
順位 № 氏名（漢字） 氏名（カナ） 記録 年齢

1 7502 笠原 圭晃 / 笠原 颯翔 ｶｻﾊﾗ ﾖｼｱｷ / ｶｻﾊﾗ ﾊﾔﾄ 0:05:38 36

2 7521 松岡 一奴 / 松岡まや ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞﾔ / ﾏﾂｵｶ ﾏﾔ 0:05:46 43

3 7518 武藤 理 / 武藤 篤人  / ﾑﾄｳ ｱﾂﾄ 0:06:28 49

4 7510 冨樫 圭司 / 冨樫 優愛 ﾄｶﾞｼ ｹｲｼﾞ / ﾄｶﾞｼ ﾕｱ 0:06:47 44

5 7503 中山 裕之 / 中山 凛太郎 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ / ﾅｶﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 0:06:51 38

6 7508 中山 泰介 / 中山 太陽 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｽｹ / ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 0:07:10 40

7 7514 杉本 鉄也 / 杉本 菜緒 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ / ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵ 0:07:16 47

8 7501 菊地 潤 / 菊地 萌愛 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝ / ｷｸﾁ ﾓﾓｱ 0:07:29 35

9 7506 松本 みほり / 松本 あかり ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾎﾘ / ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ 0:07:58 40

10 7507 須藤 麻衣子 / 須藤 地永 ｽﾄﾞｳ ﾏｲｺ / ｽﾄﾞｳ ﾁﾊﾙ 0:08:07 40

11 7517 神津 妙 / 神津 晴也 ｺｳﾂﾞ ﾀｴ / ｺｳﾂﾞ ﾊﾙﾔ 0:08:21 48

12 7515 夏見 絹代 / 夏見 あさひ ﾅﾂﾐ ｷﾇﾖ / ﾅﾂﾐ ｱｻﾋ 0:08:34 47

13 7509 三浦 和貴 / 三浦 茉乃 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾀｶ / ﾐｳﾗ ﾏﾉ 0:08:45 44

14 7519 遠藤 英人 / 遠藤 凌太朗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾄ / ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 0:08:47 50

15 7505 廣重 求 / 廣重 快 ﾋﾛｼｹﾞ ﾓﾄﾑ / ﾋﾛｼｹﾞ ｶｲ 0:09:14 40

16 7511 大庭 奈緒子 / 大庭 七未 ｵｵﾊﾞ ﾅｵｺ / ｵｵﾊﾞ ﾅﾅﾐ 0:09:36 44

17 7516 小倉 貴子 / 小倉 桜子 ｵｸﾞﾗ ﾀｶｺ / ｵｸﾞﾗ ｻｸﾗｺ 0:09:45 48

DNS 7504 内山 直樹 / 内山 結菜 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵｷ / ｳﾁﾔﾏ ﾕｲﾅ 40

DNS 7512 仲村 昌子 / 仲村 竜葵 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｺ / ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂｷ 45

DNS 7513 大谷木 健太 / 大谷木 翔太 ｵｵﾔｷﾞ ｹﾝﾀ / ｵｵﾔｷﾞ ｼｮｳﾀ 46

DNS 7520 増上 良太 / 増上 潤平 ﾏｽｳｴ ﾘｮｳﾀ / ﾏｽｳｴ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 52

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 高学年の部

天候：晴れ　気温：8℃　湿度：76%　風速：1m/s   (9:00)
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