
第39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 1556 佐々木　泰志 ｻｻｷ ﾀｲｼ 島根 長久小学校 4分26秒
2 1514 金山　匠 ｶﾅﾔﾏ ﾀｸﾐ 島根 島大附属小学校 4分27秒
3 1503 松田 快大 ﾏﾂﾀﾞ ｶｲﾄ 兵庫 北浜ＪＲＣ 4分28秒
4 1504 日野 颯 ﾋﾉ ﾊﾔﾃ 島根 チーム四中校区 4分35秒
5 1529 原田　奏允 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾏ 島根 松江市立法吉小学校 4分36秒
6 1502 江尻 夢叶 ｴｼﾞﾘ ﾕｳﾄ 島根 西野小学校 4分39秒

7 1536 飯島　蒼介 ｲｲｼﾞﾏ ｿｳｽｹ 島根 城北小学校 4分39秒

8 1557 石倉　仁晴 ｲｼｸﾗ ｼﾞﾝｾｲ 島根 美保関小学校 4分39秒

9 1522 中川　航 ﾅｶｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 島根 附属小学校 4分45秒

10 1512 中谷　謙斗 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝﾄ 島根 中央小学校 4分46秒

11 1544 森山　優斗 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ 島根 塩冶小学校 4分47秒

12 1563 林　佑史朗 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾛｳ 島根 出雲市立西野小学校 4分47秒

13 1510 松本　悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 鳥取 岸本小学校 4分49秒

14 1515 曽田　桜輔 ｿﾀ ｵｳｽｹ 島根 津田小学校 4分52秒

15 1539 鹿野　舜晴 ｼｶﾉ ｼｭﾝｾｲ 島根 内中原小学校 4分52秒

16 1525 多根　大翔 ﾀﾈ ﾋﾛﾄ 島根 雲南市立木次小学校 4分57秒

17 1541 宮能　煌大 ﾐﾔﾉ ｺｳﾀﾞｲ 島根 内中原小学校 4分59秒

18 1527 森田　大翔 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾄ 島根 内中原小学校 4分59秒

19 1528 岩下　真之 ｲﾜｼﾀ ﾏｻﾕｷ 島根 内中原小学校 5分00秒

20 1516 鍜冶　煌翔 ｶｼﾞ ｷﾗﾄ 島根 鹿島東小学校 5分04秒

21 1538 三船　颯斗 ﾐﾌﾈ ﾊﾔﾄ 島根 内中原小学校 5分06秒

22 1540 宮能　大誠 ﾐﾔﾉ ﾀｲｾｲ 島根 内中原小学校 5分06秒

23 1547 舛谷　隆太 ﾏｽﾀﾆ ﾘｭｳﾀ 島根 持田小学校 5分06秒

24 1520 門脇　一路 ｶﾄﾞﾜｷ ｲﾁﾛ 島根 乃木小学校 5分07秒

25 1537 山本　新汰 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗﾀ 島根 鹿島東小学校 5分08秒

26 1505 坂根 源 ｻｶﾈ ﾊｼﾞﾒ 島根 中央小学校 5分09秒

27 1518 山村　悠人 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾄ 島根 法吉小学校 5分10秒

28 1550 森脇　陸 ﾓﾘﾜｷ ﾘｸ 島根 乃木小学校 5分11秒

29 1552 安部　大翔 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 島根 雑賀小学校 5分12秒

30 1509 奥原 望 ｵｸﾊﾗ ﾉｿﾞﾑ 島根 中央小学校 5分15秒

31 1548 安部　康士郎 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 鳥取 明道小学校 5分15秒

32 1551 多々納　奏仁 ﾀﾀﾉ ｶﾅﾄ 島根 生馬小学校 5分17秒

33 1513 黒田　悠翔 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾄ 島根 塩冶小学校 5分17秒

34 1523 立原　可惟 ﾀﾁﾊﾗ ｶｲ 島根 津田小学校 5分18秒

35 1508 錦織 大悟 ﾆｼｺﾘ ﾀﾞｲｺﾞ 島根 城北小学校 5分20秒

36 1545 森田　響介 ﾓﾘﾀ ｷｮｳｽｹ 島根 法吉小学校 5分21秒

37 1507 山根 蒼空 ﾔﾏﾈ ｿﾗ 島根 西野小学校 5分22秒

38 1535 新宮　蒼星 ｼﾝｸﾞｳ ｿﾗ 島根 玉湯小学校 5分23秒

39 1511 高橋　隼 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 島根 城北小学校 5分27秒

40 1546 土江　琉生 ﾂﾁｴ ﾙｲ 島根 松江市立佐太小学校 5分28秒

41 1501 小出 颯人 ｺｲﾃﾞ ﾊﾔﾄ 島根 チーム颯人 5分28秒

42 1526 齋藤　卓巳 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 島根 大庭小学校 5分28秒

43 1521 是津　和希 ｾﾞﾂ ｶｽﾞｷ 島根 松江市立内中原小学校 5分36秒

44 1524 宮廻　祐太朗 ﾐﾔｻﾞｺ ﾕｳﾀﾛｳ 島根 内中原小学校 5分38秒

45 1554 渡邉　仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 島根 島根大附属小学校 5分41秒

46 1530 松本　悠太郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 島根 川津小学校 5分43秒

47 1531 浅野　堅斗 ｱｻﾉ ｹﾝﾄ 島根 松江市立津田小学校 5分45秒

48 1532 澤田　海斗 ｻﾜﾀﾞ ｶｲﾄ 島根 内中原小学校 5分48秒

49 1534 本庄　勇雅 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｶﾞ 島根 法吉小学校 5分48秒

50 1519 中西　哲志 ﾅｶﾆｼ ﾃﾂｼ 鳥取 倉吉市立河北小学校 5分52秒

51 1555 山影　太壱 ﾔﾏｶｹﾞ ﾀｲﾁ 島根 玉湯小学校 5分52秒

52 1560 長尾　颯太 ﾅｶﾞｵ ｿｳﾀ 島根 法吉小学校 5分54秒

53 1561 御神本　雪也 ﾐｶﾓﾄ ﾕｷﾔ 島根 城北小学校 5分55秒

54 1559 竹内　尊耶 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾔ 島根 母衣小学校 5分55秒

55 1517 米田　悠真 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳﾏ 島根 川津小学校 6分00秒

56 1506 藤井 仁翔 ﾌｼﾞｲ ｼﾞﾝﾄ 島根 中央小学校 6分02秒

57 1543 福井　涼太 ﾌｸｲ ﾘｮｳﾀ 島根 松江市立城北小学校 6分04秒

58 1553 新田　奏空 ﾆｯﾀ ｿﾗ 島根 広瀬小学校 6分04秒

59 1549 福間　匠悟 ﾌｸﾏ ｼｮｳｺﾞ 島根 宍道小学校 6分04秒

60 1533 下宮　大輝 ｼﾓﾐﾔ ﾀﾞｲｷ 島根 松江養護学校 7分14秒
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