
16：2km 親子ペア（小学1年生～小学2年生）の部
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 地区 所属 タイム 備考

1 8109 村越 隆之・村越 友香 ﾑﾗｺｼ ﾀｶﾕｷ・ﾑﾗｺｼ ﾕｶ 那須塩原市 ラン太郎 8:25
2 8059 大山 裕武・大山 佑輝 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ・ｵｵﾔﾏ ﾀｽｷ 福島県 ＭＲＣ大山 8:31
3 8053 稲田 俊一・稲田 奏士 ｲﾅﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ・ｲﾅﾀﾞ ｿｳｼ 福島県 かがみいしＳＣ 8:34
4 8014 木内 洋一郎・木内 信三郎 ｷｳﾁ ﾖｳｲﾁﾛｳ・ｷｳﾁ ｼﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 下野市 下野市立祇園小 8:35
5 8002 澁江 隼輔・澁江 蓮輔 ｼﾌﾞｴ ｼｭﾝｽｹ・ｼﾌﾞｴ ﾚﾝｽｹ 大田原市 蛭田小学校 8:53
6 8017 河治 達也・河治 智也 ｶﾜｼﾞ ﾀﾂﾔ・ｶﾜｼﾞ ﾄﾓﾔ 大田原市 9:05
7 8007 新江 洋・新江 光晟 ｱﾗｴ ﾋﾛｼ・ｱﾗｴ ｺｳｾｲ 大田原市 9:06
8 8043 後藤 正文・後藤 優心 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ・ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼ 大田原市 黒羽小学校 9:09
9 8104 磯 友介・磯 多香音 ｲｿ ﾕｳｽｹ・ｲｿ ﾀｶﾈ 大田原市 9:19

10 8008 飯山 浩一郎・飯山 櫂 ｲｲﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ・ｲｲﾔﾏ ｶｲ 大田原市 9:24
11 8097 分田 岳洋・分田 英翠 ﾜｹﾀ ﾀｹﾋﾛ・ﾜｹﾀ ﾅﾐ 大田原市 9:26
12 8099 遠山 岬・遠山 春輝 ﾄｵﾔﾏ ﾐｻｷ・ﾄｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 大田原市 石上薄葉 9:31
13 8033 笹沼 誠・笹沼 喜理 ｻｻﾇﾏ ﾏｺﾄ・ｻｻﾇﾏ ｷﾘ 大田原市 川西小学校 9:32
14 8001 大堀 二千公・大堀 愛莉 ｵｵﾎﾘ ﾌｼﾞｵ・ｵｵﾎﾘ ｱｲﾘ 大田原市 宇田川小学校 9:32
15 8016 菊地 紘乃・山森 玲花 ｷｸﾁ ﾋﾛﾉ・ﾔﾏﾓﾘ ﾚｲｶ 大田原市 9:33
16 8094 長山 和人・長山 晴和 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾄ・ﾅｶﾞﾔﾏ ｾﾅ 大田原市 9:37
17 8060 人見 安彦・人見 壮之介 ﾋﾄﾐ ﾔｽﾋｺ・ﾋﾄﾐ ｿｳﾉｽｹ 大田原市 薄葉小学校 9:41
18 8020 北條 優・北條 ひなた ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕｳ・ﾎｳｼﾞｮｳ ﾋﾅﾀ 大田原市 9:46
19 8005 益子 修平・益子 頼冴 ﾏｼｺ ｼｭｳﾍｲ・ﾏｼｺ ﾗｲｺﾞ 大田原市 大田原小学校 9:47
20 8087 田辺 剛・田辺 翔 ﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ・ﾀﾅﾍﾞ ｶｹﾙ 大田原市 西原小 9:48
21 9050 益子 穂高・益子 心花 ﾏｼｺ ﾎﾀﾞｶ・ﾏｼｺ ｺﾊﾅ 大田原市 須賀川小学校 9:48
22 8108 大河内 宏樹・大河内 陽太 ｵｵｺｳﾁ ﾋﾛｼｹﾞ・ｵｵｺｳﾁ ﾋﾅﾀ 大田原市 石上薄葉 9:54
23 8029 松本 章史・松本 奏大 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾌﾐ・ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀ 大田原市 9:58
24 8078 郷 敏明・郷 優太 ｺﾞｳ ﾄｼｱｷ・ｺﾞｳ ﾕｳﾀ 大田原市 大田原小学校 10:02
25 8075 阿久津 友和・阿久津 清陽 ｱｸﾂ ﾄﾓｶｽﾞ・ｱｸﾂ ｷﾖﾊﾙ 大田原市 親園小学校 10:03
26 8031 守沢 崇・守沢 柚穂 ﾓﾘｻﾜ ﾀｶｼ・ﾓﾘｻﾜ ﾕｽﾞﾎ 大田原市 西原小学校 10:06
27 8114 青木 隆之・青木 優斗 ｱｵｷ ﾀｶﾕｷ・ｱｵｷ ﾕｳﾄ 大田原市 10:07
28 8092 戸上 広和・戸上 新 ﾄｶﾞﾐ ﾋﾛｶｽﾞ・ﾄｶﾞﾐ ｱﾗﾀ 大田原市 10:16
29 8066 室井 貴史・室井 楓夕 ﾑﾛｲ ﾀｶｼ・ﾑﾛｲ ﾌﾕ 大田原市 10:18
30 8034 増渕 好朗・増渕 敢太 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾖｼｱｷ・ﾏｽﾌﾞﾁ ｶﾝﾀ 大田原市 親園小学校 10:18
31 8032 羽柴 浩之・羽柴 悠太 ﾊｼﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ・ﾊｼﾊﾞ ﾕｳﾀ 大田原市 アブレイズ 10:20
32 8037 西 梨絵・西 ひかり ﾆｼ ﾘｴ・ﾆｼ ﾋｶﾘ 大田原市 市野沢小学校 10:23
33 8044 藤田 晋輔・藤田 祐太郎 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｽｹ・ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 大田原市 10:29
34 8010 櫻井 潤一郎・櫻井 瑛太 ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ・ｻｸﾗｲ ｴｲﾀ 大田原市 石上小学校 10:34
35 8069 平山 幸広・平山 陸斗 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ・ﾋﾗﾔﾏ ﾘｸﾄ 大田原市 10:38
36 8105 日向 悟・日向 陽春 ﾋﾅﾀ ｻﾄﾙ・ﾋﾅﾀ ﾊﾙ 大田原市 10:41
37 8023 鈴木 周太郎・鈴木 悠斗 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀﾛｳ・ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 大田原市 川西小学校 10:46
38 8102 菊池 恵美・菊池 楽久 ｷｸﾁ ｴﾐ・ｷｸﾁ ﾗｸ 大田原市 10:47
39 8103 渡邉 剛・渡邉 友翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ・ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 大田原市 10:48
40 8062 阿久津 潤・阿久津 快成 ｱｸﾂ ｼﾞｭﾝ・ｱｸﾂ ｶｲｾｲ 大田原市 10:49
41 8085 渡邉 拓樹・渡邉 碧翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ・ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 大田原市 須賀川小学校 10:50
42 8030 屋代 和宏・屋代 朝陽 ﾔｼﾛ ｶﾂﾋﾛ・ﾔｼﾛ ｱｻﾋ 大田原市 10:51
43 8077 田代 愛実・田代 紗也 ﾀｼﾛ ﾏﾅﾐ・ﾀｼﾛ ｻﾔ 大田原市 川西クラブ 10:54
44 8006 梅田 隆之・梅田 隆大朗 ｳﾒﾀ ﾀｶﾕｷ・ｳﾒﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大田原市 10:56
45 8039 平久江 力生・平久江 優生 ﾋﾗｸｴ ﾘｭｳ・ﾋﾗｸｴ ﾕｲ 大田原市 空手協会黒羽 11:00
46 8018 伊藤 真由・伊藤 愛姫 ｲﾄｳ ﾏﾕ・ｲﾄｳ ﾗｷ 大田原市 11:02
47 8042 宮崎 孝一・宮崎 杏 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ・ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾝ 大田原市 11:02
48 8045 山上 貴由・山上 若菜 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｶﾕｷ・ﾔﾏｶﾞﾐ ﾜｶﾅ 大田原市 黒羽小学校 11:05
49 8057 川口 英之・川口 千遥 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ・ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ 大田原市 11:13
50 8100 笹崎 浩幸・笹崎 里緒 ｻｻｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ・ｻｻｻﾞｷ ﾘｵ 大田原市 11:17
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51 8065 益子 裕基・益子 奈々斗 ﾏｼｺ ﾕｳｷ・ﾏｼｺ ﾅﾅﾄ 大田原市 11:19
52 8120 諏佐 謙二・諏佐 光紀 ｽｻ ｹﾝｼﾞ・ｽｻ ﾐﾂｷ 大田原市 11:20
53 8110 村上 達也・村上 葵衣 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾔ・ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 那須烏山市 烏山小学校 11:20
54 8095 南波 正洋・南波 祥太 ﾅﾝﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ・ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳﾀ 大田原市 浜屋組 11:21
55 8009 鈴木 亮太・鈴木 彩夏 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ・ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 大田原市 空手協会黒羽 11:25
56 8056 遠藤 啓介・遠藤 丈太郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ・ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 大田原市 薄葉小学校 11:25
57 8026 鈴木 玲香・鈴木 芽愛 ｽｽﾞｷ ﾚｲｶ・ｽｽﾞｷ ﾒｲ 大田原市 市野沢小学校 11:25
58 8022 簗瀬 しのぶ・簗瀬 亮太 ﾔﾅｾ ｼﾉﾌﾞ・ﾔﾅｾ ﾘｮｳﾀ 大田原市 11:25
59 8082 二戸 佑治・二戸 泰佑 ﾆﾄ ﾕｳｼﾞ・ﾆﾄ ﾀｲｽｹ 大田原市 11:35
60 8076 石井 仁一・石井 一朗 ｲｼｲ ｼﾞﾝｲﾁ・ｲｼｲ ｲﾁﾛｳ 福島県 11:41
61 8086 高田 貴之・高田 想介 ﾀｶﾀﾞ ﾀｶﾕｷ・ﾀｶﾀﾞ ｿｳｽｹ 大田原市 11:42
62 8046 大島 辰弥・大島 旭陽 ｵｵｼﾏ ﾀﾂﾔ・ｵｵｼﾏ ｱｻﾋ 大田原市 川西小学校 11:49
63 8040 後藤 啓介・後藤 みすず ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ・ｺﾞﾄｳ ﾐｽｽﾞ 大田原市 11:50
64 8117 屋代 新一・屋代 陽介 ﾔｼﾛ ｼﾝｲﾁ・ﾔｼﾛ ﾖｳｽｹ 大田原市 空手協会黒羽 11:50
65 8061 佐藤 寿美子・佐藤 エマ ｻﾄｳ ｽﾐｺ・ｻﾄｳ ｴﾏ 大田原市 湯津上 11:50
66 8112 大嶋 清美・大嶋 葵介 ｵｵｼﾏ ｷﾖﾐ・ｵｵｼﾏ ｷｽｹ 大田原市 11:51
67 8093 星野 直子・星野 幸太朗 ﾎｼﾉ ﾅｵｺ・ﾎｼﾉ ｺｳﾀﾛｳ 日光市 今市ＲＲＣ 11:54
68 8063 大木 統・大木 結佳 ｵｵｷ ｵｻﾑ・ｵｵｷ ﾕｲｶ 山形県 松戸太郎 12:04
69 8019 吉成 正人・吉成 昴輝 ﾖｼﾅﾘ ﾏｻﾄ・ﾖｼﾅﾘ ｺﾞｳｷ 大田原市 12:11
70 8024 阿部 祐基・阿部 稜平 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ・ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 大田原市 12:13
71 8013 藪崎 晴香・藪崎 小陽 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾊﾙｶ・ﾔﾌﾞｻﾞｷ ｺﾊﾙ 大田原市 12:13
72 8047 櫻岡 久也・櫻岡 大也 ｻｸﾗｵｶ ﾋｻﾔ・ｻｸﾗｵｶ ﾀﾞｲﾔ 大田原市 12:14
73 8051 木村 真奈美・木村 咲 ｷﾑﾗ ﾏﾅﾐ・ｷﾑﾗ ｻｸ 大田原市 空手協会黒羽 12:16
74 8090 角田 隆章・角田 乃々香 ｶｸﾀﾞ ﾀｶｱｷ・ｶｸﾀﾞ ﾉﾉｶ 大田原市 市野沢小学校 12:22
75 8027 室井 豊・室井 彩菜 ﾑﾛｲ ﾕﾀｶ・ﾑﾛｲ ｱﾔﾅ 大田原市 12:23
76 8119 佐藤 雄一・佐藤 凪 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ・ｻﾄｳ ﾅｷﾞ 大田原市 12:26
77 8107 坪井 透・坪井 応祐 ﾂﾎﾞｲ ﾄｵﾙ・ﾂﾎﾞｲ ｵｳｽｹ 福島県 みさか小学校 12:27
78 8122 平山 知幸・平山 明樹 ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ・ﾋﾗﾔﾏ ｱｽｷ 那須塩原市 12:28
79 8072 安藤 正子・安藤 久翔 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｺ・ｱﾝﾄﾞｳ ﾋｻﾄ 大田原市 12:29
80 8025 磯 修治・磯 鈴穂 ｲｿ ｼｭｳｼﾞ・ｲｿ ｽｽﾞﾎ 塩谷町 親園ウィンズ 12:29
81 8050 鈴木 智巳・鈴木 淳也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ・ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 大田原市 12:30
82 8081 長谷川 香・長谷川 侍誓 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｵﾘ・ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｾｲ 大田原市 12:31
83 8012 高橋 勝博・高橋 勝信 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾋﾛ・ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾌﾞ 大田原市 12:33
84 8091 中嶋 圭輔・中嶋 優月 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ・ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 大田原市 12:35
85 8052 高久 康明・高久 悠希 ﾀｶｸ ﾔｽｱｷ・ﾀｶｸ ﾕｳｷ 那須町 黒田原小 12:44
86 8028 大島 裕子・大島 茉桜 ｵｵｼﾏ ﾕｳｺ・ｵｵｼﾏ ﾏｵ 大田原市 親園ＷＩＮＳ 12:45
87 8084 吉山 卓也・吉山 湊斗 ﾖｼﾔﾏ ﾀｸﾔ・ﾖｼﾔﾏ ﾐﾅﾄ 那須塩原市 12:52
88 8058 小笠原 巧・小笠原 遥輝 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾐ・ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｷ 大田原市 12:52
89 8083 菊池 慎哉・菊池 一颯 ｷｸﾁ ｼﾝﾔ・ｷｸﾁ ｲﾌﾞｷ 大田原市 空手協会黒羽 12:54
90 8048 小山田 秀弥・小山田 悠翔 ｵﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ・ｵﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 大田原市 12:56
91 8121 平久江 勝生・平久江 夏那 ﾋﾗｸｴ ﾏｻｷ・ﾋﾗｸｴ ﾅﾅ 大田原市 13:08
92 8080 川島 風馬・川島 千颯 ｶﾜｼﾏ ﾌｳﾏ・ｶﾜｼﾏ ﾁﾊﾔ 大田原市 13:21
93 8123 山本 佳子・山本 悠人 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ・ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 那須塩原市 南小学校 13:24
94 8111 大草 一紀・大草 かえで ｵｵｸｻ ｶｽﾞﾉﾘ・ｵｵｸｻ ｶｴﾃﾞ 大田原市 13:39
95 8054 印南 智・印南 陽菜 ｲﾝﾅﾐ ｻﾄｼ・ｲﾝﾅﾐ ﾋﾅ 大田原市 13:45
96 8055 利谷 浩二・利谷 理歩 ﾄｼﾀﾆ ｺｳｼﾞ・ﾄｼﾀﾆ ﾘﾎ 大田原市 石上小学校 13:46
97 8101 塙 尚美・塙 大 ﾊﾅﾜ ﾅｵﾐ・ﾊﾅﾜ ﾀﾞｲ 大田原市 13:54
98 8038 井上 愛・井上 咲 ｲﾉｳｴ ﾒｸﾞﾐ・ｲﾉｳｴ ｻｷ 大田原市 14:01
99 8124 臼井 辰則・臼井 凱都 ｳｽｲ ﾀﾂﾉﾘ・ｳｽｲ ｶｲﾄ 大田原市 14:03

100 8068 荒井 美加・荒井 稜 ｱﾗｲ ﾐｶ・ｱﾗｲ ﾘｮｳ 埼玉県 14:10
101 8011 中川 幹也・中川 楽翔 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｷﾔ・ﾅｶｶﾞﾜ ﾗｸﾄ 大田原市 14:17
102 8041 清水 夏美・清水 結莉 ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ・ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾘ 大田原市 14:20
103 8003 渡邉 慶子・渡邉 小都 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ・ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄ 大田原市 14:33
104 8064 佐々木 利郎・佐々木 裕太 ｻｻｷ ﾄｼﾛｳ・ｻｻｷ ﾕｳﾀ 大田原市 14:45
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順位 ナンバー 氏名 フリガナ 地区 所属 タイム 備考

Starttime：　11：00：00

105 8118 屋代 恵・屋代 心陽 ﾔｼﾛ ﾒｸﾞﾐ・ﾔｼﾛ ｺﾊﾙ 大田原市 空手協会黒羽 14:49
106 8049 櫻岡 智子・櫻岡 悠 ｻｸﾗｵｶ ﾄﾓｺ・ｻｸﾗｵｶ ﾕｳ 大田原市 大田原小学校 15:12
107 8070 鈴木 明子・鈴木 壮介 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ・ｽｽﾞｷ ｿｳｽｹ 大田原市 15:40

8004 松本 隆二・松本 羽菜 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ・ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾅ 大田原市 DNS
8015 鈴木 夏奈・鈴木 淳也 ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾅ・ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 大田原市 DNS
8021 小和瀬 勲・小和瀬 勲 ｺﾜｾ ｲｻｵ・ｺﾜｾ ｲｻｵ 大田原市 DNS
8035 中川 和昌・中川 結芽 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ・ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾒ 群馬県 DNS
8036 伊東 佳紀・伊東 侑真 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ・ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 大田原市 DNS
8067 立花 知希・川上 來我 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ・ｶﾜｶﾐ ﾗｲｶﾞ 大田原市 DNS
8071 島田 文子・湯山 暁 ｼﾏﾀﾞ ﾌﾐｺ・ﾕﾔﾏ ｱｷﾗ 下野市 DNS
8073 大高 昌志・大高 絢之介 ｵｵﾀｶ ﾏｻｼ・ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 大田原市 DNS
8074 高江 大介・高江 ひまり ﾀｶｴ ﾀﾞｲｽｹ・ﾀｶｴ ﾋﾏﾘ 大田原市 DNS
8079 増子 力・増子 楽 ﾏｽｺ ｲｻﾑ・ﾏｽｺ ﾗｸ 大田原市 DNS
8088 渡邉 裕・渡邉 朝陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ・ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 大田原市 DNS
8089 磯 弘樹・磯 十舞 ｲｿ ﾋﾛｷ・ｲｿ ﾄｵﾏ 大田原市 DNS
8096 後藤 透・後藤 瑠里 ｺﾞﾄｳ ﾄｵﾙ・ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ 大田原市 市野沢小学校 DNS
8098 阿部 和也・阿部 理仁 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾔ・ｱﾍﾞ ﾘﾋﾄ 大田原市 市野沢小学校 DNS
8106 中野 徹・中野 晴菜 ﾅｶﾉ ﾄｵﾙ・ﾅｶﾉ ｾｲﾅ 大田原市 DNS
8113 君島 裕美・君島 菜々 ｷﾐｼﾏ ﾋﾛﾐ・ｷﾐｼﾏ ﾅﾅ 大田原市 DNS
8115 小山田 邦弘・小山田 聡一 ｵﾔﾏﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ・ｵﾔﾏﾀﾞ ｿｳｲﾁ 大田原市 DNS
8125 小室 孝・小室 夏希 ｵﾑﾛ ﾀｶｼ・ｵﾑﾛ ﾅﾂｷ 茨城県 DNS


