
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 フリガナ 地区 所　属 タイム 備考

1 214 笠井　陽翔 ｶｻｲ ﾊﾙﾄ 宇都宮市 0:07:46

2 213 熊谷　陸人 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｸﾄ 那須塩原市 大山小学校 0:07:53

3 201 吉原　瑠伽 ﾖｼﾊﾗ ﾙｶ 日光市 落合陸上クラブ 0:07:56

4 204 大西　彩斗 ｵｵﾆｼ ｱﾔﾄ 大田原市 川西クラブ 0:08:03

5 211 牛井渕　光希 ｺﾞｲﾌﾞﾁ ﾙｷ 大田原市 蛭田小学校 0:08:10

6 224 飯島　陸叶 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 那須塩原市 0:08:12

7 248 角田　絃樹 ﾂﾉﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 大田原市 佐久山小学校 0:08:13

8 217 飯塚　海斗 ｲｲﾂｶ ｶｲﾄ 大田原市 佐良土ＪＢＣ 0:08:22

9 235 小林　奏介 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 大田原市 紫塚小学校 0:08:23

10 208 深井　聡寿 ﾌｶｲ ｿｳｼﾞﾕ 矢板市 矢板市乙畑小 0:08:26

11 212 熊谷　勇人 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾄ 那須塩原市 大山小学校 0:08:28

12 254 後藤　碧斗 ｺﾞﾄｳ ｱｵﾄ 大田原市 市野沢小学校 0:08:32

13 240 小室　俊人 ｺﾑﾛ ｼｭﾝﾄ 大田原市 大田原小学校 0:08:34

14 202 藤田　昊之助 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾉｽｹ 大田原市 ジェルモーリ 0:08:37

15 209 大堀　陽生 ｵｵﾎﾘ ﾊﾙｷ 大田原市 宇田川小学校 0:08:38

16 245 木村　丈太郎 ｷﾑﾗ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 大田原市 湯津上小学校 0:08:42

17 231 髙橋　諒行 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾕｷ 大田原市 親園小学校 0:08:44

18 205 國井　翔琉 ｸﾆｲ ﾊﾙ 大田原市 川西クラブ 0:08:48

19 227 鉢村　彰来 ﾊﾁﾑﾗ ｱｷﾗ 大田原市 佐久山小学校 0:08:50

20 255 伊澤　利玖 ｲｻﾞﾜ ﾘｸ 大田原市 市野沢小学校 0:08:54

21 241 河治　亮佑 ｶﾜｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 大田原市 大田原小学校 0:08:57

22 206 黒田　風羽 ｸﾛﾀﾞ ﾌｳ 大田原市 川西クラブ 0:09:05

23 246 湯田　統真 ﾕﾀﾞ ﾄｳﾏ 大田原市 佐久山小学校 0:09:05

24 229 大森　奏汰 ｵｵﾓﾘ ｶﾅﾀ 大田原市 須賀川小学校 0:09:10

25 203 井上　元就 ｲﾉｳｴ ﾓﾄﾅﾘ 大田原市 川西クラブ 0:09:11

26 236 稲見　きうい ｲﾅﾐ ｷｳｲ 大田原市 紫塚小学校 0:09:20

27 243 新巻　獅音 ｱﾗﾏｷ ｼｵﾝ 大田原市 川西小学校 0:09:23

28 232 大野　瑛大 ｵｵﾉ ｴｲﾀ 大田原市 親園小学校 0:09:24

29 234 髙﨑　瑛斗 ﾀｶｻｷ ｴｲﾄ 大田原市 両郷中央小学校 0:09:25

30 222 石橋　威風 ｲｼﾊﾞｼ ｲﾌｳ 宇都宮市 田原西小学校 0:09:25

31 242 芹江　隼 ｾﾘｴ ｼｭﾝ 大田原市 大田原小学校 0:09:32

32 215 菊池　瑛太 ｷｸﾁ ｴｲﾀ さくら市 0:09:35

33 247 小泉　凜人 ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾝﾄ 大田原市 佐久山小学校 0:09:38

34 220 大牟礼　秋人 ｵｵﾑﾚ ｱｷﾄ 大田原市 西原小学校 0:09:42

35 216 仲村　悠希 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 那須塩原市 大山小学校３年 0:09:45

36 237 中山　碧 ﾅｶﾔﾏ ｱｵｲ 大田原市 紫塚小学校 0:09:47

37 244 志賀　遼介 ｼｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 大田原市 湯津上小学校 0:09:50

38 228 津久井　洋光 ﾂｸｲ ﾋﾛﾐﾂ 大田原市 ジェルモーリ 0:09:59

39 218 横山　蓮人 ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾄ 大田原市 ジェルモーリＦＣ 0:09:59

40 207 松本　恭輔 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖｳｽｹ 大田原市 川西クラブ 0:10:09

41 252 川永　倖絆 ｶﾜﾅｶﾞ ｺｳｷ 大田原市 市野沢小学校 0:10:17

42 226 藤田　陽翔 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 大田原市 ジェルモーリ 0:10:32

43 249 黒川　風太 ｸﾛｶﾜ ﾌｳﾀ 大田原市 佐久山小学校 0:10:34

44 239 菊池　健心 ｷｸﾁ ｹﾝｼﾝ 大田原市 金丸小学校 0:10:45

45 238 三浦　瑛志 ﾐｳﾗ ｴｲｼﾞ 大田原市 紫塚小学校 0:11:09

46 250 菊地　菖斗 ｷｸﾁ ｱﾔﾄ 大田原市 須賀川小学校 0:11:13

47 210 榎本　凌大 ｴﾉﾓﾄ ﾘﾖｳﾀ 大田原市 ジェルモーリＦＣ 0:11:36

48 219 小室　佳士 ｺﾑﾛ ｹｲﾄ 大田原市 金丸小学校 0:11:43

49 253 江幡　奏翔 ｴﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 大田原市 市野沢小学校 0:13:38

50 221 菅原　舞輝 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｲｷ 大田原市 湯津上小野球部 0:14:09
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223 大金　蓮生 ｵｵｶﾞﾈ ﾚﾝ 壬生町 壬生小学校 DNS

225 髙松　武竜 ﾀｶﾏﾂ ﾀｹﾙ 宇都宮市 瑞穂台小 DNS

230 五月女　翔空 ｿｳﾄﾒ ﾄｱ 那須塩原市 大山小学校 DNS

233 大島　健人 ｵｵｼﾏ ﾀｹﾋﾄ 大田原市 親園小学校 DNS

251 加藤　悠聖 ｶﾄｳ ﾕｳｾｲ 大田原市 市野沢小学校 DNS
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