
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 3602 小島 颯晟 ｺｼﾞﾏ ｿｳｾｲ 京都 川岡ばくそく 3分46秒
2 3503 仲田一公 ﾅｶﾀﾞｲｯｺｳ 鳥取 米子陸上クラブ 3分55秒
3 3601 小島 瑠晟 ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 京都 川岡ばくそく 3分55秒
4 3605 牛尾 壮太 ｳｼｵ ｿｳﾀ 島根 国府小学校 3分56秒
5 3544 安達盛志郎 ｱﾀﾞﾁｾｲｼﾛｳ 島根 八雲小学校 3分58秒
6 3530 富山陽喜 ﾄﾐﾔﾏﾊﾙｷ 島根 津田小学校 3分58秒

7 3512 松原虎太郎 ﾏﾂﾊﾞﾗｺﾀﾛｳ 島根 八雲小学校 3分59秒

8 3598 細木 駿一 ﾎｿｷﾞ ｼｭﾝｲﾁ 島根 中央小学校 4分02秒

9 3604 宮崎 開久 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾗｸ 兵庫 4分06秒

10 3513 井上太陽 ｲﾉｳｴﾀｲﾖｳ 島根 津田小学校 4分06秒

11 3539 永田優太 ﾅｶﾞﾀﾕｳﾀ 島根 津田小学校 4分10秒

12 3608 武本 琉汰 ﾀｹﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 島根 中央小学校 4分10秒

13 3501 大本脩都 ｵｵﾓﾄｼｭｳﾄ 鳥取 米子陸上クラブ 4分11秒

14 3568 梶谷良和 ｶｼﾞﾀﾆﾖｼｶｽﾞ 島根 古江小学校 4分12秒

15 3556 秦　悠真 ﾊﾀ ﾕｳﾏ 島根 出雲郷小学校 4分14秒

16 3594 柳浦　光汰 ﾔｷﾞｳﾗ ｺｳﾀ 島根 湖北ファルコンズ 4分15秒

17 3507 松近　渚 ﾏﾂﾁｶ ﾅｷﾞｻ 島根 八雲小学校 4分15秒

18 3599 森脇 大翔 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾄ 島根 平田小学校 4分16秒

19 3592 提嶋　ゆうしん ｻｹﾞｼﾏ ﾕｳｼﾝ 島根 持田小学校 4分20秒

20 3502 佐々木海斗 ｻｻｷｶｲﾄ 鳥取 米子陸上クラブ 4分21秒

21 3554 大島祐人 ｵｵｼﾏﾕｳﾄ 島根 平田小学校 4分22秒

22 3593 山野　奏大 ﾔﾏﾉ ｶﾅﾀ 島根 湖北ファルコンズ 4分23秒

23 3508 周山　敬 ｽﾔﾏ ﾀｶｼ 鳥取 米子陸上クラブ 4分25秒

24 3522 森山奏汰 ﾓﾘﾔﾏｶﾅﾀ 島根 揖屋小学校 4分26秒

25 3535 阿部源大 ｱﾍﾞｹﾞﾝﾀ 島根 中央小学校 4分27秒

26 3595 古瀬　陽 ﾌﾙｾ ﾊﾙ 島根 鹿島東小学校 4分27秒

27 3511 安藤大地 ｱﾝﾄﾞｳﾀﾞｲﾁ 島根 八束学園 4分28秒

28 3537 秦　悠太 ﾊﾀ ﾕｳﾀ 島根 古志原小学校 4分29秒

29 3542 松田洸希 ﾏﾂﾀﾞｺｳｷ 島根 布部小学校 4分29秒

30 3583 木村　琉海 ｷﾑﾗ ﾙｶ 島根 島根小学校 4分29秒

31 3504 三上大知 ﾐｶﾐﾀﾞｲﾁ 島根 出雲郷小学校 4分29秒

32 3584 鍜冶　怜音 ｶｼﾞ ﾚｵ 島根 鹿島東小学校 4分30秒

33 3573 奥原元気 ｵｸﾊﾗｹﾞﾝｷ 島根 中央小学校 4分30秒

34 3515 福間健太 ﾌｸﾏｹﾝﾀ 島根 神戸川小学校 4分30秒

35 3577 白木　仁 ｼﾗｷ ｼﾞﾝ 島根 津田小学校 4分30秒

36 3560 吉田淳之助 ﾖｼﾀﾞｼﾞｭﾝﾉｽｹ 島根 鹿島東小学校 4分31秒

37 3529 原　天真 ﾊﾗ ﾀｸﾏ 島根 平田小学校 4分31秒

38 3524 山根海斗 ﾔﾏﾈｶｲﾄ 鳥取 米子陸上クラブ 4分31秒

39 3526 嘉本晃己 ｶﾓﾄﾃﾙｷ 島根 津田小学校 4分33秒

40 3550 長澤晴智 ﾅｶﾞｻﾜﾊﾙﾄﾓ 島根 津田小学校 4分33秒

41 3519 竹部槙馬 ﾀｹﾍﾞﾃﾝﾏ 鳥取 三朝AC 4分34秒

42 3538 金見光敏 ｶﾅﾐﾋﾛﾄ 島根 城北小学校 4分34秒

43 3510 作野航基 ｻｸﾉｺｳｷ 島根 美保関小学校 4分34秒

44 3571 山代一生 ﾔﾏｼﾛｶｽﾞｷ 島根 八雲小学校 4分35秒

45 3551 細田道晴 ﾎｿﾀﾞﾐﾁﾊﾙ 島根 鹿島東小学校 4分35秒

46 3611 須田 隼士 ｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ 島根 出雲郷小学校 4分36秒

47 3555 江角壱斗 ｴｽﾐｲﾁﾄ 島根 平田小学校 4分37秒

48 3586 吉岡　和真 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾏ 島根 津田小学校 4分37秒

49 3606 實重 幸助 ｻﾈｼｹﾞ ｺｳｽｹ 島根 附属小学校 4分38秒

50 3585 森脇　輝 ﾓﾘﾜｷ ﾋｶﾙ 島根 竹矢小学校 4分38秒

51 3531 川合康太 ｶﾜｲｺｳﾀ 島根 乃木小学校 4分38秒

52 3572 松本昂大 ﾏﾂﾓﾄﾀｶﾋﾛ 島根 母衣小学校 4分39秒

53 3569 高野遥登 ｺｳﾉﾊﾙﾄ 島根 塩冶小学校 4分39秒

54 3518 加藤大地 ｶﾄｳﾀﾞｲﾁ 島根 法吉小学校 4分41秒

55 3580 嘉藤　幸太 ｶﾄｳ ｺｳﾀ 島根 古志原小学校 4分41秒

56 3528 増田滉大 ﾏｽﾀﾞｺｳﾀﾞｲ 島根 Rise.JVC 4分43秒

57 3523 目次麟太郎 ﾒﾂｷﾞﾘﾝﾀﾛｳ 島根 内中原小学校 4分44秒

58 3558 倉橋英太 ｸﾗﾊｼｴｲﾀ 島根 津田小学校 4分44秒

59 3561 周藤成海 ｽﾄｳﾅﾙﾐ 島根 古志原小学校 4分45秒

60 3534 清水駿吾 ｼﾐｽﾞｼｭﾝｺﾞ 島根 秋鹿小学校 4分45秒

61 3590 村上　陽遥 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾀ 島根 持田小学校 4分46秒

62 3581 大西　真生 ｵｵﾆｼ ﾏｵ 島根 美保関小学校 4分46秒

63 3574 片寄太生希 ｶﾀﾖｾﾀｲｷ 島根 持田小学校 4分47秒
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64 3521 熊澤　玲 ｸﾏｻﾜ ﾚｲ 島根 玉湯小学校 4分47秒

65 3610 北澤 健也 ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝﾔ 島根 城北小学校 4分48秒

66 3575 徳永　惇哉 ﾄｸﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 島根 朝酌小学校 4分48秒

67 3589 進藤　耀成 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｳｾｲ 島根 生馬小学校 4分49秒

68 3600 藤本 心平 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 島根 中央小学校 4分49秒

69 3536 松本大輝 ﾏﾂﾓﾄﾀｲｷ 島根 乃木小学校 4分50秒

70 3576 吉岡　大翔 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 島根 城北剣道会 4分52秒

71 3506 野口彰太 ﾉｸﾞﾁｼｮｳﾀ 鳥取 福生東小学校 4分57秒

72 3545 清水勇希 ｼﾐｽﾞﾕｳｷ 島根 内中原小学校 4分59秒

73 3546 斎藤青波 ｻｲﾄｳｾｲﾊ 島根 津田小学校 5分00秒

74 3547 飯野想汰 ｲｲﾉｿｳﾀ 島根 城東ふなつきFC 5分00秒

75 3609 川合 佑心 ｶﾜｲ ﾕｳｼﾝ 島根 内中原小学校 5分00秒

76 3514 佐藤一喜 ｻﾄｳｶｽﾞｷ 島根 母衣小学校 5分00秒

77 3563 吉原陽太 ﾖｼﾊﾗﾋﾅﾀ 島根 鹿島東小学校 5分00秒

78 3516 濱崎佑晟 ﾊﾏｻｷﾕｳｾｲ 島根 古江小学校 5分04秒

79 3527 末廣拓海 ｽｴﾋﾛﾀｸﾐ 島根 乃木小学校 5分08秒

80 3540 秋好瑛太 ｱｷﾖｼｴｲﾀ 島根 津田小学校 5分09秒

81 3567 鍛冶珀翔 ｶｼﾞﾊｸﾄ 島根 鹿島東小学校 5分09秒

82 3596 田辺　七三郎 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾁｻﾌﾞﾛｳ 島根 5分09秒

83 3591 森國　星渚 ﾓﾘｸﾆ ｾﾅ 島根 5分11秒

84 3548 郷原巧実 ｺﾞｳﾊﾞﾗﾀｸﾐ 島根 津田FC 5分11秒

85 3559 佐藤太一 ｻﾄｳﾀｲﾁ 島根 内中原小学校 5分12秒

86 3505 周藤孝明 ｽﾄｳﾀｶｱｷ 島根 乃木小学校 5分13秒

87 3564 山本紘大 ﾔﾏﾓﾄｺｳﾀﾞｲ 島根 乃木小学校 5分13秒

88 3557 上原珠侑 ｳｴﾊﾗｼｭｳ 島根 津田小学校 5分13秒

89 3541 江﨑智倫 ｴｻｷﾄﾓﾐﾁ 島根 Rise.JVC 5分18秒

90 3549 三島　昊 ﾐｼﾏ ｺｳ 島根 津田FC 5分21秒

91 3570 竹田健太郎 ﾀｹﾀﾞｹﾝﾀﾛｳ 島根 中央小学校 5分24秒

92 3597 松本　育真 ﾏﾂﾓﾄ ｲｸﾏ 島根 忌部小学校 5分27秒

93 3562 衣笠秀康 ｷﾇｶﾞｻﾋﾃﾞﾔｽ 島根 古志原小学校 5分28秒

94 3520 竹下修汰 ﾀｹｼﾀｼｭｳﾀ 島根 内中原小学校 5分28秒

95 3532 平野　巧 ﾋﾗﾉ ﾀｸﾐ 島根 忌部小学校 5分31秒

96 3565 福田翔大 ﾌｸﾀﾞｶｹﾙ 島根 持田小学校 5分34秒

97 3525 森脇眞宏 ﾓﾘﾜｷﾏｻﾋﾛ 島根 本庄小学校 5分34秒

98 3552 金津　春 ｶﾅﾂ ﾊﾙ 島根 島大附属小学校 5分36秒

99 3533 安達瑛太 ｱﾀﾞﾁｴｲﾀ 島根 津田小学校 5分38秒

100 3588 齊木　幸 ｻｲｷ ｺｳ 島根 5分38秒

101 3509 椋木環有 ﾑｸﾉｷｶﾝﾕｳ 島根 法吉小学校 5分40秒

102 3566 小澤一天 ｵｻﾞﾜｲｯﾃﾝ 島根 中央小学校 5分41秒
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