
第53回 ベジタブルマラソン in 立川

順位 総合順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ

1 1 7126 小林 弘幸／小林 龍生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ／ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 茨城県 0:05:42

2 2 7075 三浦 明彦／三浦 明莉 ﾐｳﾗ ｱｷﾋｺ／ﾐｳﾗ ｱｶﾘ 東京都 0:05:43

3 3 7083 磯 篤志／磯 将弘 ｲｿ ｱﾂｼ／ｲｿ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 0:05:46

4 4 7079 野上 聡／野上 陽路 ﾉｶﾞﾐ ｻﾄｼ／ﾉｶﾞﾐ ﾋﾛ 埼玉県 0:05:48

5 5 7097 草野 淳／草野 光生 ｸｻﾉ ｼﾞｭﾝ／ｸｻﾉ ﾐﾂｷ 群馬県 0:05:57

6 6 7024 有村 貴吏／有村 元翔 ｱﾘﾑﾗ ﾀｶｼ／ｱﾘﾑﾗ ｹﾞﾝﾄ 東京都 0:05:58

7 7 7071 松本 喜久／松本 龍昇 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｻ／ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 東京都 0:05:59

8 8 7052 中山 宜之／中山 瑛介 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ／ﾅｶﾔﾏ ｴｲｽｹ 東京都 0:06:11

9 9 7088 樋口 統彦／樋口 統海 ﾋｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋｺ／ﾋｸﾞﾁ ﾄｳﾐ 千葉県 0:06:38

10 10 7007 小田嶋 佑樹／小田嶋 駿典 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳｷ／ｵﾀﾞｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 茨城県 0:06:39

11 11 7076 粟生田 晋哉／粟生田 和志 ｱｵﾀﾞ ｼﾝﾔ／ｱｵﾀﾞ ｶｽﾞｼ 埼玉県 0:06:52

12 12 7086 犬竹 佳久／犬竹 凌椰 ｲﾇﾀｹ ﾖｼﾋｻ／ｲﾇﾀｹ ﾘｮｳﾔ 埼玉県 0:06:54

13 13 7036 吉田 大輔／吉田 歩睦 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ／ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 東京都 0:06:55

14 14 7082 川田 隆広／川田 晴志朗 ｶﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ／ｶﾜﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 東京都 0:06:57

15 15 7019 翠川 匡道／翠川 嘉壮 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾏｻﾐﾁ／ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾖｼｱｷ 東京都 0:07:04

16 16 7078 飯島 波奈／飯島 宇宙 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾅ／ｲｲｼﾞﾏ ｳﾁｭｳ 東京都 0:07:14

17 17 7081 瀬沼 耕一／瀬沼 咲智 ｾﾇﾏ ｺｳｲﾁ／ｾﾇﾏ ｻﾁ 埼玉県 0:07:18

18 18 7051 西野 巧／西野 興太 ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ／ﾆｼﾉ ｺｳﾀ 埼玉県 0:07:23

19 19 7020 佐藤 克紀／佐藤 泉太 ｻﾄｳ ｶﾂﾉﾘ／ｻﾄｳ ｾﾝﾀ 東京都 0:07:24

20 20 7103 田中 康平／田中 瑛祐 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ／ﾀﾅｶ ｴｲｽｹ 東京都 0:07:25

21 21 7110 笠間 健志／笠間 大貴 ｶｻﾏ ｹﾝｼﾞ／ｶｻﾏ ﾀﾞｲｷ 東京都 0:07:31

22 22 7033 折田 安彦／折田 絵菜 ｵﾘﾀ ﾔｽﾋｺ／ｵﾘﾀ ｴﾅ 東京都 0:07:35

23 23 7105 山下 毅／山下 大輝 ﾔﾏｼﾀ ﾀｹｼ／ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｷ 東京都 0:07:39

24 24 7084 木村 富久美／木村 泰輔 ｷﾑﾗ ﾌｸﾐ／ｷﾑﾗ ﾀｲｽｹ 東京都 0:07:43

25 25 7107 青木 聡／青木 賢吾 ｱｵｷ ｻﾄｼ／ｱｵｷ ｹﾝｺﾞ 東京都 0:07:43

26 26 7061 白木 栄次／白木 瑛琉 ｼﾗｷ ｴｲｼﾞ／ｼﾗｷ ｴｲﾙ 神奈川県 0:07:45

27 27 7073 遠藤 孝博／遠藤 凱生 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ／ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲｾｲ 東京都 0:07:47

28 28 7001 野田 方和／野田 華凜 ﾉﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ／ﾉﾀﾞ ｶﾘﾝ 埼玉県 0:07:47

29 29 7060 島袋 朗／島袋 琉吉 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱｷﾗ／ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｭｳｷﾁ 埼玉県 0:07:48

30 30 7049 齋藤 瑛史／齋藤 理紗 ｻｲﾄｳ ｴｲｼ／ｻｲﾄｳ ﾘｻ 東京都 0:07:49

31 31 7026 金井 顕／金井 優杜 ｶﾅｲ ｱｷﾗ／ｶﾅｲ ﾕｳﾄ 埼玉県 0:07:51

32 32 7109 平木 康孝／平木 孝弥 ﾋﾗｷ ﾔｽﾀｶ／ﾋﾗｷ ｺｳﾔ 東京都 0:07:51

33 33 7004 西山 由美子／西山 勇翔 ﾆｼﾔﾏ ﾕﾐｺ／ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾄ 東京都 0:07:51

34 34 7072 田中 奈巳／田中 想祐 ﾀﾅｶ ﾅﾐ／ﾀﾅｶ ｿｳｽｹ 東京都 0:07:53

35 35 7008 小田嶋 裕子／小田嶋 美奈 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳｺ／ｵﾀﾞｼﾏ ﾐﾅ 茨城県 0:07:57

36 36 7056 中村 裕美／中村 稀菜 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ／ﾅｶﾑﾗ ｷﾅ 東京都 0:07:59

37 37 7040 朝倉 敬済／朝倉 光軌 ｱｻｸﾗ ﾀｶｽﾞﾐ／ｱｻｸﾗ ｺｳｷ 東京都 0:08:02

38 38 7047 雨倉 良太／雨倉 結南 ｱﾒｸﾗ ﾘｮｳﾀ／ｱﾒｸﾗ ﾕｲﾅ 東京都 0:08:08

39 39 7041 藤原 裕一／藤原 紗奈 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｲﾁ／ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾅ 東京都 0:08:14

令和3年12月26日(日)

【種目】親子1.5km低学年

天候：晴れ　気温：5℃　湿度：30%　風速：1m/s
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40 40 7074 中村 隆一／中村 陽斗 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ／ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 東京都 0:08:15

41 41 7128 宍戸 幸恵／宍戸 陽希 ｼｼﾄﾞ ﾕｷｴ／ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｷ 神奈川県 0:08:16

42 42 7057 浅井 大幸／浅井 郁乃 ｱｻｲ ﾋﾛﾕｷ／ｱｻｲ ﾕｷﾉ 東京都 0:08:25

43 43 7035 中崎 雄介／中﨑 水結 ﾅｶｻﾞｷ ﾕｳｽｹ／ﾅｶｻﾞｷ ﾐﾕ 東京都 0:08:27

44 44 7013 森岡 鉄也／森岡 朔也 ﾓﾘｵｶ ﾃﾂﾔ／ﾓﾘｵｶ ｻｸﾔ 東京都 0:08:28

45 45 7048 雨倉 恵里／雨倉 愛純 ｱﾒｸﾗ ｴﾘ／ｱﾒｸﾗ ｱｽﾐ 東京都 0:08:36

46 46 7005 吉川 徹／吉川 岳志 ﾖｼｶﾜ ﾄｵﾙ／ﾖｼｶﾜ ﾀｹｼ 東京都 0:08:38

47 47 7092 八重樫 穂高／八重樫 莉歩 ﾔｴｶﾞｼ ﾎﾀﾞｶ／ﾔｴｶﾞｼ ﾘﾎ 山梨県 0:08:39

48 48 7011 中村 孝一／中村 結衣 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ／ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 東京都 0:08:41

49 49 7063 前川 麻衣／前川 広翔 ﾏｴｶﾜ ﾏｲ／ﾏｴｶﾜ ﾋﾛﾄ 神奈川県 0:08:48

50 50 7034 折田 加奈子／折田 桔平 ｵﾘﾀ ｶﾅｺ／ｵﾘﾀ ｷｯﾍﾟｲ 東京都 0:08:51

51 51 7131 金井 裕実／金井 千尋 ｶﾅｲ ﾋﾛﾐ／ｶﾅｲ ﾁﾋﾛ 神奈川県 0:08:51

52 52 7123 山際 淳也／山際 愛果 ﾔﾏｷﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ／ﾔﾏｷﾞﾜ ｱｲｶ 埼玉県 0:08:54

53 53 7098 星野 知佳／星野 聖奈 ﾎｼﾉ ﾁｶ／ﾎｼﾉ ｾﾅ 東京都 0:08:55

54 54 7113 高橋 知子／高橋 ひかり ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ／ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 神奈川県 0:08:59

55 55 7069 山田 康太／山田 陽 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ／ﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾘ 東京都 0:09:02

56 56 7030 大石 賢治／大石 遥人 ｵｵｲｼ ｹﾝｼﾞ／ｵｵｲｼ ﾊﾙﾄ 東京都 0:09:15

57 57 7115 山本 理恵／山本 直輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴ／ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 東京都 0:09:16

58 58 7129 澤野 千恵子／澤野 綸 ｻﾜﾉ ﾁｴｺ／ｻﾜﾉ ﾘﾝ 神奈川県 0:09:16

59 59 7017 内藤 康則／内藤 光汰 ﾅｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ／ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ 東京都 0:09:19

60 60 7062 麻生 麻実／麻生 泰良 ｱｿｳ ｱｻﾐ／ｱｿｳ ﾀｲﾗ 東京都 0:09:20

61 61 7099 高橋 孝史／高橋 聡之介 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ／ﾀｶﾊｼ ｿｳﾉｽｹ 東京都 0:09:21

62 62 7009 荒川 英輝／荒川 結 ｱﾗｶﾜ ﾋﾃﾞｷ／ｱﾗｶﾜ ﾕｲ 埼玉県 0:09:29

63 63 7006 武田 ゆう子／武田 佳己 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｺ／ﾀｹﾀﾞ ﾖｼｷ 東京都 0:09:34

64 64 7042 藤原 加奈／藤原 裕翔 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ／ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 東京都 0:09:39

65 65 7121 中村 健一郎／中村 莞晴 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ／ﾅｶﾑﾗ ｶﾝｾｲ 東京都 0:09:41

66 66 7067 佐藤 麻実子／佐藤 翼 ｻﾄｳ ﾏﾐｺ／ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 0:09:41

67 67 7100 吉岡 誠／吉岡 壱ﾉ助 ﾖｼｵｶ ﾏｺﾄ／ﾖｼｵｶ ｲﾁﾉｽｹ 東京都 0:09:42

68 68 7119 菅原 千春／菅原 昴 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾊﾙ／ｽｶﾞﾜﾗ ｽﾊﾞﾙ 東京都 0:09:44

69 69 7112 景澤 厚大／景澤 健 ｶｹﾞｻﾜ ｺｳﾀﾞｲ／ｶｹﾞｻﾜ ｹﾝ 東京都 0:09:44

70 70 7059 神山 海平／神山 心平 ｺｳﾔﾏ ｶｲﾍｲ／ｺｳﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 東京都 0:09:45

71 71 7114 佐藤 達哉／佐藤 彩華 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ／ｻﾄｳ ｱﾔｶ 東京都 0:09:46

72 72 7045 砂田 健一／砂田 悠成 ｽﾅﾀﾞ ｹﾝｲﾁ／ｽﾅﾀﾞ ﾕｳｾｲ 東京都 0:09:48

73 73 7106 小林 郁恵／小林 樹弥 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸｴ／ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 東京都 0:09:48

74 74 7050 佐藤 佳南子／佐藤 凪咲 ｻﾄｳ ｶﾅｺ／ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 東京都 0:09:52

75 75 7087 山田 理美／山田 理紗子 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾐ／ﾔﾏﾀﾞ ﾘｻｺ 東京都 0:09:52

76 76 7096 吉岡 希世美／吉岡 千太郎 ﾖｼｵｶ ｷﾖﾐ／ﾖｼｵｶ ｾﾝﾀﾛｳ 東京都 0:09:53

77 77 7032 真原 樹里／真原 和馬 ﾏﾊﾗ ｼﾞｭﾘ／ﾏﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 神奈川県 0:09:55

78 78 7054 齊藤 千春／齊藤 陽音 ｻｲﾄｳ ﾁﾊﾙ／ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 東京都 0:09:57
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79 79 7046 富澤 博美／富澤 華 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ／ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ 東京都 0:09:57

80 80 7028 菊池 頼子／菊池 久弥 ｷｸﾁ ﾖﾘｺ／ｷｸﾁ ｷｭｳﾔ 東京都 0:09:59

81 81 7102 大竹 久美子／大竹 莉子 ｵｵﾀｹ ｸﾐｺ／ｵｵﾀｹ ﾘｺ 東京都 0:10:01

82 82 7120 清水 瑞恵／清水 遥大 ｼﾐｽﾞ ﾐｽﾞｴ／ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 東京都 0:10:03

83 83 7116 小野 篤／小野 一希 ｵﾉ ｱﾂｼ／ｵﾉ ｶｽﾞｷ 東京都 0:10:05

84 84 7018 平野 洋子／平野 凪彩 ﾋﾗﾉ ﾖｳｺ／ﾋﾗﾉ ﾅｷﾞｻ 山形県 0:10:07

85 85 7027 君塚 琴美／君塚 今日太 ｷﾐﾂﾞｶ ｺﾄﾐ／ｷﾐﾂﾞｶ ｷｮｳﾀ 埼玉県 0:10:10

86 86 7122 藤田 美千代／藤田 紗穂 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾁﾖ／ﾌｼﾞﾀ ｽｽﾞﾎ 東京都 0:10:21

87 87 7104 荒木 香織／荒木 遥花 ｱﾗｷ ｶｵﾘ／ｱﾗｷ ﾊﾙｶ 東京都 0:10:25

88 88 7023 内田 浩太／内田 壱 ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀ／ｳﾁﾀﾞ ｲﾁ 埼玉県 0:10:27

89 89 7111 笠間 祥子／笠間 奈那 ｶｻﾏ ｻﾁｺ／ｶｻﾏ ﾅﾅ 東京都 0:10:34

90 90 7010 中村 宏美／中村 翔大 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ／ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 東京都 0:10:37

91 91 7068 野口 亜紀／野口 陽平 ﾉｸﾞﾁ ｱｷ／ﾉｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 東京都 0:10:47

92 92 7077 土屋 絵美子／土屋 里奈 ﾂﾁﾔ ｴﾐｺ／ﾂﾁﾔ ﾘﾅ 東京都 0:10:54

93 93 7058 橋本 広宣／橋本 紗也加 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ／ﾊｼﾓﾄ ｻﾔｶ 東京都 0:11:05

94 94 7089 坂本 しずか／坂本 らいか ｻｶﾓﾄ ｼｽﾞｶ／ｻｶﾓﾄ ﾗｲｶ 山梨県 0:11:09

95 95 7085 八重樫 咲子／八重樫 佳歩 ﾔｴｶﾞｼ ｻｷｺ／ﾔｴｶﾞｼ ｶﾎ 山梨県 0:11:13

96 96 7002 石黒 崇／石黒 奏 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｶｼ／ｲｼｸﾞﾛ ｶﾅ 東京都 0:11:13

97 97 7029 池谷 佑介／池谷 桜来 ｲｹﾔ ﾕｳｽｹ／ｲｹﾔ ｻｸﾗ 山梨県 0:11:14

98 98 7093 大竹 伯房／大竹 蘭 ｵｵﾀｹ ﾉﾘﾌｻ／ｵｵﾀｹ ﾗﾝ 東京都 0:11:20

99 99 7037 吉田 理恵／吉田 咲澄 ﾖｼﾀﾞ ﾘｴ／ﾖｼﾀﾞ ｻｸﾄ 東京都 0:11:39

100 100 7118 松浦 裕子／松浦 寛太 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｺ／ﾏﾂｳﾗ ｶﾝﾀ 東京都 0:11:40

101 101 7094 白川 弘洋／白川 夏芳 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛﾐ／ｼﾗｶﾜ ｶﾎ 東京都 0:11:47

102 102 7031 中川 雅文／中川 侑香 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ／ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｶ 東京都 0:12:07

103 103 7022 大崎 紘尚／大崎 圭一朗 ｵｵｻｷ ﾋﾛﾅｵ／ｵｵｻｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 東京都 0:12:08

104 104 7014 阿部 由香利／中村 由子 ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ／ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 神奈川県 0:12:10

105 105 7090 竹本 あゆみ／竹本 はるの ﾀｹﾓﾄ ｱﾕﾐ／ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙﾉ 東京都 0:12:11

106 106 7055 加藤 利久／加藤 翔 ｶﾄｳ ﾄｼﾋｻ／ｶﾄｳ ｼｮｳ 東京都 0:12:35

107 107 7015 車田 法恵／山下 蓮 ｸﾙﾏﾀﾞ ﾉﾘｴ／ﾔﾏｼﾀ ﾚﾝ 東京都 0:13:37

108 108 7066 後藤 ふみ奈／後藤 寛奈 ｺﾞﾄｳ ﾌﾐﾅ／ｺﾞﾄｳ ｶﾝﾅ 東京都 0:13:41

109 109 7101 荒木 宏文／荒木 知花 ｱﾗｷ ﾋﾛﾌﾐ／ｱﾗｷ ﾄﾓｶ 東京都 0:13:42

110 110 7043 田部 宏樹／田部 弦汰 ﾀﾍﾞ ﾋﾛｷ／ﾀﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ 東京都 0:13:46

111 111 7117 小野 百恵／小野 侑斗 ｵﾉ ﾓﾓｴ／ｵﾉ ﾕｳﾄ 東京都 0:14:57

112 112 7125 岸田 茂晴／岸田 天寧 ｷｼﾀﾞ ｼｹﾞﾊﾙ／ 東京都 0:16:19

113 113 7064 小西 瑶子／小西 隼太郎 ｺﾆｼ ﾖｳｺ／ｺﾆｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 東京都 0:17:59

114 114 7065 小西 達也／小西 芭奈 ｺﾆｼ ﾀﾂﾔ／ｺﾆｼ ﾊﾅ 東京都 0:18:23

115 115 7130 澤野 正憲／澤野 縁 ｻﾜﾉ ﾏｻﾉﾘ／ｻﾜﾉ ｴﾝ 神奈川県 0:19:38

116 116 7003 遠藤 治直／遠藤 理央 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾅｵ／ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｵ 東京都 0:19:44
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