
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 2527 村松　翼 ﾑﾗﾏﾂ ﾂﾊﾞｻ 島根 川津小学校 3分59秒
2 2508 遠藤 心 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝ 鳥取 成実小学校 3分59秒
3 2506 梶谷 亮輔 ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ 島根 雑賀小学校 4分02秒
4 2510 森脇 秀太 ﾓﾘﾜｷ ｼｭｳﾀ 島根 美保関小学校 4分03秒
5 2524 杉谷　優太 ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｳﾀ 島根 内中原小学校 4分14秒
6 2551 石川　駿也 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾔ 島根 内中原小学校 4分16秒

7 2555 秦　聖真 ﾊﾀ ｼｮｳﾏ 島根 出雲郷小学校 4分16秒

8 2504 狩野 敬太 ｶﾘﾉ ｹｲﾀ 島根 三刀屋小学校 4分19秒

9 2569 戸松　由羅 ﾄﾏﾂ ﾕﾗ 鳥取 稲葉山小学校 4分21秒

10 2564 福田　悠晟 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根 松江市立生馬小学校 4分22秒

11 2570 後藤　拓真 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ 島根 4分24秒

12 2529 松近　歩 ﾏﾂﾁｶ ｱﾕﾐ 島根 八雲小学校 4分25秒

13 2539 板垣　櫂大 ｲﾀｶﾞｷ ｶｲﾄ 島根 八雲小学校 4分26秒

14 2544 岩見　侑太朗 ｲﾜﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 島根 本庄小学校 4分33秒

15 2525 杉原　陽向 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｭｳｶﾞ 島根 川津小学校 4分36秒

16 2550 佐藤　楽ノ亮 ｻﾄｳ ﾗｸﾉｽｹ 島根 西野小学校 4分36秒

17 2553 永田　翔太 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳﾀ 島根 津田FC 4分37秒

18 2538 徳田　創史 ﾄｸﾀﾞ ｿｳｼ 島根 母衣小学校 4分38秒

19 2516 野田　哲士 ﾉﾀﾞ ﾃﾂｼ 島根 古志原小学校 4分39秒

20 2519 金坂　達矢 ｶﾈｻｶ ﾀﾂﾔ 島根 川津小学校 4分39秒

21 2573 村田　東一 ﾑﾗﾀ ﾊﾙｲﾁ 島根 大庭小学校 4分39秒

22 2536 石倉　伸 ｲｼｸﾗ ｼﾝ 島根 内中原小学校 4分40秒

23 2531 高田　李玖 ﾀｶﾀ ﾘｸ 島根 松江市立内中原小学校 4分41秒

24 2557 荒川　裕亮 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 島根 竹矢小学校 4分43秒

25 2503 片寄 悠太 ｶﾀﾖｾ ﾕｳﾀ 島根 三刀屋小学校 4分44秒

26 2507 江角 暁人 ｴｽﾐ ｱｷﾄ 島根 大社小学校 4分45秒

27 2549 角　眞之介 ｽﾐ ｼﾝﾉｽｹ 島根 竹矢小学校 4分46秒

28 2546 筒井　優斗 ﾂﾂｲ ﾕｳﾄ 島根 乃木小学校 4分46秒

29 2502 堀内 泰佑 ﾎﾘｳﾁ ﾀｲｽｹ 島根 4分47秒

30 2535 祝原　元気 ｲﾜｲﾊﾞﾗ ｹﾞﾝｷ 島根 川津小学校 4分48秒

31 2526 石原　輝 ｲｼﾊﾗ ﾋｶﾙ 島根 川津小学校 4分50秒

32 2534 福本　悠太 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾀ 島根 内中原小学校 4分51秒

33 2548 佐々木　翼 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ 島根 安来市立十神小学校 4分52秒

34 2513 門脇　優成 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳｾｲ 島根 4分53秒

35 2521 吉岡　拓哉 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ 島根 津田小学校 4分53秒

36 2554 亀岡　仁雄 ｶﾒｵｶ ﾆｵ 島根 津田小学校 4分54秒

37 2542 森井　淳 ﾓﾘｲ ｼﾞｭﾝ 島根 松江市立持田小学校 4分54秒

38 2505 國頭 尚暉 ｸﾆﾄｳ ﾅｵｷ 島根 松江市立雑賀小学校 4分55秒

39 2515 広山　豊 ﾋﾛﾔﾏ ﾕﾀｶ 島根 津田小学校 4分57秒

40 2543 中沢　陽向 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 島根 津田小学校 4分58秒

41 2572 江角　尚人 ｴｽﾐ ﾅｵﾄ 島根 法吉小学校 5分00秒

42 2568 林　亮成 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｾｲ 島根 附属小学校 5分01秒

43 2522 江角　大智 ｴｽﾐ ﾀﾞｲﾁ 島根 本庄小学校 5分03秒

44 2563 後長　遼太朗 ｺﾞﾁｮｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根 津田小学校 5分04秒

45 2528 小出　剛史 ｺｲﾃﾞ ﾂﾖｼ 島根 出雲郷小学校 5分04秒

46 2560 三島　悠大 ﾐｼﾏ ﾕｳﾄ 島根 Rise.JVC 5分05秒

47 2556 山﨑　慎太朗 ﾔﾏｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 佐太小学校 5分08秒

48 2537 石田　孝介 ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 島根 5分09秒

49 3515 進藤　鏡馬 ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳﾏ 島根 生馬小学校 5分09秒

50 2541 高橋　和希 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 島根 母衣小学校 5分11秒

51 2512 伯田　爽輔 ﾊｸﾀ ｿｳｽｹ 島根 5分11秒

52 2552 勝部　順成 ｶﾂﾍﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 島根 母衣小学校 5分11秒

53 2561 青戸　智陽 ｱｵﾄ ﾄﾓｱｷ 島根 松江市立城北小学校 5分14秒

54 2567 濱崎　快吏 ﾊﾏｻｷ ｶｲﾘ 島根 古江小学校 5分14秒

55 2562 澤田　健吾 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 島根 松江市立城北小学校 5分18秒

56 2520 糸川　大凱 ｲﾄｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 島根 5分18秒

57 2532 松本　凛大郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根 出雲市立塩冶小学校 5分18秒

58 2559 永瀬　春琉 ﾅｶﾞｾ ﾊﾙ 島根 忌部小学校 5分20秒

59 2565 森口　陽太朗 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾖｳﾀﾛｳ 島根 城北小学校 5分20秒

60 2566 宮本　陽向 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾅﾀ 島根 今市小学校 5分22秒

61 2501 石井 遥稀 ｲｼｲ ﾊﾙｷ 島根 5分22秒

62 2558 岩佐　莉玖 ｲﾜｻ ﾘｸ 島根 玉湯小学校 5分23秒

63 2533 森下　尚央 ﾓﾘｼﾀ ﾅｵ 島根 母衣小学校 5分27秒
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64 2509 藤原 陽斗 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ 島根 川津小学校 5分38秒

65 2518 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 島根 松江市立川津小学校 5分46秒

66 2530 花田　悠希 ﾊﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 島根 内中原小学校 5分52秒

67 2514 山根　佳偉 ﾔﾏﾈ ｶｲ 島根 中央小学校 6分02秒

68 2523 仙田　朋也 ｾﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 島根 揖屋小学校 6分07秒

69 2517 竹内　悠介 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 島根 古志原小学校 6分30秒

70 2511 金森　巧真 ｶﾅﾓﾘ ﾀｸﾏ 島根 松江市立内中原小学生 6分33秒

71 2545 石飛　陽 ｲｼﾄﾋﾞ ﾊﾙ 島根 津田ＦＣ 6分35秒
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