
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 フリガナ 地区 所　属 タイム 備考

1 34 髙松　航･侑真 ﾀｶﾏﾂ ﾜﾀﾙ･ﾕｳﾏ 宇都宮市 瑞穂台小 0:08:27

2 38 木内　洋一郎･信三郎 ｷｳﾁ ﾖｳｲﾁﾛｳ･ｼﾝｻﾌﾞﾛｳ 下野市 0:08:27

3 2 一瀬　裕介･侑季 ｲﾁﾉｾ ﾕｳｽｹ･ﾕｳｷ 那須塩原市 0:08:36

4 24 都築　健太郎･一也 ﾂﾂﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ･ｶｽﾞﾔ 那須塩原市 0:08:54

5 23 杉山　裕史･結飛 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ･ﾕｳﾄ 高根沢町 西小学校 0:08:54

6 98 津久井　健雄･天花 ﾂｸｲ ﾀｹｵ･ﾃﾝｶ 大田原市 市野沢小学校 0:09:02

7 1 岡野　邦彦･健大 ｵｶﾉ ｸﾆﾋｺ･ｹﾝﾀ 大田原市 0:09:04

8 30 村越　隆之･友香 ﾑﾗｺｼ ﾀｶﾕｷ･ﾕｶ 那須塩原市 三島小学校 0:09:15

9 42 新江　洋･光晟 ｱﾗｴ ﾋﾛｼ･ｺｳｾｲ 大田原市 金丸小学校 0:09:25

10 33 後藤　正文･優心 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ･ﾕｳｼ 大田原市 黒羽小学校 0:09:27

11 3 藤田　正秋･晨之進 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｱｷ･ﾄｷﾉｼﾝ 大田原市 ジェルモーリ 0:09:28

12 4 井上　篤亮･晴親 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞｱｷ･ﾊﾙﾁｶ 大田原市 川西クラブ 0:09:32

13 11 笹沼　誠･誠南 ｻｻﾇﾏ ﾏｺﾄ･ｾﾅ 大田原市 川西小学校 0:09:39

14 100 西　梨絵･龍真 ﾆｼ ﾘｴ･ﾘｭｳﾏ 大田原市 市野沢小学校 0:09:41

15 6 大堀　二千公･愛莉 ｵｵﾎﾘ ﾌｼﾞｵ･ｱｲﾘ 大田原市 宇田川小学校 0:09:45

16 16 阿久津　正敏･拓豊 ｱｸﾂ ﾏｻﾄｼ･ﾀｸﾄ 大田原市 0:09:48

17 13 折笠　諒太･莉希 ｵﾘｶｻ ﾘﾖｳﾀ･ﾘﾉ 日光市 落合陸上クラブ 0:09:50

18 18 武田　純･悠那 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞﾕﾝ･ﾕｳﾅ 大田原市 うすば 0:09:53

19 52 増渕　好朗･葵太 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾖｼｱｷ･ｱｵﾀ 大田原市 親園小学校 0:09:53

20 8 國井　健･慶 ｸﾆｲ ﾀｹｼ･ｹｲ 大田原市 親園小学校 0:09:58

21 62 飯山　浩一郎･櫂 ｲｲﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ･ｶｲ 大田原市 紫塚小学校 0:09:58

22 74 田代　智也･碧夢 ﾀｼﾛ ﾄﾓﾔ･ｱｲﾑ 大田原市 川西小学校 0:09:59

23 64 小林　真起･世奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ･ｾﾅ 大田原市 紫塚小学校 0:10:00

24 54 村田　旬世･紗世 ﾑﾗﾀ ﾏｷﾖ･ｻﾖ 大田原市 紫塚小学校 0:10:02

25 78 清水　昭博･朝日 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ･ｱｻﾋ 大田原市 佐久山小学校 0:10:05

26 35 小泉　和之･知歩 ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ･ﾁﾎ 大田原市 羽田小 0:10:11

27 25 黒﨑　由香里･恵那 ｸﾛｻｷ ﾕｶﾘ･ｴﾅ 矢板市 米村ＡＣ 0:10:15

28 19 鈴木　俊介･桃佳 ｽｽﾞｷ ｼﾕﾝｽｹ･ﾓﾓｶ 大田原市 鈴木梨園 0:10:16

29 12 大宮司　美樹･優波 ﾀﾞｲｸﾞｳｼﾞ ﾐｷ･ﾕｳﾊ 大田原市 ジェルモーリ 0:10:17

30 47 清水　和耶･日應 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾔ･ﾋﾀﾞｶ 大田原市 佐久山小学校 0:10:20

31 21 郷　敏明･優太 ｺﾞｳ ﾄｼｱｷ･ﾕｳﾀ 大田原市 大田原小１年 0:10:22

32 50 小林　光･優來 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾙ･ﾕﾗ 大田原市 親園小学校 0:10:23

33 68 益子　修平･頼冴 ﾏｼｺ ｼｭｳﾍｲ･ﾗｲｺﾞ 大田原市 大田原小学校 0:10:27

34 95 増子　力･楽 ﾏｽｺ ｲｻﾑ･ﾗｸ 大田原市 市野沢小学校 0:10:27

35 20 澁江　隼輔･蓮輔 ｼﾌﾞｴ ｼﾕﾝｽｹ･ﾚﾝｽｹ 大田原市 蛭田小学校 0:10:27

36 67 坂堂　悠･蘭 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳ･ﾗﾝ 大田原市 大田原小学校 0:10:28

37 72 二戸　佑治･泰佑 ﾆﾄ ﾕｳｼﾞ･ﾀｲｽｹ 大田原市 川西小学校 0:10:28

38 81 渡邉　拓樹･碧翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ･ｱｵﾄ 大田原市 須賀川小学校 0:10:30

39 10 渡邉　英憲･綜嗣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ･ｿｳｼ 大田原市 須賀川小学校 0:10:40

40 28 峯石　裕之･兼太朗 ﾐﾈｲｼ ﾋﾛﾕｷ･ｹﾝﾀﾛｳ 大田原市 0:10:42

41 22 三浦　雅史･碧斗 ﾐｳﾗ ﾏｻﾌﾐ･ｱｵﾄ 那須塩原市 大山小学校 0:10:48

42 51 手塚　健太郎･奈那美 ﾃﾂﾞｶ ｹﾝﾀﾛｳ･ｱﾅﾐ 大田原市 親園小学校 0:10:51

43 60 武井　大祐･柊空 ﾀｹｲ ﾀﾞｲｽｹ･ﾄｳｱ 大田原市 紫塚小学校 0:10:51

44 14 原田　貴仁･匠 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ･ﾀｸﾐ 大田原市 西原小学校 0:10:53

45 27 水井　裕子･勇菜 ﾐｽﾞｲ ﾕｳｺ･ﾕｳﾅ 大田原市 0:10:56

46 70 髙橋　玲奈･璃杏來 ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾅ･ﾘｱﾗ 大田原市 大田原小学校 0:10:59

47 9 山上　貴由･若菜 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｶﾕｷ･ﾜｶﾅ 大田原市 黒羽小学校 0:11:00

48 32 川崎　悠子･篤矢 ｶﾜｻｷ ﾕｳｺ･ｱﾂﾔ 大田原市 0:11:01

49 79 伊坂　美菜･大輝 ｲｻｶ ﾐﾅ･ﾋﾛｷ 大田原市 須賀川小学校 0:11:02

50 17 倉澤　文尭･咲奈 ｸﾗｻﾜ ﾌﾐﾀｶ･ｻﾅ 大田原市 黒羽小学校 0:11:04
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51 26 國峯　匡洋･大梧 ｸﾆﾐﾈ ﾏｻﾋﾛ･ﾀﾞｲｺﾞ 那須塩原市 0:11:10

52 99 石田　嘉弘･侑慎 ｲｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ･ﾕｳｼﾝ 大田原市 市野沢小学校 0:11:10

53 85 角田　隆章･乃々香 ｶｸﾀﾞ ﾀｶｱｷ･ﾉﾉｶ 大田原市 市野沢小学校 0:11:11

54 29 阿久津　政志･大翔 ｱｸﾂ ﾏｻｼ･ﾋﾛﾄ 那須塩原市 埼玉小学校 0:11:14

55 86 渡邉　裕･朝陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ･ｱｻﾋ 大田原市 市野沢小学校 0:11:19

56 5 松本　一弘･栞里 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ･ｼｵﾘ 大田原市 川西クラブ 0:11:23

57 94 北條　あすか･ひなた ﾎｳｼﾞｮｳ ｱｽｶ･ﾋﾅﾀ 大田原市 市野沢小学校 0:11:25

58 84 阿部　和也･理仁 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾔ･ﾘﾋﾄ 大田原市 市野沢小学校 0:11:26

59 65 小野　富一･陽真梨 ｵﾉ ﾄﾑｶｽﾞ･ﾋﾏﾘ 大田原市 大田原小学校 0:11:27

60 76 小野　勝明･暖和 ｵﾉ ｶﾂｱｷ･ﾋﾖﾘ 大田原市 川西小学校 0:11:32

61 41 湯田　美貴･歩夢 ﾕﾀﾞ ﾐｷ･ｱﾕﾑ 矢板市 片岡小学校１年 0:11:33

62 59 小島　直樹･汰晟 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ･ﾀｲｾｲ 大田原市 紫塚小学校 0:11:36

63 69 高久　晋･詞來帆 ﾀｶｸ ｼﾝ･ﾂｷﾎ 大田原市 大田原小学校 0:11:42

64 77 髙江　大介･ひなの・ひまり ﾀｶｴ ﾀﾞｲｽｹ･ﾋﾅﾉ･ﾋﾏﾘ 大田原市 湯津上小学校 0:11:42

65 93 阿久津　潤･快成 ｱｸﾂ ｼﾞｭﾝ･ｶｲｾｲ 大田原市 市野沢小学校 0:11:42

66 15 髙﨑　豪･克 ﾀｶｻｷ ｽｸﾞﾙ･ﾏｻﾙ 大田原市 両郷中央小学校 0:11:43

67 46 南波　真紀･慶 ﾅﾝﾊﾞ ﾏｷ･ｹｲ 那須塩原市 0:11:47

68 101 渡邉　正樹･凜陽音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ･ﾘﾋﾄ 大田原市 市野沢小学校 0:11:52

69 87 伊東　孝枝･侑真 ｲﾄｳ ﾀｶｴ･ﾕｳﾏ 大田原市 市野沢小学校 0:11:55

70 97 船山　哲也･結菜 ﾌﾅﾔﾏ ﾃﾂﾔ･ﾕｳﾅ 大田原市 市野沢小学校 0:11:55

71 83 石川　和也･暉 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾔ･ｱｷﾗ 大田原市 市野沢小学校 0:11:57

72 48 大森　かおり･絢正 ｵｵﾓﾘ ｶｵﾘ･ｹﾝｾｲ 那須町 田代友愛小学校 0:12:01

73 57 川口　英之･千遥 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ･ﾁﾊﾙ 大田原市 紫塚小学校 0:12:01

74 37 佐藤　雄一･葵央 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ･ｱｵﾋ 大田原市 0:12:02

75 56 熊田　麻岐･栄斗 ｸﾏﾀﾞ ﾏｷ･ﾋﾃﾞﾄ 大田原市 紫塚小学校 0:12:04

76 55 十河　匡光･新太 ｿｺﾞｳ ﾏｻﾐﾂ･ｱﾗﾀ 大田原市 紫塚小学校 0:12:08

77 40 佐々木　利郎･宏太 ｻｻｷ ﾄｼﾛｳ･ｺｳﾀ 大田原市 薄葉小学校 0:12:09

78 45 小室　友里香･大貴 ｺﾑﾛ ﾕﾆｶ･ﾋﾛｷ 大田原市 0:12:11

79 58 菊池　卓也･芽乃愛 ｷｸﾁ ﾀｸﾔ･ﾒﾉｱ 大田原市 紫塚小学校 0:12:14

80 44 南澤　栄作･咲稀 ﾐﾅﾐｻﾜ ｴｲｻｸ･ｻﾂｷ 大田原市 薄葉小学校 0:12:16

81 73 鈴木　亮太･彩夏 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ･ｻﾔｶ 大田原市 川西小学校 0:12:21

82 88 鈴木　玲香･芽愛 ｽｽﾞｷ ﾚｲｶ･ﾒｲ 大田原市 市野沢小学校 0:12:34

83 61 五十嵐　真彦･心寧 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾋｺ･ｺｺﾈ 大田原市 紫塚小学校 0:12:34

84 89 小山田　秀弥･悠翔 ｵﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ･ﾊﾙﾄ 大田原市 市野沢小学校 0:12:47

85 43 大嶋　清美･葵介 ｵｵｼﾏ ｷﾖﾐ･ｷｽｹ 大田原市 西原小学校 0:13:06

86 90 後藤　由美･瑠里 ｺﾞﾄｳ ﾕﾐ･ﾙﾘ 大田原市 市野沢小学校 0:13:18

87 39 山本　佳子･真那人 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ･ﾏﾅﾄ 那須塩原市 南小学校 0:13:27

88 71 利谷　浩二･理歩 ﾄｼﾀﾆ ｺｳｼﾞ･ﾘﾎ 大田原市 石上小学校 0:13:29

89 63 若目田　敦洋･栞那 ﾜｶﾒﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ･ｶﾝﾅ 大田原市 紫塚小学校 0:13:35

90 36 村上　達也･悠晴 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾔ･ﾕｳｾｲ 那須烏山市 烏山小学校 0:13:38

91 49 吉成　正人･昂輝 ﾖｼﾅﾘ ﾏｻﾄ･ｺﾞｳｷ 大田原市 黒羽小学校 0:13:42

92 53 星野　哲明･明里 ﾎｼﾉ ﾃﾂｱｷ･ｱｶﾘ 大田原市 親園小学校 0:13:43

93 75 黒田　雅代･彩葉 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾖ･ｱﾔﾊ 大田原市 川西小学校 0:13:43

94 82 川村　倫隆･昇輝 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾀｶ･ｱｻﾋ 大田原市 市野沢小学校 0:13:52

95 31 石渡　知美･彩楓 ｲｼﾜﾀﾘ ﾄﾓﾐ･ｱﾔｶ 那須塩原市 大山小学校 0:14:10

96 92 津村　愛･煌 ﾂﾑﾗ ｱｲ･ｺｳ 大田原市 市野沢小学校 0:14:52

7 佐藤　良徳･礼実 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ･ﾚﾐ 大田原市 湯津上小学校 DNS

66 小室　一郎･壮太 ｺﾑﾛ ｲﾁﾛｳ･ｿｳﾀ 大田原市 大田原小学校 DNS

80 菊地　昌彦･玖生也 ｷｸﾁ ﾏｻﾋｺ･ｸｳﾔ 大田原市 須賀川小学校 DNS

91 土金　淳･幸太郎 ﾂﾁｶﾞﾈ ｱﾂｼ･ｺｳﾀﾛｳ 大田原市 市野沢小学校 DNS
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96 秋元　崇広･蛍 ｱｷﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ･ｹｲ 大田原市 市野沢小学校 DNS
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