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深見 恵子 家長 知史

清水 公子 8 野上 脩久 8

奥冨 季乃 小林 孝則

田中 恵美子 中西 誠一

石毛 克恵 4 西澤 智美 8

澤田 靖子 小山 等

岩村 優子 稲葉 秀幸

石塚 正徳 8 稲垣 壱琉 7

中村 徳海 藤田 良 

引地 靖子 飯野 良平

荻野 洋子 5 植村 亮子 5

小山 和枝 小島 理恵

瀬賀 邦夫 中村 康代

稲葉 唯花 7 稲垣 壱琉 5

奥村 繁 下田 由美子

黒木 智哉 関口 研二

新井 夏織 9 上出 純大 6

三好 啓子 新家 透

沖田 純子 黒木 宝子

中村 天香 8 湯浅 紀美子 7

廣瀬 雅孝 上橋 宏 

松嵜 昇 廣瀬 雅孝

泉 夏映 9 細沼 樹 6

草賀 淳 藤原 敬一

宮嶋 重明 関口 二郎

足立 夕弦 7 渡辺 蓮 10

渡邉 徳雄 増田 裕子

土井 恵美子 三由 憲之

林 義照 4 北條 航生 4

瀬賀 かほる 竹下 正博

小野 好貴 中村 千賀

田中 陸 10 田中 希実 8

甲斐 久歳 飯尾 弘

元田 郁男 篠原 一郎

佐々木 優奈 10 森下 珠美 0

石川 淳子 熊井 紀一

名雪 正義 安江 仁美

鹿野川 璃羅 10 前島 あき子 0

下田 徹 平山 夏子

永田 欽一 川端 由美子

長谷川 希 4 塩島 佳代 0

飯島 稔凱 松嵜 恭子

ｼｰﾄﾞ白F 26 19 マラソンC 0

ｼｰﾄﾞ 3

青B 50 3 マラソンAB 0 ｼｰﾄﾞ

白E 53 1 3 マラソンA 0
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白D 47 5 青D 39 9

赤C 19 25 緑C 20

21

白C 43 7 1 白G 52 2

白B 48 4 青C 22

18

赤B 46 6  紫B 37 11

黒 43 7 緑B 30

白A 31 16 赤E 23 20 　

紫A 21 23  赤D 31

青A 34 14 黄B 35 13

16

2

黄A 22 21  茶 32 15
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赤A 37 11 緑A 39 9


