
 

 
 

 

 
 
 

親子ラ ン　 1.2km 親子ラ ン　 1.2km

№ 親氏名 子氏名 都道府県 № 親氏名 子氏名 都道府県

1 青木 俊之 上原 進平 神奈川県 33 武井 正貴 武井 利通 東京都

2 渥美 伸之 渥美 璃空 東京都 34 竹内 千晶 竹内 楓 東京都

3 阿部 勲 阿部 愛香 神奈川県 35 竹内 誠史 竹内 樹 東京都

4 阿部 裕美 阿部 千咲 東京都 36 田中 恵子 田中 睦敏 東京都

5 荒井 京子 荒井 理佐 東京都 37 田中 政治 田中 龍音 東京都

6 市川 雄司 市川 雄吾 神奈川県 38 田原 恭子 田原 蒼史 神奈川県

7 一藤木 希悦 一藤木 誉大 東京都 39 田原 史昭 田原 昭吾 神奈川県

8 稲垣 好政 稲垣 雄 神奈川県 40 樽谷 剛 樽谷 能亜 神奈川県

9 入江 崇 入江 結子 東京都 41 鳥羽 克衛 鳥羽 奏太 東京都

10 大塚 たいぞう 大塚 優菜 東京都 42 冨永 佳博 冨永 琉斗 東京都

11 大塚 翼 大塚 奏空 千葉県 43 長尾 正美 長尾 柊 東京都

12 小笠原 道子 小笠原 奈月 茨城県 44 中野 仁 中野 空 東京都

13 岡田 圭治 岡田 治馬 東京都 45 中村 彰吾 中村 俐結 東京都

14 小川 英幸 小川 大貴 千葉県 46 永山 由佳 永山 杏 東京都

15 小野 智弘 小野 太一 東京都 47 野口 恭弘 野口 航真 東京都

16 鹿島田 浩二 鹿島田 皓一 東京都 48 野村 加代子 野村 美宇 東京都

17 鹿島田 真理子 鹿島田 桃子 東京都 49 原 秀文 原 智尋 千葉県

18 神本 真佐子 産形 百花 東京都 50 東山 覚 東山 新汰 東京都

19 神本 光伸 産形 勇太 東京都 51 東山 麻衣子 東山 陸人 東京都

20 河瀬 貴広 河瀬 瑛夢 神奈川県 52 冨名腰 学 冨名腰 悠 東京都

21 菊池 雅和 菊池 妟翠 神奈川県 53 北條 雄一 北條 靖人 東京都

22 小儀 有理 小儀 真由 東京都 54 町田 直子 町田 響 千葉県

23 小林 浩 小林 篤史 東京都 55 松田 喜貴 松田 佳恋 東京都

24 小松 大了 小松 大真 千葉県 56 松ノ 井 覚 松ノ 井 貴 東京都

25 斉藤 進 斉藤 あらた 東京都 57 丸山 優子 丸山 大志 東京都

26 齋藤 華子 齋藤 由良 東京都 58 村上 裕子 村上 樹 埼玉県

27 櫻井 洋 櫻井 俊輝 千葉県 59 谷田部 明子 谷田部 心月 千葉県

28 佐藤 浩樹 佐藤 愛美 東京都 60 山崎 洋史 山崎 瑞貴 神奈川県

29 宍戸 公司 宍戸 靖弥 東京都 61 山田 和也 山田 梨乃 東京都

30 副島 隆之 副島 若菜 東京都 62 山村 美都 山村 怜 神奈川県

31 高野 正和 高野 夏琉 東京都 63 榊原 恵美子 榊原 一花

32 田口 亮子 田口 颯音 東京都 64 植竹 康則 植竹 一花 東京都

小学4年生以上　 男子　 1.5ｋｍ 小学4年生以上　 男子　 1.5ｋｍ
No 氏   名 所　 　 　 属 都道府県 No 氏   名 所　 　 　 属 都道府県
71 池澤 悠冬 チーム柏 千葉県 91 長谷川 将地 東京都
72 今井 凜 下郷小学校 神奈川県 92 松ノ 井 暁 東京都
73 入江 啓至 荏原平塚学園 東京都 93 村上 駿 東京都
74 内山 遼太郎 東京都 94 安江 悠登 埼玉県
75 川上 莉央 東京都 95 山田 空 東京都
76 河瀬 奏琉 玉縄小学校 神奈川県 96 渡辺 空羅 一宮西小学校 山梨県
77 菊地 幹太 アカデミ ーＪｒ 東京都 97 渡辺 健太 東京都
78 菊地 駿斗 品川学園 東京都
79 北村 颯大 神奈川県 小学4年生以上　 女子　 1.5km

80 北村 光 横浜ＡＣ 神奈川県 № 氏   名 所　 　 　 属 都道府県
81 熊本 瞳人 万騎が原小学校 神奈川県 101 荒井 花音 東京都
82 櫻井 和輝 千葉県 102 岡田 綾菜 千葉県
83 泉水 泰蔵 新町小学校 神奈川県 103 纐纈 優衣 東京都
84 高木 陽 東京都 104 志田 唯希 東京都
85 竹崎 魁真 東京都 105 杉浦 琳香 二葉小学校 東京都
86 田中 奏多 東京都 106 武井 志保 東京都
87 谷藤 律希 東京都 107 徳田 英里 東京都
88 樽谷 瑠偉 東山田小学校 神奈川県 108 本多 莉子 千葉県
89 永田 覇人 茨城県 109 町田 優奈 千葉県
90 中野 岳 千葉県 110 森田 絢子 東京都


