
第41回ベジタブルマラソン in 熊⾕
平成31年12⽉30⽇(⽉)
種⽬:【親⼦2km】
部⾨:【⼩学4年⽣〜6年⽣】 天候︓曇り 気温︓5.0℃
順位 № ⽒名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ ﾈｯﾄﾀｲﾑ

1 12014 草薙 眞⼀郎/草薙 輝弥 クサナギ シンイチロウ／クサナギ テルヤ 神奈川県 0:07:12 0:07:12
2 12013 川上 弘幸/川上 聖真 カワカミ ヒロユキ／カワカミ セイマ 埼⽟県 0:07:21 0:07:20
3 12029 三浦 勉/三浦 朔太郎 ミウラ ツトム／ミウラ サクタロウ 岡⼭県 0:07:21 0:07:20
4 12050 松原 健仁/松原 義仁 マツバラ タケヒト／マツバラ ヨシヒト 群⾺県 0:07:49 0:07:49
5 12042 岩元 洋⼈/岩元 健⼈ イワモト ヒロト／イワモト ケント 埼⽟県 0:07:56 0:07:55
6 12005 関 邦雄/関 純⽃ セキ クニオ／セキ ジュント 埼⽟県 0:07:56 0:07:56
7 12004 熊野 雅之/熊野 海志 クマノ マサユキ／クマノ カイシ 埼⽟県 0:08:15 0:08:13
8 12020 岩澤 雅徳/岩澤 翼希 イワサワ マサノリ／イワサワ タスキ 群⾺県 0:08:25 0:08:25
9 12040 野﨑 和明/野崎 ⼤翔 ノザキ カズアキ／ノザキ ヤマト 埼⽟県 0:08:26 0:08:26
10 12048 ⼭崎 雄樹/⼭崎 颯冴 ヤマザキ ユウキ／ヤマザキ ソウゴ 栃⽊県 0:08:31 0:08:31
11 12023 新井 ⼀彦/新井 奏⼠ アライ カズヒコ／アライ ソウシ 埼⽟県 0:08:33 0:08:32
12 12011 村⽥ 和也/村⽥ 陽希 ムラタ カズヤ／ムラタ ハルキ 埼⽟県 0:08:35 0:08:34
13 12033 岸 則⾏/岸 凌市 キシ ノリユキ／キシ リョウイチ 群⾺県 0:08:50 0:08:49
14 12054 寺⽥ 晃/寺⽥ 茉⼦ テラダ アキラ／テラダ マコ 0:08:55 0:08:53
15 12035 村上 健⼀郎/村上 陸⽃ ムラカミ ケンイチロウ／ムラカミ リクト 埼⽟県 0:09:00 0:08:59
16 12036 成⽥ 充/成⽥ 響 ナリタ ミツル／ナリタ ヒビキ 埼⽟県 0:09:03 0:09:02
17 12006 ⼩坂 博之/⼩坂 拓⽣ コサカ ヒロユキ／コサカ タクミ 埼⽟県 0:09:09 0:09:08
18 12007 徃⽥ 篤志/徃⽥ 悠希 ユクタ アツシ／ユクタ ハルキ 埼⽟県 0:09:12 0:09:11
19 12001 ⼤野 こうき/⼤野 紗季 オオノ コウキ／オオノ サキ 埼⽟県 0:09:23 0:09:23
20 12021 丸⽥ 健太郎/丸⽥ 耕太郎 マルタ ケンタロウ／マルタ コウタロウ 埼⽟県 0:09:29 0:09:27
21 12046 ⽥村 邦宏/⽥村 璃⼦ タムラ クニヒロ／タムラ リコ 群⾺県 0:09:55 0:09:53
22 12026 柿沼 智洋/柿沼 明耶 カキヌマ トモヒロ／カキヌマ メイヤ 埼⽟県 0:10:08 0:10:06
23 12009 植⽊ 道博/植⽊ 創介 ウエキ ミチヒロ／ウエキ ソウスケ 埼⽟県 0:10:23 0:10:22
24 12017 吉野 潤⼀/吉野 菜々 ヨシノ ジュンイチ／ヨシノ ナナ 埼⽟県 0:10:26 0:10:22
25 12055 柳岡 春菜/柳岡 哲⼈ ヤナオカ ハルナ／ヤナオカ テツヒト 0:10:30 0:10:28
26 12034 松⾼ 直輝/松⾼ 楓 マツタカ ナオキ／マツタカ カエデ 埼⽟県 0:10:34 0:10:29
27 12028 牧⼝ 理恵/牧⼝ 岳 マキグチ リエ／マキグチ タケル 埼⽟県 0:10:42 0:10:38
28 12015 勝賀瀬 晶敏/勝賀瀬 有哉 ショウガセ アキトシ／ショウガセ ユウヤ 埼⽟県 0:10:58 0:10:55
29 12049 ⽥中 ⼤介/⽥中 沙弥⾳ タナカ ダイスケ／タナカ サヤネ 埼⽟県 0:11:04 0:10:59
30 12022 天満屋 剛/天満屋 咲太朗 テンマヤ ツヨシ／テンマヤ サクタロウ 栃⽊県 0:11:12 0:11:09
31 12012 池⽥ さとみ/池⽥ 徳 イケダ サトミ／イケダ トク 福島県 0:11:19 0:11:16
32 12039 植杉 ⾼弘/植杉 萌⽴ ウエスギ タカヒロ／ウエスギ モエリ 群⾺県 0:11:19 0:11:16
33 12051 磯川 洋美/磯川 知⾒ イソカワ ヒロミ／イソカワ トモミ 埼⽟県 0:11:21 0:11:17
34 12025 中井 剛史/中井 颯⼈ ナカイ タケシ／ナカイ ハヤト 埼⽟県 0:11:23 0:11:21
35 12056 ⼾⽥ 望/⼾⽥ 悠 トダ ノゾム／ハルカ 埼⽟県 0:11:37 0:11:33
36 12002 武藤 尚義/武藤 真礼 ムトウ ヒサヨシ／ムトウ マヒロ 埼⽟県 0:11:43 0:11:39
37 12032 ⾼橋 由紀⼦/⾼橋 茉優⽻ タカハシ ユキコ／タカハシ マユハ 群⾺県 0:12:12 0:12:09
38 12044 藤井 紀⼦/藤井 莉桜 フジイ ノリコ／フジイ リオン 群⾺県 0:12:25 0:12:21
39 12045 堀越 真紀/堀越 ⼀希 ホリコシ マキ／ホリコシ イツキ 埼⽟県 0:12:30 0:12:26
40 12016 ⿊巣 益彰/⿊巣 愛華 クロス ミツアキ／クロス アイカ 埼⽟県 0:12:50 0:12:46
41 12024 新井 真紀/新井 佳奈 アライ マキ／アライ カナ 埼⽟県 0:14:04 0:14:01
42 12038 植杉 節⼦/植杉 歩可 ウエスギ セツコ／ウエスギ アユカ 群⾺県 0:14:49 0:14:46
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43 12027 村⼭ 正/村⼭ 潤珠 ムラヤマ タダシ／ムラヤマ ウルミ 埼⽟県 0:18:33 0:13:20
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