
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5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 6510 富山　陽喜 ﾄﾐﾔﾏ ﾊﾙｷ 島根 津田FC 3分38秒
2 5502 片寄 晃生 ｶﾀﾖｾ ｺｳｷ 島根 三刀屋小学校 3分38秒
3 5504 牛尾 壮太 ｳｼｵ ｿｳﾀ 島根 国府小学校 3分39秒
4 5539 井上　太陽 ｲﾉｳｴ ﾀｲﾖｳ 島根 津田FC 3分39秒
5 5531 安達　盛志郎 ｱﾀﾞﾁ ｾｲｼﾛｳ 島根 八雲スターウォーカーズ 3分44秒
6 5523 佐々木　海斗 ｻｻｷ ｶｲﾄ 鳥取 車尾小学校 3分45秒

7 5507 安藤　大地 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 島根 八束学園 3分47秒

8 5522 沼田　紅葉 ﾇﾏﾀ ｺｳﾖｳ 鳥取 米子陸上クラブ 3分51秒

9 5518 松近　渚 ﾏﾂﾁｶ ﾅｷﾞｻ 島根 八雲小学校 3分52秒

10 5551 藤本　心平 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 島根 中央小学校 3分56秒

11 5508 吉岡　和真 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾏ 島根 津田小学校 3分57秒

12 5546 景山　翔平 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 島根 北陽小学校 3分57秒

13 5540 永田　優太 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾀ 島根 津田FC 3分58秒

14 5505 奥原 元気 ｵｸﾊﾗ ｹﾞﾝｷ 島根 中央小学校 3分59秒

15 5532 山代　一生 ﾔﾏｼﾛ ｶｽﾞｷ 島根 八雲スターウォーカーズ 3分59秒

16 5503 宮崎 開久 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾗｸ 兵庫 4分00秒

17 5501 細木 駿一 ﾎｿｷﾞ ｼｭﾝｲﾁ 島根 4分00秒

18 5529 角　功真 ｽﾐ ｺｳﾏ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分01秒

19 5513 嘉本　晃己 ｶﾓﾄ ﾃﾙｷ 島根 津田小学校 4分02秒

20 5537 郷原　巧実 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 島根 津田FC 4分04秒

21 5538 荒木　琉翔 ｱﾗｷ ﾙｲﾄ 島根 松江市立津田小学校 4分05秒

22 5525 森田　佑京 ﾓﾘﾀ ｳｷｮｳ 鳥取 米子市立車尾小学校 4分07秒

23 5511 森山　奏汰 ﾓﾘﾔﾏ ｶﾅﾀ 島根 揖屋小学校 4分07秒

24 5555 林　航太朗 ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 島根 出雲市立西野小学校 4分07秒

25 5549 杠　修羽 ﾕｽﾞﾘﾊ ｼｭｳ 島根 揖屋小学校 4分08秒

26 5548 竹部　槙馬 ﾀｹﾍﾞ ﾃﾝﾏ 鳥取 三朝AC 4分08秒

27 5536 田中　利弥 ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ 島根 津田FC 4分09秒

28 5541 斎藤　青波 ｻｲﾄｳ ｾｲﾊ 島根 津田FC 4分09秒

29 5530 佐藤　匠真 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分09秒

30 5543 長澤　晴智 ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾙﾄﾓ 島根 津田FC 4分10秒

31 5553 山本　紘大 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 島根 乃木小学校 4分10秒

32 5519 阿部　源大 ｱﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ 島根 中央小学校 4分11秒

33 5547 高野　遥登 ｺｳﾉ ﾊﾙﾄ 島根 塩冶小学校 4分11秒

34 5512 三上　大知 ﾐｶﾐ ﾀﾞｲﾁ 島根 出雲郷小学校 4分12秒

35 5524 増田　滉大 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 島根 Rise.JVC 4分15秒

36 5552 高見　悠佑 ﾀｶﾐ ﾕｳｽｹ 島根 阿用小学校 4分16秒

37 5510 大本　脩都 ｵｵﾓﾄ ｼｭｳﾄ 鳥取 伯仙小学校 4分18秒

38 5544 秋好　瑛太 ｱｷﾖｼ ｴｲﾀ 島根 津田FC 4分19秒

39 5514 長野　峻也 ﾅｶﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 島根 古江小学校 4分20秒

40 5554 森山　光大 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀ 島根 Rise.JVC(乃木小学校） 4分22秒

41 5506 勝部 瑛資 ｶﾂﾍﾞ ｴｲｽｹ 島根 阿用小学校 4分22秒

42 5527 石井　康介 ｲｼｲ ｺｳｽｹ 島根 内中原小学校 4分24秒

43 6506 進藤　耀成 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｳｾｲ 島根 生馬小学校 4分25秒

44 5534 野村　大輝 ﾉﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 島根 揖屋小学校 4分26秒

45 5521 庄司　結斗 ｼｮｳｼﾞ ﾕｲﾄ 島根 松江市立母衣小学校 4分27秒

46 5533 川合　佑心 ｶﾜｲ ﾕｳｼﾝ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分30秒

47 5516 江﨑　智倫 ｴｻｷ ﾄﾓﾐﾁ 島根 Rise.JVC 4分31秒

48 5550 吉原　陽太 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾅﾀ 島根 鹿島東小学校 4分33秒

49 5542 三島　昊 ﾐｼﾏ ｺｳ 島根 津田FC 4分38秒

50 5528 三島　諒馬 ﾐｼﾏ ﾘｮｳﾏ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分39秒

51 5535 吉岡　大翔 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 島根 生馬小学校 4分43秒

52 5545 森脇　眞宏 ﾓﾘﾜｷ ﾏｻﾋﾛ 島根 松江市立本庄小学校 4分47秒

53 5526 熊澤　玲 ｸﾏｻﾞﾜ ﾚｲ 島根 玉湯小学校 5分18秒

54 5515 安達　光琉 ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾙ 島根 持田小学校 5分55秒

1/1


