
第8回 日産ふれあいロードレース 【速報/リザルト】

平成31年（2019年）3月2日（土）

種目：【2.4km】
カテゴリー：【親子2.4km(小学生女子1～3年)】

順位 No. 子供 保護者 総合タイム

ｶｼﾜ ﾕﾅ ｶｼﾜ ﾏｻﾄ
柏　友菜 柏　雅人
ｼﾐｽﾞ ﾕｲ ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ

清水　悠衣 清水　伸孝
ﾓﾛﾀ ｻﾅ ﾓﾛﾀ ｼｭｳﾍｲ

諸田　彩渚 諸田　修平
ﾐﾔﾓﾄ ﾒｲ ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓﾔ

宮本　芽依 宮本　朋也
ｵｸﾀﾞ ﾊﾂﾈ ｵｸﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ
奥田　初音 奥田　知之

ﾋﾛﾀ ｷﾅ ﾋﾛﾀ ﾅﾅ
廣田　葵奈 廣田　奈々
ｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾐ ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ

坂本　真菜美 坂本　龍一
ｾｷ ｺﾄﾈ ｾｷ ﾄﾓﾔ
関　琴音 関　智哉
ｺﾐﾔ ﾕｽﾞｷ ｺﾐﾔ ﾏｻﾋﾛ
小宮　柚月 小宮　正博

ﾀﾅｶ ｷｲ ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ
田中　希依 田中　勝
ﾘｷﾋｻ ｱｲ ﾘｷﾋｻ ﾐﾕｷ

力久　あい 力久　みゆき
ｳﾁﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｳﾁﾀﾞ ﾘｴ

内田　ななみ 内田　理絵
ﾊﾅﾏﾁ ﾕｽﾞﾅ ﾊﾅﾏﾁ ﾄｼﾋｺ
花待　柚奈 花待　年彦
ｵｵﾌﾞﾁ ﾏﾎ ｲﾜｾ ｼｹﾞｷ
大渕　麻帆 岩瀬　茂樹
ｽｽﾞｷ ｻﾅ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ

鈴木　彩夏 鈴木　友範
ｳｴｿﾞﾉ ﾓｶ ｳｴｿﾞﾉ ﾏｻｷ

上園　萌夏 上園　雅樹
ﾊﾗﾀﾞ ｸﾙﾐ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ

原田　くるみ 原田　将英
ﾀﾅｶ ﾏﾘﾅ ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ

田中　満里菜 田中　裕一
ﾃｼﾏ ﾕﾗ ﾃｼﾏ ﾀｶｼ

手嶋　優桜 手嶋　隆史
ｵｵﾊﾀ ｽｽﾞﾈ ｵｵﾊﾀ ﾐﾂﾊﾙ
大畠　涼音 大畠　光晴
ﾓﾁﾀﾞ ﾕﾘ ﾓﾁﾀﾞ ﾕﾘ

持田　柚葉 持田　由理
ﾖﾈﾔﾏ ﾐｻｷ ﾖﾈﾔﾏ ｾｲｲﾁ
米山　翠咲 米山　誠一

22 169  15:11

20 161  14:36

21 168  14:55

18 180  14:12

19 176  14:27

16 182  13:23

17 164  14:01

14 178  13:12

15 185  13:15

12 191  13:09

13 165  13:10

10 170  12:41

11 186  13:09

8 183  11:34

9 184  11:42

6 190  11:00

7 187  11:22

4 172  10:23

5 162  10:35

3 175  10:16

1 163  9:39

2 173  9:53
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ﾐﾀｹ ﾕｽﾞﾘ ﾐﾀｹ ﾏﾕﾐ
三武　柚里 三武　まゆみ
ｶﾒｲ ｻｸﾗ ｶﾒｲ ﾕｳｶ

亀井　さくら 亀井　優佳
ｻｲﾄｳ ﾘﾉ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ

齋藤　りの 齋藤　雄太
ｼﾉｻﾞｷ ﾘｻ ｼﾉｻﾞｷ ｴﾐｺ
篠崎　理紗 篠﨑　絵美子
ｸﾗﾓﾄ ｾﾘ ｸﾗﾓﾄ ｱｷﾗ

倉本　せり 倉本　晃
ｼｵﾀ ｻｵ ｼｵﾀ ﾕｶｺ

塩田　采央 塩田　有佳子
ｻｲﾄｳ ﾕﾅ ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ

齋籐　結菜 齋籐　浩
ﾓｳﾘ ﾊﾙｶ ﾓｳﾘ ﾐｷ

毛利　陽香 毛利　みき
ﾀｹｼﾏ ﾙﾅ ﾀｹｼﾏ ｹﾝｼﾞ

竹島　瑠南 竹島　賢司

棄権 179   

棄権 188   

棄権 171   

棄権 174   

26 177  19:09

棄権 166   

24 189  15:39

25 181  16:14

23 167  15:15
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