
順位 № 氏名（漢字） 氏名（カナ） 記録 年齢

1 7021 村岡 文秋 / 村岡 奏汰 ﾑﾗｵｶ ﾌﾐｱｷ / ﾑﾗｵｶ ｿｳﾀ 0:06:08 36

2 7054 有村 貴吏 / 有村 元翔 ｱﾘﾑﾗ ﾀｶｼ / ｱﾘﾑﾗ ｹﾞﾝﾄ 0:06:09 41

3 7055 松山 弘樹 / 松山 颯真 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ / ﾏﾂﾔﾏ ｿｳﾏ 0:06:15 41

4 7082 亀谷 光弘 / 亀谷 篤紀 ｶﾒﾔ ﾐﾂﾋﾛ / ｶﾒﾔ ｱﾂｷ 0:06:21 50

5 7011 吉田 拓也 / 吉田 和華 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ / ﾖｼﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 0:06:43 34

6 7033 工藤 舞 / 工藤 大雅 ｸﾄﾞｳ ﾏｲ / ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾏｻ 0:06:44 38

7 7008 岩崎 悠真 / 岩崎 颯真 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾏ / ｲﾜｻｷ ｿｳﾏ 0:06:45 34

8 7046 鎌田 ゆかり / 鎌田 悠生 ｶﾏﾀﾞ ﾕｶﾘ / ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ 0:06:55 40

9 7076 山本 修也 / 山本 すみれ ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾔ / ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ 0:06:56 45

10 7012 原 竜也 / 出頭 結愛 ﾊﾗ ﾀﾂﾔ / ｼｭｯﾄｳ ﾕﾅ 0:06:58 35

11 7041 松本 太一 / 松本 知樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ / ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｷ 0:06:58 40

12 7059 大堀 芳文 / 大堀 翼 ｵｵﾎﾘ ﾖｼﾌﾐ / ｵｵﾎﾘ ﾂﾊﾞｻ 0:07:12 42

13 7004 村田 賢太 / 村田 優斗 ﾑﾗﾀ ｹﾝﾀ / ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 0:07:14 31

14 7031 寺中 駿介 / 寺中 凛 ﾃﾗﾅｶ ｼｭﾝｽｹ / ﾃﾗﾅｶ ﾘﾝ 0:07:33 38

15 7077 沈 圭一 / 沈 真成 ﾁﾝ ｹｲｲﾁ / ﾁﾝ ﾏｻﾅﾘ 0:07:42 45

16 7063 藤井 隆行 / 藤井 泰輝 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾕｷ / ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ 0:07:57 42

17 7065 廣重 彩 / 廣重 佑 ﾋﾛｼｹﾞ ｱﾔ / ﾋﾛｼｹﾞ ﾕｳ 0:08:00 43

18 7042 田中 康之 / 田中 海翔 ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ / ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 0:08:01 40

19 7081 石川 泰弘 / 石川 結菜 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ / ｲｼｶﾜ ﾕﾅ 0:08:06 47

20 7067 田中 陽介 / 田中 陽翔 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ / ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 0:08:08 44

21 7056 飯田 和也 / 飯田 悠生 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾔ / ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 0:08:16 41

22 7010 相川 まなみ / 相川 傑 ｱｲｶﾜ ﾏﾅﾐ / ｱｲｶﾜ ﾀｶｼ 0:08:28 34

23 7024 森田 健祐 / 森田 理公 ﾓﾘﾀ ｹﾝｽｹ / ﾓﾘﾀ ﾘｸ 0:08:32 37

24 7032 吉田 将人 / 吉田 健吾 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ / ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 0:08:33 38

25 7020 重田 雄基 / 重田 将貴 ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ / ｼｹﾞﾀ ﾏｻｷ 0:08:33 36

26 7079 村上 大士 / 村上 櫻子 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ / ﾑﾗｶﾐ ｻｸﾗｺ 0:08:34 46

27 7073 荒川 真基 / 荒川 美空 ｱﾗｶﾜ ﾏｻｷ / ｱﾗｶﾜ ﾐｸ 0:08:36 45

28 7066 景山 正浩 / 景山 湊斗 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ / ｶｹﾞﾔﾏ ﾐﾅﾄ 0:08:40 43

29 7070 木内 真介 / 木内 陽真 ｷｳﾁ ｼﾝｽｹ / ｷｳﾁ ﾊﾙﾏ 0:08:44 44

30 7035 前田 嘉之 / 前田 衣千香 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾕｷ / ﾏｴﾀﾞ ｲﾁｶ 0:08:47 38

31 7029 長谷川 翔一郎 / 長谷川 碧彩 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ / ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 0:08:49 38
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32 7064 前田 淳 / 前田 遼翔 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝ / ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 0:08:50 43

33 7060 岡崎 久 / 岡崎 愛久 ｵｶｻﾞｷ ﾋｻｼ / ｵｶｻﾞｷ ﾒｸﾞ 0:08:50 42

34 7022 中山 麻衣 / 中山 朔玖 ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ / ﾅｶﾔﾏ ｻｸ 0:08:51 37

35 7018 中山 弘 / 中山 詩織 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ / ﾅｶﾔﾏ ｼｵﾘ 0:08:54 36

36 7003 竹内 佑弥 / 竹内 洸樹 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ / ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ 0:08:58 31

37 7048 渋谷 正芳 / 渋谷 晴希 ｼﾌﾞﾔ ﾏｻﾖｼ / ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙｷ 0:09:03 41

38 7075 大島 昌利 / 大島 寛子 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾄｼ / ｵｵｼﾏ ﾋﾛｺ 0:09:05 45

39 7016 杉本 一生 / 杉本 幸哉 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ / ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｷﾔ 0:09:12 35

40 7053 小宮 諒 / 小宮 宗一郎 ｺﾐﾔ ｻﾄﾙ / ｺﾐﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ 0:09:16 41

41 7085 腰塚 みつ子 / 松本 侑樹 ｺｼﾂﾞｶ ﾐﾂｺ / ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷｷ 0:09:17 74

42 7037 木内 絵莉子 / 木内 和真 ｷｳﾁ ｴﾘｺ / ｷｳﾁ ｶｽﾞﾏ 0:09:30 39

43 7002 目黒 ゆかり / 目黒 湧翔 ﾒｸﾞﾛ ﾕｶﾘ / ﾒｸﾞﾛ ﾕｳﾄ 0:09:33 30

44 7057 大島 善子 / 大島 令子 ｵｵｼﾏ ﾖｼｺ / ｵｵｼﾏ ﾚｲｺ 0:09:35 41

45 7044 田中 龍 / 田中 玄 ﾀﾅｶ ﾘｭｳ / ﾀﾅｶ ｹﾞﾝ 0:09:36 40

46 7084 竹内 智子 / 海老原 唯 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｺ / ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｲ 0:09:46 57

47 7023 城 隆太郎 / 城 杏奈 ｼﾞｮｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ / ｼﾞｮｳ ｱﾝﾅ 0:09:50 37

48 7072 前島 吉和 / 前島 ゆめの ﾏｴｼﾞﾏ ﾖｼｶｽﾞ / ﾏｴｼﾞﾏ ﾕﾒﾉ 0:09:55 44

49 9502 野﨑 夏美 / 野﨑 優愛 ﾉｻﾞｷ ﾅﾂﾐ / ﾉｻﾞｷ ﾕｱ 0:10:03 29

50 7019 竹下 ゆめみ / 竹下 友七 ﾀｹｼﾀ ﾕﾒﾐ / ﾀｹｼﾀ ﾕｳﾅ 0:10:08 36

51 7015 川野 理絵 / 川野 こゆり ｶﾜﾉ ﾘｴ / ｶﾜﾉ ｺﾕﾘ 0:10:10 35

52 7068 大庭 宏樹 / 大庭 弘陽 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛｷ / ｵｵﾊﾞ ｺｳﾖｳ 0:10:13 44

53 7014 秋元 奈菜 / 秋元 柚希 ｱｷﾓﾄ ﾅﾅ / ｱｷﾓﾄ ﾕｽﾞｷ 0:10:17 35

54 7028 黒澤 亜沙美 / 黒澤 一泰 ｸﾛｻﾜ ｱｻﾐ / ｸﾛｻﾜ ｲﾁﾔ 0:10:18 38

55 7040 中山 充恵 / 中山 登巴 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾁｴ / ﾅｶﾔﾏ ﾄﾜ 0:10:38 40

56 7051 荒川 淳子 / 荒川 まり花 ｱﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ / ｱﾗｶﾜ ﾏﾘｶ 0:10:38 41

57 7049 小宮 愛子 / 小宮 寧々 ｺﾐﾔ ｱｲｺ / ｺﾐﾔ ﾈﾈ 0:10:45 41

58 7043 菊地 英雄 / 菊地 真菜 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｵ / ｷｸﾁ ﾏﾅ 0:10:46 40

59 7047 萬代 祐介 / 萬代 とも花 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｳｽｹ / ﾏﾝﾀﾞｲ ﾄﾓｶ 0:10:53 41

60 7009 Ｌａｙ Ｒａｙｍｏｎｄ / 石塚 みやこ ﾚｲ ﾚｲﾓﾝ / ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾔｺ 0:11:04 34

61 9501 笈川 彩子 / 笈川 杏子 ｵｲｶﾜ ｱﾔｺ / ｵｲｶﾜ ｱﾝｽﾞ 0:11:05 33

62 7005 岩本 賢吾 / 岩本 莉実 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｺﾞ / ｲﾜﾓﾄ ﾘﾐ 0:11:08 31

2 / 3 ページ



順位 № 氏名（漢字） 氏名（カナ） 記録 年齢

第61回ベジタブルマラソンin柏
2022年12月4日

【種目】親子1.5km 低学年の部

天候：晴れ　気温：8℃　湿度：76%　風速：1m/s   (9:00)

63 7006 清瀬 あゆ / 清瀬 ななみ ｷﾖｾ ｱﾕ / ｷﾖｾ ﾅﾅﾐ 0:11:09 32

64 7039 立花 真悟 / 立花 市夏 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｺﾞ / ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲﾁｶ 0:11:40 40

65 7080 亀井 雄輝 / 亀井 咲希 ｶﾒｲ ﾕｳｷ / かめい さき 0:11:42 46

66 7038 森谷 昭浩 / 森谷 紗帆 ﾓﾘﾔ ｱｷﾋﾛ / ﾓﾘﾔ ｻﾎ 0:11:51 39

67 7052 井伊 康之 / 井伊 優希 ｲｲ ﾔｽﾕｷ / ｲｲ ﾕｳｷ 0:11:54 41

68 7017 秋元 俊亮 / 秋元 悠吾 ｱｷﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ / ｱｷﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 0:12:10 35

69 7030 重田 希恵 / 重田 大智 ｼｹﾞﾀ ｷｴ / ｼｹﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 0:13:26 38

70 7027 谷口 泰裕 / 谷口 晃輝 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ / ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂｷ 0:13:27 38

71 7013 城間 祐作 / 城間 晴仁 ｼﾛﾏ ﾕｳｻｸ / ｼﾛﾏ ﾊﾙﾄ 0:13:54 35

72 7062 三浦 梨枝 / 三浦 咲人 ﾐｳﾗ ﾘｴ / ﾐｳﾗ ｻｸﾄ 0:20:05 42

DNS 7025 菅野 直子 / 菅野 花 ｶﾝﾉ ﾅｵｺ / ｶﾝﾉ ﾊﾅ 37

DNS 7026 増田 千穂 / 増田 壮桜 ﾏｽﾀﾞ ﾁﾎ / ﾏｽﾀﾞ ﾀｵ 38

DNS 7034 佐藤 誉史喜 / 佐藤 慶喜 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ / ｻﾄｳ ﾐﾁｱｷ 38

DNS 7036 内山 弘子 / 内山 華菜 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｺ / ｳﾁﾔﾏ ﾊﾅ 39

DNS 7045 岩永 恵美 / 岩永 喜一郎 ｲﾜﾅｶﾞ ｴﾐ / ｲﾜﾅｶﾞ ｷｲﾁﾛｳ 40

DNS 7050 岩永 博喜 / 岩永 朋恵 ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛｷ / ｲﾜﾅｶﾞ ﾄﾓｴ 41

DNS 7058 菅野 達也 / 菅野 陽太 ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ / ｶﾝﾉ ﾋﾅﾀ 42

DNS 7061 柴沼 典子 / 柴沼 祐典 ｼﾊﾞﾇﾏ ﾉﾘｺ / ｼﾊﾞﾇﾏ ﾕｳｽｹ 42

DNS 7069 占部 悦史 / 占部 隼 ｳﾗﾍﾞ ｴﾂｼﾞ / ｳﾗﾍﾞ ｼｭﾝ 44

DNS 7071 澤田 かほり / 澤田 義人 ｻﾜﾀﾞ ｶﾎﾘ / ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾄ 44

DNS 7074 澤田 純 / 澤田 隼人 ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ / ｻﾜﾀﾞ ﾊﾔﾄ 45

DNS 7078 若生 若奈 / 若生 海斗 ﾜｺｳ ﾜｶﾅ / ﾜｺｳ ｶｲﾄ 46

DNS 7083 岩崎 満 / 岩崎 花凛 ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾙ / ｲﾜｻｷ ｶﾘﾝ 51
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