
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

小林 大祐 コバヤシ ダイスケ

小林 恵大 コバヤシ ケイト

本末 栄一 モトスエ エイイチ

本末 一真 モトスエ カズマ

金田 奈津子 カネダ ナツコ

金田　直 カネダ　ナオ

長江 麻衣子 ナガエ マイコ

長江 美来 ナガエ ミライ

本庄　慶子 ホンジョウ　ケイコ

本庄　心結 ホンジョウ　ユイ

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 101 笠原 雅人 カサハラ マサト 17:45

2 103 佐藤 正基 サトウ マサキ 23:21

3 104 吉田　寿文 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 24:25

4 102 喜多 大記 キタ ヒロノリ 29:22

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 153 加藤 志保 カトウ シホ 22:41

2 152 小槻 有菜 オツキ アリナ 24:09

3 154 喜多 優子 キタ ユウコ 29:26

4 151 磯松 節子 イソマツ セツコ 31:16

5kmの部 男子

5kmの部 女子

第109回　小松菜マラソン

3km親子の部

1 2 13:31

5 4 35:44

2 5 18:01

3 1 21:11

34 25:08



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 203 石田 久貴 イシダ ヒサタカ 0:37:10

2 207 篠原 正輝 シノハラ マサキ 0:40:14

3 202 石井 洋平 イシイ ヨウヘイ 0:42:19

4 208 白尾 徹郎 シラオ テツロウ 0:46:03

5 205 小林 拓也 コバヤシ タクヤ 0:52:50

6 206 櫻井 亮太 サクライ リョウタ 0:56:59

7 210 早川 健太 ハヤカワ ケンタ 0:57:11

8 204 國本 弦 クニモト ゲン 1:00:03

9 211 南 祐博 ミナミ マサヒロ 1:00:16

10 201 石井 隆行 イシイ タカユキ 1:04:20

11 209 髙野 實 タカノ ミノル 1:06:51

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 254 和田 優 ワダ ユウ 0:46:26

2 253 白尾 美穂 シラオ ミホ 0:52:28

3 252 佐野 香織 サノ カオリ 1:16:49

4 251 石橋 理世 イシバシ リヨ 1:16:50

10kmの部 男子

10kmの部 女子



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 306 河北 竜治 カワキタ リュウジ 1:13:51

2 320 山川 惇生 ヤマカワ アツキ 1:25:10

3 309 島田 鏡平 シマダ キョウヘイ 1:27:22

4 321 山口 大夢 ヤマグチ タイム 1:27:23

5 322 渡邉 恭司 ワタナベ キョウジ 1:33:43

6 312 成田 直史 ナリタ ナオフミ 1:41:57

7 305 河北　典夫 カワキタ　ノリオ 1:45:00

8 307 草野 貴雄 クサノ タカオ 1:45:09

9 313 野々浦 秀治 ノノウラ ヒデハル 1:47:47

10 301 青木 克彦 アオキ カツヒコ 1:49:03

11 315 長谷 嶺志 ハセ レイジ 1:59:11

12 308 柴田 武史 シバタ タケシ 1:59:29

13 310 下崎 博重 シモザキ ヒロシゲ 2:03:05

14 317 松本 太 マツモト フトシ 2:04:44

15 303 大塚 武生 オオツカ タケオ 2:04:56

16 318 宮原 修 ミヤハラ オサム 2:12:09

17 314 箱石 隆 ハコイシ タカシ 2:15:08

18 304 金田 篤敏 カネタ アツトシ 2:23:25

19 319 矢作 正 ヤハギ タダシ 2:28:08

20 311 中塩 慶太 ナカシオ ケイタ 2:45:57

21 316 松岡 史朗 マツオカ フミアキ 2:57:10

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 359 吉田 久美子 ヨシダ クミコ 1:36:13

2 360 和田 美穂 ワダ ミホ 1:49:20

3 353 遠藤 美絵 エンドウ ミエ 1:51:51

4 351 新井 直子 アライ ナオコ 2:04:41

5 352 石上 ミミ イシガミ ミミ 2:10:00

6 354 木村 久実子 キムラ クミコ 2:13:34

7 357 平井 麻里子 ヒライ マリコ 2:15:16

8 358 吉川 里菜 ヨシカワ リナ 2:15:58

9 355 田中 乙美 タナカ オトミ 3:15:07

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

1 424 山口 克仁 ヤマグチ カツヒト 2:02:44

2 407 齋藤 葵 サイトウ アオイ 2:04:19

3 418 青天目 将伍 ナバタメ ショウゴ 2:07:22

4 420 畑澤 文祐 ハタザワ フミヒロ 2:13:46

5 413 澄川 太郎 スミカワ タロウ 2:13:57

6 401 荒木 康太郎 アラキ コウタロウ 2:14:13

7 402 稲次 知樹 イナツグ トモキ 2:42:30

8 410 佐藤 陵 サトウ リョウ 2:43:22

9 422 藤原 裕哉 フジワラ ユウヤ 2:49:01

10 406 小宮 恒一郎 コミヤ コウイチロウ 2:51:29

11 425 芳村 徹 ヨシムラ テツ 2:52:40

12 405 橘内 浩二 キツナイ コウジ 2:56:49

13 409 境 大輝 サカイ ダイキ 2:57:01

14 419 野口 裕也 ノグチ ユウヤ 2:57:12

15 421 藤井 樹維 フジイ ジュイ 3:02:38

16 423 古川 正嗣 フルカワ マサツグ 3:05:27

17 417 中山 正樹 ナカヤマ マサキ 3:19:24

18 416 冨永 尚宏 トミナガ タカヒロ 3:20:06

19 412 鈴木 義隆 スズキ ヨシタカ 3:24:15

20 404 河添 義浩 カワゾエ ヨシヒロ 3:26:42

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 455 大石 哲奈 オオイシ テナ 2:25:47

2 451 石井 玲子 イシイ レイコ 2:38:57

3 452 稲次 千皓 イナツグ チヒロ 2:44:37

4 453 岩島 清子 イワシマ キヨコ 2:49:12

5 457 千葉 千英子 チバ チエコ 2:49:27

6 454 内田 朋子 ウチダ トモコ 2:50:31

7 461 芳村 裕子 ヨシムラ ユウコ 2:57:13

8 456 大前　敬子 オオマエ　ケイコ 2:59:24

9 459 西垣　君代 ニシガキ　キミヨ 3:02:31

10 458 恒川 奈穂子 ツネカワ ナオコ 3:28:53

11 460 山中 さなえ ヤマナカ サナエ 3:29:23

30kmの部　女子

30kmの部　男子


