
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

名取 卓哉 ナトリ タクヤ

名取 舞桜 ナトリ マオ

永井 雄一 ナガイ ユウイチ

永井 雄大 ナガイ ユウダイ

加藤 学 カトウ マナブ

加藤 士晴 カトウ シセ

武藤 晋太郎 ムトウ シンタロウ

武藤 壱刀 ムトウ イチト

永井 雅晃 ナガイ マサアキ

永井 惺大 ナガイ セイダイ

町田 暁央 マチダ アキヒサ

町田 蒼太 マチダ ソウタ

稲津 裕司 イナヅ ユウジ

稲津 すみれ イナヅ スミレ

佐太木 美和 サタキ ミワ

佐太木 勇 サタキ ユウ

三好　健太郎 ﾐﾖｼ ｹﾝﾀﾛｳ

三好　勇輝 ﾐﾖｼ ﾕｳｷ

黒澤 祐介 クロサワ ユウスケ

黒澤 優一 クロサワ ユウイチ

松本　絵梨 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘ

松本　逞 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾏ

中村　貴之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

中村　遥希 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ

三好　亜紀子 ﾐﾖｼ ｱｷｺ

三好　凛菜 ﾐﾖｼ ﾘﾅ

中村 正人 ナカムラ マサト

中村 優翔 ナカムラ ユウト

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

西岡 直樹 ニシオカ ナオキ

西岡 樹沙 ニシオカ キサ

佐太木 真 サタキ シン

佐太木 晄 サタキ コウ
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2km親子の部
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11 11 08:29
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3

4

2

14

第1回　小松菜マラソン＠江戸川区陸上競技場

１km親子の部

1 9 04:02

04:28

04:38

5 5 04:47

6 10 04:49

7 1



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 103 川島 恵一 カワシマ ケイイチ 18:05

2 111 宮竹　南央哉 ﾐﾔﾀｹ ﾅｵﾔ 18:08

3 110 宮竹　利史哉 ﾐﾔﾀｹ ﾄｼﾔ 18:55

4 102 上田　宏則 ウエダ　ヒロノリ 19:04

5 101 阿部 隼弥 アベ シュンヤ 20:13

6 105 菅原　淳 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｼ 21:13

7 106 菅原 壮洸 スガワラ マサヒロ 22:54

8 107 高橋 明延 タカハシ ヒロノブ 23:58

9 112 吉田　寿文 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 24:25

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 153 後閑　文子 ｺﾞｶﾝ ﾌﾐｺ 23:20

2 151 井田 浩美 イダ ヒロミ 24:34

3 154 茂木　隆代 ﾓｷﾞ ﾀｶﾖ 25:44

4 152 小槻 有菜 オツキ アリナ 31:48

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 213 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ 0:39:13

2 208 白井 洸多 シライ コウタ 0:40:38

3 201 新井 晃 アライ アキラ 0:50:33

4 205 香取 哲哉 カトリ テツヤ 0:55:47

5 210 永須 剛 ナガス ツヨシ 0:56:37

6 215 吉岡 智男 ヨシオカ トモオ 0:59:43

7 206 齋藤 文夫 サイトウ フミオ 1:01:25

8 209 富樫　淳一 ﾄｶﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1:02:57

9 216 渡辺 達男 ワタナベ タツオ 1:04:35

10 204 織田　義秋 ｵﾀﾞ ﾖｼｱｷ 1:13:15

11 212 南雲 忠男 ナグモ タダオ 1:34:30

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 256 宮島 亜希子 ミヤジマ アキコ 0:45:32

2 253 大崎 真美 オオサキ マミ 0:49:23

3 255 早乙女 洋子 サオトメ ヨウコ 0:52:24

4 252 石中 悠 イシナカ ハルカ 1:03:27

10kmの部 男子

10kmの部 女子

5kmの部 男子

5kmの部 女子



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 316 松尾 真嗣 マツオ シンジ 1:02:10

2 307 栗林 真人 クリバヤシ マサト 1:09:24

3 311 鶴田 智久 ツルタ トモヒサ 1:10:58

4 317 三浦 俊哉 ミウラ トシヤ 1:11:19

5 308 五味 隆 ゴミ タカシ 1:23:59

6 303 伊藤　裕久 ｲﾄｳ ﾋﾛﾋｻ 1:35:37

7 309 白鳥　孝明 ｼﾗﾄﾘ ﾀｶｱｷ 1:41:03

8 301 荒川 勉 アラカワ ツトム 1:45:49

9 310 竹中 勝美 タケナカ カツミ 1:51:49

10 314 藤井 利哉 フジイ トシヤ 2:08:12

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 352 大林 裕美 オオバヤシ ヒロミ 1:55:09

15kmの部　男子

15kmの部　女子


