
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 3506 大本 寿以喜 ﾀﾞｲﾓﾄ ｼﾞｭｲｷ 鳥取 アスリート米子 3分35秒 大会新

2 3505 山本 圭悟 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺﾞ 鳥取 アスリート米子 3分39秒 大会新

3 3504 溝口 達也 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 兵庫 広畑第二小学校 3分50秒
4 3518 竹邊　晴 ﾀｹﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島根 母衣小学校 4分03秒
5 3509 立石　遥斗 ﾀﾃｲｼ ﾊﾙﾄ 島根 四絡小学校 4分03秒
6 3522 梅木　郁弥 ｳﾒｷ ﾌﾐﾔ 島根 生馬小学校 4分03秒

7 3565 引野　颯人 ﾋｷﾉ ﾊﾔﾄ 島根 法吉小学校 4分05秒

8 3517 野津　寛成 ﾉﾂ ﾋﾛﾅﾘ 島根 朝酌小学校 4分07秒

9 3531 渡部　瑛太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾀ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分07秒

10 3523 野津　陽向 ﾉﾂﾞ ﾋﾅﾀ 島根 荒木小学校 4分08秒

11 3556 大庭　拓也 ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾔ 島根 雑賀小学校 4分08秒

12 3548 御神本　夏都 ﾐｶﾓﾄ ﾅﾂ 島根 城北小学校 4分08秒

13 3557 内田　優太 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 島根 八雲小学校 4分15秒

14 3503 影山 大雅 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 鳥取 会見小学校 4分16秒

15 3547 山中　智生 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 島根 川津小学校 4分16秒

16 3559 金崎　勇駕 ｶﾈｻｷ ﾕｳｶﾞ 島根 鹿島東小学校 4分17秒

17 3519 太田　海晴 ｵｵﾀ ﾐﾊﾙ 島根 出雲郷小学校 4分17秒

18 3510 岩田　銀治 ｲﾜﾀ ｷﾞﾝｼﾞ 島根 4分18秒

19 3553 門脇　日向 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋｭｳｶﾞ 島根 内中原小学校 4分19秒

20 3555 石川　蒼生 ｲｼｶﾜ ｱｵｲ 島根 松江市立城北小学校 4分19秒

21 3539 木下　脩真 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾏ 島根 雑賀小学校 4分21秒

22 3558 竹内　貫悟 ﾀｹｳﾁ ｶﾝｺﾞ 島根 母衣小学校 4分23秒

23 3544 島本　徠雅 ｼﾏﾓﾄ ﾗｲｶﾞ 島根 本庄小学校 4分23秒

24 3538 谷戸　圭 ﾀﾆﾄ ｹｲ 島根 持田小学校 4分23秒

25 3545 景山　雄貴 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 島根 北陽小学校 4分24秒

26 3562 西田　素晴 ﾆｼﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ 島根 内中原小学校 4分26秒

27 3501 山根 翔和 ﾔﾏﾈ ﾄﾜ 島根 西野小学校 4分27秒

28 3550 河原　蒼生 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｿｳ 島根 平田小学校 4分27秒

29 3528 細田　心陽 ﾎｿﾀﾞ ｺﾊﾙ 島根 城東ふなつきサッカークラブ 4分29秒

30 3563 永田　純久 ﾅｶﾞﾀ ｱﾔﾋｻ 島根 川津小学校 4分30秒

31 3524 山根　直志 ﾔﾏﾈ ﾅｵｼ 島根 城東ふなつきFC 4分31秒

32 3512 小林　航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 島根 城北小学校 4分31秒

33 3535 池本　陽煌 ｲｹﾓﾄ ﾊﾙｷ 島根 生馬小学校 4分35秒

34 3514 権代　賢太朗 ｺﾞﾝﾀﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 島根 4分37秒

35 3508 佐野　隼翔 ｻﾉ ﾊﾔﾄ 島根 4分37秒

36 3566 森脇　旬太郎 ﾓﾘﾜｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島根 川津小学校 4分39秒

37 3529 伊藤　瑠壱 ｲﾄｳ ﾙｲ 島根 来待小学校 4分40秒

38 3507 福間 新 ﾌｸﾏ ｱﾗﾀ 島根 法吉小学校 4分41秒

39 3546 前　智広 ﾏｴ ﾄﾓﾋﾛ 島根 古志原小学校 4分42秒

40 3513 常松　春琉 ﾂﾈﾏﾂ ﾊﾙ 島根 古江小学校 4分42秒

41 3564 鈴木　龍雅 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｶﾞ 島根 島根大学教育学部附属小学校 4分48秒

42 3549 土江　直希 ﾂﾁｴ ﾅｵｷ 島根 松江市立佐太小学校 4分49秒

43 3551 太田　健生 ｵｵﾀ ﾀｹｵ 鳥取 三朝AC 4分49秒

44 3534 松崎　厚汰 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳﾀ 島根 城北小学校 4分49秒

45 3554 松尾　和馬 ﾏﾂｵ ｶﾂﾞﾏ 兵庫 西宮市立段上小学校 4分52秒

46 3511 石川　隼士 ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 島根 持田小学校 4分52秒

47 3543 中村　耕大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島根 乃木小学校 4分56秒

48 3537 須田　夏生 ｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 島根 母衣小学校 4分57秒

49 3536 糸賀　唯月 ｲﾄｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 島根 法吉小学校 4分58秒

50 3525 松原　修一 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭｳｲﾁ 島根 内中原小学校 4分59秒

51 3552 小谷　晄誠 ｺﾀﾞﾆ ｺｳｾｲ 鳥取 三朝AC 4分59秒

52 3516 藤田　修維 ﾌｼﾞﾀ ｼｭｲ 島根 法吉小学校 5分00秒

53 3526 竹下　颯汰 ﾀｹｼﾀ ｿｳﾀ 島根 内中原小学校 5分03秒

54 3561 北窓　来騎 ｷﾀﾏﾄﾞ ﾗｲｷ 鳥取 成実小学校 5分13秒

55 3520 松原　歩夢 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 島根 城東ふなつきフットボールクラブ 5分14秒

56 3560 清原　伽孔 ｷﾖﾊﾗ ｶﾞｸ 島根 城東ふなつきFC 5分19秒

57 3542 飯塚　麻士 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｵ 島根 城東ふなつきフットボールクラブ 5分29秒

58 3502 山本 暁 ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾂｷ 岡山 チーム暁 5分41秒

59 3533 鹿目　一希 ｼｶﾒ ｲﾂｷ 島根 城東ふなつきＦＣ 5分46秒
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