
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

安本 透 ヤスモト トオル

安本 結 ヤスモト ユイ

西澤 誠司 ニシザワ セイジ

西澤 諒 ニシザワ リョウ

齋藤 優太 サイトウ ユウタ

齋藤 善都 サイトウ ゼント

木部 晴仁 キベ ハルヨシ

木部 永和子 キベ トワコ

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 105 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 18:23

2 102 来田 大典 クルタ ダイスケ 18:37

3 106 吉田　寿文 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 25:02

4 103 後藤 基良 ゴトウ キヨシ 25:54

5 101 江澤 博行 エザワ ヒロユキ 28:07

6 104 利根 賢治 トネ ケンジ 29:58

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 152 和氣 恵美 ワキ エミ 23:02

2 151 小槻 有菜 オツキ アリナ 23:49

5kmの部 男子

5kmの部 女子

第107回　小松菜マラソン

3km親子の部

1 4 17:45

4 1 37:29

2 3 18:17

3 2 20:34



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 211 小松 享平 コマツ キョウヘイ 0:41:24

2 209 倉下 直樹 クラシタ ナオキ 0:41:31

3 216 谷 貴史 タニ タカシ 0:42:32

4 203 安部 豊彦 アンベ トヨヒコ 0:44:33

5 202 秋山 泰洋 アキヤマ タイヨウ 0:45:56

6 201 青田 隆弘 アオタ タカヒロ 0:46:06

7 205 伊藤 義人 イトウ ヨシト 0:46:08

8 215 立原 知明 タチハラ トモアキ 0:46:15

9 206 小川 剛弘 オガワ タケヒロ 0:47:03

10 210 鴻池 善幸 コウノイケ ヨシユキ 0:47:15

11 213 鈴木 博 スズキ ヒロシ 0:48:28

12 220 山路 雄太 ヤマジ ユウタ 0:49:57

13 217 富田 翔夫 トミタ カケフ 0:54:46

14 208 川村 太郎 カワムラ タロウ 0:56:18

15 218 箱石 隆 ハコイシ タカシ 0:56:34

16 219 南 祐博 ミナミ マサヒロ 0:59:03

17 281 太田 オオタ 1:06:49

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 255 宮島 亜希子 ミヤジマ アキコ 0:42:49

2 256 Ｙｏｓｈｉｔａｎｉ Ｙｕｉ ヨシタニ ユイ 0:47:29

3 252 上野 翔子 ウエノ ショウコ 0:56:26

4 253 及川 由希 オイカワ ユキ 1:00:17

5 254 樋口 智佳子 ヒグチ チカコ 1:05:42

6 251 青木 珠子 アオキ タマコ 1:13:12

10kmの部 男子

10kmの部 女子



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 324 萩田 彰 ハギタ アキラ 1:25:09

2 327 本田 賢 ホンダ タカシ 1:31:20

3 318 高貝 丈滋 タカガイ ジョウジ 1:33:53

4 303 今澤 博史 イマザワ ヒロシ 1:36:30

5 321 滝澤 郭明 タキザワ ヒロアキ 1:38:17

6 320 高松 勇也 タカマツ ユウヤ 1:40:37

7 304 鵜沢 智 ウザワ サトル 1:41:46

8 302 犬童 匡彦 イヌドウ マサヒコ 1:41:56

9 331 渡邉 訓彦 ワタナベ クニヒコ 1:44:08

10 313 斉藤 崇 サイトウ タカシ 1:48:31

11 325 濱根 耕児 ハマネ コウジ 1:50:26

12 305 薄井 孝 ウスイ タカシ 1:55:21

13 319 高橋 理昌 タカハシ マサアキ 1:58:40

14 301 伊東 誠 イトウ マコト 1:59:10

15 322 西山 彰一 ニシヤマ ショウイチ 2:00:07

16 308 加藤 俊明 カトウ トシアキ 2:00:27

17 317 鈴木 孝一 スズキ コウイチ 2:00:48

18 306 岡山 和敬 オカヤマ カズノリ 2:01:22

19 307 沖永 誠 オキナガ マコト 2:03:15

20 323 西山 真司 ニシヤマ シンジ 2:07:23

21 329 三井 雄貴 ミツイ ユウキ 2:15:37

22 315 塩路 邦彦 シオジ クニヒコ 2:22:04

23 310 久保出 健二 クボデ ケンジ 2:28:09

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 357 平間 あづさ ヒラマ アヅサ 1:39:02

2 354 西山 紘子 ニシヤマ ヒロコ 1:44:24

3 356 久野 綾子 ヒサノ アヤコ 1:47:36

4 358 溝田 記子 ミゾタ ノリコ 1:52:10

5 355 林 きよ子 ハヤシ キヨコ 2:00:00

6 353 辻 千明 ツジ チアキ 2:10:27

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

1 401 雨宮 大地 アメミヤ ダイチ 1:44:24

2 409 守田 悠三 モリタ ユウゾウ 1:58:26

3 402 石河 憲二 イシカワ ケンジ 2:15:23

4 408 長山 範昭 ナガヤマ ノリアキ 2:25:11

5 407 手代木 徹 テシロギ トオル 2:28:49

6 405 田中 哲也 タナカ テツヤ 2:38:07

7 403 熊木 誠一 クマキ セイイチ 2:40:23

8 410 横澤 俊之 ヨコサワ トシユキ 2:43:39

9 406 忠田 秀彦 チュウタ ヒデヒコ 2:51:23

10 404 齊藤 祐士 サイトウ ユウシ 2:58:02

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 453 松崎 ゆき子 マツザキ ユキコ 2:44:07

2 452 豊田 光海 トヨダ テルミ 3:03:43

3 451 武田 朋子 タケダ トモコ 3:04:36

30kmの部　女子

30kmの部　男子


