
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 4551 森　瑠希歩 ﾓﾘ ﾙｷｱ 鳥取 加茂小学校 3分42秒
2 4516 金山　颯 ｶﾅﾔﾏ ﾊﾔﾃ 島根 島大附属小学校 3分44秒
3 4501 大櫃 琉生 ｵｵﾋﾞﾂ ﾘｭｳｾｲ 鳥取 アスリート米子 3分44秒
4 4504 笠置　悠太 ｶｻｷﾞ ﾕｳﾀ 島根 中央小学校 3分49秒
5 4532 松本　洸 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 島根 附属小学校 3分54秒
6 4547 田村　篤宗 ﾀﾑﾗ ｱﾂﾄｷ 島根 佐太小学校 3分54秒

7 4531 小畑　武流 ｵﾊﾞﾀ ﾀｹﾙ 島根 八束学園 3分55秒

8 4515 尾添　伊織 ｵｿﾞｴ ｲｵﾘ 島根 Rise.JVC 3分56秒

9 4502 立石　陸 ﾀﾃｲｼ ﾘｸ 島根 四絡小学校 4分00秒

10 4514 堀江　聖空 ﾎﾘｴ ｾｲｱ 鳥取 加茂小学校 4分00秒

11 4541 門脇　佑磨 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳﾏ 島根 八束学園 4分01秒

12 4564 林木　一馬 ﾊﾔｼｷﾞ ｶｽﾞﾏ 島根 4分04秒

13 4557 田中　正弥 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 島根 古志原小学校 4分04秒

14 4561 中敷　駿斗 ﾅｶｼｷ ﾀｶﾄ 島根 古志原小学校 4分06秒

15 4568 村松　逞真 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾏ 島根 大野小学校 4分06秒

16 4570 平石　幸誠 ﾋﾗｲｼ ｺｳｾｲ 島根 法吉小学校 4分07秒

17 4503 橘　謙竜 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹﾝﾘｮｳ 島根 4分08秒

18 4553 松井　春樹 ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ 鳥取 三朝AC 4分08秒

19 4510 土江　健新 ﾂﾁｴ ｹﾝｼﾝ 島根 松江市立来待小学校 4分08秒

20 4552 加藤　瑠 ｶﾄｳ ﾘｭｳ 鳥取 三朝AC 4分08秒

21 4537 常松　大和 ﾂﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ 島根 津田ＦＣ 4分09秒

22 4527 岩成　琉創　 ｲﾜﾅﾘ ﾙｿｳ 島根 津田ＦＣ 4分12秒

23 4550 深田　陽斗 ﾌｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 島根 松江市立母衣小学校 4分12秒

24 4522 柳原　琉海 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾙｲ 島根 津田ＦＣ 4分12秒

25 4506 広山　孝基 ﾋﾛﾔﾏ ｺｳｷ 島根 津田FC 4分12秒

26 4507 高橋　蓮 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 島根 法吉小学校 4分14秒

27 4540 髙橋　幹太 ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ 島根 古志原小学校 4分15秒

28 4511 吉高　魅人 ﾖｼﾀｶ ﾐﾄ 鳥取 加茂小学校 4分15秒

29 4536 難波　周作 ﾅﾝﾊﾞ ｼｭｳｻｸ 島根 津田FC 4分16秒

30 4524 中島　大輝 ﾅｶｼﾏ ﾀｲｷ 島根 津田ＦＣ 4分16秒

31 4528 渡部　修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 島根 古志原小学校 4分16秒

32 4556 安部　健太郎 ｱﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 明道小学校 4分16秒

33 4562 黒崎　蓮 ｸﾛｻｷ ﾚﾝ 島根 川津小学校 4分18秒

34 4505 上田　凱 ｳｴﾀﾞ ｶｲ 島根 川津FC 4分20秒

35 4558 松尾　悠生 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 島根 城東ふなつきFC 4分20秒

36 4530 西田　春翔 ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 岡山 西江原小学校 4分22秒

37 4539 田中　凱士 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 島根 Rise.JVC 4分22秒

38 4529 中沢　友聖 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 島根 津田ＦＣ 4分24秒

39 4534 広瀬　陽大 ﾋﾛｾ ﾖｳﾀﾞｲ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分24秒

40 4535 森脇　駿斗 ﾓﾘﾜｷ ｼｭﾝﾄ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分24秒

41 4545 金坂　凜大 ｶﾈｻｶ ﾘｵ 島根 大野小学校 4分25秒

42 4549 母里　優真 ﾓﾘ ﾕｳﾏ 島根 城東ふなつきFC 4分25秒

43 4521 江藤　蓮桜 ｴﾄｳ ﾚｵ 島根 宍道小学校 4分27秒

44 4519 小林　寛人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 島根 Rise.JVC 4分28秒

45 4544 山田　理史 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 島根 松江市立忌部小学校 4分30秒

46 4542 梅山　大和 ｳﾒﾔﾏ ﾔﾏﾄ 島根 川津小学校 4分31秒

47 4565 堀江　紘次郎 ﾎﾘｴ ｺｳｼﾞﾛｳ 島根 川津小学校 4分31秒

48 4526 能海　遥都 ﾉｳﾐ ﾊﾙﾄ 島根 津田ＦＣ 4分31秒

49 4518 門脇　英生 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾃﾞｷ 島根 松江市立母衣小学校 4分33秒

50 4563 福島　幹太 ﾌｸｼﾏ ｶﾝﾀ 島根 津田小学校 4分34秒

51 4525 立原　綾真 ﾀﾁﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 島根 津田ＦＣ 4分34秒

52 4509 神谷　結太 ｶﾐﾔ ﾕｳﾀ 島根 津田小学校 4分35秒

53 4559 前野　結人 ﾏｴﾉ ﾕｲﾄ 島根 城北小学校 4分36秒

54 4517 津田　一泉 ﾂﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 島根 古志原小学校 4分36秒

55 4543 岩﨑　叶馬 ｲﾜｻｷ ﾄｳﾏ 島根 Rise.JVC 4分36秒

56 4513 佐々木　理雄 ｻｻｷ ﾘｵ 島根 松江市立持田小学校 4分39秒

57 4523 中川　樹 ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾂｷ 島根 附属小学校 4分39秒

58 4554 須田　晴斗 ｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 島根 城東ふなつきFC 4分40秒

59 4566 桑原　蒼空 ｸﾜﾊﾞﾗ ｿﾗ 島根 城東ふなつきFC 4分40秒

60 4508 山根　登悟 ﾔﾏﾈ ﾄｳｺﾞ 島根 竹矢小学校 4分46秒

61 4569 金坂　帝我 ｶﾈｻｶ ﾀｲｶﾞ 島根 大野小学校 4分47秒

62 4533 石飛　葵 ｲｼﾄﾋﾞ ｱｵｲ 島根 津田ＦＣ 4分48秒

63 4546 田中　慎哉 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 島根 松江市立法吉小学校 4分54秒
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64 4560 陰山　一颯 ｶｹﾞﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 島根 母衣小学校 5分09秒

65 4538 乾　悠人 ｲﾇｲ ﾕｳﾄ 島根 川津小学校 5分15秒

66 4555 神庭　冴羽 ｶﾝﾊﾞ ｺｳ 島根 古志原小学校 5分28秒

67 4548 三代　晃生 ﾐｼﾛ ｺｳｷ 島根 内中原小学校 5分33秒
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