
5：3km 小学5・6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 2104 遅澤 友海 ｵｿｻﾞﾜ ﾕｳ 矢板市 よろしく真岡 10:10
2 2155 鈴木 冨士翔 ｽｽﾞｷ ﾌｼﾞﾄ 茨城県 日立エーシー 10:26
3 2106 髙橋 力輝斗 ﾀｶﾊｼ ﾘｷﾄ 矢板市 10:35
4 2120 井上 和真 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ 宇都宮市 よろしく真岡 11:35
5 2183 會田 聡祐 ｱｲﾀ ｿｳｽｹ 福島県 小山田小学校 12:10
6 2111 小林 奏介 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 大田原市 紫塚小学校 12:24
7 2123 熊谷 勇人 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾄ 那須塩原市 大山小学校 12:34
8 2105 和氣 靖一郎 ﾜｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 大田原市 金丸小学校 12:37
9 2146 西海 灯馬 ｻｲｶｲ ﾄｳﾏ 大田原市 大田原選抜 12:41

10 2176 君島 冬真 ｷﾐｼﾞﾏ ﾄｳﾏ 大田原市 石上薄葉 12:45
11 2175 室井 陽色 ﾑﾛｲ ﾋｲﾛ 那須町 12:47
12 2112 牛井渕 光希 ｺﾞｲﾌﾞﾁ ﾙｷ 大田原市 蛭田小学校 12:53
13 2125 大西 彩斗 ｵｵﾆｼ ｱﾔﾄ 大田原市 川西クラブ 12:56
14 2114 益子 海星 ﾏｼｺ ｶｲｾｲ 大田原市 金丸クラブ 13:00
15 2174 大屋 羚碧 ｵｵﾔ ﾚｵ 大田原市 西原小学校 13:03
16 2148 屋代 爽助 ﾔｼﾛ ｿｳｽｹ 大田原市 大田原ボーイズ 13:05
17 2107 木村 丈太朗 ｷﾑﾗ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 大田原市 湯津上小学校 13:07
18 2109 河治 亮佑 ｶﾜｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 大田原市 13:07
19 2161 南波 大葵 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛｷ 大田原市 西原小学校 13:11
20 2158 大髙 優志 ｵｵﾀｶ ﾕｳｼ 大田原市 大田原選抜 13:18
21 2140 齋藤 陽音 ｻｲﾄｳ ﾋｵﾝ 大田原市 那須北連合 13:18
22 2102 蜂巣 雄大 ﾊﾁｽ ﾕｳﾀ 大田原市 13:28
23 2170 佐々木 陽飛 ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 大田原市 西原小学校 13:56
24 2168 黒﨑 琉惺 ｸﾛｻｷ ﾘｭｳｾｲ 大田原市 西原小学校 13:56
25 2133 天谷 光陽 ｱﾏﾔ ｺｳﾖｳ 大田原市 紫塚小学校 14:00
26 2101 坂和 琉生 ｻｶﾜ ﾙｲ 大田原市 親園小学校 14:02
27 2108 戸辺 結斗 ﾄﾍﾞ ﾕｲﾄ 大田原市 市野沢小学校 14:04
28 2157 高橋 翔 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 大田原市 石上薄葉 14:10
29 2136 小泉 藍騎 ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｷ 大田原市 佐久山小学校 14:13
30 2126 井上 元就 ｲﾉｳｴ ﾓﾄﾅﾘ 大田原市 川西クラブ 14:18
31 2177 河越 輝 ｶﾜｺﾞｴ ﾋｶﾙ 大田原市 那須北連合 14:26
32 2124 黒田 風羽 ｸﾛﾀﾞ ﾌｳ 大田原市 川西クラブ 14:28
33 2152 橋本 純之理 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 大田原市 那須北連合 14:28
34 2185 菊池 佑也 ｷｸﾁ ﾕｳﾔ 大田原市 大田原選抜 14:40
35 2110 磯 慎之助 ｲｿ ｼﾝﾉｽｹ 塩谷町 親園小学校 14:42
36 2129 國井 翔琉 ｸﾆｲ ﾊﾙ 大田原市 川西クラブ 14:43
37 2139 青木 克陽 ｱｵｷ ｶﾂｱｷ 大田原市 大田原連合 14:51
38 2142 大竹 理富 ｵｵﾀｹ ﾘﾄﾑ 大田原市 大田原選抜 14:52
39 2119 鉢村 彰来 ﾊﾁﾑﾗ ｱｷﾗ 大田原市 佐久山小学校 14:53
40 2173 三浦 大駕 ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 大田原市 那須北連合 15:04
41 2180 鮎田 竣 ｱﾕﾀ ｼｭﾝ 栃木市 15:07
42 2118 清水 奏志 ｼﾐｽﾞ ｿｳｼ 大田原市 15:17
43 2182 秋元 健吾 ｱｷﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 大田原市 那須北連合 15:20
44 2115 佐藤 晴紀 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 大田原市 15:28
45 2160 大貫 行晴 ｵｵﾇｷ ｺｳｾｲ 大田原市 石上薄葉 15:40
46 2127 滝 夢翔 ﾀｷ ﾕｳﾄ 大田原市 川西クラブ 15:44
47 2128 松本 恭輔 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 大田原市 川西クラブ 15:44
48 2156 黒谷 友喜 ｸﾛﾀﾆ ﾄﾓｷ 大田原市 大田原選抜 15:58
49 2178 阿久津 怜寿 ｱｸﾂ ﾚｲｼﾞ 大田原市 大田原連合 16:10
50 2143 印南 泰志 ｲﾝﾅﾐ ﾀｲｼ 大田原市 大田原選抜 16:10
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51 2144 後藤 史穏 ｺﾞﾄｳ ｼｵﾝ 大田原市 大田原選抜 16:22
52 2149 貝塚 楓斗 ｶｲﾂﾞｶ ﾌｳﾄ 大田原市 那須北連合 16:29
53 2181 南澤 翔 ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｹﾙ 大田原市 那須北連合 17:14
54 2159 渡辺 圭輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 大田原市 那須北連合 17:14
55 2137 横山 大梧 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 大田原市 大田原選抜 18:51
56 2162 岡本 翔太郎 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 大田原市 西原小学校 18:54
57 2169 塚田 源士 ﾂｶﾀﾞ ﾐﾅﾄ 大田原市 西原小学校 18:56
58 2172 藤田 和心 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝ 大田原市 西原小学校 18:58
59 2164 柱松 歩希 ﾊｼﾗﾏﾂ ｲﾌﾞｷ 大田原市 西原小学校 18:58
60 2121 木村 成 ｷﾑﾗ ﾅﾙ 大田原市 空手協会黒羽 20:17
61 2131 吉成 尊琉 ﾖｼﾅﾘ ﾀｹﾙ 大田原市 20:24
62 2150 大金 怜也 ｵｵｶﾞﾈ ﾚｲﾔ 大田原市 大田原選抜 20:37
63 2153 志賀 啓翔 ｼｶﾞ ﾋﾛﾄ 大田原市 大田原選抜 20:38
64 2154 森 楓磨 ﾓﾘ ﾌｳﾏ 大田原市 大田原選抜 20:39
65 2141 泉田 健太 ｲｽﾞﾀ ｹﾝﾀ 大田原市 紫塚小学校 29:58

2103 小林 大竜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾘｭｳ 大田原市 市野沢小学校 DNS
2113 江幡 大翔 ｴﾊﾞﾀ ﾔﾏﾄ 大田原市 市野沢小学校 DNS
2116 清水 凰生 ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 大田原市 佐久山小学校 DNS
2117 角田 絃樹 ﾂﾉﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 大田原市 DNS
2122 熊谷 陸人 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｸﾄ 那須塩原市 大山小学校 DNS
2130 若目田 恭介 ﾜｶﾒﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 大田原市 紫塚小学校 DNS
2132 五月女 翔空 ｿｳﾄﾒ ﾄｱ 那須塩原市 大山小学校 DNS
2134 小林 海斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 大田原市 奥沢小学校 DNS
2135 高江 蒼希 ﾀｶｴ ｿｳｷ 大田原市 市野沢小学校 DNS
2138 芹江 隼 ｾﾘｴ ｼｭﾝ 大田原市 大田原小学校 DNS
2145 後藤 壮瑛 ｺﾞﾄｳ ﾀﾃﾙ 大田原市 大田原選抜 DNS
2147 菊地 猛 ｷｸﾁ ﾀｹﾙ 大田原市 那須北連合 DNS
2151 長田 来唯 ｵｻﾀﾞ ﾗｲ 大田原市 DNS
2163 加藤 英太 ｶﾄｳ ｴｲﾀ 大田原市 西原小学校 DNS
2165 深澤 歩夢 ﾌｶｻﾜ ｱﾕﾑ 大田原市 西原小学校 DNS
2166 髙久 想太 ﾀｶｸ ｿｳﾀ 大田原市 西原小学校 DNS
2167 松田 拓真 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾏ 大田原市 西原小学校 DNS
2171 隅 一道 ｽﾐ ｶｽﾞﾐﾁ 大田原市 西原小学校 DNS
2179 稲見 きうい ｲﾅﾐ ｷｳｲ 大田原市 紫塚小学校 DNS
2184 小室 亮人 ｵﾑﾛ ｱｷﾄ 茨城県 鉾田南小学校 DNS


