
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

川上 弘幸 カワカミ ヒロユキ

川上 聖真 カワカミ セイマ

福田 健太 フクダ ケンタ

福田 朝陽 フクダ アサヒ

吉田 真 ヨシダ マコト

吉田 大輝 ヨシダ ヒロキ

間中 宏行 マナカ ヒロユキ

間中 一憲 マナカ カズノリ

三橋 龍介 ミツハシ リュウスケ

三橋 菜々夏 ミツハシ ナナカ

安原 研也 ヤスハラ ケンヤ

安原 麻友 ヤスハラ マユ

斉藤 大将 サイトウ ダイスケ

斉藤 翔 サイトウ カケル

大川 彩 オオカワ アヤ

大川 樹生 オオカワ イツキ

間中 聖子 マナカ セイコ

間中 勲 マナカ イサオ

熊谷 亜紀子 クマガイ アキコ

熊谷 翔悟 クマガイ ショウゴ

福島 一章 フクシマ カズアキ

福島 光紗 フクシマ アリサ

加藤 拓也 カトウ タクヤ

加藤 晴 カトウ ハル

水村 貴子 ミズムラ タカコ

水村 玲雄 ミズムラ レオ

谷口 裕一 タニグチ ユウイチ

谷口 実咲 タニグチ ミサキ

内田 道雄 ウチダ ミチオ

内田 実明 ウチダ ミアキ

吉田 大輔 ヨシダ ダイスケ

吉田 咲澄 ヨシダ サクト

三橋 裕子 ミツハシ ユウコ

三橋 涼々花 ミツハシ スズカ
17 23 15:41

15 11 10:18

16 27 12:06

13 22 08:04

14 17 09:45

11 18 07:46

12 13 07:56

9 21 07:03

10 15 07:37

7 16 06:43

7 12 06:43

5 24 05:59

6 25 06:04

3 28 05:35

4 20 05:50

第9回　お茶香る狭山茶マラソン

1.2km親子の部

1 14 04:19

2 19 05:28



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

平井 秋敬 ヒライ アキタカ

平井 幸多 ヒライ コウタ

平沢 直樹 ヒラサワ ナオキ

平沢 優乃 ヒラサワ ユウノ

竹内 誠史 タケウチ マサシ

竹内 楓 タケウチ カエデ

内田 ひろみ ウチダ ヒロミ

内田 進良 ウチダ シンラ

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 109 宮竹 南央哉 ミヤタケ ナオヤ 20:22

2 113 吉田 真 ヨシダ マコト 23:08

3 110 安原 研也 ヤスハラ ケンヤ 25:18

4 111 吉田 大輔 ヨシダ ダイスケ 26:23

5 106 斉藤 秀雄 サイトウ ヒデオ 27:59

6 105 小林 優介 コバヤシ ユウスケ 28:26

7 112 吉田　寿文 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 29:55

8 107 千本 将司 センボン マサシ 30:49

9 101 内田 秀明 ウチダ ヒデアキ 37:41

10 104 高野 努 コウノ ツトム 53:37

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 151 小槻 有菜 オツキ アリナ 29:07

2 152 北村 暢子 キタムラ マサコ 36:41

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 205 二村 寧昭 フタムラ ヤスアキ 0:49:12

2 201 荒木 佳明 アラキ ヨシアキ 1:05:08

3 203 川村 秀人 カワムラ ヒデト 1:13:44

4 202 岡田 正治 オカダ ショウジ 1:14:16

4 51 14:18

6kmの部 男子

6kmの部 女子

12kmの部 男子

2 54 11:24

3 52 11:31

2.4km親子の部

1 53 11:14



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 305 早川 浩史 ハヤカワ ヒロシ 1:51:00

2 301 池田 誠 イケダ マコト 1:57:13

3 302 大岩 貴史 オオイワ タカシ 2:08:38

4 303 田上 大介 タノウエ ダイスケ 2:23:28

5 304 永倉 豊 ナガクラ ユタカ 2:41:18

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 381 野田 麻希子 ノダ マキコ 2:25:11

※氏名につきましては、エントリー時にご入力頂いた情報を掲載しております。

21.6kmの部 男子

21.6kmの部 女子


