
2.6km 親子の部
順位 No. タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 7074 16分25秒 大窪 賢也/大窪　快晴 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾔ/ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾊ 広島県
2 7060 16分46秒 上岡 和幸/上岡　隼翔 ｳｴｵｶ ｶｽﾞﾕｷ/ｳｴｵｶ ﾊﾔﾄ 岡山県
3 7073 17分51秒 宮田 健太/宮田　楓 ﾐﾔﾀ ｹﾝﾀ/ﾐﾔﾀ ｶｴﾃﾞ 愛媛県
4 7042 18分25秒 庄賀 和浩/庄賀　匠未 ｼｮｳｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ/ｼｮｳｶﾞ ﾀ 広島県
5 7036 18分36秒 古川 泰生/古川　瑞歩 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽｵ/ﾌﾙｶﾜ ﾐｽﾞﾎ 広島県
6 7048 18分42秒 児玉 篤/児玉　莉央 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ/ｺﾀﾞﾏ ﾘｵ 愛媛県
7 7066 19分13秒 小川 啓太/小川　聡太 ｵｶﾞﾜ ｹｲﾀ/ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀ 岡山県
8 7075 19分15秒 座間 美穂子/座間　琉泉音ｻﾞﾏ ﾐﾎｺ/ｻﾞﾏ ﾙｲﾄ 広島県
9 7058 19分27秒 柳迫 光弘/茨　晴樹 ﾔﾅｷﾞｻｺ ﾐﾂﾋﾛ/ｲﾊﾞﾗ ﾊﾙ 広島県

10 7031 20分08秒 田尻 富久/田尻　和寛 ﾀｼﾞﾘ ﾄﾐﾋｻ/ﾀｼﾞﾘ ｶｽﾞﾋ 兵庫県
11 7038 20分59秒 江郷 達也/江郷　颯真 ｴｺﾞｳ ﾀﾂﾔ/ｴｺﾞｳ ｿｳﾏ 広島県
12 7069 21分02秒 兼光 真治/兼光　恵大 ｶﾈﾐﾂ ﾏｻﾊﾙ/ｶﾈﾐﾂ ｹｲﾀ 広島県
13 7035 21分41秒 山手 珠/山手　瑛太 ﾔﾏﾃ ﾀﾏﾐ/ﾔﾏﾃ ｴｲﾀ 広島県
14 7056 21分43秒 藤村 宜史/藤村　鴻志 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ/ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳ 広島県
15 7052 21分50秒 西村 幾太郎/西村　航太朗ﾆｼﾑﾗ ｲｸﾀﾛｳ/ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀ 広島県
16 7032 21分53秒 綿引 美代子/綿引　太一 ﾜﾀﾋﾞｷ ﾐﾖｺ/ﾜﾀﾋﾞｷ ﾀｲﾁ 広島県
17 7068 22分39秒 明石 豊暁/明石　千代子 ｱｶｼ ﾄﾖｱｷ/ｱｶｼ ﾁﾖｺ 香川県
18 7067 22分54秒 武田 圭介/武田　悠生 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｽｹ/ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 広島県
19 7071 23分30秒 住司 貴史/住司　新 ｽﾐｼ ﾀｶﾌﾐ/ｽﾐｼ ｱﾗﾀ 広島県
20 7057 23分36秒 石内 美沙紀/石内　健晴 ｲｼｳﾁ ﾐｻｷ/ｲｼｳﾁ ｹﾝｾｲ 広島県
21 7064 23分42秒 迫田 昭彦/迫田　あかり ｻｺﾀﾞ ｱｷﾋｺ/ｻｺﾀﾞ ｱｶﾘ 広島県
22 7024 23分55秒 福田 里子/福田　成樹 ﾌｸﾀﾞ ｻﾄｺ/ﾌｸﾀﾞ ﾅﾙｷ 山口県
23 7051 23分57秒 平本 雄毅/平本　泰慎 ﾋﾗﾓﾄ ﾕｳｷ/ﾋﾗﾓﾄ ﾀｲｼﾝ 広島県
24 7010 24分14秒 川下 剛史/川下　紗和 ｶﾜｼﾀ ﾀｹｼ/ｶﾜｼﾀ ｻﾜ 愛媛県
25 7078 24分17秒 小川 純代/小川　愛珠 ｵｶﾞﾜ ｽﾐﾖ/ｵｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 岡山県
26 7047 24分39秒 大場 恵/大場　美和 ｵｵﾊﾞ ﾒｸﾞﾐ/ｵｵﾊﾞ ﾐﾜ 広島県
27 7077 25分02秒 丸本 尚志/丸本　陽海 ﾏﾙﾓﾄ ﾋｻｼ/ﾏﾙﾓﾄ ﾊﾙﾐ 広島県
28 7020 25分35秒 川本 雅子/川本　湊士 ｶﾜﾓﾄ ﾏｻｺ/ｶﾜﾓﾄ ﾐﾅﾄ 広島県
29 7026 25分41秒 本間 美紀/本間　晴太 ﾎﾝﾏ ﾐｷ/ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾀ 香川県
30 7034 26分01秒 西川 拓司/川本　隼人 ﾆｼｶﾜ ﾀｸｼﾞ/ｶﾜﾓﾄ ﾊﾔﾄ 広島県
31 7072 26分02秒 高谷 由美子/大場　舞花 ﾀｶﾀﾆ ﾕﾐｺ/ｵｵﾊﾞ ﾏｲｶ 広島県
32 7053 26分08秒 田中 聡/田中　稜人 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ/ﾀﾅｶ ﾘﾋﾄ 広島県
33 7044 26分22秒 渡部 幸子/渡部　菜々 ﾜﾀﾍﾞ ｻﾁｺ/ﾜﾀﾍﾞ ﾅﾅ 広島県
34 7043 26分26秒 岡原 幸夫/岡原　夢佳 ｵｶﾊﾗ ﾕｷｵ/ｵｶﾊﾗ ﾕﾒｶ 広島県
35 7050 26分57秒 懸田 剛/懸田　大輝 ｶｹﾀﾞ ﾀｹｼ/ｶｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛媛県
36 7063 27分00秒 佐々木 祐吾/佐々木　孝生ｻｻｷ ﾕｳｺﾞ/ｻｻｷ ｺｳｾｲ 広島県
37 7028 27分02秒 西河 真由美/西河　航 ﾆｼｶﾜ ﾏﾕﾐ/ﾆｼｶﾜ ﾜﾀﾙ 広島県



38 7059 27分12秒 中本 喜代/中本　香帆 ﾅｶﾓﾄ ｷﾖ/ﾅｶﾓﾄ ｶﾎ 広島県
39 7009 27分14秒 Holladay Chad/Holladay ﾎﾘﾃﾞｲ ﾁｬﾄﾞ/ﾎﾘﾃﾞｲ ｱﾘ 山口県
40 7055 27分20秒 久保 英範/久保　壮汰 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ/ｸﾎﾞ ｿｳﾀ 広島県
41 7029 27分35秒 西田 昌弘/西田　明衣珠 ﾆｼﾀ ﾏｻﾋﾛ/ﾆｼﾀ ﾒｲｼﾞｭ 広島県
42 7076 27分44秒 土路生 誠/土路生　晴人 ﾄﾛﾌﾞ ﾏｺﾄ/ﾄﾛﾌﾞ ﾊﾙﾄ 広島県
43 7041 27分49秒 土路生 明美/土路生　藍人ﾄﾛﾌﾞ ｱｹﾐ/ﾄﾛﾌﾞ ｱｲﾄ 広島県
44 7039 27分51秒 伊藤 恵美/伊藤　叶恵 ｲﾄｳ ｴﾐ/ｲﾄｳ ｶﾅｴ 高知県
45 7021 28分04秒 山岡 智紀/山岡　暁志 ﾔﾏｵｶ ﾄﾓﾉﾘ/ﾔﾏｵｶ ｱｶｼ 広島県
46 7054 28分36秒 礒合 晃則/礒合　倫子 ｲｿｱｲ ｱｷﾉﾘ/ｲｿｱｲ ﾘﾝｺ 広島県
47 7030 28分43秒 山岡 美奈子/山岡　新 ﾔﾏｵｶ ﾐﾅｺ/ﾔﾏｵｶ ｱﾗﾀ 広島県
48 7065 28分45秒 舘上 雄一/舘上　航希 ﾀﾁｶﾐ ﾕｳｲﾁ/ﾀﾁｶﾐ ｺｳｷ 広島県
49 7014 29分09秒 見世 由佳/見世　彩斗 ﾐｾ ﾕｶ/ﾐｾ ｱﾔﾄ 広島県
50 7045 29分14秒 小野 幹夫/小野　朱音 ｵﾉ ﾏｻｵ/ｵﾉ ｱｶﾈ 広島県
51 7070 31分01秒 礒合 淳/礒合　眞子 ｲｿｱｲ ｼﾞｭﾝ/ｲｿｱｲ ﾏｺ 広島県
52 7011 31分18秒 熊谷 さやか/熊谷　優希 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾔｶ/ｸﾏｶﾞｲ ﾕｷ 愛媛県
53 7017 34分41秒 大作 純子/大作　春満 ｵｵｻｸ ｼﾞｭﾝｺ/ｵｵｻｸ ﾊﾙﾏ 広島県
54 7015 34分56秒 向川 友理絵/向川　實 ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾕﾘｴ/ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾐ 広島県
55 7027 35分07秒 松尾 公史/松尾　世那 ﾏﾂｵ ﾏｻｼ/ﾏﾂｵ ｾﾅ 広島県
56 7003 36分14秒 新谷 健太郎/新谷　亮太 ｼﾝﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ/ｼﾝﾀﾆ ﾘｮｳ 広島県
57 7022 36分25秒 松田 康弘/松田　佳也 ﾏﾂﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ/ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾔ 広島県
58 7037 36分33秒 菅原 勉/古毛堂　詩 ｽｶﾞﾊﾗ ﾂﾄﾑ/ｺﾓﾄﾞｳ ｳﾀ 広島県
59 7046 36分34秒 端野 友子/端野　郁 ﾊｼﾉ ﾄﾓｺ/ﾊｼﾉ ｱﾔ 広島県
60 7016 36分48秒 川本 猛希/川本　壮希 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｷ/ｶﾜﾓﾄ ｿｳｷ 山口県
61 7025 36分54秒 久村 文子/久村　玲奈 ｸﾑﾗ ﾌﾐｺ/ｸﾑﾗ ﾚﾅ 山口県
62 7013 37分11秒 宮尾 嘉成/宮尾　咲羽 ﾐﾔｵ ﾖｼﾏｻ/ﾐﾔｵ ｻﾜ 広島県
63 7023 37分24秒 松田 祥子/松田　佳也 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｺ/ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾔ 広島県
64 7008 37分28秒 新田 正基/新田　航大 ﾆｯﾀ ﾏｻｷ/ﾆｯﾀ ｺｳﾀ 広島県
65 7033 38分37秒 磯崎 淳子/磯崎　貴太 ｲｿｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ/ｲｿｻﾞｷ ﾀ 岡山県
66 7018 38分54秒 山下 晃司/山下　遥斗 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ/ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾄ 広島県
67 7002 44分17秒 原田 直之/原田　ひかり ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵﾕｷ/ﾊﾗﾀﾞ ﾋｶﾘ 広島県
68 7007 44分29秒 森園 裕輝/森園　藍 ﾓﾘｿﾞﾉ ﾕｳｷ/ﾓﾘｿﾞﾉ ﾗﾝ 広島県
69 7004 45分55秒 日置 佑佳/日置　敢太 ﾋｵｷ ﾕｶ/ﾋｵｷ ｶﾝﾀ 徳島県
70 7012 47分06秒 佐々木 彰/佐々木　悠 ｻｻｷ ｱｷﾗ/ｻｻｷ ﾊﾙｶ 広島県
71 7019 52分32秒 横田 大輔/横田　春馬 ﾖｺﾀ ﾀﾞｲｽｹ/ﾖｺﾀ ﾊﾙﾏ 広島県
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