
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4～6年)】

順位 No. 子供 保護者 総合タイム

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｷ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾋﾛ
望月　大希 望月　昌宏
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾄｼ
萩原　陽仁 萩原　聡
ｱｲﾊﾞ ﾏｻｼ ｱｲﾊﾞ ﾕｳｽｹ
相羽　祐志 相羽　祐丞
ﾓｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ ﾓｲｽﾞﾐ ﾄｵﾙ
茂泉　健太 茂泉　透
ｳｵｶﾜ ｶｲﾄ ｳｵｶﾜ ﾋﾛｼ
魚川　櫂渡 魚川　洋

ｵｵﾌﾞﾁ ﾀﾂﾉｽｹ ｲﾜｾ ｼｹﾞｷ
大渕　龍之介 岩瀬　茂樹
ｸﾗﾓﾁ ｺｳﾍｲ ｸﾗﾓﾁ ｼｹﾞﾙ
倉持　滉平 倉持　茂
ｳﾒﾊﾗ ﾀｸﾄ ｳﾒﾊﾗ ﾄﾓﾐ
梅原　拓人 梅原　知己
ﾆｼｴ ｶﾝｼﾞ ﾆｼｴ ﾋﾛﾕｷ

西江　貫志 西江　広志
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾏｴﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ
前田　悠介 前田　忍

ｾｲｹ ﾘｸ ｾｲｹ ﾏｻﾄ
清家　陸 清家　将人

ｵｵﾊﾀ ｼﾝｺﾞ ｵｵﾊﾀ ﾐﾂﾊﾙ
大畠　紳吾 大畠　光晴
ｲｿﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ ｲｿﾍﾞ ｱﾂｵ
磯部　智寛 磯部　敦生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｵ
小林　亮太 小林　信夫

ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲｾｲ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｶｺ
山﨑　海生 山﨑　裕佳子
ﾏﾐﾔ ﾀｶｳﾐ ﾏﾐﾔ ｹｲｲﾁ
間宮　敬海 間宮　敬一
ｺｼｺﾞｴ ﾕｳﾄ ｺｼｺﾞｴ ﾃﾙｵ
腰越　優叶 腰越　照雄
ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾔ ｳﾁﾀﾞ ﾕﾐｺ
内田　翔也 内田　由美子

ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ ﾐﾔﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ
宮本　龍征 宮本　志のぶ
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ ﾀｶﾊｼ ﾘｴｺ
高橋　陽希 高橋　利恵子
ﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾊﾗ ﾉﾌﾞｵ
原　雄一郎 原　信雄

ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾝﾉｽｹ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ
中川　凛之介 中川　博之

21 190  13:59

22 203  14:13

19 199  13:28

20 191  13:45

17 195  13:02

18 198  13:11

15 181  12:46

16 204  12:58

13 200  12:37

14 196  12:45

11 187  12:14

12 184  12:18

9 208  11:32

10 192  11:40

7 182  11:18

8 201  11:30

5 194  10:53

6 210  10:53

3 202  9:42

4 186  10:07

1 193  9:17

2 185  9:30
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ｲｼﾉ ﾏｻﾔ ｲｼﾉ ｻﾕﾘ
石野　聖也 石野　小百合

ｸｻﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｷ ｸｻﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ
草柳　春稀 草柳　賢一
ﾋｷﾁ ｺｳｾｲ ﾋｷﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ
引地　航生 引地　秀行

ｵｵﾆｼ ｼｮｳｽｹ ｵｵﾆｼ ﾕｳｺｳ
大西　翔祐 大西　祐好
ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｵｲ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｶｼ
川端　碧 川端　貴

ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝﾀ
近藤　玄汰 近藤　篤史
ﾆｲﾔ ﾊｼﾞﾒ ﾆｲﾔ ﾐﾂﾙ
新谷　啓 新谷　満
ﾂｷｵｶ ﾀｸﾐ ﾂｷｵｶ ﾁｻﾄ
月岡　拓巳 月岡　千聖
ｲﾜｲ ﾕｳﾀ ｲﾜｲ ｷﾖﾊﾙ

岩井　悠汰 岩井　聖晴
棄権 211   

棄権 207   

棄権 209   

棄権 205   

棄権 206   

棄権 188   

棄権 189   

23 183  15:19

24 197  16:01
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