
1. 819 齋藤 正利 齋藤 大我 07:43 -

2. 840 本多文彦 本多 風葵 東和ＲＣ 07:57 +00:14

3. 815 関澤 龍伸 関澤 大輝 小松会計 08:06 +00:22

4. 845 青木 健一 青木 拓真 チーム青木 08:34 +00:51

5. 846 青木 貴代 青木 柊真 チーム青木 08:47 +01:04

6. 806 野村 奈穂子 野村 飛翔奈 関東RC 09:14 +01:30

7. 828 植田 健司 植田 悟司 09:18 +01:35

8. 807 早尾 哲 早尾 朔 堀口ランナーズ 09:22 +01:39

9. 831 高橋 律子 高橋 りんと 09:31 +01:48

10. 850 菅野 治哉 菅野 心愛 09:32 +01:48

11. 826 國分 宏樹 國分 香凛 郡山市立富田小学校 09:34 +01:51

12. 812 佐久間 毅 佐久間 莉乙睦 沢石小学校 09:37 +01:53

13. 809 渡辺 達也 渡辺 滉也 三春小学校 10:05 +02:22

14. 844 大越 陽平 大越 瑠夏 10:10 +02:26

15. 824 渡辺 丈信 渡辺 陽咲 10:16 +02:33

16. 818 若木 勇一 若木 一輝 杉妻小学校 10:27 +02:44

17. 813 伊藤 博理 伊藤 陸 堀口ランナーズ 10:29 +02:46

18. 841 本多詩織 本多 理葵 東和ＲＣ 10:30 +02:46

19. 827 眞舩 絵美 眞舩 優孝 Mt.mafu project 10:31 +02:48

20. 848 布施 祥平 布施 彩人 10:36 +02:52

21. 838 渡邊 武蔵 渡邊 紅采 KENT英会話スクール 10:58 +03:15

22. 816 河原 一平 河原 直大朗 堀口ランナーズ 11:12 +03:29

23. 836 佐久間 直史 佐久間 康平 11:16 +03:32

24. 820 渡辺 真成 渡辺 陽茉理 わたなべランニングクラブ（わたなべＲＣ） 11:32 +03:49

25. 837 渡部 麻里 渡部 魁斗 11:34 +03:51

26. 821 谷田部 文和 谷田部 晴花 わたなべランニングクラブ（わたなべＲＣ） 11:34 +03:51

27. 842 佐藤 信章 佐藤 朱莉 富田幼稚園 11:49 +04:05

28. 814 原田 裕也 原田 祐作 庭坂小学校 11:49 +04:06

29. 832 佐藤 裕美 佐藤 幸翔 堀口ランナーズ 12:01 +04:17

30. 825 渡邉 隆弘 渡邉 颯太 わたなべランニングクラブ 12:01 +04:17

31. 839 村越 教人 村越 瑶太 12:01 +04:18

32. 810 菊地 弥生 菊地 玲菜 12:03 +04:20

33. 849 菅野 愛美 菅野 風翔 12:06 +04:22

34. 829 齋藤 啓子 齋藤 真帆 12:25 +04:42

35. 833 佐藤 祐輔 佐藤 悠翔 堀口ランナーズ 12:46 +05:03

36. 801 大内 幸彦 大内 正太 13:10 +05:26

37. 843 柳沼 千枝美 柳沼 咲 堀口ランナーズ 13:18 +05:35

38. 822 谷田部 裕美子 谷田部 優翔 わたなべランニングクラブ（わたなべＲＣ） 13:29 +05:46

39. 823 高橋 充 高橋 悠馬 14:42 +06:58

40. 811 伊藤 幹男 伊藤 香澄 白岩幼稚園 14:52 +07:09

41. 847 布施 あゆみ 布施 心花 14:56 +07:13

42. 802 横嶋 紀江子 横嶋 優愛 16:20 +08:36

43. 830 渡辺 愛子 熊谷 柊太郎 ばあとまご 17:26 +09:42

44. 803 永林 正博 永林 美桜姫 22:51 +15:08

Number of records: 44

第40回田村富士ロードレース大会 開催日 年-月-日

Result (8)親子ペア（市外） START 10:30

順位 BIB 名前 ペア名 チーム名 タイム タイム差
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