
第36回まつえレディースハーフマラソン
Ⅳ部 ちびっこマラソン3年男子結果

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 3586 藤原 琉成 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根 阿井小学校 3:48
2 3540 曳野徳二 ﾋｷﾉﾄｸｼﾞ 島根 古江小学校 3:55
3 3509 福島　昊 ﾌｸｼﾏ ｿﾗ 島根 津田小学校 3:57
4 3520 田村優成 ﾀﾑﾗﾕｳｾｲ 鳥取 米子陸上クラブ 3:57
5 3583 岸 誠瑛 ｷｼ ｾｲﾖｳ 島根 西野小学校 4:03
6 3582 田淵 悠希 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙｷ 広島 転倒虫 4:03

7 3565 中谷　瑠希 ﾅｶﾀﾆ ﾘｭｳｷ 島根 松江市立中央小学校 4:05

8 3546 福田成徳 ﾌｸﾀﾞｾｲﾄｸ 島根 デルソーレFC 4:05

9 3563 江角　桔平 ｴｽﾐ ｷｯﾍﾟｲ 島根 本庄ヒッターズ 4:06

10 3526 高見　陸 ﾀｶﾐ ﾘｸ 島根 阿用小学校 4:11

11 3571 永通　柊真 ﾅｶﾞﾐﾁ ｼｭｳﾏ 島根 内中原小学校 4:12

12 3525 浅田雅春 ｱｻﾀﾞﾏｻﾊﾙ 島根 内中原小学校 4:12

13 3559 安達諒大 ｱﾀﾞﾁﾘｮｳﾀ 島根 川津小学校 4:15

14 3580 布野 新太郎 ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 神西小学校 4:16

15 3527 三上璃久 ﾐｶﾐﾘｸ 島根 東出雲FC 4:16

16 3575 永井成周 ﾅｶﾞｲﾅﾙﾁｶ 島根 乃木小学校 4:17

17 3518 内田翔太 ｳﾁﾀﾞｼｮｳﾀ 島根 八雲小学校 4:17

18 3523 佐藤圭斗 ｻﾄｳｹｲﾄ 島根 中央小学校 4:17

19 3554 山﨑快斗 ﾔﾏｻｷｶｲﾄ 島根 中央小学校 4:17

20 3531 大庭悠太郎 ｵｵﾊﾞﾕｳﾀﾛｳ 島根 雑賀小学校 4:18

21 3572 山根　翼 ﾔﾏﾈ ﾂﾊﾞｻ 島根 法吉小学校 4:18

22 3501 伊藤凪沙 ｲﾄｳﾅｷﾞｻ 島根 神戸川小学校 4:18

23 3513 安里光希 ｱｻﾄﾐﾂｷ 島根 川津小学校 4:20

24 3539 立石倖大 ﾀﾃｲｼｺｳﾀ 島根 内中原小学校 4:22

25 3584 福場 時 ﾌｸﾊﾞ ﾄｷ 島根 乃木小学校 4:23

26 3545 板谷修吾 ｲﾀﾀﾞﾆｼｭｳｺﾞ 島根 4:27

27 3566 内島　隆斗 ｳﾁｼﾏ ﾘｭｳﾄ 島根 湖北ファルコンズ 4:28

28 3517 小原健志 ｵﾊﾞﾗﾀｹｼ 島根 津田小学校 4:28

29 3547 木佐典慈 ｷｻﾃﾝｼﾞ 島根 美保関小学校 4:28

30 3564 川谷　浩人 ｶﾜﾀﾆ ﾋﾛﾄ 島根 湖北ファルコンズ 4:31

31 3521 高井悠杜 ﾀｶｲﾊﾙﾄ 島根 城北小学校 4:32

32 3528 野津龍之介 ﾉﾂﾘｭｳﾉｽｹ 島根 内中原小学校 4:34

33 3555 山木裕太 ﾔﾏｷﾕｳﾀ 島根 宍道小学校 4:35

34 3504 森脇英志 ﾓﾘﾜｷｴｲｼﾞ 島根 出雲郷小学校 4:35

35 3512 土江隼人 ﾂﾁｴﾊﾔﾄ 島根 乃木 4:35

36 3573 黒田恵達 ｸﾛﾀﾞｹｲﾀﾂ 島根 城北小学校 4:35

37 3562 妹尾　颯哉 ｾﾉｵ ｿｳﾔ 島根 松江市立法吉小学校 4:36

38 3502 頼田晴登 ﾖﾘﾀﾊﾙﾄ 島根 津田小学校 4:39

39 3537 猪子裕斗 ｲﾉｺﾕｳﾄ 島根 中央小学校 4:41

40 3542 若槻真生 ﾜｶﾂｷﾏｵ 島根 出雲郷小学校 4:44

41 3570 廣谷　直旺 ﾋﾛﾀﾆ ﾅｵ 島根 湖北ファルコンズ 4:44

42 3529 井原和寿 ｲﾊﾞﾗｶｽﾞﾄｼ 島根 内中原小学校 4:47

43 3581 野田 光 ﾉﾀﾞ ﾋｶﾙ 鳥取 外江小学校 4:47

44 3579 田中 志昂 ﾀﾅｶ ｼｺｳ 広島 広島市立八幡東小学校 4:47

45 3535 池本太陽 ｲｹﾓﾄﾀｲﾖｳ 島根 生馬小学校 4:47

46 3549 狩野　凪 ｶﾘﾉ ﾅｷﾞ 島根 川津小学校 4:49

47 3569 金津　明志 ｶﾅﾂ ﾒｲｼ 島根 湖北ファルコンズ 4:49

48 3543 門脇　想 ｶﾄﾞﾜｷ ｿｳ 島根 内中原小学校 4:50

49 3505 茂富遥大 ｼｹﾞﾄﾐﾊﾙﾄ 島根 内中原小学校 4:50

50 3568 福山　陸 ﾌｸﾔﾏ ﾘｸ 島根 津田小学校 4:50

51 3514 細田晃佑 ﾎｿﾀﾞｺｳｽｹ 島根 乃木小学校 4:51

52 3578 久保田健汰 ｸﾎﾞﾀｹﾝﾀ 島根 美保関小学校 4:53

53 3524 森脇麟太郎 ﾓﾘﾜｷﾘﾝﾀﾛｳ 島根 川津小学校 4:54

54 3534 花田昂希 ﾊﾅﾀﾞｺｳｷ 島根 生馬小学校 4:54
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55 3506 内田優風 ｳﾁﾀﾞﾕｳｾ 島根 乃木小学校 4:54

56 3560 金山　遙斗 ｶﾅﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根 持田小学校 4:54

57 3577 小田龍鉄 ｵﾀﾞﾘｭｳﾃﾂ 島根 母衣小学校 4:55

58 3558 山田章斗 ﾔﾏﾀﾞｱｷﾄ 島根 玉湯小学校 4:56

59 3587 鈴木 温人 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 島根 乃木小学校 4:57

60 3567 森山　郁音 ﾓﾘﾔﾏ ｲｸﾄ 島根 宍道小学校 4:58

61 3536 坪内友平 ﾂﾎﾞｳﾁﾕｳﾍｲ 島根 城北小学校 4:58

62 3522 足立夢翔 ｱﾀﾞﾁﾕﾒﾄ 島根 城北小学校 5:04

63 3519 内田　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 島根 内中原小学校 5:06

64 3548 景山拓実 ｶｹﾞﾔﾏﾀｸﾐ 島根 乃木小学校 5:06

65 3552 高見駿佑 ﾀｶﾐｼｭﾝｽｹ 島根 神戸川小学校 5:08

66 3508 土江龍介 ﾂﾁｴﾘｭｳｽｹ 島根 内中原小学校 5:11

67 3507 梶野蒼太 ｶｼﾞﾉｿｳﾀ 島根 川津小学校 5:11

68 3532 金山　創 ｶﾅﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 島根 法吉小学校 5:12

69 3530 井原英寿 ｲﾊﾞﾗﾋﾃﾞﾄｼ 島根 内中原小学校 5:14

70 3574 持田悠成 ﾓﾁﾀﾞﾕｳｾｲ 島根 乃木小学校 5:15

71 3515 三島智也 ﾐｼﾏﾄﾓﾔ 島根 乃木小学校 5:15

72 3585 嘉藤 未紘 ｶﾄｳ ﾐﾋﾛ 島根 松江陸上教室 5:18

73 3561 湯原　蓮 ﾕﾊﾗ ﾚﾝ 島根 乃木小学校 5:18

74 3516 木谷優汰 ｷﾀﾆﾕｳﾀ 島根 内中原小学校 5:23

75 3533 寺本直恭 ﾃﾗﾓﾄﾅｵﾔｽ 島根 内中原小学校 5:23

76 3510 伊藤空玲 ｲﾄｳｸﾚｱ 島根 内中原小学校 5:23

77 3553 秦　涼也 ﾊﾀ ﾘｮｳﾔ 島根 出雲郷小学校 5:26

78 3556 岡本侑真 ｵｶﾓﾄﾕｳﾏ 島根 内中原小学校 5:28

79 3544 田中雅大 ﾀﾅｶﾏｻﾋﾛ 島根 意東小学校 5:35

80 3541 品川　稜 ｼﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳ 島根 5:38

81 3538 加津山純大 ｶﾂﾔﾏｼﾞｭﾝｷ 島根 宍道小学校 5:40

82 3511 下川蒼太 ｼﾓｶﾜｿｳﾀ 島根 母衣小学校 5:43
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