
第37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1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 1544 森江将希 ﾓﾘｴﾏｻｷ 島根 法吉小学校 4分23秒
2 1535 竹邊　晴 ﾀｹﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島根 母衣小学校 4分23秒
3 1521 近藤蒼大 ｺﾝﾄﾞｳｿｳﾀ 島根 赤江小学校 4分26秒
4 1539 内田優太 ｳﾁﾀﾞﾕｳﾀ 島根 八雲小学校 4分31秒
5 1512 金崎勇駕 ｶﾈｻｷﾕｳｶﾞ 島根 鹿島東小学校 4分35秒
6 1533 嶽野遼生 ﾀﾞｹﾉﾘｮｳｾｲ 島根 城北小学校 4分35秒

7 1566 内海 聖 ｳﾂﾐ ﾋｼﾞﾘ 島根 生馬小学校 4分38秒

8 1505 大庭拓也 ｵｵﾊﾞﾀｸﾔ 島根 雑賀小学校 4分39秒

9 1504 引野颯人 ﾋｷﾉﾊﾔﾄ 島根 法吉小学校 4分39秒

10 1558 小林　航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 島根 城北小学校 4分42秒

11 1543 山口大輔 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲｽｹ 島根 母衣小学校 4分42秒

12 1559 権代　賢太朗 ｺﾞﾝﾀﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 島根 津田小学校 4分43秒

13 1530 持田結和 ﾓﾁﾀﾞﾕｳﾜ 島根 津田小学校 4分43秒

14 1571 太田 海晴 ｵｵﾀ ﾐﾊﾙ 島根 出雲郷小学校 4分44秒

15 1501 伊藤三葉 ｲﾄｳﾐﾂﾊ 島根 神戸川小学校 4分45秒

16 1563 實重 勇助 ｻﾈｼｹﾞ ﾕｳｽｹ 島根 津田小学校 4分46秒

17 1557 梅木　郁弥 ｳﾒｷ ﾌﾐﾔ 島根 生馬小学校 4分47秒

18 1568 森脇 旬太郎 ﾓﾘﾜｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島根 川津小学校 4分49秒

19 1565 宮野 友暉 ﾐﾔﾉ ﾕｳｷ 鳥取 福生東小学校 4分55秒

20 1550 野津　孝介 ﾉﾂ ｺｳｽｹ 島根 湖北ファルコンズ 4分56秒

21 1538 武田快地 ﾀｹﾀﾞｶｲﾁ 島根 内中原小学校 4分57秒

22 1537 池本陽煌 ｲｹﾓﾄﾊﾙｷ 島根 4分58秒

23 1514 木下脩真 ｷﾉｼﾀｼｭｳﾏ 島根 雑賀小学校 4分59秒

24 1547 澁谷　昂大 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ 島根 城北小学校 5分02秒

25 1517 永田成瑠 ﾅｶﾞﾀﾅﾙ 島根 古志原小学校 5分02秒

26 1511 和田一芯 ﾜﾀﾞｲｯｼﾝ 島根 津田小学校 5分06秒

27 1542 中川拓也 ﾅｶｶﾞﾜﾀｸﾔ 島根 母衣小学校 5分06秒

28 1531 渡部剣眞 ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝｼﾝ 島根 古志原小学校 5分06秒

29 1570 川合 陸翔 ｶﾜｲ ﾘｸﾄ 島根 内中原小学校 5分07秒

30 1552 伊藤　瑠壱 ｲﾄｳ ﾙｲ 島根 来待小学校 5分09秒

31 1502 立花蒼一郎 ﾀﾁﾊﾞﾅｿｳｲﾁﾛｳ 島根 母衣小学校 5分10秒

32 1556 周藤　光輝 ｽﾄｳ ﾋｶﾙ 島根 東出雲FC 5分11秒

33 1567 藤井 良太 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 島根 内中原小学校 5分12秒

34 1555 土江　直希 ﾂﾁｴ ﾅｵｷ 島根 5分12秒

35 1513 梅木大翔 ｳﾒｷﾋﾛﾄ 島根 美保関小学校 5分13秒

36 1551 松下　葵生 ﾏﾂｼﾀ ｱｵｲ 島根 竹矢小学校 5分15秒

37 1522 山根直志 ﾔﾏﾈﾅｵｼ 島根 城北小学校 5分15秒

38 1545 河原蒼生 ｺﾞｳﾊﾞﾗｿｳ 島根 平田小学校 5分15秒

39 1519 島本徠雅 ｼﾏﾓﾄﾗｲｶﾞ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分16秒

40 1561 中里 太一 ﾅｶｻﾄ ﾀｲﾁ 島根 5分17秒

41 1525 藤原　翼 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 島根 島大附属小学校 5分18秒

42 1506 川本琢心 ｶﾜﾓﾄﾀｸﾐ 島根 法吉小学校 5分19秒

43 1553 久保田　大陸 ｸﾎﾞﾀ ﾘｸ 島根 島大附属小学校 5分20秒

44 1520 宮房弘治朗 ﾐﾔﾌｻｺｳｼﾞﾛｳ 島根 乃木小学校 5分23秒

45 1532 北窓来騎 ｷﾀﾏﾄﾞﾗｲｷ 鳥取 米子陸上クラブ 5分26秒

46 1528 上原綾真 ｳｴﾊﾗﾘｮｳﾏ 島根 津田小学校 5分27秒

47 1569 常松 春琉 ﾂﾈﾏﾂ ﾊﾙ 島根 古江小学校 5分27秒

48 1549 光森　爽玖 ﾐﾂﾓﾘ ｻｸ 島根 玉湯小学校 5分28秒

49 1510 前　智広 ﾏｴ ﾄﾓﾋﾛ 島根 古志原小学校 5分28秒

50 1562 嘉藤 理通 ｶﾄｳ ﾘﾂ 島根 古志原小学校 5分29秒

51 1529 松原修一 ﾏﾂﾊﾞﾗｼｭｳｲﾁ 島根 内中原小学校 5分30秒

52 1536 石田璃來 ｲｼﾀﾞﾘｸ 島根 中央小学校 5分33秒

53 1516 糸賀唯月 ｲﾄｶﾞﾕﾂﾞｷ 島根 法吉小学校 5分34秒

54 1507 三島叶汰 ﾐｼﾏｶﾅﾀ 島根 内中原小学校 5分34秒

55 1523 平野隼太郎 ﾋﾗﾉｼｭﾝﾀﾛｳ 島根 玉湯小学校 5分34秒

56 1515 小山鉄生 ｺﾔﾏﾃｯｼｮｳ 島根 乃木小学校 5分36秒

57 1554 髙木　蓮 ﾀｶｷ ﾚﾝ 島根 湖北ファルコンズ 5分39秒

58 1524 猪子晴矢 ｲﾉｺﾊﾙﾔ 島根 中央小学校 5分40秒

59 1541 今岡浩志 ｲﾏｵｶｺｳｼ 島根 内中原小学校 5分51秒

60 1503 西井優騎 ﾆｼｲﾕｳｷ 島根 島大附属小学校 5分52秒

61 1540 永井佑樹 ﾅｶﾞｲﾕｳｷ 島根 古志原小学校 5分53秒

62 1509 三谷　陽 ﾐﾀﾆ ﾖｳ 島根 城北小学校 5分56秒

63 1534 橘　光二朗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｼﾞﾛｳ 島根 6分23秒
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64 1546 齊木　生玖 ｻｲｷ ｲｸ 島根 6分30秒

65 1527 井原悠貴 ｲﾊﾞﾗﾕｳｷ 島根 内中原小学校 6分38秒

66 1526 山下恵陽 ﾔﾏｼﾀﾖｼﾊﾙ 島根 雑賀小学校 6分42秒
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