ ヨシノブ 2:34:50

24 324 布施　太郎 ﾌｾ ﾀﾛｳ 2:41:40

25 303 加藤　涼太 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 2:44:54

26 321 久留　誠史 ﾋｻﾄﾞﾒ ﾀｶｼ 3:09:23

27 309 小濱　智希 ｺﾊﾏ ﾄﾓｷ 3:19:39

27 312 坂本　まさと ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄ 3:19:39

- 307 木附 哲 キヅキ サトシ -

- 310 小宮　航 ｺﾐﾔ ﾜﾀﾙ -

- 318 名取 堅司 ナトリ ケンジ -

- 325 古澤 挙 フルサワ アグル -

- 334 綿貫　誠 ﾜﾀﾇｷ ﾏｺﾄ -

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 362 吉田 博子 ヨシダ ヒロコ 1:47:20

2 356 鈴木 敬子 スズキ ケイコ 2:05:22

3 351 阿部　晴南 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾅ 2:17:43

4 352 岡山 尚美 オカヤマ ナオミ 2:26:31

5 354 桜井 睦子 サクライ ムツコ 2:30:27

6 360 藤岡　貴子 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｶｺ 2:32:21

7 359 中山　恵里加 ﾅｶﾔﾏ ｴﾘｶ 2:38:56

8 357 関本 香織 セキモト カオリ 2:42:21

- 361 牧野 奈穂美 マキノ ナオミ -

- 353 木附 悦子 キヅキ エツコ -

- 355 清水 美由樹 シミズ ミユキ -

- 358 竹中 はる美 タケナカ ハルミ -

第93回　小松菜マラソン

ハーフの部　男子

ハーフの部　女子


