
- 第10回記念しまもとミニマラソン -

(I) 小学生男子高学年 3km

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2019/12/8

スタート： 12:05:00

会場: 島本町立第二中学校スタート・ゴール

主催: 特定非営利活動法人 島本町体育協会

11分16秒1 舩曳　海翔991 フナビキ　ハルト 万博アスリートクラブ

11分26秒2 西川　結人978 ニシカワ　ユイト ＳＰＯＲＴ

11分32秒3 蔦谷　龍斗924 ツタヤ　リュウト

12分00秒4 中東　仁汰933

12分08秒5 大能　賢人1027 オオノウ　ケント 島本ＦＣ

12分10秒6 秦　壱颯902 ハタ　イッサ

12分40秒7 岩脇　健太995 イワワキ　ケンタ 万博アスリートクラブ

12分47秒8 濵崎　新志916 ハマサキ　アラシ 高松市

12分47秒9 木下　暁斗921 キノシタ　アキト

12分51秒10 和田　樹990 ワダ　イツキ 万博アスリートクラブ

12分59秒11 長野　晴1025 ナガノ　ハル 島本ＦＣ

13分03秒12 谷口　航基992 タニグチ　コウキ 万博アスリートクラブ

13分05秒13 宮下　俊輔980 ミヤシタ　シュンスケ ＳＰＯＲＴ

13分05秒14 鍵福　怜真1026 カギフク　リョウマ 島本ＦＣ

13分10秒15 坂本　悠真1007 サカモト　ユウマ 島本ジュニア陸上教室

13分13秒16 川端　優誠1016 カワバタ　ユウセイ キッズスポーツ教室

13分13秒17 富山　敦史999 トヤマ　アツシ 万博アスリートクラブ

13分17秒18 藤原　滝唯979 フジワラ　ロイ ＳＰＯＲＴ

13分18秒19 青砥　蒼純928 アオト　ソウジュン

13分21秒20 杉本　陽987 スギモト　ハル ＳＰＯＲＴ

13分21秒21 上野　奏1020 ウエノ　カナデ 島本ＦＣ

13分26秒22 平佐　篤紀913 ヒラサ　アツキ

13分27秒23 吉田　陽959 ヨシダ　ハル ＭＪＢＣ

13分28秒24 安田　隼人967 ヤスダ　ハヤト ＭＪＢＣ

13分34秒25 北村　幸太985 キタムラ　コウタ ＳＰＯＲＴ

13分35秒26 柿坪　大道918

13分37秒27 高橋  優輝958 タカハシ　ユウキ ＭＪＢＣ

13分38秒28 谷口　瑛大969 タニグチ　エイタ ＭＪＢＣ

13分40秒29 伊藤　和輝998 イトウ　カズキ 万博アスリートクラブ

13分43秒30 田端　紘哉1038 タバタ　ヒロヤ 島本ＦＣ

13分45秒31 中村　駿仁905 ナカムラ　ハヤト

13分49秒32 吉田　昇馬981 ヨシダ　ショウマ ＳＰＯＲＴ

13分53秒33 王子　拓海1018 オウジ　タクミ キッズスポーツ教室

13分53秒34 岩口　直諭1034 イワグチ　ナオツグ 島本ＦＣ

13分55秒35 小林　大晟908 コバヤシ　タイセイ

13分56秒36 阪部　太晴1009 サカベ　タイセイ 島本ジュニア陸上教室

13分57秒37 池田　清大郎1033 イケダ　セイタロウ 島本ＦＣ

13分57秒38 吉見　潤人1028 ヨシミ　ヒロト 島本ＦＣ

13分58秒39 末吉　悠真957 スエヨシ　ユウマ ＭＪＢＣ

14分00秒40 江川　潤星953 エガワ　ジュンセイ ＭＪＢＣ

14分03秒41 宮﨑　湊太1015 ミヤザキ　そうた キッズスポーツ教室

14分03秒42 池永　一心964 イケナガ　イッシン ＭＪＢＣ

14分06秒43 朝田　峻生1039 アサダ　シュンセイ 島本ＦＣ

14分08秒44 宮本　龍雅1037 ミヤモト　リュウガ 島本ＦＣ

14分10秒45 澤田　龍治1024 サワダ　リュウジ 島本ＦＣ

14分11秒46 貝本　陸986 カイモト　リク ＳＰＯＲＴ

14分15秒47 工藤　章太郎1046 クドウ　ショウタロウ 島本ＦＣ

14分17秒48 澤野　勇優1001 サワノ　イオリ

14分17秒49 平山　凜一935

14分18秒50 貝本　大河976 カイモト　タイガ ＳＰＯＲＴ
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14分21秒51 勝田　志延926 カツダ　シエン

14分25秒52 花谷　俊之佑1010 ハナタニ　シュンノスケ 島本ジュニア陸上教室

14分26秒53 臼杵　和馬989 ウスキ　カズマ しまもとみかん

14分27秒54 福田　大翔974 フクダ　ヒロト ＭＪＢＣ

14分28秒55 良倉　諄彦1013 ラクラ　アツヒコ 島本ジュニア陸上教室

14分29秒56 後藤　太陽949 ゴトウ　タイヨウ 昇龍館

14分29秒57 和田中　啓982 ワダナカ　ヒロム ＳＰＯＲＴ

14分30秒58 友永　瞬984 トモナガ　シュン ＳＰＯＲＴ

14分31秒59 渡辺　瞬904 ワタナベ　シュン

14分32秒60 土屋　拓己915 ツチヤ　タクミ

14分34秒61 和田　翔眞1021 ワダ　ショウマ 島本ＦＣ

14分35秒62 木村　佑隼1011 キムラ　ユウト 島本ジュニア陸上教室

14分43秒63 赤峰　諒975 アカミネ　リョウ ＳＰＯＲＴ

14分45秒64 三浦　陸斗965 ミウラ　リクト ＭＪＢＣ

14分46秒65 丹野　亮佑920 タンノ　リョウスケ

14分46秒66 市場　尚暉1030 イチバ　ナオキ 島本ＦＣ

14分47秒67 久保　秀都1044 クボ　シュウト 島本ＦＣ

14分50秒68 岡野　稔也939 オカノ　トシヤ

14分53秒69 芦谷　凌太934 島本町

14分57秒70 永富　太樹914 ナガトミ　タイキ

14分59秒71 渡邉　仁遵1005 ワタナベ　コウジュン

15分01秒72 天野　翔太963 アマノ　ショウタ ＭＪＢＣ

15分08秒73 山本　浩輔1042 ヤマモト　コウスケ 島本ＦＣ

15分09秒74 向井　紗貴1002 ムカイ　サエキ

15分17秒75 南雲　晴陽1048 ナグモ　ハルヒ

15分18秒76 足立　和鴻1008 アダチ　ヒロカズ 島本ジュニア陸上教室

15分20秒77 倉嶋　伶973 クラシマ　レイ ＭＪＢＣ

15分20秒78 伊藤　瑛大1014 イトウ　エイタ 島本ジュニア陸上教室

15分21秒79 西谷　祐駕1023 ニシタニ　ユウガ 島本ＦＣ

15分24秒80 吉田　悠真1029 ヨシダ　ユウマ 島本ＦＣ

15分27秒81 小嶋　悠生977 コジマ　ユウキ ＳＰＯＲＴ

15分41秒82 矢野　誠和1031 ヤノ　マコト 島本ＦＣ

15分41秒83 佐野　海翔1041 サノ　カイト 島本ＦＣ

15分43秒84 米津　侑馬907 ヨネツ　ユウマ

15分44秒85 西野　虎之介903 ニシノ　トラノスケ

15分44秒86 伊藤　奨悟910 イトウ　ショウゴ

15分46秒87 網本　頼貴1045 アミモト　ライキ 島本ＦＣ

15分47秒88 小林　光940 コバヤシ　ヒカル 島本ダブルダッチクラブ

15分54秒89 村田　創万960 ムラタ　ソウマ ＭＪＢＣ

15分58秒90 岡田　拓真962 オカダ　タクマ ＭＪＢＣ

16分01秒91 岡本　康希961 オカモト　コウキ ＭＪＢＣ

16分11秒92 竹之内　海里1035 タケノウチ　カイリ 島本ＦＣ

16分15秒93 長田　鼓太朗938 オサダ　コタロウ

16分19秒94 松田　一友1004 マツダ　カズト

16分20秒95 飽田　航志948 アキタ　コウシ 昇龍館

16分23秒96 山田　莉久966 ヤマダ　リク ＭＪＢＣ

16分26秒97 山口　龍雅1022 ヤマグチ　リュウガ 島本ＦＣ

16分27秒98 市村　海陸983 イチムラ　カイリ ＳＰＯＲＴ

16分28秒99 松山　悠人1036 マツヤマ　ユウト 島本ＦＣ

16分30秒100 伊原　悠翔954 イハラ　ユウト ＭＪＢＣ
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16分31秒101 松山　秦之909 マツヤマ　ヤスユキ

16分36秒102 高本　悠生1047 タカモト　ユウキ 島本ＦＣ

16分44秒103 多田　直矢1019 タダ　ナオヤ キッズスポーツ教室

16分48秒104 松本　柊970 マツモト　シュウ ＭＪＢＣ

16分48秒105 日高　裕大1003 ヒダカ　ユウダイ

16分49秒106 曽田　健太952 ソタ　ケンタ ＭＪＢＣ

16分54秒107 山下　正太925 ヤマシタ　ショウタ

16分57秒108 前畑　智朗956 マエハタ　チアキ ＭＪＢＣ

16分59秒109 西川　颯真923 ニシカワ　ソウマ

17分01秒110 野坂　優希911 ノサカ　ユウキ

17分03秒111 朝枝　海斗901 アサエダ　カイト

17分03秒112 逸見　篤志1043 ヘンミ　アツシ 島本ＦＣ

17分03秒113 小西　遥真1032 コニシ　ハルマ 島本ＦＣ

17分06秒114 棚田　涼介950 タナダ　リョウスケ 昇龍館

17分07秒115 橋本　涼太929 ハシモト　リョウタ

17分09秒116 東條　蒼太郎922 トウジョウ　ソウタロウ

17分12秒117 吹野　蒼來930 フキノ　ソラ

17分15秒118 長谷　瀧虎944 ナガタニ　タキト

17分17秒119 中野　湊介941 ナカノ　ソウスケ 島本ダブルダッチクラブ

17分30秒120 松田　拓実917 マツダ　タクミ

17分49秒121 曽田　和佐968 ソダ　カズサ ＭＪＢＣ

17分49秒122 津田　隆成955 ツダ　リュウセイ ＭＪＢＣ

18分10秒123 谷口　翔真971 タニグチ　ショウマ ＭＪＢＣ

18分19秒124 佐々木　渉972 ササキ　ワタル ＭＪＢＣ

19分26秒125 鈴木　瑞947 スズキ　タマキ 昇龍館

19分58秒126 津留　悠希927 ツル　ユウキ 彦根市

20分01秒127 海江田　徳馬1006 カイエダ　トクマ

21分32秒128 山下　翔942 ヤマシタ　ショウ
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