
14：2km 小学3・4年生男子の部
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 地区 所属 タイム 備考

1 7029 樋口 優心 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｼﾝ 宇都宮市 横川中央小学校 7:20
2 7050 小野 真和 ｵﾉ ﾏﾅﾄ 茨城県 日立エーシー 7:44
3 7049 小野 暖和 ｵﾉ ﾊﾙﾄ 茨城県 日立エーシー 7:45
4 7023 本橋 美輝 ﾓﾄﾊｼ ﾊﾙｷ 茨城県 竹園東小学校 7:58
5 7058 前原 聡介 ﾏｴﾊﾗ ｿｳｽｹ 大田原市 大田原小学校 8:06
6 7025 深井 聡寿 ﾌｶｲ ｿｳｼﾞｭ 矢板市 矢板市乙畑小 8:13
7 7003 藤田 昊之助 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾉｽｹ 大田原市 金丸小学校 8:18
8 7041 郷原 麟太郎 ｺﾞｳﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 神奈川県 8:30
9 7019 佐藤 壮祐 ｻﾄｳ ｿｳｽｹ 大田原市 黒羽小学校 8:34

10 7024 八千代 優 ﾔﾁﾖ ﾕｳ 大田原市 8:35
11 7001 大堀 陽生 ｵｵﾎﾘ ﾊﾙｷ 大田原市 宇田川小学校 8:39
12 7052 戸上 奏 ﾄｶﾞﾐ ｶﾅﾃﾞ 大田原市 8:42
13 7011 笹沼 誠南 ｻｻﾇﾏ ｾﾅ 大田原市 川西小学校 8:48
14 7015 渡邉 凜陽音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾋﾄ 大田原市 市野沢小学校 8:57
15 7010 渡邉 綜嗣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ 大田原市 須賀川小学校 8:59
16 7033 井上 晴親 ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾁｶ 大田原市 川西クラブ 8:59
17 7034 滝 健翔 ﾀｷ ｹﾝﾄ 大田原市 川西クラブ 9:00
18 7037 齋藤 蓮 ｻｲﾄｳ ﾚﾝ 大田原市 黒羽小学校 9:03
19 7043 小室 大貴 ｺﾑﾛ ﾋﾛｷ 大田原市 黒羽小学校 9:05
20 7021 新巻 獅音 ｱﾗﾏｷ ｼｵﾝ 大田原市 川西小学校 9:05
21 7063 槐 朔乃清 ｻｲｶﾁ ｻｸﾉｼﾝ 大田原市 大田原小学校 9:09
22 7036 深澤 蓮 ﾌｶｻﾜ ﾚﾝ 大田原市 川西クラブ 9:11
23 7017 大牟礼 秋人 ｵｵﾑﾚ ｱｷﾄ 大田原市 西原小学校 9:18
24 7028 大森 奏汰 ｵｵﾓﾘ ｶﾅﾀ 大田原市 須賀川小学校 9:20
25 7002 藤田 晨之進 ﾌｼﾞﾀ ﾄｷﾉｼﾝ 大田原市 金丸小学校 9:24
26 7016 西 龍真 ﾆｼ ﾘｭｳﾏ 大田原市 市野沢小学校 9:26
27 7022 荻原 琢実 ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 福島県 福島第二小学校 9:27
28 7038 菊地 柚志 ｷｸﾁ ﾕｳｼ 大田原市 黒羽クラブ 9:33
29 7027 横山 恭梧 ﾖｺﾔﾏ ｷｮｳｺﾞ 大田原市 市野沢小学校 9:36
30 7042 伊藤 陽汰 ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 大田原市 9:37
31 7020 加藤 廉大 ｶﾄｳ ﾚﾝﾀ 大田原市 南小学校 9:37
32 7048 大森 絢正 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｾｲ 那須町 田代友愛小学校 9:40
33 7045 吉田 昂平 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大田原市 9:47
34 7008 齋藤 優成 ｻｲﾄｳ ﾕｳｾｲ 大田原市 大田原小学校 9:49
35 7018 清水 琢音 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 大田原市 9:49
36 7032 松田 航生 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｾｲ 大田原市 川西クラブ 9:50
37 7012 増渕 葵太 ﾏｽﾌﾞﾁ ｱｵﾀ 大田原市 親園小学校 9:54
38 7013 清水 朝日 ｼﾐｽﾞ ｱｻﾋ 大田原市 佐久山小学校 9:59
39 7031 阪本 大翔 ｻｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 大田原市 川西クラブ 10:01
40 7060 熊田 栄斗 ｸﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 大田原市 紫塚小学校 10:02
41 7064 山本 真那人 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ 那須塩原市 南小学校 10:03
42 7061 手塚 柊真 ﾃﾂﾞｶ ﾄｳﾏ さくら市 10:06
43 7059 大河内 颯太 ｵｵｺｳﾁ ｿｳﾀ 大田原市 石上薄葉 10:07
44 7051 大髙 久志 ｵｵﾀｶ ﾋｻｼ 大田原市 黒羽クラブ 10:13
45 7054 前澤 優生 ﾏｴｻﾞﾜ ﾕｳｷ 大田原市 西原小学校 10:15
46 7066 髙﨑 克 ﾀｶｻｷ ﾏｻﾙ 大田原市 両郷中央小学校 10:22
47 7007 中山 碧 ﾅｶﾔﾏ ｱｵｲ 大田原市 紫塚小学校 10:26
48 7035 西海 颯馬 ｻｲｶｲ ｿｳﾏ 大田原市 川西クラブ 10:33
49 7055 渡邉 陽奈太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ 大田原市 市野沢小学校 10:34
50 7046 田代 碧夢 ﾀｼﾛ ｱｲﾑ 大田原市 川西小学校 10:39
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51 7004 伊坂 大輝 ｲｻｶ ﾋﾛｷ 大田原市 10:39
52 7014 齋藤 純 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 宇都宮市 10:44
53 7047 井上 隼輝 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｷ 大田原市 川西小学校 10:52
54 7067 松本 聖也 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ 那須塩原市 鍋掛小学校 10:59
55 7044 村田 祐志郎 ﾑﾗﾀ ﾕｳｼﾛｳ 大田原市 黒羽クラブ 11:14
56 7039 十河 新太 ｿｺﾞｳ ｱﾗﾀ 大田原市 紫塚小学校 11:41
57 7030 佐々木 宏太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 大田原市 12:07
58 7005 鈴木 涼大 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 大田原市 12:21
59 7062 村上 悠晴 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｾｲ 那須烏山市 烏山小学校 13:07
60 7040 鈴木 壱紀 ｽｽﾞｷ ｲﾂｷ 大田原市 須賀川小学校 13:09

7006 川永 倖絆 ｶﾜﾅｶﾞ ｺｳｷ 大田原市 DNS
7009 江幡 奏翔 ｴﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 大田原市 市野沢小学校 DNS
7026 高橋 駿 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 福島県 DNS
7053 佐藤 琉生 ｻﾄｳ ﾙｲ 大田原市 西原小学校 DNS
7056 清水 日應 ｼﾐｽﾞ ﾋﾀﾞｶ 大田原市 佐久山小学校 DNS
7057 肥後 武蔵 ﾋｺﾞ ﾑｻｼ 小山市 小山市立乙女小 DNS
7065 鈴木 雄翔 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 那須町 DNS


