
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

久木野 勝 クキノ マサル

久木野 駆 クキノ カケル

大庭 大作 オオバ ダイサク

大庭 諒也 オオバ リョウヤ

佐藤 豪 サトウ スグル

佐藤 之ノ子 サトウ ノノコ

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 103 杉浦 大喜 スギウラ ダイキ 17:34

2 102 来田 大典 クルタ ダイスケ 19:17

3 104 田中 正志 タナカ マサシ 19:49

4 105 マクガバン アンドリュー マクガバン アンドリュー 23:30

5 106 吉田　寿文 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 26:42

6 101 木下 義貴 キノシタ ヨシタカ 27:48

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 154 茂木 隆代 モギ タカヨ 23:12

2 151 小槻 有菜 オツキ アリナ 23:42

3 152 小池 典絵 コイケ ノリエ 29:21

4 155 山田 理映子 ヤマダ リエコ 30:16

5 153 関本 華佳 セキモト ハルカ 36:33

3 2 35:58

2 4

第106回　小松菜マラソン

3km親子の部

1 1 15:14

16:39

5kmの部 男子

5kmの部 女子



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 218 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 0:37:37

2 213 古市 哲也 フルイチ テツヤ 0:39:18

3 202 久代 剛 クシロ タケシ 0:40:14

4 205 白尾 徹郎 シラオ テツロウ 0:44:03

5 215 松崎　剛史 マツザキ　ツヨシ 0:45:28

6 208 中村 忠史 ナカムラ タダシ 0:46:42

7 204 島田 唯人 シマダ ユイト 0:47:23

8 216 深山 博文 ミヤマ ヒロフミ 0:48:05

9 206 白鳥 光良 シラトリ ミツヨシ 0:49:14

10 214 前田 茂雄 マエダ シゲオ 0:49:30

11 203 後藤 基良 ゴトウ キヨシ 0:53:34

12 207 鈴木 優幸 スズキ マサユキ 0:54:45

13 212 藤田 良孝 フジタ ヨシタカ 1:00:14

14 217 柳 秀晴 ヤナギ ヒデハル 1:01:11

15 210 林 一郎 ハヤシ イチロウ 1:03:38

16 209 根本 俊光 ネモト トシミツ 1:04:25

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 257 吉田 維子 ヨシダ スミコ 0:49:14

2 252 白尾 美穂 シラオ ミホ 0:51:55

3 256 深山 典子 ミヤマ ノリコ 0:59:10

4 255 西本 良子 ニシモト ヨシコ 1:02:55

5 251 佐藤 ますみ サトウ マスミ 1:06:21

6 254 高橋 玲子 タカハシ レイコ 1:10:22

7 253 高橋 千代子 タカハシ チヨコ 1:17:32

10kmの部 男子

10kmの部 女子



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 304 伊賀上 尚行 イガウエ ナオユキ 1:27:16

2 344 吉田 和史 ヨシダ カズフミ 1:28:07

3 326 土屋 雅之 ツチヤ マサユキ 1:30:26

4 319 下澤 秀幸 シモザワ ヒデユキ 1:31:05

5 309 大島 信幸 オオシマ ノブユキ 1:32:55

6 314 金子 智勇 カネコ ノリオ 1:33:45

7 343 吉田 一茂 ヨシダ カズシゲ 1:35:21

8 313 梶原 康嗣 カジワラ コウジ 1:36:04

9 324 大洞 一樹 ダイドウ カズキ 1:37:34

10 331 榛澤 繁 ハンザワ シゲル 1:39:51

11 311 落合 博 オチアイ ヒロシ 1:40:58

12 316 小林 正典 コバヤシ マサノリ 1:42:10

13 320 仁多 義啓 ジンダ ヨシヒロ 1:44:16

14 339 宮坂 貴広 ミヤサカ タカヒロ 1:46:31

15 327 中西 正史 ナカニシ マサシ 1:46:39

16 341 山口 久 ヤマグチ ヒサシ 1:48:05

17 323 角 賢治 スミ ケンジ 1:50:49

18 335 牧 謙吾 マキ ケンゴ 1:54:11

19 332 伴野 夏史 バンノ ナツシ 1:55:36

20 308 大倉 文玄 オオクラ アキヒロ 1:57:04

21 303 粟田 賢二 アワタ ケンジ 1:57:30

22 325 高宮 真二 タカミヤ シンジ 1:57:54

23 338 水野 宏道 ミズノ ヒロミチ 1:59:21

24 337 松原 俊明 マツバラ トシアキ 2:00:02

25 306 江口 亮太 エグチ リョウタ 2:07:24

26 336 舛方 周一郎 マスカタ シュウイチロウ 2:08:10

27 302 荒井 一重 アライ カズシゲ 2:08:19

28 345 渡辺 泰博 ワタナベ ヤスヒロ 2:09:48

29 317 佐藤　修三 サトウ　シュウゾウ 2:25:37

30 318 重松 道夫 シゲマツ ミチオ 2:26:15

31 310 大野 博 オオノ ヒロシ 2:27:10

32 305 いしい たけし イシイ タケシ 2:27:50

33 328 中村 三一 ナカムラ サンイチ 2:28:49

34 342 湯浅 清光 ユアサ キヨミツ 2:35:50

35 329 成瀬 智規 ナルセ トモキ 2:39:56

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 356 松本 久美子 マツモト クミコ 1:48:04

2 359 山田 浩子 ヤマダ ヒロコ 2:00:54

3 353 中山 陽子 ナカヤマ ヨウコ 2:11:09

4 358 山口 敦子 ヤマグチ アツコ 2:21:18

5 354 萩原 里絵 ハギワラ リエ 2:25:13

6 352 竹村 昌江 タケムラ マサエ 2:26:46

7 355 古屋 晴子 フルヤ ハルコ 2:34:39

ハーフの部　女子

ハーフの部　男子



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 416 山本 優 ヤマモト マサル 1:56:21

2 401 石井 一 イシイ ハジメ 2:12:27

3 407 手代木 徹 テシロギ トオル 2:19:14

4 418 分須 清 ワケス キヨシ 2:20:15

5 412 真栄里 謙一 マエサト ケンイチ 2:20:39

6 405 小野寺 敬一 オノデラ ケイイチ 2:21:12

7 404 梅津 裕一郎 ウメズ ユウイチロウ 2:24:51

8 408 戸叶 智 トカノ サトシ 2:27:05

9 413 溝口 敬司 ミゾグチ ケイシ 2:31:14

10 406 高倉 烈 タカクラ タケシ 2:35:49

11 403 上原 知志 ウエハラ トモシ 2:38:13

12 417 芳村 徹 ヨシムラ テツ 2:40:25

13 402 伊藤 雅浩 イトウ マサヒロ 2:43:15

14 410 長田 健太郎 ナガタ ケンタロウ 2:57:42

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 451 住谷 麻里 スミヤ マリ 2:26:51

2 452 芳村 裕子 ヨシムラ ユウコ 2:48:31

30kmの部　女子

30kmの部　男子


