
- 第10回記念しまもとミニマラソン -

(J) 小学生男子低学年 3km

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2019/12/8

スタート： 12:40:00

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

12分48秒1 春日　直太朗1172 カスガ　ナオタロウ ＭＪＢＣ

12分52秒2 藤本　空1199 フジモト　ソラ

12分54秒3 吉村　侍心1211 ヨシムラ　ライシン 島本ＦＣ

12分55秒4 村井　海翔1126 ムライ　カイト

13分38秒5 河村　瞳冴1119 カワムラ　トウゴ

13分46秒6 児島　聡1111 コジマ　サトシ

13分55秒7 池田　幸士郎1219 イケダ　コウシロウ 島本ＦＣ

13分58秒8 西郷　成1210 サイゴウ　ジョウ 島本ＦＣ

13分59秒9 村上　慶達1166 ムラカミ　ケイタツ ＭＪＢＣ

14分03秒10 薬師神　太一1207 ヤクジン　タイチ キッズスポーツ教室

14分04秒11 三浦　遥稀1205 ミウラ　ハルキ 島本ジュニア陸上教室

14分10秒12 西谷　昭太朗1152

14分15秒13 杉本　和1184 スギモト　カズ ＳＰＯＲＴ

14分15秒14 盛喜　佑太1154

14分17秒15 西野　旭1215 ニシノ　アサヒ 島本ＦＣ

14分18秒16 阿部　有真1142 アベ　ユウマ

14分19秒17 狩野　嵐南1114

14分19秒18 宮岡　駿1202 ミヤオカ　シュン 島本ジュニア陸上教室

14分21秒19 長田　晴太1153 ナガタ　セイタ

14分22秒20 砂岡　要1188 スナオカ　カナメ ＳＰＯＲＴ

14分25秒21 池田　成遂1190 イケダ　ナリト ＳＰＯＲＴ

14分35秒22 谷掛　煌太1146 タニガケ　コウタ

14分37秒23 友永　玲1195 トモナガ　レイ ＳＰＯＲＴ

14分41秒24 坂井　蕾愛1197 サカイ　ライア

14分42秒25 桑島　莉央1201 クワジマ　リオ 島本ジュニア陸上教室

14分48秒26 中辻　寛太郎1216 ナカツジ　カンタロウ 島本ＦＣ

14分55秒27 松原　一真1164 マツバラ　カズマ ＭＪＢＣ

14分56秒28 西郷　湊士1217 サイゴウ　ソウシ 島本ＦＣ

14分57秒29 池上　歩夢1196 イケガミ　アユム

14分58秒30 太田　英志1191 オオタ　エイシ ＳＰＯＲＴ

14分58秒31 加藤　太一1193 カトウ　タイチ ＳＰＯＲＴ

15分03秒32 土屋　英人1120 ツチヤ　ヒデト

15分04秒33 宮﨑　陽斗1208 ミヤザキ　ハルト キッズスポーツ教室

15分04秒34 今井　一翔1141 イマイ　カズト 宇治市

15分05秒35 難波　佑太1116 ナンバ　ユウタ

15分09秒36 川口　晴1168 カワグチ　ハル ＭＪＢＣ

15分11秒37 畑中　英真1167 ハタナカ　エイシン ＭＪＢＣ

15分12秒38 河合　仁太郎1180 カワイ　ジンタロウ ＳＰＯＲＴ

15分15秒39 矢野　健悟1212 ヤノ　ケンゴ 島本ＦＣ

15分15秒40 髙井　寿治1183 タカイ　トシハル ＳＰＯＲＴ

15分15秒41 松居　潤1103 マツイ　ジュン

15分16秒42 桒原　慶太1117 クワハラ　ケイタ

15分18秒43 赤峰　優1187 アカミネ　ユウ ＳＰＯＲＴ

15分22秒44 内山　耀斗1200 ウチヤマ　アキト 島本ジュニア陸上教室

15分24秒45 雨森　結太1130 アメモリ　ユウタ 尼崎市

15分25秒46 塩見　漣斗1129 シオミ　レント

15分27秒47 前田　涼介1165 マエダ　リョウスケ ＭＪＢＣ

15分32秒48 北川　叶大1162 キタガワ　カナタ ＭＪＢＣ

15分36秒49 三宅　然1138 ミヤケ　ゼン

15分37秒50 小泉　嘉士1225 コイズミ　ヒロト 島本ＦＣ
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15分38秒51 小倉　拓眞1226 オグラ　　タクマ 島本ＦＣ

15分59秒52 朝田　恵生1220 アサダ　ヨシタカ 島本ＦＣ

15分59秒53 大畠　和己1203 オオハタ　カズキ 島本ジュニア陸上教室

16分01秒54 末松　大駕1214 スエマツ　タイガ 島本ＦＣ

16分01秒55 松本　蒼士1181 マツモト　ソウシ ＳＰＯＲＴ

16分09秒56 延本　圭汰1223 ノブモト　ケイタ 島本ＦＣ

16分12秒57 澤田　櫂1101 サワダ　カイ

16分16秒58 大久保　遼星1192 オオクボ　リョウセイ ＳＰＯＲＴ

16分19秒59 中山　樹希1113 ナカヤマ　イツキ

16分20秒60 川上　莞爾1148 カワカミ　カンジ

16分29秒61 多田　鴻史朗1198 タダ　コウシロウ

16分30秒62 井上　巧音1131 イノウエ　タクト

16分31秒63 中田　陽仁1123

16分32秒64 伊藤　律樹1185 イトウ　リツキ ＳＰＯＲＴ

16分38秒65 奥村　颯介1151 オクムラ　ソウスケ

16分40秒66 金本　響1173 カネモト　ヒビキ ＳＰＯＲＴ

16分41秒67 三鍋　輝人1179 ミナベ　テツト ＳＰＯＲＴ

16分43秒68 加藤　結太1194 カトウ　ユウタ ＳＰＯＲＴ

16分46秒69 西田　一翔1175 ニシダ　カズト ＳＰＯＲＴ

16分46秒70 倉嶋　伯1170 クラシマ　ハク ＭＪＢＣ

16分47秒71 森　楼生1174 モリ　ロイ ＳＰＯＲＴ

16分50秒72 谷　柊太1112 タニ　シュウタ

16分50秒73 桑原　琉人1158 クワバラ　リュウト 昇龍館

16分50秒74 太田　雄梧1178 オオタ　ユウゴ ＳＰＯＲＴ

16分54秒75 松本　瞬1137 マツモト　シュン

17分01秒76 高岡　良汰1105 タカオカ　リョウタ

17分02秒77 青野　将大1163 アオノ　ショウタ ＭＪＢＣ

17分02秒78 浅井　奏哉1224 アサイ　カナヤ 島本ＦＣ

17分02秒79 大城　直友1107 オオシロ　ナオト

17分03秒80 狩野　恵佑1176 カノ　ケイスケ ＳＰＯＲＴ

17分03秒81 松本　航太朗1222 マツモト　コウタロウ 島本ＦＣ

17分05秒82 津田　啓志1169 ツダ　ケイシ ＭＪＢＣ

17分06秒83 牟田口　景都1106 ムタグチ　ケイト

17分07秒84 井上　泰地1125 イノウエ　タイチ

17分08秒85 村井　悠真1221 ムライ　ユウマ 島本ＦＣ

17分09秒86 田中　優真1161 タナカ　ユウマ ＭＪＢＣ

17分09秒87 市村　海乃1189 イチムラ　ウミノ ＳＰＯＲＴ

17分11秒88 貝本　蒼依1177 カイモト　アオイ ＳＰＯＲＴ

17分12秒89 江畑　伸紘1159 エバタ　ノブヒロ 昇龍館

17分15秒90 山田　綺羅理1227

17分16秒91 田中　考事1160 タナカ　コウジ チーム　ダイヤモンド

17分17秒92 久保　貴悠1136 クボ　タカヒサ

17分18秒93 横田　颯太1110 ヨコタ　ソウタ

17分23秒94 金谷　英真1171 カナタニ　エイシン ＭＪＢＣ

17分24秒95 長谷川　満広1109 ハセガワ　マヒロ

17分31秒96 髙部　潤1139 タカベ　ヒロム

17分31秒97 梅谷　侑生1102 ウメタニ　ユウキ

17分36秒98 青砥　圭優1182 アオト　ケイユウ ＳＰＯＲＴ

17分47秒99 村上　晴道1133 ムラカミ　ハルミチ

18分01秒100 花野　楓矢1150
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18分05秒101 足立　櫂晟1149

18分06秒102 永田　大祐1118 ナガタ　ダイスケ

18分12秒103 濵﨑　夏偉1121 ハマサキ　カイ 高松市

18分20秒104 冬木　大翔1140 フユキ　ヤマト

18分26秒105 東條　晴太郎1134 トウジョウ　セイタロウ

18分28秒106 松岡　陽真1218 マツオカ　ハルマ 島本ＦＣ

18分31秒107 藤田　航輔1213 フジタ　コウスケ 島本ＦＣ

18分31秒108 河原崎　翔1209 カワラサキ　ソラ 島本ＦＣ

18分47秒109 野澤　重虎1127 ノザワ　シゲトラ 島本町

18分59秒110 樋口　隆人1143 ヒグチ　タカヒト

19分04秒111 森井　寛大郎1144 モリイ　カンタロウ

19分04秒112 大谷　遥士1124 オオタニ　ハルト

19分05秒113 松尾　正悟1132

19分15秒114 瀬戸口　航1108 セトグチ　コウ

19分22秒115 西川　瑛翔1135 ニシカワ　アキト

19分41秒116 永野　幸雅1157 ナガノ　コウガ

19分42秒117 浦田　朔1186 ウラタ　サク ＳＰＯＲＴ

20分18秒118 野澤　竜成1128 ノザワ　タツナリ 島本町

21分29秒119 大植　晴紀1147 オオウエ　ハルキ

21分49秒120 関　颯太1206 セキ　ソウタ キッズスポーツ教室
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