
【公式記録】部門別最終順位
1km親子ジョギング

タイム差目標タイムｾﾞｯｹﾝ部門
順位

第33回かどがわ健康ロードレース

2019年3月24日（日）

選手名 ゴールタイム

00分01秒04分15秒39581 田中 翔 ・ 田中 智　 04分14秒

00分01秒04分30秒39442 道﨑 啓人 ・ 道﨑 剛　 04分29秒

00分07秒04分30秒39353 井野内 佑駕 ・ 井野内 美希
　

04分23秒

00分08秒04分44秒39494 道田 蒼之介 ・ 道田 里奈　 04分36秒

00分10秒04分10秒39415 佐藤 夢晟 ・ 佐藤 弘樹　 04分00秒

00分11秒04分20秒39166 滝口 縁 ・ 滝口 竜二　 04分09秒

00分13秒07分00秒39487 松村 由衣 ・ 松村 由貴子　 06分47秒

00分16秒04分30秒39118 黒田 侑生奈 ・ 黒田 隆行　 04分14秒

00分17秒05分00秒39199 山下 颯馬 ・ 山下 祐補　 04分43秒

00分24秒06分13秒390710 吉田 愛 ・ 吉田 よつば　 05分49秒

00分24秒03分45秒391311 安田 創 ・ 安田 靖　 04分09秒

00分25秒04分15秒391412 福本 昊 ・ 福本 明　 04分40秒

00分25秒06分30秒390313 松岡 亜弥子 ・ 松岡 健　 06分05秒

00分27秒05分00秒391814 山下 凌央 ・ 山下 有希　 05分27秒

00分32秒04分40秒390815 請関 英昭 ・ 請関 宗太　 04分08秒

00分32秒03分30秒392816 山田 理央 ・ 山田 和昭　 04分02秒

00分34秒04分30秒394517 加行 琉聖 ・ 加行 宏典　 03分56秒

00分37秒03分35秒393718 吉永 林聖 ・ 吉永 美樹　 04分12秒

00分38秒05分00秒395119 松岡 咲里 ・ 松岡 美穂子　 04分22秒

00分40秒07分00秒395620 新川 一姫 ・ 新川 仁奈子　 06分20秒

00分41秒04分10秒394621 後藤 颯汰 ・ 後藤 紗由美　 04分51秒

00分42秒05分30秒392022 曽我 竜聖 ・ 曽我 久幸　 04分48秒

00分43秒05分50秒394223 樋口 まりあ ・ 樋口 博之　 05分07秒

00分45秒06分15秒390924 中澤 凛 ・ 中澤 正裕　 05分30秒

00分46秒05分00秒391225 菅野 星空 ・ 瀧下 敏弘　 04分14秒

00分52秒05分15秒395026 牧野 海煌 ・ 牧野 小百合　 04分23秒

00分53秒05分00秒391027 中田 結菜 ・ 中田 大輔　 05分53秒

00分56秒06分30秒390428 山下 朋 ・ 山下 優心　 05分34秒

00分56秒06分47秒394329 赤星 光咲 ・ 赤星 光昭　 05分51秒

00分58秒07分00秒392230 本田 胡太朗 ・ 本田 彩　 06分02秒

00分58秒06分40秒395531 長谷川 晴一 ・ 長谷川 洋子
　

05分42秒

00分59秒07分00秒392932 日吉 りおな ・ 日吉 康博　 06分01秒

01分07秒05分30秒392433 小野 虎将 ・ 鍋島 睦　 04分23秒
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01分11秒06分00秒393234 佐藤 結菜 ・ 佐藤 弘和　 04分49秒

01分14秒06分00秒393335 小松 瑛太 ・ 小松 美千留　 04分46秒

01分30秒05分55秒393036 神塚 椋大 ・ 神塚 千恵　 04分25秒

01分32秒03分30秒393637 松葉 遥也 ・ 松葉 昌作　 05分02秒

01分43秒06分00秒395738 井田 琉聖 ・ 井田 雄也　 04分17秒

01分47秒08分00秒390539 山本 祐也 ・ 山本 柚香　 06分13秒

01分50秒06分30秒390140 宮永 陽亮 ・ 宮永 遥真　 04分40秒

01分56秒08分25秒390241 村田 晃 ・ 村田 悠之介　 06分29秒

02分03秒07分15秒393842 橋口 結人 ・ 橋口 比呂美　 05分12秒

02分13秒08分26秒395443 永渕 玲衣沙 ・ 永渕 光広　 06分13秒

02分14秒07分10秒393944 橋口 伸史 ・ 橋口 沙織　 09分24秒

02分17秒07分00秒393445 黒木 奏良 ・ 黒木 安江　 04分43秒

02分19秒06分30秒393146 日高 銀星 ・ 日高 真由美　 04分11秒

02分25秒07分00秒392647 黒木 千聖 ・ 黒木 考臣　 04分35秒

02分31秒07分00秒392748 上田 真優 ・ 上田 裕享　 04分29秒

02分48秒08分00秒392149 峰 陽茉里 ・ 峰 里美　 05分12秒

02分48秒03分50秒394050 柴田 順真 ・ 柴田 智順　 06分38秒

02分54秒07分00秒392551 吉田 音瑛 ・ 吉田 純一　 04分06秒

03分01秒09分00秒394752 中田 倫太郎 ・ 中田 雅智　 05分59秒

04分13秒10分00秒395353 中野 瑛斗 ・ 中野 利夫　 05分47秒

06分42秒15分00秒390654 山本 卓也 ・ 山本 碧乃　 08分18秒

時間分秒05分30秒392355 黒木 奏己 ・ 黒木 立教　 時間分秒

時間分秒03分50秒391556 岩切 剛樹 ・ 岩切 康一郎　 時間分秒

時間分秒03分30秒391757 田端 紗羽 ・ 田端 邦弘　 時間分秒

時間分秒06分30秒395258 戸松 雫 ・ 戸松 俊介　 時間分秒
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