
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 聖陽 カワカミ セイヨウ

兵藤 由美子 ヒョウドウ ユミコ

兵藤 蓮太朗 ヒョウドウ レンタロウ

加藤　信三 カトウ　ノブミツ

加藤　虎士 カトウ　トラジ

吉田 大輔 ヨシダ ダイスケ

吉田 歩睦 ヨシダ アユム

兵藤 浩太郎 ヒョウドウ コウタロウ

兵藤 珠美礼 ヒョウドウ スミレ

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

間中 宏行 マナカ ヒロユキ

間中 勲 マナカ イサオ

雨宮 明子 アメミヤ アキコ

雨宮 考太朗 アメミヤ コウタロウ

深見 宏 フカミ ヒロシ

深見 野春 フカミ ノハル

佐藤 佳南子 サトウ カナコ

佐藤 泉太 サトウ センタ

平賀 涼子 ヒラガ リョウコ

平賀 俊也 ヒラガ シュンヤ

蓑島 美菜子 ミノシマ ミナコ

蓑島 光莉 ミノシマ ヒカリ

雨宮 健太郎 アメミヤ ケンタロウ

雨宮 芽生 アメミヤ メイ

前田 寿美子 マエダ スミコ

前田 ななみ マエダ ナナミ

保立 豊 ホタテ ユタカ

保立 結衣 ホタテ ユイ

生田 絢子 ショウダ アヤコ

生田 稜真 ショウダ リョウマ

山根 江里子 ヤマネ エリコ

山根 花菜 ヤマネ ハナナ

水村 貴子 ミズムラ タカコ

水村 玲雄 ミズムラ レオ

小川 雄作 オガワ ユウサク

小川　湊史 オガワ　ソウシ

細谷 進 ホソヤ ススム

細谷 怜那 ホソヤ レイナ

細谷 弘美 ホソヤ ヒロミ

細谷 莉那 ホソヤ リナ

15 30 07:34

13 12 07:00

14 31 07:02

11 26 06:51

12 36 06:53

27 06:19

10 20 06:45

21 29 08:22

19 15 07:58

20 28 08:03

17 39 07:40

18 33 07:52

5 24 05:49

16 21 07:38

5 35 05:49

7 32 05:58

8 11 06:15

9

3 16 05:28

4 40 05:44

2 25 05:06

第10回　お茶香る狭山茶マラソン

1.2km親子の部

1 17 04:33



谷口 裕一 タニグチ ユウイチ

谷口 実咲 タニグチ ミサキ

木代 美樹 キノシロ ミキ

木代 陽翔 キノシロ ヒナト

米山 麻紀 ヨネヤマ マキ

米山 大翔 ヨネヤマ タイト

伊藤 健彦 イトウ タケヒコ

伊藤 夢華 イトウ ユメカ

三芳　宏夢 ミヨシ　ヒロム

三芳　瑠璃 ミヨシ　ルリ

配島 道人 ハイシマ ミチヒト

配島 優芽 ハイシマ ユメ

村田 沙織 ムラタ サオリ

村田 颯 ムラタ ハヤト

内田 道雄 ウチダ ミチオ

内田 実明 ウチダ ミアキ

三橋 裕子 ミツハシ ユウコ

三橋 涼々花 ミツハシ スズカ

28 38 09:34

29 14 10:20

27 23 09:25

30 34 11:15

25 13 09:17

25 37 09:17

23 18 09:05

24 41 09:11

22 22 08:51



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

前田 裕一 マエダ ユウイチ

前田 航太郎 マエダ コウタロウ

内田 ひろみ ウチダ ヒロミ

内田 進良 ウチダ シンラ

橋本 道代 ハシモト ミチヨ

橋本 風美 ハシモト カザミ

安原 研也 ヤスハラ ケンヤ

安原 麻友 ヤスハラ マユ

佐藤 正史 サトウ マサフミ

佐藤 愛花 サトウ アイカ

生田 朋久 ショウダ トモヒサ

生田 瑞佳 ショウダ　ミズカ

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 22:08

2 103 関口 諒 セキグチ リョウ 23:11

3 101 阿部 悟 アベ サトル 27:36

4 107 吉田　寿文 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 28:57

5 181 小林 コバヤシ 29:05

6 106 橋本 利浩 ハシモト トシヒロ 32:18

7 108 渡辺 拓也 ワタナベ タクヤ 35:08

8 102 内田 秀明 ウチダ ヒデアキ 36:51

9 104 戸矢 陽 トヤ アキラ 40:07

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 152 兵藤 由美子 ヒョウドウ ユミコ 26:12

2 151 小槻 有菜 オツキ アリナ 28:50

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 207 吉田 大輔 ヨシダ ダイスケ 0:54:36

2 206 田北 憲司 タキタ ケンジ 0:57:19

3 203 小林 正治 コバヤシ マサハル 0:57:45

4 202 北田 靖典 キタダ ヤスノリ 1:05:56

5 204 近藤 秀二 コンドウ シュウジ 1:11:11

6 201 神田 智史 カンダ サトシ 1:15:59

7 205 澤登 邦明 サワノボリ クニアキ 1:19:51

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 251 田原 祐己子 タハラ ユミコ 1:09:31

2 51 12:47

3 54 13:32

6 53 16:17

6kmの部 男子

6kmの部 女子

12kmの部 男子

12kmの部 女子

4 56 14:05

5 52 15:40

2.4km親子の部

1 55 11:08



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 301 酒井 健行 サカイ タケユキ 1:37:37

2 305 春山 博央 ハルヤマ ヒロオ 1:42:54

3 304 成石 康成 ナリイシ ヤスナリ 1:57:20

4 302 台 千弘 ダイ チヒロ 2:09:48

5 303 高田 稜 タカダ リョウ 2:23:39

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 353 三上 江身子 ミカミ エミコ 1:49:25

2 352 葛西 久子 カサイ ヒサコ 2:19:33

3 354 山下 裕子 ヤマシタ ユウコ 2:47:25

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

新藤 宏聡 シンドウ ヒロアキ

米山 昇吾 ヨネヤマ ショウゴ

小菊　匡 コギク　マサシ

中　謙介 ナカ　ケンスケ

長久保 拓也 ナガクボ タクヤ

前田 治 マエダ オサム

下屋敷 光将 シモヤシキ コウスケ

前川 篤史 マエガワ アツシ

西本 公博 ニシモト キミヒロ

梅田 雄二 ウメダ ユウジ

本多 悠亮 ホンタ ユウスケ

柳田 佑樹 ヤナギタ ユウキ

下屋敷 圭澄 シモヤシキ ケイト

野口 雅代 ノグチ マサヨ

寒川 誠 サムカワ マコト

池上 良平 イケウエ リョウヘイ

※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。

3 4 1:30:34

4 1 1:46:57

ハーフリレーの部

1 2 1:22:45

2 3 1:23:44

21.6kmの部 男子

21.6kmの部 女子


