
第7回 日産ふれあいロードレース 【速報/リザルト】

平成30年（2018年）3月3日（土）

種目：【2.4km】
カテゴリー：【親子2.4km(小学生男子1～3年)】

順位 No. 子供 保護者 総合タイム

ｸｻﾅｷﾞ ﾃﾙﾔ ｸｻﾅｷﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ
草薙　輝弥 草薙　眞一郎
ﾀﾌﾞﾁ ｱﾔﾄ ﾀﾌﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾄ

田淵　絢翔 田淵　照人
ﾕｲ ﾊﾙｷ ﾕｲ ﾄﾓﾋﾛ

由比　陽樹 由比　智裕
ｵｻﾅｲ ｹｲｺﾞ ｵｻﾅｲ ﾅｵﾄ

小山内　恵悟 小山内　直人
ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｼﾏﾀﾞ ｻﾅｴ

嶋田　晴友 嶋田　幸苗
ﾐﾔﾀ ﾀｲｾｲ ﾐﾔﾀ ﾖｼﾕｷ
宮田　泰成 宮田　善行
ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｸ ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶｼ
徳永　リク 徳永　高志
ｻｻｷ ｿｳﾀ ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ

佐々木　颯大 佐々木　良輔
ｽｽﾞｷ ﾉﾝﾊ ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ
鈴木　暖杷 鈴木　順弘
ｲﾀﾃﾞﾗ ﾘﾋﾄ ｲﾀﾃﾞﾗ ﾏｻﾋﾄ
板寺　理人 板寺　真人
ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻﾄ ﾖﾈﾔﾏ ｾｲｲﾁ
米山　真叶 米山　誠一
ｺﾚﾉﾘ ｼｮｳﾀ ｺﾚﾉﾘ ﾃﾂﾔ
是則　匠汰 是則　哲也
ﾉｿﾞｴ ﾕｳｾｲ ﾉｿﾞｴ ﾀｶﾌﾐ
野添　優惺 野添　高史
ｸﾎﾞ ｼｭﾝﾀ ｸﾎﾞ ｼｭﾝｾｲ

久保　俊太 久保　俊世
ﾋﾗｶﾜ ｶﾅﾄ ﾋﾗｶﾜ ｶｽﾞｷ
平川　叶翔 平川　一貴

ｳｵﾀﾆ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｳｵﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ
魚谷　亮太朗 魚谷　修二
ﾏﾂｵｶ ｼﾞｭﾝｺﾞ ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾀｹ
松岡　准吾 松岡　秀武

ﾊｼﾅｶ ﾘｮｳｽｹ ﾊｼﾅｶ ｱｻｺ
橋中　良典 橋中　朝子
ﾘｷﾋｻ ﾀｹﾙ ﾘｷﾋｻ ﾏｻｼ
力久　尊 力久　将
ﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ

和田　勇人 和田　博好
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈﾐﾂ
渡邉　海成 渡邉　宗光
ｼﾐｽﾞ ｳｷｮｳ ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾐ
清水　右京 清水　佳美

21 110  12:51

22 112  13:01

19 132  12:36

20 114  12:36

17 109  12:29

18 120  12:30

15 137  12:18

16 106  12:24

13 129  12:10

14 103  12:12

11 118  11:46

12 115  11:53

9 113  11:25

10 131  11:33

7 105  11:16

8 134  11:16

6 107  11:14

3 123  10:10

4 136  10:22

1 124  9:09

2 117  9:31

5 127  10:55
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ｶﾂﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ ｶﾂﾏﾀ ｶﾅｺ
勝亦　俊輔 勝亦　加奈子

ｱﾌﾞｽｰ ﾏﾁｭｳ absous olivier
absous matthieu absous olivier

ｲｿﾍﾞ ｸｳｶﾞ ｲｿﾍﾞ ｹﾝｼﾞ
磯部　空雅 磯部　健治
ｻｻﾉ ﾕｳｽｹ ｻｻﾉ ｼﾝｲﾁ
笹野　佑介 笹野　真一
ﾊｾ ﾕｳﾏ ﾊｾ ｼﾝｲﾁ

長谷　悠真 長谷　真一
ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ
齋藤　一樹 齋藤　晃一
ｱﾂﾐ ﾅｵﾏｻ ｱﾂﾐ ﾋﾛｺ
熱海　直柾 熱海　博子
ﾆｼﾔﾏ ｹｲｽｹ ﾆｼﾔﾏ ﾖｼｶﾂ
西山　佳佑 西山　佳克
ｲｼﾉ ﾄｼﾔ ｲｼﾉ ｺｳｲﾁ

石野　照也 石野　公一
ﾀﾅｶ ｿｳﾔ ﾀﾅｶ ｱｷ

田中　蒼也 田中　亜希
ｴﾝｼﾞｮｳ ﾕｲﾄ ｴﾝｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞﾕｷ
円城　結斗 円城　信幸
ｼﾑﾗ ｲｯﾄ ｼﾑﾗ ｱｵｲ

志村　一登 志村　葵
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾋ ﾑﾗｶﾐ ﾕｶﾘ
村上　雄飛 村上　裕香里
ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ ｽｷﾞﾔﾏ ﾁﾂﾞﾙ
杉山　大地 杉山　千鶴

ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｳｴﾀﾞ ｶｵﾘ
上田　龍之介 上田　香織

ｱﾗｷ ｹｲｺﾞ ｱﾗｷ ﾅﾐ
荒木　慶伍 荒木　奈美

棄権 135   

棄権 138   

棄権 125   

棄権 126   

棄権 111   

棄権 122   

31 104  15:30

32 108  16:49

29 116  14:47

30 130  14:54

27 102  14:20

28 119  14:44

25 133  13:49

26 101  13:50

23 128  13:18

24 121  13:45
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