
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4～6年)】

順位 No. 子供 保護者 総合タイム

ｸｻﾅｷﾞ ｾﾅ ｸｻﾅｷﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ
草薙　青波 草薙　眞一郎
ｳﾁﾀﾞ ﾊﾅｺ ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾄ

内田　はな子 内田　康人
ﾜﾀﾞ ｺﾊﾙ ﾜﾀﾞ ﾅｵﾕｷ

和田　心春 和田　直之
ｱｷﾊﾞ ﾏﾘﾈ ｱｷﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

秋葉　麻理音 秋葉　伸太郎
ﾀｶｵ ﾒｲ ﾀｶｵ ﾅｵﾋﾛ

髙尾　芽生 高尾　尚寛
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ

近藤　あつき 近藤　祐司
ｲｲｼﾞﾏ ｽｽﾞ ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾘｴ
飯島　涼 飯島　百合枝
ｲｲｼﾞﾏ ﾐｵ ｲｲｼﾞﾏ ｻﾄｼ
飯島　澪 飯島　智志

ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾘ ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾄｼ
宮崎　絢璃 宮崎　晃寿
ｲｼﾀﾞ ｶｵ ｲｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

石田　佳緒 石田　正和
ﾆｲﾐ ﾕｷﾉ ｲﾜｾ ｶｽﾞｼｹﾞ

新美　侑希乃 岩瀬　一茂
ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾐ ｺｲｽﾞﾐ ｻﾀﾞｵ

小泉　安佑実 小泉　禎雄
ｵｵﾉ ﾈﾈ ｵｵﾉ ｼｭｳﾍｲ

大野　寧音 大野　秋平
ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｳｱ ｲﾜﾅｶﾞ ﾀｹｼ
岩永　優亜 岩永　猛
ｲﾃﾞﾊﾗ ﾋﾅ ｲﾃﾞﾊﾗ ﾘｮｳ
出原　日菜 出原　良
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾌﾐﾉ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏﾘ
桑原　文乃 桑原　真理
ﾔﾏｳﾁ ｶｴﾃﾞ ﾔﾏｳﾁ ｼﾝ
山内　楓葉 山内　真
ｾｲｹ ｻｷ ｾｲｹ ｶｵﾘ
清家　咲 清家　香織

ﾆﾉﾐﾔ ｱﾘｻ ﾆﾉﾐﾔ ﾖｼｴ
二宮　有彩 二宮　由恵
ｼﾉｻﾞｷ ｱﾝﾅ ｼﾉｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ
篠﨑　安那 篠崎　禎宏
ｱｶﾊﾈ ﾏﾋﾛ ｱｶﾊﾈ ﾕﾐ
赤羽　真宙 赤羽　由美
ｻｲﾄｳ ﾕｷﾉ ｻｲﾄｳ ﾀﾂｷ

齋藤　由樹乃 齋藤　立樹

21 247  13:42

22 234  13:47

19 245  12:48

20 249  13:07

17 235  12:34

18 263  12:37

15 253  12:11

16 241  12:29

13 254  11:36

14 260  11:50

11 250  10:42

12 244  11:09

9 258  10:29

10 257  10:36

7 261  10:07

8 262  10:18

5 252  9:25

6 251  9:52

3 255  9:19

4 239  9:23

1 256  9:12

2 243  9:15
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ｱﾂﾐ ﾋﾅ ｱﾂﾐ ﾋﾛｺ
熱海　陽菜 熱海　博子
ｱﾔﾍﾞ ﾏｲｺ ｱﾔﾍﾞ ﾏｷｺ

綾部　麻依子 綾部　牧子
ﾌｼﾞﾉ ﾏｷ ﾌｼﾞﾉ ﾄｼｱｷ

藤野　真貴 藤野　敏明
ｻﾄｳ ﾅﾅ ｻﾄｳ ｱﾂｼ

佐藤　なな 佐藤　敦
ﾖｺﾄ ｱｽｶ ﾖｺﾄ ｼｹﾞﾙ

横戸　あすか 横戸　茂
ﾀｶﾔﾏ ｶｴﾃﾞ ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋﾄ

高山　かえで 高山　秀人
ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ ﾖｼｶﾜ ﾐﾁ
吉川　凛 吉川　美知
ﾑﾄｳ ﾐｻﾄ ﾑﾄｳ ﾀｶｼ

武藤　美里 武藤　隆
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄﾓﾅ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ

小野寺　朋菜 小野寺　博
ﾑﾗｶﾐ ﾓﾓｶ ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ
村上　桃菓 村上　順三
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾝ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｴ

長谷川　凜 長谷川　梨江
棄権 259   

棄権 237   

棄権 242   

29 248  19:03

棄権 233   

27 231  17:30

28 240  17:36

25 232  16:00

26 238  16:50

23 246  15:06

24 236  15:23
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