
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:【幼児〜⼩学3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 11109 松本 義⾏/松本 璃希 マツモト ヨシユキ／マツモト リキ 栃⽊県 0:07:09 0:07:09
2 11108 上原 航/上原 将 ウエハラ ワタル／ウエハラ マサル 埼⽟県 0:07:15 0:07:15
3 11052 志賀 宣美/志賀 みなみ シガ ノリヨシ／シガ ミナミ 埼⽟県 0:08:29 0:08:29
4 11005 茂⽊ 和彦/茂⽊ 啓佑 モテギ カズヒコ／モテギ ケイスケ 埼⽟県 0:08:35 0:08:35
5 11063 藤林 道郎/藤林 賢⼀郎 フジバヤシ ミチオ／フジバヤシ ケンイチロウ 東京都 0:08:43 0:08:43
6 11059 松村 潔/松村 隼汰 マツムラ キヨシ／マツムラ シュンタ 群⾺県 0:08:49 0:08:49
7 11006 ⽯川 宏幸/⽯川 智也 イシカワ ヒロユキ／イシカワ トモヤ 埼⽟県 0:08:52 0:08:52
8 11007 ⼤野 洋⼦/⼤野 ミチル オオノ ヨウコ／オオノ ミチル 埼⽟県 0:08:53 0:08:53
9 11090 佐々⽊ 夢⼠/佐々⽊ 歩花 ササキ ユメジ／ササキ アユカ 埼⽟県 0:08:54 0:08:54
10 11038 ⼩磯 智/⼩磯 岳琉 コイソ サトシ／コイソ タケル 東京都 0:09:02 0:09:02
11 11120 須⽥ 恭平/須⽥ 空⾶ スダ キョウヘイ／スダ ソラト 埼⽟県 0:09:03 0:09:03
12 11082 丸尾 ⼤樹/丸尾 亘樹 マルオ ヒロキ／マルオ コウキ 埼⽟県 0:09:05 0:09:05
13 11095 斎藤 ⼤介/斎藤 ⾵希 サイトウ ダイスケ／サイトウ フキ 埼⽟県 0:09:08 0:09:08
14 11106 坂⼝ 享/坂⼝ 瑞 サカグチ アキラ／サカグチ ミズキ 埼⽟県 0:09:15 0:09:15
15 11142 佐藤 靖浩/佐藤 圭悟 サトウ ヤスヒロ／サトウ ケイゴ 埼⽟県 0:09:15 0:09:15
16 11023 梶⾕ 晋⼠/梶⾕ 陸仁 カジタニ シンジ／カジタニ リクト 埼⽟県 0:09:16 0:09:16
17 11116 ⾼瀬 将史/⾼瀬 葵⽣ タカセ マサシ／タカセ アオイ 埼⽟県 0:09:16 0:09:16
18 11055 佐藤 哲平/佐藤 千咲 サトウ テッペイ／サトウ チサキ 千葉県 0:09:17 0:09:17
19 11019 ⼤⽻ ⼀章/⼤⽻ 南タ理 オオバ カズアキ／オオバ ナタリ 埼⽟県 0:09:23 0:09:23
20 11112 保⽊井 可奈⼦/保⽊井 遥⼤ ホキイ カナコ／ホキイ ヨウダイ 埼⽟県 0:09:25 0:09:25
21 11069 ⿑藤 敏幸/野根⼭ 颯介 サイトウ トシユキ／ノネヤマ ソウスケ 埼⽟県 0:09:26 0:09:26
22 11039 ⽝⽵ 佳久/⽝⽵ 彩綾 イヌタケ ヨシヒサ／イヌタケ サヤ 埼⽟県 0:09:33 0:09:33
23 11132 ⼭崎 洋⼦/⼭崎 煌多 ヤマザキ ヨウコ／ヤマザキ オウタ 栃⽊県 0:09:45 0:09:45
24 11080 後藤 逸⽃/後藤 美結 ゴトウ ハヤト／ゴトウ ミウ 東京都 0:09:46 0:09:46
25 11115 ⼩野寺 真樹/⼩野寺 雄哉 オノデラ マサキ／オノデラ ユウヤ 滋賀県 0:09:48 0:09:48
26 11104 出津 明仁/出津 美晴 イデツ アキヒト／イデツ ミハル 群⾺県 0:09:50 0:09:50
27 11083 椎名 勇男/椎名 哲志 シイナ イサオ／シイナ サトシ 埼⽟県 0:09:51 0:09:51
28 11152 今泉 佳介/今泉 貫 イマイズミ ケイスケ／イマイズミ カン 0:09:52 0:09:52
29 11125 ⼭⽥ ⼀志/⼭⽥ 莉歩 ヤマダ ヒトシ／ヤマダ リホ 埼⽟県 0:10:14 0:10:14
30 11021 社 隆仁/社 ⼼⼠朗 ヤシロ リュウジ／ヤシロ シンジロウ 埼⽟県 0:10:15 0:10:15
31 11024 桑島 智和/桑島 由樹 クワジマ トモカズ／クワジマ ユウキ 埼⽟県 0:10:15 0:10:15
32 11117 加藤 直樹/加藤 渉夢 カトウ ナオキ／カトウ アユム 埼⽟県 0:10:19 0:10:19
33 11013 柴⽥ 宏明/柴⽥ 航佑 シバタ ヒロアキ／シバタ コウスケ 埼⽟県 0:10:19 0:10:19
34 11004 ⼟井 英治/⼟井 花⾳ ドイ エイジ／ドイ カノン 埼⽟県 0:10:21 0:10:21
35 11119 ⼿島 茉莉瑛/⼿島 結⾳ テシマ マリエ／テシマ ユウト 東京都 0:10:26 0:10:26
36 11071 ⾼柴 玲央/⾼柴 暖 タカシバ レオ／タカシバ ダン 埼⽟県 0:10:28 0:10:28
37 11027 ⼩倉 裕也/⼩倉 百佳 オグラ ユウヤ／オグラ モモカ 埼⽟県 0:10:32 0:10:32
38 11029 福⽥ 弘也/福⽥ ⼤介 フクダ ヒロヤ／フクダ ダイスケ 埼⽟県 0:10:35 0:10:35
39 11123 福地 俊明/福地 幸之輔 フクチ トシアキ／フクチ コウノスケ 栃⽊県 0:10:39 0:10:39
40 11134 豊島 誠/豊島 和 トヨシマ マコト／トヨシマ ヤマト 栃⽊県 0:10:40 0:10:40
41 11151 倭⽂ 宏之/倭⽂ 智秋 シトリ ヒロユキ／シトリ チアキ 0:10:45 0:10:45
42 11138 駒井 拓哉/駒井 理久 コマイ タクヤ／コマイ リク 埼⽟県 0:10:45 0:10:45
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43 11012 熊野 ⾥枝⼦/熊野 奏海 クマノ リエコ／クマノ カナミ 埼⽟県 0:10:45 0:10:45
44 11111 ⼩⼭ 悠太/⼩⼭ 直太朗 コヤマ ユウタ／コヤマ ナオタロウ 埼⽟県 0:10:46 0:10:46
45 11044 ⼩川 嘉寿⼦/⼩川 晃汰 オガワ カズコ／オガワ コウタ 埼⽟県 0:10:47 0:10:47
46 11018 粟⽣⽥ 晋哉/粟⽣⽥ 和志 アオダ シンヤ／アオダ カズシ 埼⽟県 0:10:49 0:10:49
47 11130 芦澤 春美/芦澤 ⼀颯 アシザワ ハルミ／アシザワ イブキ 埼⽟県 0:10:50 0:10:50
48 11093 丸⽥ 彩⼦/丸⽥ 慶 マルタ サイコ／マルタ ケイ 埼⽟県 0:10:52 0:10:52
49 11100 ⼩甲 圭悟/⼩甲 伊織 コカブト ケイゴ／コカブト イオリ 埼⽟県 0:10:53 0:10:53
50 11042 ⼩沼 奈穂/⼩沼 隆恵 コヌマ ナオ／コヌマ リュウケイ 群⾺県 0:10:56 0:10:56
51 11058 加藤 花歩/茂⽊ 悠⽃ カトウ カホ／モテギ ユウト 埼⽟県 0:11:04 0:11:04
52 11015 森⽥ 優⼦/森⽥ 樹 モリタ ユウコ／モリタ イツキ 埼⽟県 0:11:16 0:11:16
53 11009 ⽯⽥ 真⼀/⽯⽥ 陽真 イシダ シンイチ／イシダ ハルマ 埼⽟県 0:11:17 0:11:17
54 11128 ⼤塚 直⼈/⼤塚 ⼼葵 オオツカ ナオト／オオツカ モア 埼⽟県 0:11:17 0:11:17
55 11062 成⽥ ⼤/成⽥ 健祐 ナリタ ダイ／ナリタ ケンスケ 愛知県 0:11:23 0:11:23
56 11089 佐々⽊ あや/佐々⽊ 和花 ササキ アヤ／ササキ ワカ 埼⽟県 0:11:28 0:11:28
57 11126 茶⽊ 由佳/茶⽊ 健太郎 チャキ ユカ／チャキ ケンタロウ 富⼭県 0:11:30 0:11:30
58 11098 ⼩畑 千尋/⼩畑 彩芽 オバタ チヒロ／オバタ アヤメ 群⾺県 0:11:35 0:11:35
59 11141 ⽵澤 修明/⽵澤 奈優 タケザワ ノブアキ／タケザワ ナユ 群⾺県 0:11:36 0:11:36
60 11145 川越 幸紀/川越 悠⽣ カワコシ コウキ／カワコシ ハルキ 埼⽟県 0:11:40 0:11:40
61 11054 ⼩倉 千綾希/⼩倉 新⼀ オグラ チアキ／オグラ シンイチ 埼⽟県 0:11:41 0:11:41
62 11081 丸尾 澄⼦/丸尾 結樹 マルオ スミコ／マルオ ユウキ 埼⽟県 0:11:41 0:11:41
63 11073 綿貫 澄枝/綿貫 港太 ワタヌキ スミエ／ワタヌキ コウタ 埼⽟県 0:11:47 0:11:47
64 11010 伊藤 英樹/伊藤 綾那 イトウ ヒデキ／イトウ アヤナ 埼⽟県 0:11:48 0:11:48
65 11022 坂井 悠⼀/坂井 優空 サカイ ユウイチ／サカイ ユア 埼⽟県 0:11:50 0:11:50
66 11014 荒井 寛之/荒井 岳 アライ ヒロユキ／アライ ガク 埼⽟県 0:11:53 0:11:53
67 11137 藤野 結花/藤野 理⼈ フジノ ユイカ／フジノ リヒト 埼⽟県 0:11:54 0:11:54
68 11067 伊藤 寛⼈/伊藤 愛菜 イトウ ヒロト／イトウ アイナ 埼⽟県 0:11:55 0:11:55
69 11122 吉⽥ 律⼦/吉⽥ 怜那 ヨシダ リツコ／ヨシダ レイナ 群⾺県 0:11:55 0:11:55
70 11146 保⽊井 悠介/保⽊井 温仁 ホキイ ユウスケ／ホキイ アツヒト 埼⽟県 0:11:56 0:11:56
71 11099 ⼩畑 知⼦/⼩畑 柊平 オバタ トモコ／オバタ シュウヘイ 群⾺県 0:11:56 0:11:56
72 11077 ⽯川 和義/⽯川 翔暉 イシカワ カズヨシ／イシカワ ショウキ 埼⽟県 0:12:09 0:12:09
73 11043 加藤 佳奈江/加藤 珠稀 カトウ カナエ／カトウ タマキ 埼⽟県 0:12:11 0:12:11
74 11030 森井 貴良/森井 陽奈⼦ モリイ タカヨシ／モリイ ヒナコ 埼⽟県 0:12:11 0:12:11
75 11149 櫻井 唯⾏/櫻井 結唯 サクライ タダユキ／サクライ ユイ 0:12:20 0:12:20
76 11094 真下 憲作/真下 奈々海 マシモ ケンサク／マシモ ナナミ 群⾺県 0:12:25 0:12:25
77 11026 別府 ゆかり/別府 優⾐ ベップ ユカリ／ベップ ユイ 群⾺県 0:12:31 0:12:31
78 11008 ⽊⾕ 泰之/⽊⾕ ⽇茉莉 キタニ ヤスユキ／キタニ ヒマリ 埼⽟県 0:12:31 0:12:31
79 11144 正清 ⼀美/正清 結⼥ マサキヨ カズミ／マサキヨ ユメ 埼⽟県 0:12:43 0:12:43
80 11070 佐々⽊ 正志/佐々⽊ 創 ササキ マサシ／ササキ ソウ 東京都 0:12:46 0:12:46
81 11056 茂⽊ ⾵花/茂⽊ 快⽃ モテギ フウカ／モテギ カイト 埼⽟県 0:12:52 0:12:52
82 11002 有賀 ⾏/有賀 和夢 アリガ コウ／アリガ カズム 福島県 0:12:53 0:12:53
83 11103 野澤 真⾥枝/野澤 由伸 ノザワ マリエ／ノザワ ヨシノブ 東京都 0:13:00 0:13:00
84 11121 ⼩河 徹/⼩河 頼⾨ オガワ トオル／オガワ ライト 栃⽊県 0:13:03 0:13:03
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85 11127 関⼝ 裕紀/関⼝ 葵⽻ セキグチ ユウキ／セキグチ アオハ 埼⽟県 0:13:04 0:13:04
86 11136 ⼩松 栄司/⼩松 啓太 コマツ エイジ／コマツ ケイタ 埼⽟県 0:13:09 0:13:09
87 11148 荒⽊ 純/宮城 ⼀志 アラキ ジュン／ミヤギ カズシ 東京都 0:13:10 0:13:10
88 11001 ⼩堀 悟/⼩堀 翔汰 コボリ サトル／コボリ ショウタ 東京都 0:13:15 0:13:15
89 11028 笠間 新陽/笠間 竣介 カサマ ヨシハル／カサマ シュンスケ 埼⽟県 0:13:22 0:13:22
90 11107 尾根⽥ 智志/尾根⽥ 実咲 オネダ サトシ／オネダ ミサキ 埼⽟県 0:13:26 0:13:26
91 11060 ⽥仲 導⽣/⽥仲 菜穂 タナカ ミチオ／タナカ ナホ 埼⽟県 0:13:27 0:13:27
92 11139 渡部 尚美/渡部 湊来 ワタナベ ナオミ／ワタナベ ソラ 埼⽟県 0:13:31 0:13:31
93 11097 村⼭ 正/村⼭ 美怜 ムラヤマ タダシ／ムラヤマ ミレイ 埼⽟県 0:13:32 0:13:32
94 11003 細井 泉/細井 咲希 ホソイ イズミ／ホソイ サキ 埼⽟県 0:13:36 0:13:36
95 11046 ⼩坂 千尋/⼩坂 愛美 コサカ チズ／コサカ アイミ 埼⽟県 0:13:39 0:13:39
96 11087 梅⼭ 誠/梅⼭ 誠 ウメヤマ マコト／サイトウ チヒロ 栃⽊県 0:13:57 0:13:57
97 11079 椿原 紗貴⼦/椿原 叶⼦ ツバキハラ サキコ／ツバキハラ カナコ 茨城県 0:14:04 0:14:04
98 11075 鈴⽊ 晴⼦/鈴⽊ ⼩晴 スズキ ハルコ／スズキ コハル 神奈川県 0:14:12 0:14:12
99 11074 鈴⽊ 啓介/鈴⽊ 彩椰 スズキ ケイスケ／スズキ サヤ 神奈川県 0:14:13 0:14:13
100 11032 安⽥ 憲⽣/安⽥ 悠⾺ ヤスダ ノリオ／ヤスダ ユウマ 神奈川県 0:14:21 0:14:21
101 11124 佐藤 恵/佐藤 海 サトウ メグミ／サトウ カイ 埼⽟県 0:14:26 0:14:26
102 11047 ⼭本 章太/⼭本 康真 ヤマモト ショウタ／ヤマモト コウマ 神奈川県 0:14:35 0:14:35
103 11143 丸⼭ はるえ/丸⼭ 紗奈 マルヤマ ハルエ／マルヤマ サナ 埼⽟県 0:14:36 0:14:36
104 11041 村⼭ 恵/村⼭ 匠 ムラヤマ メグミ／ムラヤマ タクミ 埼⽟県 0:14:36 0:14:36
105 11040 夏⽊ 亮/夏⽊ 玲乃 ナツキ リョウ／ナツキ レノ 埼⽟県 0:14:38 0:14:38
106 11102 尾根⽥ 祐⼦/尾根⽥ 瑛志 オネダ ユウコ／オネダ エイジ 埼⽟県 0:14:44 0:14:44
107 11084 川島 友勝/川島 陸仁 カワシマ トモカツ／カワシマ リクト 群⾺県 0:14:53 0:14:53
108 11105 出津 和泉/出津 成仁 イデツ イズミ／イデツ ナリヒト 群⾺県 0:14:57 0:14:57
109 11031 ⽯井 健太郎/⽯井 優太 イシイ ケンタロウ／イシイ ユウタ 東京都 0:15:00 0:15:00
110 11088 吉野 陽⼦/吉野 莉菜 ヨシノ ヨウコ／ヨシノ リナ 埼⽟県 0:15:00 0:15:00
111 11068 伊藤 知恵/伊藤 輝 イトウ チエ／イトウ ヒカル 埼⽟県 0:15:07 0:15:07
112 11033 ⽵⽥ 波江/⽵⽥ 和真 タケダ ナミエ／タケダ カズマ 埼⽟県 0:15:08 0:15:08
113 11037 中⼭ 美紀/中⼭ 拓真 ナカヤマ ミキ／ナカヤマ タクマ 埼⽟県 0:15:22 0:15:22
114 11092 中⼭ 裕⼀/中⼭ あみ ナカヤマ ユウイチ／ナカヤマ アミ 埼⽟県 0:15:25 0:15:25
115 11020 ⽚⼭ 伸也/⽚⼭ 寧⾳ カタヤマ シンヤ／カタヤマ ネネ 東京都 0:15:29 0:15:29
116 11129 ⽥村 邦宏/⽥村 陸 タムラ クニヒロ／タムラ リク 群⾺県 0:15:30 0:15:30
117 11016 五⼗川 さとみ/五⼗川 ともえ イソカワ サトミ／イソカワ トモエ 埼⽟県 0:15:32 0:15:32
118 11057 近藤 直之/近藤 美晴 コンドウ ナオユキ／コンドウ ミハル 埼⽟県 0:16:44 0:16:44
119 11025 ⽯川 春恵/⽯川 凌 イシカワ ハルエ／イシカワ リョウ 埼⽟県 0:16:51 0:16:51
120 11072 松野 阿友美/松野 颯良 マツノ アユミ／マツノ ソラ 新潟県 0:17:29 0:17:29
121 11061 ⽥仲 美代⼦/⽥仲 結志 タナカ ミヨコ／タナカ ユウシ 埼⽟県 0:17:38 0:17:38
122 11036 村⼭ ⼀⾺/村⼭ 葵 ムラヤマ カズマ／ムラヤマ アオイ 埼⽟県 0:17:59 0:17:59
123 11053 ⽥沢 アツ⼦/⽥沢 健久 タザワ アツコ／タザワ タケヒサ 埼⽟県 0:18:05 0:18:05
124 11035 萬代 祐介/萬代 とも花 マンダイ ユウスケ／マンダイ トモカ 東京都 0:18:07 0:18:07
125 11078 ⽯川 直美/⽯川 詩乃 イシカワ ナオミ／イシカワ シノ 埼⽟県 0:18:08 0:18:08
126 11091 佐藤 倫貫/佐藤 枇奈詩 サトウ ミチヤス／サトウ ヒナタ 埼⽟県 0:20:32 0:20:32
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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:【幼児〜⼩学3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
127 11096 中井 みどり/中井 健太 ナカイ ミドリ／ナカイ ケンタ 埼⽟県 0:20:58 0:20:58
128 11050 芳賀 佳⼦/芳賀 ⼤和 ハガ ケイコ／ハガ ヤマト 神奈川県 0:21:02 0:21:02
129 11045 ⽥島 敦志/⽥島 愛莉 タジマ アツシ／タジマ アイリ 埼⽟県 0:22:45 0:22:45
130 11150 櫻井 由佳/櫻井 結那 サクライ ユカ／サクライ ユナ 0:23:45 0:23:45
131 11076 岩倉 和彦/岩倉 弘拓 イワクラ カズヒコ／イワクラ コウタ 埼⽟県 0:28:36 0:28:36
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