
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4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 4549 藤原 琉成 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根 阿井小学校 3分43秒
2 4513 曳野徳二 ﾋｷﾉﾄｸｼﾞ 島根 古江小学校 3分46秒
3 4544 田淵 悠希 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙｷ 広島 転倒虫 3分46秒
4 4501 福島　昊 ﾌｸｼﾏ ｿﾗ 島根 津田小学校 3分50秒
5 4518 田村優成 ﾀﾑﾗﾕｳｾｲ 鳥取 明道小学校 3分51秒
6 4515 松田遥也 ﾏﾂﾀﾞﾊﾙﾔ 島根 布部小学校 3分58秒

7 4545 岸 誠瑛 ｷｼ ｾｲﾖｳ 島根 西野小学校 3分58秒

8 4502 伊藤凪沙 ｲﾄｳﾅｷﾞｻ 島根 神戸川小学校 3分59秒

9 4507 高見　陸 ﾀｶﾐ ﾘｸ 島根 阿用小学校 4分01秒

10 4550 青山 洋平 ｱｵﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 島根 竹矢小学校 4分09秒

11 4504 野川優輝 ﾉｶﾞﾜﾕｳｷ 鳥取 米子陸上クラブ 4分10秒

12 4508 板谷修吾 ｲﾀﾀﾞﾆｼｭｳｺﾞ 島根 玉湯小学校 4分10秒

13 4525 内田翔太 ｳﾁﾀﾞｼｮｳﾀ 島根 八雲小学校 4分10秒

14 4535 廣田　湧 ﾋﾛﾀ ﾕｳ 島根 西益田小学校 4分11秒

15 4519 三島大和 ﾐｼﾏﾔﾏﾄ 島根 出雲郷小学校 4分12秒

16 4522 高井悠杜 ﾀｶｲﾊﾙﾄ 島根 城北小学校 4分13秒

17 4532 立石　倖大 ﾀﾃｲｼ ｺｳﾀ 島根 内中原小学校 4分13秒

18 4505 大庭悠太郎 ｵｵﾊﾞﾕｳﾀﾛｳ 島根 雑賀小学校 4分15秒

19 4506 野々内　羚 ﾉﾉｳﾁ ﾘｮｳ 島根 出雲郷小学校 4分20秒

20 4509 内田優風 ｳﾁﾀﾞﾕｳｾ 島根 乃木小学校 4分25秒

21 4547 野津 龍之介 ﾉﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根 内中原小学校 4分27秒

22 4534 木佐　典慈 ｷｻ ﾃﾝｼﾞ 島根 美保関小学校 4分28秒

23 4538 村松　悠真 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾏ 島根 大野小学校 4分28秒

24 4520 渡部樂玖 ﾜﾀﾅﾍﾞｶﾞｸ 島根 古志原小学校 4分29秒

25 4512 久保田健汰 ｸﾎﾞﾀｹﾝﾀ 島根 美保関小学校 4分30秒

26 4540 細田　晃佑 ﾎｿﾀﾞ ｺｳｽｹ 島根 乃木小学校 4分32秒

27 4516 猪子裕斗 ｲﾉｺﾕｳﾄ 島根 中央小学校 4分35秒

28 4546 臼井 一能 ｳｽｲ ｶｽﾞﾀｶ 島根 4分35秒

29 4523 池本太陽 ｲｹﾓﾄﾀｲﾖｳ 島根 城北剣道会 4分36秒

30 4529 堀江悠太郎 ﾎﾘｴﾕｳﾀﾛｳ 島根 川津小学校 4分36秒

31 4521 藤原裕樹 ﾌｼﾞﾊﾗﾕｳｷ 島根 乃木小学校 4分39秒

32 4531 角　晴輝 ｽﾐ ﾊﾙｷ 島根 法吉小学校 4分42秒

33 4514 利弘　瑛 ﾄｼﾋﾛ ｴｲﾀ 島根 島大附属小学校 4分43秒

34 4542 布野 新太郎 ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 神西小学校 4分47秒

35 4503 土江龍介 　 島根 内中原小学校 4分49秒

36 4551 森脇 麟太郎 ﾓﾘﾜｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根 川津小学校 4分49秒

37 4511 花田昂希 ﾊﾅﾀﾞｺｳｷ 島根 生馬小学校 4分50秒

38 4527 岡本侑真 ｵｶﾓﾄﾕｳﾏ 島根 内中原小学校 4分58秒

39 4541 石王　秀磨 ｲｼｵｳ ｼｭｳﾏ 島根 島大附属小学校 4分59秒

40 4536 金坂　凰我 ｶﾈｻｶ ｵｳｶﾞ 島根 大野小学校 5分01秒

41 4526 田村浩二 ﾀﾑﾗｺｳｼﾞ 島根 島大附属小学校 5分01秒

42 4528 柏井遥風 ｶｼﾜｲﾊﾙｶ 島根 意東小学校 5分03秒

43 4537 林　遼世 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｾ 島根 5分10秒

44 4548 嘉藤 未紘 ｶﾄｳ ﾐﾋﾛ 島根 古志原小学校 5分13秒

45 4510 細田風弦 ﾎｿﾀﾞｶｲﾄ 島根 持田小学校 5分23秒

46 4524 内藤侑希 ﾅｲﾄｳﾕｳｷ 島根 内中原小学校 5分55秒

47 4539 佐々木　崇之 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 島根 6分15秒
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