
第54回 ベジタブルマラソン in 立川

順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ﾀｲﾑ

1 7045 西羅 文徳／西羅 和徳 ﾆｼﾗ ﾌﾐﾉﾘ 0:06:06

2 7061 飯篠 宏太／飯篠 耀一郎 ｲｲｻﾞｻ ｺｳﾀ 0:06:43

3 7039 小山 悟史／小山 湊太郎 ｺﾔﾏ ｻﾄｼ 0:06:52

4 7002 酒徳 拓郎／酒徳 碧 ｻｶﾄｸ ﾀｸﾛｳ 0:06:53

5 7018 芹沢 健一／芹澤 総悟 ｾﾘｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 0:06:59

6 7037 小高 哲平／小高 悠 ｺﾀｶ ﾃｯﾍﾟｲ 0:07:01

7 7066 木村 美由紀／木村 勇 ｷﾑﾗ ﾐﾕｷ 0:07:13

8 7069 林 俊宏／林 瑛馬 ﾊﾔｼ ﾄｼﾋﾛ 0:07:14

9 7004 安原 拓也／安原 優奈 ﾔｽﾊﾗ ﾀｸﾔ 0:07:16

10 7046 大久保 優也／大久保 澄人 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾔ 0:07:22

11 7033 室井 祐介／室井 恵介 ﾑﾛｲ ﾕｳｽｹ 0:07:25

12 7026 岡村保和／岡村 春花 0:07:28

13 7036 佐々木麻純／佐々木 環 0:07:30

14 7016 吉田 貴之／吉田 昊 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 0:07:33

15 7044 新宅 仁美／新宅 詩 ｼﾝﾀｸ ﾋﾄﾐ 0:07:34

16 7029 三嶋 巧／三嶋 隼 ﾐｼﾏ ﾀｸﾐ 0:07:40

17 7012 横尾 彩香／横尾 直哉 ﾖｺｵ ｱﾔｶ 0:07:43

18 7073 麻生 麻実／麻生 泰良 ｱｿｳ ｱｻﾐ 0:07:46

19 7040 小川 由美子／児玉 悠宕 ｵｶﾞﾜ ﾕﾐｺ 0:07:46

20 7027 佐藤 美香／佐藤 海里 ｻﾄｳ ﾐｶ 0:07:52

21 7028 佐藤 明／佐藤 恒允 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 0:07:57

22 7038 小高 奈央／小高 弦 ｺﾀｶ ﾅｵ 0:08:07

23 7057 藤田 遼／藤田 楽 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳ 0:08:11

24 7034 若月 由香／若月 春樹 ﾜｶﾂｷ ﾕｶ 0:08:14

25 7070 脇坂 陽介／脇坂 諒晟 ﾜｷｻｶ ﾖｳｽｹ 0:08:17

26 7060 南 麻沙美／南 春汰 ﾐﾅﾐ ｱｻﾐ 0:08:19

27 7050 中川 雅士／中川 紗良 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｼ 0:08:24

28 7010 奥松 みなみ／奥松 蒼太 ｵｸﾏﾂ ﾐﾅﾐ 0:08:31

29 7007 臼井 ちえ子／臼井 結彩 ｳｽｲ ﾁｴｺ 0:08:34

令和4年1月16日(日)

【種目】親子1.5km低学年

天候：晴れ　気温：3℃　湿度：61%　風速：0m/s  (10:00)
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30 7011 奥松 秀大／奥松 夏希 ｵｸﾏﾂ ﾋﾃﾞﾉﾘ 0:08:35

31 7054 田中 雄介／田中 結莉香 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 0:08:36

32 7031 山口 裕佳子／山口 瑞月 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｶｺ 0:08:36

33 7035 若月 裕哉／若月 陽菜 ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾔ 0:08:40

34 7022 古根 俊之／古根 祐吾 ﾌﾙﾈ ﾄｼﾕｷ 0:08:43

35 7062 富澤 博美／富澤 華 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 0:08:46

36 7072 兒玉 友梨／兒玉 莉愛 ｺﾀﾞﾏ ﾕﾘ 0:08:48

37 7055 渡邊 あや／渡邊 結月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 0:08:49

38 7032 山松 勇太／山松 耀太 ﾔﾏﾏﾂ ﾕｳﾀ 0:08:50

39 7013 松本 恭子／松本あさひ ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｺ 0:09:07

40 7019 近藤 直之／近藤 美晴 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾕｷ 0:09:10

41 7009 永井 裕美子／佐藤 蒼人 ﾅｶﾞｲ ﾕﾐｺ 0:09:11

42 7014 横澤咲穂里／横澤 朝晴 ﾖｺｻﾜ ｻｵﾘ 0:09:14

43 7006 井上 真希／井上 陸 ｲﾉｳｴ ﾏｷ 0:09:16

44 7048 谷口 裕一／谷口 実咲 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 0:09:24

45 7051 中村 麻衣子／辛島 圭 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲｺ 0:09:24

46 7047 大塚 康二／大塚 湊太 ｵｵﾂｶ ｺｳｼﾞ 0:09:29

47 7049 池島 貴子／池島 駿 ｲｹｼﾞﾏ ﾀｶｺ 0:10:01

48 7074 中河 里子／松岡 直太郎 0:10:12

49 7052 長崎 康伸／長崎 淳花 ﾅｶﾞｻｷ ﾔｽﾉﾌﾞ 0:10:28

50 7003 田代 いつか／田代 萌々那 ﾀｼﾛ ｲﾂｶ 0:11:48

51 7001 川畑 幸恵／川畑 光恵 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｷｴ 0:11:48

52 7030 山元 渚／山元 岳 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 0:11:50

53 7058 藤平 直樹／藤平 太雅 ﾌｼﾞﾋﾗ ﾅｵｷ 0:11:57

54 7021 栗山 剛一郎／栗山 湊太 ｸﾘﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 0:12:03

55 7020 近藤 美郷／近藤 玲 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｻﾄ 0:13:51

56 7015 割栢 健太／割栢 千晴 ﾜﾘｶﾞﾔ ｹﾝﾀ 0:14:57

57 7053 長田 智恵／長田 勇生 ｵｻﾀﾞ ﾁｴ 0:16:16

58 7071 脇坂 留美子／脇坂 碧真 ﾜｷｻｶ ﾙﾐｺ 0:16:42
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59 7067 野崎 佳代／野﨑 啓太 ﾉｻﾞｷ ｶﾖ 0:17:11
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