
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2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 2557 森　瑠希歩 ﾓﾘ ﾙｷｱ 鳥取 加茂小学校 4分11秒
2 2512 田中智也 ﾀﾅｶﾄﾓﾔ 島根 秋鹿小学校 4分12秒
3 2521 金井秀太 ｶﾅｲｼｭｳﾀ 島根 母衣小学校 4分14秒
4 2568 堀江聖空 ﾎﾘｴｾｲｱ 鳥取 米子陸上 4分16秒
5 2501 金山　颯 ｶﾅﾔﾏ ﾊﾔﾃ 島根 島大附属小学校 4分17秒
6 2591 田淵 惇毅 ﾀﾌﾞﾁ ｼﾞｭﾝｷ 広島 転倒虫 4分18秒

7 2538 小藤竜朗 ｺﾄｳﾀﾂﾛｳ 島根 布部小学校 4分19秒

8 2542 田村太羅 ﾀﾑﾗﾀｲﾗ 鳥取 明道小学校 4分20秒

9 2508 髙橋幹太 ﾀｶﾊｼｶﾝﾀ 島根 古志原小学校 4分21秒

10 2594 田中 大斗 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾄ 鳥取 大山陸上 4分21秒

11 2526 小畑武流 ｵﾊﾞﾀﾀｹﾙ 島根 八束学園 4分23秒

12 2564 柏井夢希 ｶｼﾜｲﾕｳｷ 島根 意東小学校 4分23秒

13 2514 松井春樹 ﾏﾂｲﾊﾙｷ 鳥取 三朝AC 4分24秒

14 2584 村松　逞真 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾏ 島根 大野小学校 4分25秒

15 2600 田村 篤宗 ﾀﾑﾗ ｱﾂﾄｷ 島根 佐太小学校 4分26秒

16 2543 梅木琢磨 ｳﾒｷﾀｸﾏ 島根 美保関小学校 4分27秒

17 2580 福間　臨太郎 ﾌｸﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根 法吉小学校 4分28秒

18 2579 門脇　佑磨 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳﾏ 島根 八束学園 4分30秒

19 2530 佐佐木恵音 ｻｻｷｹｲﾄ 島根 母衣小学校 4分31秒

20 2527 仁井谷直輝 ﾆｲﾀﾆﾅｵｷ 島根 母衣小学校 4分31秒

21 2525 高本怜央 ﾀｶﾓﾄﾚｵ 島根 古志原小学校 4分33秒

22 2540 大西　諒 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳ 島根 美保関小学校 4分34秒

23 2537 山脇大河 ﾔﾏﾜｷﾀｲｶﾞ 島根 布部小学校 4分34秒

24 2550 深田陽斗 ﾌｶﾀﾞﾊﾙﾄ 島根 母衣小学校 4分34秒

25 2566 吉田煌脩 ﾖｼﾀﾞｺｳｽｹ 島根 玉湯小学校 4分35秒

26 2590 藤井 璃士 ﾌｼﾞｲ ﾘﾋﾄ 島根 トリトン大社 4分35秒

27 2523 井上元翔 ｲﾉｳｴｹﾞﾝﾄ 島根 本庄小学校 4分37秒

28 2528 角橋侑斗 ｶﾄﾞﾊｼﾕｳﾄ 島根 城北小学校 4分37秒

29 2598 水沼 陽和太 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾋﾅﾀ 島根 出雲郷小学校 4分41秒

30 2562 渡部　修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 島根 古志原小学校 4分41秒

31 2532 中井亮慧 ﾅｶｲﾘｮｳｹｲ 島根 中央小学校 4分42秒

32 2533 尾添伊織 ｵｿﾞｴｲｵﾘ 島根 Rise.JVC 4分43秒

33 2518 石原孔明 ｲｼﾊﾗｺｳﾒｲ 島根 内中原小学校 4分44秒

34 2520 丸山遥太朗 ﾏﾙﾔﾏﾊﾙﾀﾛｳ 島根 内中原小学校 4分45秒

35 2507 山下紘生 ﾔﾏｼﾀｺｳｷ 島根 母衣小学校 4分46秒

36 2574 高橋　蓮 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 島根 法吉小学校 4分47秒

37 2593 幡垣 航大 ﾊﾀｶﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 島根 佐太小学校 4分47秒

38 2554 藤原　快 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｲ 島根 八雲小学校 4分49秒

39 2592 福島 有紀 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ 島根 乃木小学校 4分49秒

40 2509 佐野竣介 ｻﾉｼｭﾝｽｹ 島根 内中原小学校 4分50秒

41 2585 大谷　航太郎 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ 島根 4分51秒

42 2544 母里優真 ﾓﾘﾕｳﾏ 島根 母衣小学校 4分51秒

43 2599 平石 幸誠 ﾋﾗｲｼ ｺｳｾｲ 島根 島根小学校 4分52秒

44 2502 北野晃裕 ｷﾀﾉｱｷﾋﾛ 島根 島根小学校 4分52秒

45 2588 山縣　翔太 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｮｳﾀ 島根 湖北ファルコンズ 4分54秒

46 2551 井原　蓮 ｲﾊﾗ ﾚﾝ 島根 秋鹿小学校 4分55秒

47 2569 能海　遥都 ﾉｳﾐ ﾊﾙﾄ 島根 津田小学校 4分55秒

48 2573 広山　孝基 ﾋﾛﾔﾏ ｺｳｷ 島根 津田小学校 4分55秒

49 2524 井上悠翔 ｲﾉｳｴﾊﾙﾄ 島根 本庄小学校 4分56秒

50 2560 松本恵太 ﾏﾂﾓﾄｹｲﾀ 島根 持田小学校 4分56秒

51 2572 三島　大駕 ﾐｼﾏ ﾀｲｶﾞ 島根 意東小学校 4分57秒

52 2581 山田　理史 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 島根 忌部小学校 4分57秒

53 2534 藤原隼人 ﾌｼﾞﾊﾗﾊﾔﾄ 島根 津田小学校 4分57秒

54 2561 山本修也 ﾔﾏﾓﾄｼｭｳﾔ 島根 城北小学校 4分58秒

55 2596 足立 裕太 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ 島根 4分58秒

56 2587 堀田　海斗 ﾎｯﾀ ｶｲﾄ 島根 4分59秒

57 2558 青山大晟 ｱｵﾔﾏﾀｲｾｲ 島根 朝酌小学校 5分00秒

58 2578 岩田　蒼一朗 ｲﾜﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 島根 島大附属小学校 5分00秒
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59 2567 角　尚大 ｽﾐ ｼｮｳﾀ 島根 法吉小学校 5分01秒

60 2552 梅山大和 ｳﾒﾔﾏﾔﾏﾄ 島根 川津小学校 5分01秒

61 2563 作田福朋 ｻｸﾀﾌｸﾄﾓ 島根 川津小学校 5分02秒

62 2595 曽田 大翔 ｿﾀ ﾋﾛﾄ 島根 津田小学校 5分02秒

63 2576 持田　拓輝 ﾓﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 島根 母衣小学校 5分02秒

64 2565 堀江紘次郎 ﾎﾘｴｺｳｼﾞﾛｳ 島根 川津小学校 5分05秒

65 2510 赤名遼人 ｱｶﾅﾊﾙﾄ 島根 布勢小学校 5分05秒

66 2549 田中慎哉 ﾀﾅｶｼﾝﾔ 島根 法吉小学校 5分05秒

67 2577 山根　登悟 ﾔﾏﾈ ﾄｳｺﾞ 島根 竹矢小学校 5分05秒

68 2582 立原　綾真 ﾀﾁﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 島根 津田小学校 5分07秒

69 2559 成瀬七夕斗 ﾅﾙｾﾅﾕﾄ 島根 城北小学校 5分08秒

70 2511 野津柾宏 ﾉﾂﾏｻﾋﾛ 島根 中央小学校 5分09秒

71 2529 佐伯彩悠 ｻｴｷｱﾔﾄ 島根 内中原小学校 5分09秒

72 2553 三浦透和 ﾐｳﾗﾄﾜ 島根 持田小学校 5分09秒

73 2586 金坂　帝我 ｶﾈｻｶ ﾀｲｶﾞ 島根 大野小学校 5分09秒

74 2583 江藤　蓮桜 ｴﾄｳ ﾚｵ 島根 宍道小学校 5分10秒

75 2505 坂本寛樹 ｻｶﾓﾄﾋﾛｷ 島根 内中原小学校 5分13秒

76 2597 小村 りゅう ｵﾑﾗ ﾘｭｳ 島根 5分15秒

77 2535 藤原温絆 ﾌｼﾞﾊﾗﾊﾙｷ 島根 津田小学校 5分15秒

78 2515 池田賢悟 ｲｹﾀﾞｹﾝｺﾞ 鳥取 三朝AC 5分15秒

79 2545 山本　凛 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ 島根 竹矢小学校 5分19秒

80 2546 田中璃空 ﾀﾅｶﾘｸ 島根 竹矢小学校 5分20秒

81 2503 寺田昌平 ﾃﾗﾀﾞｼｮｳﾍｲ 島根 神戸川小学校 5分21秒

82 2547 上田雅也 ｳｴﾀﾞﾏｻﾔ 島根 内中原小学校 5分27秒

83 2517 蔵　聖梛 ｸﾗ ｾﾅ 島根 雑賀小学校 5分28秒

84 2531 古田圭佑 ﾌﾙﾀｹｲｽｹ 島根 中央小学校 5分28秒

85 2513 周藤太理 ｽﾄｳﾀｲﾘ 島根 玉湯小学校 5分31秒

86 2570 宮本　蒼空 ﾐﾔﾓﾄ ｿﾗ 島根 今市小学校 5分34秒

87 2555 津田一泉 ﾂﾀﾞｲｽﾞﾐ 島根 古志原小学校 5分35秒

88 2548 石飛　葵 ｲｼﾄﾋﾞ ｱｵｲ 島根 津田小学校 5分36秒

89 2571 足立　巧実 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 島根 津田小学校 5分37秒

90 2539 長尾祐希 ｵﾅｶﾞﾕｳｷ 島根 法吉小学校 5分40秒

91 2519 高木創央 ﾀｶｷｿｳ 島根 内中原小学校 5分40秒

92 2516 高田陽翔 ﾀｶﾀﾊﾙﾄ 島根 母衣小学校 6分22秒

93 2522 門脇凛平 ｶﾄﾞﾜｷﾘﾝﾍﾟｲ 島根 古江小学校 6分31秒
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