
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

加瀬 泰介 カセ タイスケ

加瀬 武 カセ タケル

和氣　恵美 ワキ　エミ

和氣　一真 ワキ　カズマ

田中 真奈美 タナカ マナミ

田中 結翔 タナカ ユイト

翔 ひろ子 ショウ ヒロコ

翔 雀乃 ショウ スズノ

立木 孝宗 ツイキ タカヒロ

立木 文智 ツイキ フミサト

三好 健太郎 ミヨシ ケンタロウ

三好 勇輝 ミヨシ ユウキ

中澤 優樹 ナカザワ ユウキ

中澤 真平 ナカザワ シンペイ

齋藤 優太 サイトウ ユウタ

齋藤 善都 サイトウ ゼント

吉田 泰 ヨシダ ヤスシ

吉田 悠人 ヨシダ ユウト

本末 栄一 モトスエ エイイチ

本末 一真 モトスエ カズマ

関沢 礼子 セキザワ レイコ

関沢 操 セキザワ ミサオ

立木 浩美 ツイキ ヒロミ

立木 義悌 ツイキ ヨシトモ

北 徹朗 キタ テツロウ

北 悟大 キタ ゴダイ

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 104 城後 駿也 ジョウゴ シュンヤ 18:08

2 101 葛西 未来 カサイ ミライ 18:53

3 103 金月 天史 キンゲツ タカシ 19:54

4 108 吉田　寿文 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 23:17

5 106 伴 弘道 バン ヒロミチ 30:20

6 107 武笠 俊也 ムカサ トシヤ 33:09

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 156 茂木 隆代 モギ タカヨ 23:18

2 152 小槻 有菜 オツキ アリナ 23:51

3 153 川上 いずみ カワカミ イズミ 25:19

4 155 峯村 玲 ミネムラ レイ 31:20

5 151 岡本 直美 オカモト ナオミ 31:31

4 4 15:35

5 7 17:36

2 14 14:49

3 6 15:06

8 3 18:54

9 13 19:42

6 11 17:47

7 9 17:58

5kmの部 男子

5kmの部 女子

第110回　小松菜マラソン

3km親子の部

1 1 13:37

13 2 23:15

10 12 20:49

11 5 22:14

812 23:07



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 215 宮澤 賢太 ミヤザワ ケンタ 0:33:54

2 210 菊地 雅矢 キクチ マサヤ 0:39:40

3 211 倉下 直樹 クラシタ ナオキ 0:40:57

4 208 葛西 響 カサイ ヒビキ 0:43:54

5 204 伊藤 義人 イトウ ヨシト 0:44:47

6 205 井上 道晶 イノウエ ミチアキ 0:44:55

7 206 岡本 太郎 オカモト タロウ 0:47:29

8 212 小林 広明 コバヤシ ヒロアキ 0:49:13

9 216 吉田 公宏 ヨシダ マサヒロ 0:53:57

10 214 林 正悟 ハヤシ ショウゴ 0:54:07

11 207 荻原 巌 オギハラ イワオ 0:59:36

12 201 飯倉 善和 イイクラ ヨシカズ 1:04:23

13 202 池田 修三 イケダ シュウゾウ 1:08:27

14 209 加藤 健太郎 カトウ ケンタロウ 1:13:13

15 281 平澤　昭洋 0 1:19:59

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 256 藤井 亜貴子 フジイ アキコ 0:53:58

2 255 広津 侑実子 ヒロツ ユミコ 0:59:36

3 257 宮内 美香 ミヤウチ ミカ 1:03:24

10kmの部 男子

10kmの部 女子



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 330 薮野 雅哉 ヤブノ マサヤ 1:24:35

2 328 松尾 隆 マツオ タカシ 1:26:37

3 315 染谷 幸典 ソメヤ ユキノリ 1:27:47

4 307 上山 昌輝 カミヤマ マサテル 1:29:54

5 301 石井 洋平 イシイ ヨウヘイ 1:29:57

6 323 林 正人 ハヤシ マサヒト 1:30:29

7 318 藤 弘志 トウ ヒロシ 1:30:39

8 320 中迎 菖平 ナカムカイ ショウヘイ 1:31:05

9 304 岡部 和弘 オカベ カズヒロ 1:36:03

10 308 隈元 太朗 クマモト タロウ 1:36:57

11 305 落合 理友 オチアイ マサトモ 1:41:43

12 302 大塚 和告 オオツカ カズノリ 1:45:03

13 329 矢邉　洋和 ヤナベ　ヒロカズ 1:45:20

14 325 藤本 泰弘 フジモト ヤスヒロ 1:47:15

15 309 小口 隆 コグチ タカシ 1:49:08

16 312 篠江 洋人 シノエ ヒロト 1:54:19

17 324 藤田 盛吾 フジタ ショウゴ 1:56:24

18 322 中村 政人 ナカムラ マサト 2:06:38

19 316 竹前 信行 タケマエ ノブユキ 2:08:23

20 314 須田 紳一 スダ シンイチ 2:13:38

21 313 下野 貴章 シモノ タカアキ 2:19:48

22 326 真木 優輔 マキ ユウスケ 2:29:12

23 327 町田 重光 マチダ シゲミツ 2:31:44

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 355 駒形 陽子 コマガタ ヨウコ 1:30:39

2 351 板橋 愛 イタバシ アイ 1:33:05

3 360 西谷 奏 ニシタニ カナ 1:33:55

4 352 宇根 由美子 ウネ ユミコ 1:37:44

5 364 吉田 博子 ヨシダ ヒロコ 1:50:36

6 353 葛西 朗子 カサイ アキコ 1:52:33

6 361 原　真理 ハラ　マリ 1:52:33

8 359 灘波 由子 ナンバ ユキコ 1:58:29

9 356 清水 由美 シミズ ユミ 2:25:20

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 石井 護 イシイ マモル 1:58:09

2 407 小澤 弘明 オザワ ヒロアキ 2:02:34

3 410 菅 洋 カン ヒロシ 2:03:10

4 404 岡野 伸哉 オカノ シンヤ 2:07:03

5 419 谷崎 和成 タニザキ カズナリ 2:13:39

6 411 工藤 慧 クドウ サトシ 2:14:31

7 403 大越 詳一 オオコシ ショウイチ 2:16:24

8 421 早河 輝幸 ハヤカワ テルユキ 2:18:10

9 426 山本 悠一 ヤマモト ユウイチ 2:18:35

10 418 瀧本 良太 タキモト リョウタ 2:21:05

11 420 長山 範昭 ナガヤマ ノリアキ 2:22:34

12 424 松岡 健太 マツオカ ケンタ 2:29:12

13 415 鈴木 剛 スズキ タケシ 2:32:29

14 422 林 健人 ハヤシ ケント 2:38:31

15 408 甲斐 俊二 カイ シュンジ 2:42:01

16 416 高橋 明延 タカハシ ヒロノブ 2:42:24

17 427 芳村 徹 ヨシムラ テツ 2:45:39

18 425 水野　宏道 ミズノ　ヒロミチ 2:51:43

19 405 荻野 靖宗 オギノ ヤスムネ 2:55:43

20 402 瓜生 崇 ウリウ タカシ 3:02:25

21 412 俊一 酒井 サカイ トシカズ 3:03:48

22 409 梶山 修司 カジヤマ シュウジ 3:10:36

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 451 新井 紗耶香 アライ サヤカ 2:24:29

2 453 岩佐 葉月 イワサ ハヅキ 2:51:27

3 460 渡部 りえ ワタナベ リエ 2:52:28

4 459 芳村 裕子 ヨシムラ ユウコ 2:56:38

5 456 平山 真希 ヒラヤマ マキ 2:59:42

6 452 伊野 さつき イノ サツキ 3:05:15

30kmの部　女子

30kmの部　男子


