
16 ・ Ⅳ部 ちびっこマラソン1年女子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1068 尾崎 妃夏 ｵｻｷ ﾋﾒｶ 鳥取 米子陸上クラブ 4分34秒
2 1069 尾崎 百夏 ｵｻｷ ﾓﾓｶ 鳥取 米子陸上クラブ 4分35秒
3 1037 伊藤綺華 ｲﾄｳｱﾔｶ 島根 久多美小学校 4分42秒
4 1067 小川 晄奈 ｵｶﾞﾜ ｺﾅ 山口 4分44秒
5 1043 村松　由菜 ﾑﾗﾏﾂ ﾕﾅ 島根 川津小学校 4分50秒
6 1042 白石　星凪 ｼﾗｲｼ ｾﾅ 鳥取 福生東小学校 4分53秒

7 1032 森山佳乃 ﾓﾘﾔﾏﾖｼﾉ 島根 城北小学校 4分54秒

8 1005 田尻詩織 ﾀｼﾞﾘｼｵﾘ 島根 母衣小学校 4分56秒

9 1053 石倉実咲 ｲｼｸﾗﾐｻｷ 島根 大庭小学校 4分58秒

10 1021 石倉美咲 ｲｼｸﾗﾐｻｷ 島根 法吉小学校 5分01秒

11 1016 安達万桜 ｱﾀﾞﾁﾏｵ 島根 法吉小学校 5分04秒

12 1049 小池さくら ｺｲｹｻｸﾗ 島根 八束学園 5分05秒

13 1073 鈴木 優羽 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 島根 乃木小学校 5分05秒

14 1006 小笹奈々帆 ｵｻﾞｻﾅﾅﾎ 島根 母衣小学校 5分05秒

15 1074 疋田咲夏 ﾋｷﾀｻﾅ 島根 大庭小学校 5分06秒

16 1056 藤原 奈緒 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅｵ 島根 雲南市立掛合小学校 5分13秒

17 1011 松下奈央 ﾏﾂｼﾀﾅｵ 島根 母衣小学校 5分15秒

18 1041 杉本　夏実 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾂﾐ 島根 5分15秒

19 1024 土屋七海 ﾂﾁﾔﾅﾅﾐ 島根 阿用小学校 5分16秒

20 1026 門脇　葵 ｶﾄﾞﾜｷ ｱｵｲ 島根 伊野小学校 5分17秒

21 1060 藤原 佑楽 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕﾗ 島根 乃木小学校 5分18秒

22 1031 荒川美空 ｱﾗｶﾜﾐｸ 島根 内中原小学校 5分23秒

23 1020 川上美夢 ｶﾜｶﾐﾐﾕ 島根 母衣小学校 5分23秒

24 1033 古浦心菜 ｺｳﾗｺｺﾅ 島根 中央小学校 5分23秒

25 1048 八壁咲空 ﾔｶﾍﾞｻﾗ 島根 大庭小学校 5分25秒

26 1023 太田一花 ｵｵﾀﾋﾄｶ 島根 城北小学校 5分26秒

27 1065 日野 真愛 ﾋﾉ ﾏﾅ 島根 津田小学校 5分26秒

28 1063 深田 怜杏 ﾌｶﾀﾞ ﾚｱﾝ 島根 宍道小 5分28秒

29 1017 石原優愛 ｲｼﾊﾗﾉｱ 島根 佐太小学校 5分29秒

30 1019 椿原萌々菜 ﾂﾊﾞｷﾊﾗﾓﾓﾅ 島根 法吉小学校 5分29秒

31 1007 本田美桜 ﾎﾝﾀﾞﾐｵ 島根 古志原小学校 5分30秒

32 1047 尾添真都 ｵｻﾞｴﾏｺﾄ 島根 八雲小学校 5分31秒

33 1072 新井 心音葉 ﾆｲｲ ｺﾄﾊ 島根 5分32秒

34 1054 藤井菜美 ﾌｼﾞｲﾅﾐ 島根 雑賀小学校 5分32秒

35 1028 鵜飼真衣 ｳｶﾞｲﾏｲ 島根 古志原小学校 5分34秒

36 1015 松本莉奈 ﾏﾂﾓﾄﾘﾅ 島根 美保関小学校 5分34秒

37 1029 松本璃奈 ﾏﾂﾓﾄﾘﾅ 島根 川津小学校 5分35秒

38 1039 青山沙香 ｱｵﾔﾏｻﾔｶ 島根 古志原小学校 5分35秒

39 1001 松本佳歩 ﾏﾂﾓﾄｶﾎ 島根 乃木小学校 5分36秒

40 1046 湯原　琉奈 ﾕﾊﾗ ﾙﾅ 島根 乃木小学校 5分36秒

41 1014 石倉もも華 ｲｼｸﾗﾓﾓｶ 島根 八雲小学校 5分37秒

42 1044 小林　喜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 鳥取 車尾小学校 5分38秒

43 1027 万代　優 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｳ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分39秒

44 1035 野田みもり ﾉﾀﾞﾐﾓﾘ 島根 津田小学校 5分40秒

45 1071 松本 真愛 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 島根 津田小学校 5分40秒

46 1034 福田ゆとり ﾌｸﾀﾞﾕﾄﾘ 島根 秋鹿小学校 5分40秒

47 1013 秋本真友子 ｱｷﾓﾄﾏﾕｺ 島根 母衣小学校 5分40秒

48 1050 行平咲葵 ﾕｷﾋﾗｻｷ 島根 秋鹿小学校 5分41秒

49 1038 恩田愛理 ｵﾝﾀﾞｱｲﾘ 島根 忌部小学校 5分42秒

50 1040 森　香乃 ﾓﾘ ｶﾉ 島根 乃木小学校 5分42秒
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51 1022 藤原温花 ﾌｼﾞﾜﾗﾊﾙｶ 島根 津田小学校 5分42秒

52 1003 松尾美希 ﾏﾂｵﾐｷ 島根 城北小学校 5分43秒

53 1045 妹尾　柚里 ｾﾉｵ ﾕﾘ 島根 松江市立法吉小学校 5分44秒

54 1057 松尾 澪里 ﾏﾂｵ ﾐｵﾘ 島根 1年生 5分46秒

55 1018 森下芽依 ﾓﾘｼﾀﾒｲ 島根 母衣小学校 5分47秒

56 1070 外山 葵 ﾄﾔﾏ ｱｵｲ 島根 法吉小学校 5分52秒

57 1075 橋本侑奈 ﾊｼﾓﾄﾕｳﾅ 島根 古江小学校 5分53秒

58 1010 高井純子 ﾀｶｲｼﾞｭﾝｺ 島根 内中原小学校 5分54秒

59 1051 佐野陽咲 ｻﾉﾊﾙｻ 島根 津田小学校 6分02秒

60 1030 小塚寧妃 ｵﾂﾞｶﾐｽﾞｷ 島根 川津小学校 6分05秒

61 1025 兼本葵衣 ｶﾈﾓﾄｱｵｲ 島根 城北小学校 6分06秒

62 1064 平塚 留奈 ﾋﾗﾂｶ ﾙﾅ 島根 城北小学校 6分07秒

63 1066 石倉 奏音 ｲｼｸﾗ ｶﾅﾈ 島根 八雲小学校 6分07秒

64 1008 大田沙也加 ｵｵﾀｻﾔｶ 島根 八雲小学校 6分13秒

65 1004 木村仁乃 ｷﾑﾗﾆﾉ 島根 八雲小学校 6分16秒

66 1012 高木真依 ﾀｶｷﾞﾏｲ 島根 母衣小学校 6分19秒

67 1058 宮本 姫菜 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾅ 島根 美保関小学校 6分23秒

68 1009 三島香織 ﾐｼﾏｶｵﾘ 島根 乃木小学校 6分29秒

69 1055 三島奈々花 ﾐｼﾏﾅﾅｶ 島根 八雲小学校 6分51秒

70 1052 内部芽依 ｳﾁﾍﾞﾒｲ 島根 内中原小学校 6分52秒



17 ・ Ⅳ部 ちびっこマラソン1年男子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1582 田淵 惇毅 ﾀﾌﾞﾁ ｼﾞｭﾝｷ 広島 転倒虫 4分29秒
2 1516 石田歩夢 ｲｼﾀﾞｱﾕﾑ 鳥取 明倫小学校 4分32秒
3 1578 田中智也 ﾀﾅｶﾄﾓﾔ 島根 TJC 4分33秒
4 1580 布野 幹太郎 ﾌﾉ ｶﾝﾀﾛｳ 島根 神西小学校 4分33秒
5 1546 小藤竜朗 ｺﾄｳﾀﾂﾛｳ 島根 布部小学校 4分33秒
6 1568 金井秀太 ｶﾅｲｼｭｳﾀ 島根 母衣小学校 4分34秒

7 1556 深田陽斗 ﾌｶﾀﾞﾊﾙﾄ 島根 母衣小学校 4分35秒

8 1527 田村太羅 ﾀﾑﾗﾀｲﾗ 鳥取 米子陸上クラブ 4分38秒

9 1511 渡部　修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 島根 古志原小学校 4分39秒

10 1528 栗原貫志 ｸﾘﾊﾗｶﾝｼﾞ 島根 川津小学校 4分40秒

11 1562 福間　臨太郎 ﾌｸﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根 法吉小学校 4分41秒

12 1555 三島悠良 ﾐｼﾏﾕﾗ 島根 揖屋小学校 4分42秒

13 1514 松崎優陽 ﾏﾂｻﾞｷﾕｳﾋ 島根 内中原小学校 4分51秒

14 1530 吉田煌脩 ﾖｼﾀﾞｺｳｽｹ 島根 玉湯小学校 4分53秒

15 1551 角橋侑斗 ｶﾄﾞﾊｼﾕｳﾄ 島根 城北小学校 4分54秒

16 1503 仁井谷直輝 ﾆｲﾀﾆﾅｵｷ 島根 母衣小学校 4分54秒

17 1512 広山孝基 ﾋﾛﾔﾏｺｳｷ 島根 津田小学校 4分56秒

18 1508 板倉海里 ｲﾀｸﾗｶｲﾘ 島根 出雲郷小学校 4分57秒

19 1509 糸川凌音 ｲﾄｶﾞﾜﾘｸﾄ 島根 チームビバ☆ランJr. 4分58秒

20 1521 高本怜央 ﾀｶﾓﾄﾚｵ 島根 古志原小学校 5分00秒

21 1581 藤井 璃士 ﾌｼﾞｲ ﾘﾋﾄ 島根 母衣小学校 5分00秒

22 1553 松本恵太 ﾏﾂﾓﾄｹｲﾀ 島根 持田小学校 5分01秒

23 1577 仲井悠磨 ﾅｶｲﾕｳﾏ 島根 川津小学校 5分02秒

24 1570 丸山遥太朗 ﾏﾙﾔﾏﾊﾙﾀﾛｳ 島根 内中原小学校 5分02秒

25 1566 安部　健太郎 ｱﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 5分04秒

26 1542 髙橋幹太 ﾀｶﾊｼｶﾝﾀ 島根 古志原小学校 5分05秒

27 1565 福山　快 ﾌｸﾔﾏ ｶｲ 島根 津田小学校 5分08秒

28 1531 三浦透和 ﾐｳﾗﾄﾜ 島根 持田小学校 5分08秒

29 1513 江藤蓮桜 ｴﾄｳﾚｵ 島根 宍道小学校 5分09秒

30 1525 赤名遼人 ｱｶﾅﾊﾙﾄ 島根 布勢小学校 5分11秒

31 1543 水沼陽和太 ﾐｽﾞﾇﾏﾋﾅﾀ 島根 出雲郷小学校 5分12秒

32 1538 尾添伊織 ｵｿﾞｴｲｵﾘ 島根 Rise 5分13秒

33 1583 曽田 大翔 ｿﾀ ﾋﾛﾄ 島根 津田小学校 5分13秒

34 1561 山根　登悟 ﾔﾏﾈ ﾄｳｺﾞ 島根 竹矢小学校 5分15秒

35 1502 上山奨天 ｳｴﾔﾏｼｮｳﾏ 島根 乃木小学校 5分15秒

36 1552 永海洸希 ﾅｶﾞﾐｺｳｷ 島根 母衣小学校 5分16秒

37 1515 梶野舜介 ｶｼﾞﾉｼｭﾝｽｹ 島根 川津小学校 5分16秒

38 1544 成瀬七夕斗 ﾅﾙｾﾅﾕﾄ 島根 城北小学校 5分17秒

39 1524 堀田海斗 ﾎｯﾀｶｲﾄ 島根 出雲郷小学校 5分17秒

40 1505 須田晴斗 ｽﾀﾞﾊﾙﾄ 島根 母衣小学校 5分17秒

41 1567 山縣　翔太 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｮｳﾀ 島根 湖北ファルコンズ 5分19秒

42 1569 三島大駕 ﾐｼﾏﾀｲｶﾞ 島根 意東小学校 5分20秒

43 1510 宮廻亮太 ﾐﾔｻﾞｺﾘｮｳﾀ 島根 揖屋小学校 5分20秒

44 1536 中井亮慧 ﾅｶｲﾘｮｳｹｲ 島根 中央小学校 5分20秒

45 1520 母里優真 ﾓﾘﾕｳﾏ 島根 母衣小学校 5分20秒

46 1539 福島康生 ﾌｸｼﾏｺｳｾｲ 島根 中央小学校 5分20秒

47 1574 山本　凛 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ 島根 竹矢小学校 5分21秒

48 1535 蔵　聖梛 ｸﾗ ｾﾅ 島根 雑賀小学校 5分21秒

49 1576 佐々木理雄 ｻｻｷﾘｵ 島根 持田小学校 5分23秒

50 1523 津庭健人 ﾂﾊﾞｹﾝﾄ 島根 母衣小学校 5分25秒
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51 1522 山下紘生 ﾔﾏｼﾀｺｳｷ 島根 母衣小学校 5分25秒

52 1550 井原　蓮 ｲﾊﾗ ﾚﾝ 島根 秋鹿小学校 5分25秒

53 1501 塩野大河 ｼｵﾉﾀｲｶﾞ 島根 八雲小学校 5分25秒

54 1545 梅山大和 ｳﾒﾔﾏﾔﾏﾄ 島根 川津小学校 5分26秒

55 1564 金山　祐大 ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾀ 島根 持田小学校 5分27秒

56 1575 松浦伊吹 ﾏﾂｳﾗｲﾌﾞｷ 島根 朝酌小学校 5分30秒

57 1518 池田賢悟 ｲｹﾀﾞｹﾝｺﾞ 鳥取 三朝AC 5分32秒

58 1558 宮本　蒼空 ﾐﾔﾓﾄ ｿﾗ 島根 今市小学校 5分33秒

59 1519 寺田昌平 ﾃﾗﾀﾞｼｮｳﾍｲ 島根 神戸川小学校 5分36秒

60 1540 古田圭佑 ﾌﾙﾀｹｲｽｹ 島根 中央小学校 5分39秒

61 1504 周藤太理 ｽﾄｳﾀｲﾘ 島根 玉湯小学校 5分43秒

62 1541 角　尚大 ｽﾐ ｼｮｳﾀ 島根 法吉小学校 5分43秒

63 1529 藤原温絆 ﾌｼﾞﾊﾗﾊﾙｷ 島根 津田小学校 5分43秒

64 1579 藤井奏太 ﾌｼﾞｲｿｳﾀ 島根 城北小学校 5分44秒

65 1549 山本修也 ﾔﾏﾓﾄｼｭｳﾔ 島根 城北小学校 5分48秒

66 1563 川西　陽太 ｶﾜﾆｼ ﾖｳﾀ 島根 5分50秒

67 1559 石飛　葵 ｲｼﾄﾋﾞ ｱｵｲ 島根 5分50秒

68 1573 田中　芳 ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 島根 竹矢小学校 5分51秒

69 1554 藤原隼人 ﾌｼﾞﾊﾗﾊﾔﾄ 島根 津田小学校 5分54秒

70 1517 野津柾宏 ﾉﾂﾏｻﾋﾛ 島根 中央小学校 5分58秒

71 1572 高田晴天 ﾀｶﾀﾊﾙﾀｶ 島根 津田小学校 6分04秒

72 1547 田中璃空 ﾀﾅｶﾘｸ 島根 竹矢小学校 6分07秒

73 1533 朝日蓮士 ｱｻﾋﾚﾝｼﾞ 島根 阿用小学校 6分18秒

74 1548 長尾祐希 ﾅｶﾞｵﾕｳｷ 島根 法吉小学校 6分29秒



18 ・ Ⅳ部 ちびっこマラソン2年女子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 2001 香川真子 ｶｶﾞﾜﾏｺ 広島 高須小学校 4分19秒
2 2032 米田真央 ﾖﾈﾀﾞﾏｵ 鳥取 三朝AC 4分27秒
3 2086 藤村 心優花 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕｶ 広島 吉島東小学校 4分27秒
4 2075 梶野杏南 ｶｼﾞﾉｱﾝﾅ 島根 法吉小学校 4分29秒
5 2028 長谷川心乃 ﾊｾｶﾞﾜｺｺﾉ 島根 美保関小学校 4分38秒
6 2089 大倉 美憂 ｵｵｸﾗ ﾐｳ 島根 古志原小 4分39秒

7 2004 三角真心 ﾐｽﾐﾏｺ 島根 生馬小学校 4分39秒

8 2078 笠谷心逢 ｶｻﾔｺｺｱ 島根 忌部小学校 4分40秒

9 2043 島本姫夏 ｼﾏﾓﾄﾋﾅﾂ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分40秒

10 2044 江角結妃 ｴｽﾐﾕｳｷ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分45秒

11 2023 岡村更紗 ｵｶﾑﾗｻﾗｻ 島根 雑賀小学校 4分45秒

12 2039 森　心菜 ﾓﾘ ｺｺﾅ 島根 内中原小学校 4分46秒

13 2005 新開美織 ｼﾝｶｲﾐｵﾘ 島根 母衣小学校 4分48秒

14 2035 藤田芽衣 ﾌｼﾞﾀﾒｲ 島根 古志原小学校 4分49秒

15 2003 三角愛心 ﾐｽﾐｱｺ 島根 生馬小学校 4分50秒

16 2082 石橋 絢 ｲｼﾊﾞｼ ｱﾔ 島根 四絡小 4分51秒

17 2057 田村優季 ﾀﾑﾗﾕｷ 島根 朝酌小学校 4分51秒

18 2006 錦織七菜子 ﾆｼｺｵﾘﾅﾅｺ 島根 忌部小学校 4分52秒

19 2088 小笠原 遥 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ 島根 石見東小学校 4分52秒

20 2056 石原芽依 ｲｼﾊﾗﾒｲ 島根 八雲小学校 4分53秒

21 2036 水津　陽 ｽｲｽﾞ ﾋﾅﾀ 島根 城北小学校 4分53秒

22 2019 髙尾里実 ﾀｶｵｻﾄﾐ 島根 乃木小学校 4分55秒

23 2034 福新啓恵 ﾌｸｼﾝｹｴ 島根 竹矢小学校 4分55秒

24 2020 平井美優 ﾋﾗｲﾐﾕ 鳥取 米子陸上クラブ 4分56秒

25 2087 永江 ともか ﾅｶﾞｴ ﾄﾓｶ 島根 来待小学校 4分58秒

26 2052 橋本未菜 ﾊｼﾓﾄﾐｲﾅ 島根 城北小学校 4分58秒

27 2064 佐川　穏乃 ｻｶﾞﾜ ﾉﾝﾉ 鳥取 米子陸上クラブ 4分59秒

28 2059 月森菜友 ﾂｷﾓﾘﾅﾕ 島根 内中原小学校 4分59秒

29 2074 田和ひなせ ﾀﾜﾋﾅｾ 島根 大庭小学校 5分00秒

30 2018 森田有紀 ﾓﾘﾀﾕｷ 島根 内中原小学校 5分00秒

31 2002 遠藤真輝 ｴﾝﾄﾞｳﾏｷ 島根 母里小学校 5分01秒

32 2092 山本心和 ﾔﾏﾓﾄｺｺﾜ 島根 法吉小学校 5分01秒

33 2090 吉田 愛琉 ﾖｼﾀﾞ ﾒﾙ 島根 大津小学校 5分01秒

34 2025 山口姫加 ﾔﾏｸﾞﾁｷｶ 島根 内中原小学校 5分02秒

35 2038 平儀野晴菜 ﾋﾗｷﾞﾉﾊﾙﾅ 島根 法吉小学校 5分03秒

36 2030 吉田心春 ﾖｼﾀﾞｺﾊﾙ 島根 母衣小学校 5分03秒

37 2040 奥村　都 ｵｸﾑﾗ ﾐﾔｺ 島根 法吉小学校 5分03秒

38 2062 片平陽菜 ｶﾀﾋﾗﾋﾅ 島根 石見東小学校 5分03秒

39 2091 周藤 夏菜 ｽﾄﾞｳ ｶﾅ 島根 乃木小学校 5分03秒

40 2079 内田　春 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙ 島根 城北小学校 5分05秒

41 2083 錦織 まひろ ﾆｼｺｵﾘ ﾏﾋﾛ 島根 荘原小学校 5分06秒

42 2024 鎌田　想 ｶﾏﾀﾞ ｿｳ 島根 出雲郷小学校 5分06秒

43 2048 芹澤友里 ｾﾘｻﾞﾜﾕﾘ 島根 持田小学校 5分07秒

44 2041 安達藍里 ｱﾀﾞﾁｱｲﾘ 島根 持田小学校 5分08秒

45 2068 吉野　珠季 ﾖｼﾉ ﾀﾏｷ 島根 大庭小学校 5分08秒

46 2014 木建七海 ｷﾀﾞﾃﾅﾅﾐ 島根 中央小学校 5分11秒

47 2026 伊藤凛咲 ｲﾄｳﾘｸ 島根 宍道小学校 5分12秒

48 2085 田中 陽菜 ﾀﾅｶ ﾋﾅ 島根 内中原小 5分12秒

49 2011 竹下真未 ﾀｹｼﾀﾏﾐ 島根 中央小学校 5分12秒

50 2070 金田　彩花 ｶﾈﾀﾞ ｱﾔｶ 島根 八雲小学校 5分15秒

第３６回まつえレディースハーフマラソン
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51 2017 須藤美鈴 ｽﾄｳﾐｽｽﾞ 島根 中央小学校 5分15秒

52 2049 伊原麻衣 ｲﾊﾗﾏｲ 島根 中央小学校 5分16秒

53 2015 青山陽香 ｱｵﾔﾏﾊﾙｶ 島根 持田小学校 5分18秒

54 2073 桑原佑佳 ｸﾜﾊﾞﾗﾕｳｶ 島根 八雲小学校 5分18秒

55 2012 園山詩乃 ｿﾉﾔﾏｳﾀﾉ 島根 津田小学校 5分18秒

56 2060 野村由月 ﾉﾑﾗﾕﾂﾞｷ 島根 母衣小学校 5分20秒

57 2016 髙木千優 ﾀｶｷﾞﾁﾋﾛ 島根 5分20秒

58 2021 多久和芽依 ﾀｸﾜﾒｲ 島根 中央小学校 5分23秒

59 2063 福田七彩 ﾌｸﾀﾞﾅﾅｻ 島根 中央小学校 5分23秒

60 2045 難波涼花 ﾅﾝﾊﾞﾘｮｳｶ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分24秒

61 2033 米田優花 ﾖﾈﾀﾞﾕｳｶ 島根 内中原小学校 5分24秒

62 2027 池田佳月 ｲｹﾀﾞｶﾂﾞｷ 島根 内中原小学校 5分26秒

63 2031 森岡優衣 ﾓﾘｵｶﾕｲ 島根 乃木小学校 5分30秒

64 2007 山本希美 ﾔﾏﾓﾄﾉｿﾞﾐ 島根 法吉小学校 5分30秒

65 2076 金森ひなた ｶﾅﾓﾘﾋﾅﾀ 島根 乃木小学校 5分31秒

66 2046 村上和花 ﾑﾗｶﾐﾜｶ 島根 津田小学校 5分33秒

67 2042 谷原みちる ﾀﾆﾊﾗﾐﾁﾙ 島根 内中原小学校 5分34秒

68 2072 嘉本万桜里 ｶﾓﾄﾏｵﾘ 島根 内中原小学校 5分34秒

69 2054 渡部夏羽 ﾜﾀﾅﾍﾞﾅﾂﾊ 島根 意東小学校 5分35秒

70 2080 原　幸海 ﾊﾗ ﾕｷﾐ 島根 乃木小学校 5分37秒

71 2047 上山　由 ｳｴﾔﾏ ﾕｳ 島根 島根小学校 5分38秒

72 2077 中谷里桜 ﾅｶﾀﾆﾘｵ 島根 古志原小学校 5分38秒

73 2037 前　萌乃 ﾏｴ ﾓｴﾉ 島根 古志原小学校 5分39秒

74 2009 白築紗弥 ｼﾗﾂｷｻﾔ 島根 内中原小学校 5分40秒

75 2022 村上暖乃 ﾑﾗｶﾐﾉﾝﾉ 島根 八雲小学校 5分41秒

76 2010 中尾友音 ﾅｶｵﾄﾓﾈ 島根 城北小学校 5分43秒

77 2084 錦織 由佳 ﾆｼｺｵﾘ ﾕｶ 島根 竹矢小 5分43秒

78 2067 今川　ちより ｲﾏｶﾞﾜ ﾁﾖﾘ 島根 5分43秒

79 2013 村田望果 ﾑﾗﾀﾓｶ 島根 中央小学校 5分44秒

80 2061 橋本湖羽 ﾊｼﾓﾄｺﾊﾈ 島根 津田小学校 5分44秒

81 2051 岩下桃香 ｲﾜｼﾀﾓﾓｶ 島根 内中原小学校 5分46秒

82 2058 大隈苺香 ｵｵｸﾏｲﾁｶ 島根 内中原小学校 5分48秒

83 2065 犬山　ゆらり ｲﾇﾔﾏ ﾕﾗﾘ 島根 玉湯小学校 5分50秒

84 2069 矢野　咲幸 ﾔﾉ ｻﾕｷ 島根 島根県立玉湯小学校 5分53秒

85 2029 松本華歩 ﾏﾂﾓﾄｶﾎ 島根 美保関小学校 5分54秒

86 2071 熊野　弓凛 ｸﾏﾉ ﾕﾘﾝ 島根 城北小学校 5分55秒

87 2008 大江美依奈 ｵｵｴﾐｲﾅ 島根 八雲小学校 5分56秒

88 2066 岸本　千花歩 ｷｼﾓﾄ ﾁｶﾎ 島根 松江市中央小学校 6分02秒

89 2081 杵築杏紗美 ｷﾂﾞｷｱｻﾐ 島根 6分18秒

90 2050 山本明依 ﾔﾏﾓﾄﾒｲ 島根 津田小学校 6分38秒
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順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 2621 牛尾 壮太 ｳｼｵ ｿｳﾀ 島根 国府小 4分05秒
2 2516 仲田一公 ﾅｶﾀﾞｲｯｺｳ 鳥取 米子陸上クラブ 4分05秒
3 2590 斉野　滝叶 ｻｲﾉ ﾀｷﾄ 島根 神戸川小学校 4分10秒
4 2510 富山陽喜 ﾄﾐﾔﾏﾊﾙｷ 島根 津田小学校 4分10秒
5 2513 佐々木海斗 ｻｻｷｶｲﾄ 鳥取 米子陸上クラブ 4分10秒
6 2617 片寄 晃生 ｶﾀﾖｾ ｺｳｷ 島根 三刀屋小学校 4分12秒

7 2612 冨岡 成望 ﾄﾐｵｶ ﾅﾙﾐ 島根 Ｒｕｎ忍ぐ～！ 4分13秒

8 2512 大本脩都 ｵｵﾓﾄｼｭｳﾄ 鳥取 米子陸上クラブ 4分13秒

9 2557 大島祐人 ｵｵｼﾏﾕｳﾄ 島根 平田小学校 4分13秒

10 2531 井上太陽 ｲﾉｳｴﾀｲﾖｳ 島根 津田小学校 4分18秒

11 2606 秦　悠真 ﾊﾀ ﾕｳﾏ 島根 出雲郷小学校 4分19秒

12 2608 安達盛志郎 ｱﾀﾞﾁｾｲｼﾛｳ 島根 八雲小学校 4分20秒

13 2570 松原虎太郎 ﾏﾂﾊﾞﾗｺﾀﾛｳ 島根 八雲小学校 4分21秒

14 2552 清水駿吾 ｼﾐｽﾞｼｭﾝｺﾞ 島根 秋鹿小学校 4分22秒

15 2542 原　照英 ﾊﾗ ｼｮｳｴｲ 島根 川津小学校 4分23秒

16 2613 細木 駿一 ﾎｿｷﾞ ｼｭﾝｲﾁ 島根 松江市中央小 4分25秒

17 2573 吉田淳之助 ﾖｼﾀﾞｼﾞｭﾝﾉｽｹ 島根 鹿島東小学校 4分26秒

18 2569 岡田伊吹 ｵｶﾀﾞｲﾌﾞｷ 島根 玉湯小学校 4分26秒

19 2578 松本　翼 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 島根 城北小学校 4分28秒

20 2529 川本　暖 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙ 島根 城北小学校 4分28秒

21 2508 安部太一 ｱﾍﾞﾀｲﾁ 島根 出雲郷小学校 4分29秒

22 2596 柳浦　光汰 ﾔｷﾞｳﾗ ｺｳﾀ 島根 湖北ファルコンズ 4分30秒

23 2560 三上大知 ﾐｶﾐﾀﾞｲﾁ 島根 出雲郷小学校 4分31秒

24 2550 武本琉汰 ﾀｹﾓﾄﾘｭｳﾀ 島根 中央小学校 4分32秒

25 2545 奥原元気 ｵｸﾊﾗｹﾞﾝｷ 島根 中央小学校 4分32秒

26 2504 永田優太 ﾅｶﾞﾀﾕｳﾀ 島根 津田小学校 4分32秒

27 2509 木村琉海 ｷﾑﾗﾙｶ 島根 島根小学校 4分33秒

28 2522 鎌田　陽 ｶﾏﾀﾞ ﾖｳ 島根 内中原小学校 4分33秒

29 2595 山野　奏大 ﾔﾏﾉ ｶﾅﾀ 島根 湖北ファルコンズ 4分33秒

30 2583 船木　蒼空 ﾌﾅｷ ｿﾗ 島根 内中原小学校 4分35秒

31 2536 作野航基 ｻｸﾉｺｳｷ 島根 美保関小学校 4分35秒

32 2514 森田佑京 ﾓﾘﾀｳｷｮｳ 鳥取 米子陸上クラブ 4分35秒

33 2506 永瀬照英 ﾅｶﾞｾｼｮｳｴｲ 島根 法吉小学校 4分35秒

34 2576 森山奏汰 ﾓﾘﾔﾏｶﾅﾀ 島根 揖屋小学校 4分36秒

35 2537 南波駿太 ﾅﾝﾊﾞｼｭﾝﾀ 島根 宍道小学校 4分36秒

36 2582 白木　仁 ｼﾗｷ ｼﾞﾝ 島根 松江市立津田小学校 4分36秒

37 2615 山本 大晴 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 島根 川津小学校 4分37秒

38 2505 松近　渚 ﾏﾂﾁｶ ﾅｷﾞｻ 島根 八雲小学校 4分37秒

39 2603 井上拓真 ｲﾉｳｴﾀｸﾏ 島根 本庄ヒッターズ 4分38秒

40 2586 黒川　真哉 ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾔ 島根 内中原小学校 4分38秒

41 2575 田子　巧 ﾀｺﾞ ﾀｸﾐ 島根 津田小学校 4分40秒

42 2602 長澤晴智 ﾅｶﾞｻﾜﾊﾙﾄﾓ 島根 津田小学校 4分40秒

43 2533 加地拓稀 ｶｼﾞ ﾋﾛｷ 島根 生馬小学校 4分40秒

44 2614 森脇 大翔 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾄ 島根 4分41秒

45 2591 森脇　輝 ﾓﾘﾜｷ ﾋｶﾙ 島根 竹矢小学校 4分42秒

46 2543 高見悠佑 ﾀｶﾐﾕｳｽｹ 島根 阿用小学校 4分42秒

47 2616 藤本 心平 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 島根 中央小学校 4分42秒

48 2623 阿部源大 ｱﾍﾞｹﾞﾝﾀ 島根 中央小学校 4分42秒

49 2535 嘉本晃己 ｶﾓﾄﾃﾙｷ 島根 津田小学校 4分43秒

50 2594 提嶋　ゆうしん ｻｹﾞｼﾏ ﾕｳｼﾝ 島根 4分43秒
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51 2593 小村　朔太郎 ｵﾑﾗ ｻｸﾀﾛｳ 島根 4分44秒

52 2597 浦栃　穂孝 ｳﾗﾄﾁ ﾎﾀｶ 島根 法吉小学校 4分44秒

53 2566 岩田昂樹 ｲﾜﾀｺｳｷ 島根 八雲小学校 4分44秒

54 2599 山﨑　昴 ﾔﾏｻｷ ｽﾊﾞﾙ 鳥取 加茂小学校 4分44秒

55 2579 田中啓介 ﾀﾅｶｹｲｽｹ 島根 城北小学校 4分45秒

56 2559 大西真生 ｵｵﾆｼﾏｵ 島根 美保関小学校 4分46秒

57 2589 野口　彰太 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 鳥取 福生東小学校 4分47秒

58 2567 小村拓生 ｵﾑﾗﾀｸﾐ 島根 中央小学校 4分47秒

59 2502 田中元気 ﾀﾅｶｹﾞﾝｷ 島根 法吉小学校 4分48秒

60 2541 原　怜吾 ﾊﾗ ﾚｲｱ 島根 中央小学校 4分48秒

61 2572 金見光敏 ｶﾅﾐﾋﾛﾄ 島根 城北小学校 4分51秒

62 2540 斎藤青波 ｻｲﾄｳｾｲﾊ 島根 津田小学校 4分53秒

63 2588 勝部　竜弥 ｶﾂﾍﾞ ﾀﾂﾐ 島根 平田小学校 4分53秒

64 2511 安達悠人 ｱﾀﾞﾁﾕｳﾄ 島根 法吉小学校 4分53秒

65 2549 石倉遊馬 ｲｼｸﾗｱｽﾏ 島根 出雲郷小学校 4分53秒

66 2515 衣笠秀康 ｷﾇｶﾞｻﾋﾃﾞﾔｽ 島根 古志原小学校 4分54秒

67 2551 木村仁斗 ｷﾑﾗｼﾞﾝﾄ 島根 城東ふなつきFC 4分55秒

68 2605 石井康介 ｲｼｲｺｳｽｹ 島根 内中原小学校 4分56秒

69 2622 中村 優樹 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 島根 母衣小学校 4分56秒

70 2592 高野　遥登 ｺｳﾉ ﾊﾙﾄ 島根 塩冶小学校 4分57秒

71 2538 目次麟太郎 ﾒﾂｷﾞﾘﾝﾀﾛｳ 島根 内中原小学校 4分59秒

72 2501 福間健太 ﾌｸﾏｹﾝﾀ 島根 神戸川小学校 5分00秒

73 2610 須田 隼士 ｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ 島根 出雲郷小学校 5分01秒

74 2539 秋好瑛太 ｱｷﾖｼｴｲﾀ 島根 津田小学校 5分02秒

75 2532 広瀬俊輔 ﾋﾛｾｼｭﾝｽｹ 島根 川津小学校 5分02秒

76 2577 周藤成海 ｽﾄｳﾅﾙﾐ 島根 古志原小学校 5分02秒

77 2503 塩野礼央 ｼｵﾉﾚｵ 島根 八雲小学校 5分03秒

78 2547 郷原巧実 ｺﾞｳﾊﾞﾗﾀｸﾐ 島根 津田小学校 5分06秒

79 2607 上原珠侑 ｳｴﾊﾗｼｭｳ 島根 津田小学校 5分07秒

80 2562 池淵　大 ｲｹﾌﾞﾁ ﾀﾞｲ 島根 八束学園 5分08秒

81 2581 吉岡　大翔 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 島根 生馬小学校 5分08秒

82 2526 原　心平 ﾊﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 島根 津田小学校 5分08秒

83 2558 増田滉大 ﾏｽﾀﾞｺｳﾀﾞｲ 島根 Rise.JVC 5分08秒

84 2524 清水勇希 ｼﾐｽﾞﾕｳｷ 島根 内中原小学校 5分08秒

85 2601 木下皓晴 ｷﾉｼﾀｺｳｾｲ 島根 生馬小学校 5分12秒

86 2556 竹田健太郎 ﾀｹﾀﾞｹﾝﾀﾛｳ 島根 中央小学校 5分16秒

87 2553 田中啓太 ﾀﾅｶｹｲﾀ 島根 生馬小学校 5分18秒

88 2611 江美 颯真 ｴﾐ ｿｳﾏ 島根 佐太小学校 5分19秒

89 2528 村田　空 ﾑﾗﾀ ｿﾗ 島根 中央小学校 5分20秒

90 2548 山本界志 ﾔﾏﾓﾄｶｲｼ 島根 出雲郷小学校 5分21秒

91 2580 園山滉大 ｿﾉﾔﾏｺｳﾀ 島根 内中原小学校 5分23秒

92 2546 三島　昊 ﾐｼﾏ ｺｳ 島根 津田FC 5分25秒

93 2600 石橋大駕 ｲｼﾊﾞｼﾀｲｶﾞ 島根 玉湯小学校 5分26秒

94 2598 新宮　岬 ｼﾝｸﾞｳ ﾐｻｷ 島根 法吉小学校 5分27秒

95 2604 細田祐真 ﾎｿﾀﾞﾕｳﾏ 島根 朝酌小学校 5分29秒

96 2544 末廣拓海 ｽｴﾋﾛﾀｸﾐ 島根 乃木小学校 5分30秒

97 2527 中村陽翔 ﾅｶﾑﾗﾊﾙﾄ 島根 恵曇小学校 5分31秒

98 2530 高木光遥 ﾀｶｷﾞﾐﾂﾊﾙ 島根 母衣小学校 5分34秒

99 2520 竹下修汰 ﾀｹｼﾀｼｭｳﾀ 島根 内中原小学校 5分35秒

100 2574 佐藤太一 ｻﾄｳﾀｲﾁ 島根 内中原小学校 5分37秒
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101 2555 伊藤健真 ｲﾄｳｹﾝｼﾝ 島根 母衣小学校 5分38秒

102 2563 熊澤　玲 ｸﾏｻﾞﾜ ﾚｲ 島根 玉湯小学校 5分39秒

103 2609 川合 佑心 ｶﾜｲ ﾕｳｼﾝ 島根 内中原小学校 5分40秒

104 2507 塩野大河 ｼｵﾉﾀｲｶﾞ 島根 忌部小学校 5分41秒

105 2517 小村晃大 ｵﾑﾗｺｳﾀﾞｲ 島根 内中原小学校 5分44秒

106 2525 杉谷諒太郎 ｽｷﾞﾀﾆﾘｮｳﾀﾛｳ 島根 法吉小学校 5分49秒

107 2519 椋木環有 ﾑｸﾉｷｶﾝﾕｳ 島根 法吉小学校 5分55秒

108 2568 周藤孝明 ｽﾄｳﾀｶｱｷ 島根 乃木小学校 5分55秒

109 2565 品川　巧 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 島根 5分57秒

110 2554 権田大輝 ｺﾞﾝﾀﾞﾀｲｷ 島根 恵曇小学校 6分15秒

111 2521 舩木哲永 ﾌﾅｷｱｷﾄ 島根 城北小学校 6分31秒

112 2587 神門　桜駕 ｶﾝﾄﾞ ｵｳｶﾞ 島根 6分39秒

113 2619 岩谷 向陽 ｲﾜﾀﾆ ｺｳﾖｳ 島根 6分51秒
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1 3094 岡本 さくら ｵｶﾓﾄ ｻｸﾗ 鳥取 米子陸上 4分11秒
2 3093 小川 桃奈 ｵｶﾞﾜ ﾓﾅ 山口 4分14秒
3 3091 深田 実伶 ﾌｶﾀﾞ ﾐﾚｲ 島根 宍道小 4分16秒
4 3070 小林　天 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥取 車尾小学校 4分18秒
5 3057 平井　舞 ﾋﾗｲ ﾏｲ 島根 出雲郷小学校 4分20秒
6 3021 今井　凪 ｲﾏｲ ﾅｷﾞ 島根 十神小学校 4分20秒

7 3027 松本瑚々菜 ﾏﾂﾓﾄｺｺﾅ 島根 伊野アスリートクラブJr. 4分22秒

8 3037 勝田ひなぎ ｶﾂﾀﾋﾅｷﾞ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分27秒

9 3066 北窓沙羅 ｷﾀﾏﾄﾞｻﾗ 鳥取 米子陸上クラブ 4分27秒

10 3047 門脇花音 ｶﾄﾞﾜｷｶﾉﾝ 島根 伊野小学校 4分27秒

11 3005 今井双葉 ｲﾏｲﾌﾀﾊﾞ 島根 法吉小学校 4分29秒

12 3025 松本絢音 ﾏﾂﾓﾄｱﾔﾈ 島根 内中原小学校 4分34秒

13 3056 安部結良 ｱﾍﾞﾕﾗ 島根 八束学園 4分34秒

14 3032 渡辺乙環 ﾜﾀﾅﾍﾞｵﾄﾜ 島根 忌部小学校 4分34秒

15 3063 多久和陽菜 ﾀｸﾜﾋﾅ 島根 伊野小学校 4分35秒

16 3026 本常友楽 ﾓﾄﾂﾈﾕﾗ 島根 乃木小学校 4分37秒

17 3089 永瀬 美桜 ﾅｶﾞｾ ﾐｵ 島根 大田小学校 4分37秒

18 3069 深田蒼依 ﾌｶﾀﾞｱｵｲ 島根 母衣小学校 4分38秒

19 3083 佐々木陽香 ｻｻｷﾊﾙｶ 島根 持田小学校 4分38秒

20 3031 原田千都 ﾊﾗﾀﾞﾁﾋﾛ 島根 法吉小学校 4分39秒

21 3016 宮廻陽妃 ﾐﾔｻﾞｺﾊﾙｷ 島根 城北小学校 4分40秒

22 3064 小竹原千愛 ｺﾀﾞｹﾊﾗﾁｻﾄ 島根 古志原小学校 4分41秒

23 3068 三島幸咲 ﾐｼﾏｺｳｻ 島根 揖屋小学校 4分41秒

24 3036 清水千里 ｼﾐｽﾞｾﾝﾘ 鳥取 車尾小学校 4分42秒

25 3044 鵜飼芽生 ｳｶﾞｲﾒｲ 島根 古志原小学校 4分42秒

26 3010 江藤莉吏花 ｴﾄｳﾘﾘﾅ 島根 宍道小学校 4分44秒

27 3092 牧野 希琴 ﾏｷﾉ ﾏｺﾄ 島根 古志原小学校 4分44秒

28 3096 庄子 葉奈 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾅ 島根 松江市立古志原 4分44秒

29 3051 荒川笑美 ｱﾗｶﾜｴﾐ 島根 内中原小学校 4分45秒

30 3052 井川彩音 ｲｶﾞﾜｱﾔﾈ 島根 乃木小学校 4分46秒

31 3054 青山遥香 ｱｵﾔﾏﾊﾙｶ 島根 鹿島東小学校 4分46秒

32 3006 下山瑞稀 ｼﾓﾔﾏﾐｽﾞｷ 島根 玉湯小学校 4分50秒

33 3019 大道琉生 ｵｵﾐﾁﾙｲ 島根 津田小学校 4分51秒

34 3029 舛谷留奈 ﾏｽﾀﾆﾙﾅ 島根 持田小学校 4分52秒

35 3060 木村七海 ｷﾑﾗﾅﾅﾐ 島根 母衣小学校 4分53秒

36 3033 石原海愛 ｲｼﾊﾗｳｳｱ 島根 佐太小学校 4分54秒

37 3061 仙石柚奈 ｾﾝｺﾞｸﾕﾅ 島根 中央小学校 4分54秒

38 3013 川岸千紘 ｶﾜｷﾞｼﾁﾋﾛ 島根 持田小学校 4分54秒

39 3015 松本美桜 ﾏﾂﾓﾄﾐｵ 島根 八束学園 4分56秒

40 3009 曽田桃子 ｿﾀﾓﾓｺ 島根 城北小学校 4分56秒

41 3065 金築舞侑 ｶﾈﾂｷﾏﾕ 島根 内中原小学校 4分56秒

42 3030 吉田優希 ﾖｼﾀﾞﾕｳｷ 島根 玉湯小学校 4分56秒

43 3077 尾添知暁 ｵｿﾞｴﾁｱｷ 島根 八雲小学校 4分56秒

44 3035 島貫仁湖 ｼﾏﾇｷﾆｺ 島根 内中原小学校 4分59秒

45 3082 高田和実 ﾀｶﾀﾅｺﾞﾐ 島根 津田小学校 4分59秒

46 3055 池淵ののか ｲｹﾌﾞﾁﾉﾉｶ 島根 八束学園 4分59秒

47 3020 坂本梨緒 ｻｶﾓﾄﾘｵ 島根 津田小学校 5分00秒

48 3002 松本彩乃 ﾏﾂﾓﾄｱﾔﾉ 島根 乃木小学校 5分01秒

49 3040 木村日向 ｷﾑﾗﾋﾅﾀ 島根 内中原スマイルズ 5分02秒

50 3008 安部麻実 ｱﾍﾞｱｻﾐ 島根 八束学園 5分02秒
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51 3097 新井 杏和華 ﾆｲｲ ｱｵｶ 島根 5分02秒

52 3085 戸崎 優菜 ﾄｻｷ ﾕｳﾅ 島根 鹿島東小学校 5分02秒

53 3017 大野和生 ｵｵﾉｶｽﾞｷ 島根 法吉小学校 5分03秒

54 3022 本江向日葵 ﾓﾄｴﾋﾅﾀ 島根 乃木小学校 5分05秒

55 3048 渡部鈴音 ﾜﾀﾅﾍﾞｽｽﾞﾈ 島根 揖屋小学校 5分07秒

56 3084 鹿島綾夏 ｶｼﾏｱﾔｶ 島根 津田小学校 5分07秒

57 3081 内田真愛 ｳﾁﾀﾞﾏｲ 鳥取 車尾小学校 5分08秒

58 3071 高塚　美羽 ﾀｶﾂｶ ﾐｳ 鳥取 車尾小学校 5分09秒

59 3046 足立絵美莉 ｱﾀﾞﾁｴﾐﾘ 島根 母衣小学校 5分11秒

60 3078 中士代愛梨 ﾁｭｳｼﾀﾞｲﾕﾘ 島根 生馬バレーボールクラブ 5分11秒

61 3004 上山夕貴 ｳｴﾔﾏﾕｳｷ 島根 乃木小学校 5分12秒

62 3041 高橋咲希 ﾀｶﾊｼｻｷ 島根 内中原小学校 5分12秒

63 3086 錦織 みゆう ﾆｼｺｵﾘ ﾐﾕｳ 島根 荘原小学校 5分14秒

64 3095 藤井 陽菜 ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ 島根 5分16秒

65 3034 井原美佳 ｲﾊﾞﾗﾐｶ 島根 内中原小学校 5分16秒

66 3038 木原麻緒 ｷﾊﾗﾏｵ 島根 川津小学校 5分17秒

67 3072 植田　結菜 ｳｴﾀﾞ ﾕﾅ 島根 内中原小学校 5分17秒

68 3012 天川綾乃 ｱﾏｶﾜｱﾔﾉ 島根 内中原小学校 5分17秒

69 3039 奥野真奈 ｵｸﾉﾏﾅ 島根 城北小学校 5分18秒

70 3059 山本莉子 ﾔﾏﾓﾄﾘｺ 島根 母衣小学校 5分18秒

71 3076 吉永涼音 ﾖｼﾅｶﾞｽｽﾞﾈ 島根 生馬バレーボールクラブ 5分21秒

72 3014 寺田理華 ﾃﾗﾀﾞﾘｶ 島根 神戸川小学校 5分21秒

73 3053 田中羽菜 　 島根 内中原小学校 5分21秒

74 3058 大森涼音 ｵｵﾓﾘｽｽﾞﾈ 島根 内中原小学校 5分22秒

75 3073 新　日菜子 ｱﾀﾗｼ ﾋﾅｺ 島根 乃木小 5分23秒

76 3090 藤井 未久璃 ﾌｼﾞｲ ﾐｸﾘ 島根 母衣小学校 5分26秒

77 3049 上山愛加 ｳｴﾔﾏｱｲｶ 島根 島根小学校 5分27秒

78 3001 松浦 すみれ ﾏﾂｳﾗ ｽﾐﾚ 島根 乃木小 5分30秒

79 3024 廣江真優子 ﾋﾛｴﾏﾕｺ 島根 竹矢小学校 5分31秒

80 3007 森本希羅 ﾓﾘﾓﾄｷﾗ 島根 出雲郷小学校 5分32秒

81 3067 新田佑菜 ﾆｯﾀﾕﾅ 島根 出雲郷小学校 5分35秒

82 3050 上山日菜 ｳｴﾔﾏﾋﾅ 島根 島根小学校 5分38秒

83 3023 松下望乃 ﾏﾂｼﾀﾉﾉ 島根 母衣小学校 5分41秒

84 3062 野田あぐり ﾉﾀﾞｱｸﾞﾘ 島根 津田小学校 5分43秒

85 3045 舟木瑠菜 ﾌﾅｷﾙﾅ 島根 中央小学校 5分46秒

86 3080 野津南美 ﾉﾂﾐﾅﾐ 島根 持田小学校 5分46秒

87 3075 松本絆那 ﾏﾂﾓﾄﾊﾝﾅ 島根 内中原小学校 5分49秒

88 3079 野津汐里 ﾉﾂｼｵﾘ 島根 内中原小学校 5分50秒

89 3018 向村優李 ﾑｺｳﾑﾗﾕﾘ 島根 母衣小学校 5分59秒

90 3087 伊藤 綾香 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 島根 5分59秒

91 3011 松崎陽依 ﾏﾂｻﾞｷﾋﾖﾘ 島根 内中原小学校 6分00秒

92 3088 大橋 芽依 ｵｵﾊｼ ﾒｲ 島根 松江養護学校 7分40秒
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1 3586 藤原 琉成 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根 阿井小学校 3分48秒
2 3540 曳野徳二 ﾋｷﾉﾄｸｼﾞ 島根 古江小学校 3分55秒
3 3509 福島　昊 ﾌｸｼﾏ ｿﾗ 島根 津田小学校 3分57秒
4 3520 田村優成 ﾀﾑﾗﾕｳｾｲ 鳥取 米子陸上クラブ 3分57秒
5 3583 岸 誠瑛 ｷｼ ｾｲﾖｳ 島根 西野小学校 4分03秒
6 3582 田淵 悠希 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙｷ 広島 転倒虫 4分03秒

7 3565 中谷　瑠希 ﾅｶﾀﾆ ﾘｭｳｷ 島根 松江市立中央小学校 4分05秒

8 3546 福田成徳 ﾌｸﾀﾞｾｲﾄｸ 島根 デルソーレFC 4分05秒

9 3563 江角　桔平 ｴｽﾐ ｷｯﾍﾟｲ 島根 本庄ヒッターズ 4分06秒

10 3526 高見　陸 ﾀｶﾐ ﾘｸ 島根 阿用小学校 4分11秒

11 3571 永通　柊真 ﾅｶﾞﾐﾁ ｼｭｳﾏ 島根 内中原小学校 4分12秒

12 3525 浅田雅春 ｱｻﾀﾞﾏｻﾊﾙ 島根 内中原小学校 4分12秒

13 3559 安達諒大 ｱﾀﾞﾁﾘｮｳﾀ 島根 川津小学校 4分15秒

14 3580 布野 新太郎 ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 神西小学校 4分16秒

15 3527 三上璃久 ﾐｶﾐﾘｸ 島根 東出雲FC 4分16秒

16 3575 永井成周 ﾅｶﾞｲﾅﾙﾁｶ 島根 乃木小学校 4分17秒

17 3518 内田翔太 ｳﾁﾀﾞｼｮｳﾀ 島根 八雲小学校 4分17秒

18 3523 佐藤圭斗 ｻﾄｳｹｲﾄ 島根 中央小学校 4分17秒

19 3554 山﨑快斗 ﾔﾏｻｷｶｲﾄ 島根 中央小学校 4分17秒

20 3531 大庭悠太郎 ｵｵﾊﾞﾕｳﾀﾛｳ 島根 雑賀小学校 4分18秒

21 3572 山根　翼 ﾔﾏﾈ ﾂﾊﾞｻ 島根 法吉小学校 4分18秒

22 3501 伊藤凪沙 ｲﾄｳﾅｷﾞｻ 島根 神戸川小学校 4分18秒

23 3513 安里光希 ｱｻﾄﾐﾂｷ 島根 川津小学校 4分20秒

24 3539 立石倖大 ﾀﾃｲｼｺｳﾀ 島根 内中原小学校 4分22秒

25 3584 福場 時 ﾌｸﾊﾞ ﾄｷ 島根 乃木小学校 4分23秒

26 3545 板谷修吾 ｲﾀﾀﾞﾆｼｭｳｺﾞ 島根 4分27秒

27 3566 内島　隆斗 ｳﾁｼﾏ ﾘｭｳﾄ 島根 湖北ファルコンズ 4分28秒

28 3517 小原健志 ｵﾊﾞﾗﾀｹｼ 島根 津田小学校 4分28秒

29 3547 木佐典慈 ｷｻﾃﾝｼﾞ 島根 美保関小学校 4分28秒

30 3564 川谷　浩人 ｶﾜﾀﾆ ﾋﾛﾄ 島根 湖北ファルコンズ 4分31秒

31 3521 高井悠杜 ﾀｶｲﾊﾙﾄ 島根 城北小学校 4分32秒

32 3528 野津龍之介 ﾉﾂﾘｭｳﾉｽｹ 島根 内中原小学校 4分34秒

33 3555 山木裕太 ﾔﾏｷﾕｳﾀ 島根 宍道小学校 4分35秒

34 3504 森脇英志 ﾓﾘﾜｷｴｲｼﾞ 島根 出雲郷小学校 4分35秒

35 3512 土江隼人 ﾂﾁｴﾊﾔﾄ 島根 乃木 4分35秒

36 3573 黒田恵達 ｸﾛﾀﾞｹｲﾀﾂ 島根 城北小学校 4分35秒

37 3562 妹尾　颯哉 ｾﾉｵ ｿｳﾔ 島根 松江市立法吉小学校 4分36秒

38 3502 頼田晴登 ﾖﾘﾀﾊﾙﾄ 島根 津田小学校 4分39秒

39 3537 猪子裕斗 ｲﾉｺﾕｳﾄ 島根 中央小学校 4分41秒

40 3542 若槻真生 ﾜｶﾂｷﾏｵ 島根 出雲郷小学校 4分44秒

41 3570 廣谷　直旺 ﾋﾛﾀﾆ ﾅｵ 島根 湖北ファルコンズ 4分44秒

42 3529 井原和寿 ｲﾊﾞﾗｶｽﾞﾄｼ 島根 内中原小学校 4分47秒

43 3581 野田 光 ﾉﾀﾞ ﾋｶﾙ 鳥取 外江小学校 4分47秒

44 3579 田中 志昂 ﾀﾅｶ ｼｺｳ 広島 広島市立八幡東小学校 4分47秒

45 3535 池本太陽 ｲｹﾓﾄﾀｲﾖｳ 島根 生馬小学校 4分47秒

46 3549 狩野　凪 ｶﾘﾉ ﾅｷﾞ 島根 川津小学校 4分49秒

47 3569 金津　明志 ｶﾅﾂ ﾒｲｼ 島根 湖北ファルコンズ 4分49秒

48 3543 門脇　想 ｶﾄﾞﾜｷ ｿｳ 島根 内中原小学校 4分50秒

49 3505 茂富遥大 ｼｹﾞﾄﾐﾊﾙﾄ 島根 内中原小学校 4分50秒

50 3568 福山　陸 ﾌｸﾔﾏ ﾘｸ 島根 津田小学校 4分50秒
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51 3514 細田晃佑 ﾎｿﾀﾞｺｳｽｹ 島根 乃木小学校 4分51秒

52 3578 久保田健汰 ｸﾎﾞﾀｹﾝﾀ 島根 美保関小学校 4分53秒

53 3524 森脇麟太郎 ﾓﾘﾜｷﾘﾝﾀﾛｳ 島根 川津小学校 4分54秒

54 3534 花田昂希 ﾊﾅﾀﾞｺｳｷ 島根 生馬小学校 4分54秒

55 3506 内田優風 ｳﾁﾀﾞﾕｳｾ 島根 乃木小学校 4分54秒

56 3560 金山　遙斗 ｶﾅﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根 持田小学校 4分54秒

57 3577 小田龍鉄 ｵﾀﾞﾘｭｳﾃﾂ 島根 母衣小学校 4分55秒

58 3558 山田章斗 ﾔﾏﾀﾞｱｷﾄ 島根 玉湯小学校 4分56秒

59 3587 鈴木 温人 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 島根 乃木小学校 4分57秒

60 3567 森山　郁音 ﾓﾘﾔﾏ ｲｸﾄ 島根 宍道小学校 4分58秒

61 3536 坪内友平 ﾂﾎﾞｳﾁﾕｳﾍｲ 島根 城北小学校 4分58秒

62 3522 足立夢翔 ｱﾀﾞﾁﾕﾒﾄ 島根 城北小学校 5分04秒

63 3519 内田　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 島根 内中原小学校 5分06秒

64 3548 景山拓実 ｶｹﾞﾔﾏﾀｸﾐ 島根 乃木小学校 5分06秒

65 3552 高見駿佑 ﾀｶﾐｼｭﾝｽｹ 島根 神戸川小学校 5分08秒

66 3508 土江龍介 ﾂﾁｴﾘｭｳｽｹ 島根 内中原小学校 5分11秒

67 3507 梶野蒼太 ｶｼﾞﾉｿｳﾀ 島根 川津小学校 5分11秒

68 3532 金山　創 ｶﾅﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 島根 法吉小学校 5分12秒

69 3530 井原英寿 ｲﾊﾞﾗﾋﾃﾞﾄｼ 島根 内中原小学校 5分14秒

70 3574 持田悠成 ﾓﾁﾀﾞﾕｳｾｲ 島根 乃木小学校 5分15秒

71 3515 三島智也 ﾐｼﾏﾄﾓﾔ 島根 乃木小学校 5分15秒

72 3585 嘉藤 未紘 ｶﾄｳ ﾐﾋﾛ 島根 松江陸上教室 5分18秒

73 3561 湯原　蓮 ﾕﾊﾗ ﾚﾝ 島根 乃木小学校 5分18秒

74 3516 木谷優汰 ｷﾀﾆﾕｳﾀ 島根 内中原小学校 5分23秒

75 3533 寺本直恭 ﾃﾗﾓﾄﾅｵﾔｽ 島根 内中原小学校 5分23秒

76 3510 伊藤空玲 ｲﾄｳｸﾚｱ 島根 内中原小学校 5分23秒

77 3553 秦　涼也 ﾊﾀ ﾘｮｳﾔ 島根 出雲郷小学校 5分26秒

78 3556 岡本侑真 ｵｶﾓﾄﾕｳﾏ 島根 内中原小学校 5分28秒

79 3544 田中雅大 ﾀﾅｶﾏｻﾋﾛ 島根 意東小学校 5分35秒

80 3541 品川　稜 ｼﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳ 島根 5分38秒

81 3538 加津山純大 ｶﾂﾔﾏｼﾞｭﾝｷ 島根 宍道小学校 5分40秒

82 3511 下川蒼太 ｼﾓｶﾜｿｳﾀ 島根 母衣小学校 5分43秒



22 ・ Ⅳ部 ちびっこマラソン4年女子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 4008 石田瑞歩 ｲｼﾀﾞﾐｽﾞﾎ 鳥取 明倫小学校 3分52秒
2 4002 日野山咲希 ﾋﾉﾔﾏｻｷ 島根 石見東小学校 3分54秒
3 4056 藤村 心瑛菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｴﾅ 広島 吉島東小学校 4分03秒
4 4039 小村　天音 ｵﾑﾗ ｱﾏﾈ 島根 生馬スポーツクラブ 4分10秒
5 4047 佐野陽菜 ｻﾉﾋﾅ 島根 津田小学校 4分14秒
6 4012 宮廻陽向 ﾐﾔｻﾞｺﾋﾅﾀ 島根 城北小学校 4分16秒

7 4057 永江 ゆうか ﾅｶﾞｴ ﾕｳｶ 島根 来待小学校 4分18秒

8 4006 薄田幸奈 ｳｽﾀﾞﾕｷﾅ 鳥取 名和小学校 4分19秒

9 4022 安田麻夏 ﾔｽﾀﾞﾏﾅ 島根 法吉小学校 4分24秒

10 4026 高尾　萌 ﾀｶｵ ﾓｴ 島根 出雲郷小学校 4分24秒

11 4045 山﨑　雅 ﾔﾏｻｷ ﾐﾔﾋﾞ 鳥取 加茂小学校 4分25秒

12 4007 余村　藍 ﾖﾑﾗ ｱｲ 島根 意東小学校 4分25秒

13 4003 三村菜奈 ﾐﾑﾗﾅﾅ 島根 意東小学校 4分26秒

14 4009 池田愛佳 ｲｹﾀﾞﾏﾅｶ 鳥取 三朝AC 4分26秒

15 4036 須山菜々美 ｽﾔﾏﾅﾅﾐ 島根 八雲小学校 4分28秒

16 4017 原　茉央 ﾊﾗ ﾏｵ 島根 川津小学校 4分28秒

17 4021 安達樹里 ｱﾀﾞﾁｼﾞｭﾘ 島根 持田小学校 4分28秒

18 4027 三村麻結 ﾐﾑﾗﾏﾕ 島根 法吉小学校 4分30秒

19 4046 木下祐稀 ｷﾉｼﾀﾕｳｷ 島根 生馬小学校 4分31秒

20 4029 平田紗奈 ﾋﾗﾀｻﾅ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分31秒

21 4018 三浦歩和 ﾐｳﾗｱﾕﾅ 島根 持田小学校 4分33秒

22 4050 須田 沙雪 ｽﾀﾞ ｻﾕｷ 島根 出雲郷小学校 4分34秒

23 4058 小川 華奈 ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ 山口 4分35秒

24 4052 中尾 来夢 ﾅｶｵ ﾗﾑ 島根 松江市立八雲小学校 4分37秒

25 4019 引野ひな菜 ﾋｷﾉﾋﾅﾅ 島根 法吉小学校 4分38秒

26 4054 錦織 加奈 ﾆｼｺｵﾘ ｶﾅ 島根 竹矢小 4分40秒

27 4038 中村　愛 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分43秒

28 4005 和泉都亜 ｲｽﾞﾐﾄｱ 島根 法吉小学校 4分46秒

29 4033 田村優衣 ﾀﾑﾗﾕｲ 島根 朝酌小学校 4分52秒

30 4015 青山優衣 ｱｵﾔﾏﾕｲ 島根 内中原小学校 4分53秒

31 4053 江美 香凜 ｴﾐ ｶﾘﾝ 島根 佐太小学校 4分54秒

32 4041 吉岡　花梨 ﾖｼｵｶ ｶﾘﾝ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分54秒

33 4010 菅井　梓 ｽｶﾞｲ ｱｽﾞｻ 島根 4分55秒

34 4044 熊野　心優 ｸﾏﾉ ﾐﾕｳ 島根 城北小学校 4分56秒

35 4020 石橋幸楽 ｲｼﾊﾞｼｻﾗ 島根 八雲小学校 4分57秒

36 4040 金津　成美 ｶﾅﾂ ﾅﾙﾐ 島根 乃木小学校 4分58秒

37 4042 高田　歩美 ﾀｶﾀ ｱﾕﾐ 鳥取 車尾小学校 4分59秒

38 4028 古浦　楓 ｺｳﾗ ｶｴﾃﾞ 島根 中央小学校 5分00秒

39 4011 二瀬有菜 ﾆﾉｾﾕﾅ 島根 城北小学校 5分04秒

40 4037 清水　凜音 ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾈ 鳥取 車尾小学校 5分16秒

41 4001 福間未紗 ﾌｸﾏﾐｻ 島根 神戸川小学校 5分21秒

42 4016 渡邊由唯 ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｲ 島根 母衣小学校 5分22秒

43 4043 杉本　美冬葉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾄﾊ 島根 津田小学校 5分30秒

44 4059 松本 芽依 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ 島根 津田小学校 5分30秒

45 4051 井上 あや音 ｲﾉｳｴ ｱﾔﾈ 島根 母衣小学校 5分32秒

46 4032 周藤奏実 ｽﾄｳｶﾅﾐ 島根 古志原小学校 5分33秒

47 4014 橋本空良 ﾊｼﾓﾄｿﾗ 島根 津田小学校 5分36秒

48 4004 松本萌花 ﾏﾂﾓﾄﾓｶ 島根 母衣小学校 5分39秒

49 4030 松尾汐里 ﾏﾂｵｼｵﾘ 島根 城北小学校 5分43秒

50 4048 岡田　響 ｵｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 島根 法吉小学校 5分45秒
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51 4049 玉木萌賀 ﾀﾏｷﾓｴｶ 島根 城北小学校 5分46秒

52 4035 橋本葉月 ﾊｼﾓﾄﾊﾂﾞｷ 島根 津田小学校 5分50秒

53 4025 村上未来 ﾑﾗｶﾐﾐｸ 島根 津田小学校 5分54秒

54 4023 金野萌乃華 ｶﾈﾉﾎﾉｶ 島根 内中原スマイルズ 6分30秒
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1 4518 佐々木大毅 ｻｻｷﾀﾞｲｷ 鳥取 成実小学校 3分51秒
2 4513 佐々木捷翔 ｻｻｷﾊﾔﾄ 島根 揖屋小学校 3分52秒
3 4515 多久和直樹 ﾀｸﾜﾅｵｷ 島根 中央小学校 3分52秒
4 4538 藤見大和 ﾌｼﾞﾐﾔﾏﾄ 島根 乃木小学校 3分58秒
5 4501 高橋朋希 ﾀｶﾊｼﾄﾓｷ 島根 中央小学校 4分00秒
6 4535 庄原彰祥 ｼｮｳﾊﾞﾗｱｷﾖｼ 島根 城北小学校 4分00秒

7 4544 行平涼太 ﾕｷﾋﾗﾘｮｳﾀ 島根 デルソーレ松江FC 4分06秒

8 4514 水津　創 ｽｲｽﾞ ﾊｼﾞﾒ 島根 城北小学校 4分08秒

9 4505 上田遥斗 ｳｴﾀﾞﾊﾙﾄ 島根 佐太小学校 4分09秒

10 4511 渡部結等 ﾜﾀﾅﾍﾞﾕﾗ 島根 八雲小学校 4分09秒

11 4530 小藤圭吾 ｺﾄｳｹｲｺﾞ 島根 布部小学校 4分10秒

12 4531 山本仁和 ﾔﾏﾓﾄﾄﾜ 島根 法吉小学校 4分11秒

13 4543 小池　聖 ｺｲｹ ｻﾄｼ 島根 八束学園 4分11秒

14 4517 川上怜朗 ｶﾜｶﾐﾚｵ 島根 斐伊小学校 4分12秒

15 4529 芹澤智敬 ｾﾘｻﾞﾜﾄﾓﾕｷ 島根 持田小学校 4分13秒

16 4507 岩谷蓮斗 ｲﾜﾀﾆﾚﾝﾄ 島根 法吉小学校 4分17秒

17 4555 石橋 諒 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ 島根 四絡小 4分18秒

18 4506 岩谷楽斗 ｲﾜﾀﾆﾗｸﾄ 島根 法吉小学校 4分19秒

19 4512 原　聖恩 ﾊﾗ ｾｵﾝ 島根 中央小学校 4分19秒

20 4549 野﨑慶吾 ﾉｻﾞｷｹｲｺﾞ 島根 出雲郷小学校 4分20秒

21 4525 上代智哉 ｼﾞｮｳﾀﾞｲﾄﾓﾔ 島根 ライズJVC 4分20秒

22 4510 矢野真士 ﾔﾉﾏﾅﾄ 島根 Rise.JVC 4分20秒

23 4546 三谷　峻 ﾐﾀﾆ ｼｭﾝ 島根 城北小学校 4分20秒

24 4523 石原誠也 ｲｼﾊﾗｾｲﾔ 島根 城北小学校 4分21秒

25 4516 前　晴人 ﾏｴ ﾊﾙﾋﾄ 島根 Rise.JVC 4分22秒

26 4532 佐藤大輝 ｻﾄｳﾀﾞｲｷ 島根 朝酌小学校 4分24秒

27 4533 有田良慧 ｱﾘﾀﾘｮｳﾄ 島根 城北小学校 4分24秒

28 4537 青山公紀 ｱｵﾔﾏﾋﾛｷ 島根 古志原小学校 4分24秒

29 4542 金崎晴陽 ｶﾈｻｷﾊﾙﾋ 島根 持田小学校 4分25秒

30 4547 片寄皓斗 ｶﾀﾖｾﾋﾛﾄ 島根 法吉小学校 4分25秒

31 4534 安部雅人 ｱﾍﾞﾏｻﾄ 島根 古江小学校 4分25秒

32 4519 太田雄斗 ｵｵﾀﾕｳﾄ 島根 城北小学校 4分27秒

33 4553 藤井悠仁 ﾌｼﾞｲﾕｳﾄ 島根 城北小学校 4分37秒

34 4551 宮脇楽久 ﾐﾔﾜｷﾗｸ 島根 Rise.jvc 4分37秒

35 4539 森脇　晃太 ﾓﾘﾜｷ ｺｳﾀ 島根 竹矢小学校 4分39秒

36 4552 田中省伍 ﾀﾅｶｼｮｳｺﾞ 島根 秋鹿小学校 4分39秒

37 4508 津庭康佑 ﾂﾊﾞｺｳｽｹ 島根 母衣小学校 4分42秒

38 4524 曽田英作 ｿﾀｴｲｻｸ 島根 Rise.JVC 4分42秒

39 4509 加藤滉大 ｶﾄｳｺｳﾀ 島根 母衣小学校 4分43秒

40 4550 藤井康生 ﾌｼﾞｲｺｳｾｲ 島根 雑賀小学校 4分43秒

41 4520 尾添柊斗 ｵｿﾞｴｼｭｳﾄ 島根 Rise 4分44秒

42 4526 松本匠平 ﾏﾂﾓﾄｼｮｳﾍｲ 島根 川津小学校 4分51秒

43 4556 細木 蒼一 ﾎｿｷﾞ ｿｳｲﾁ 島根 松江市中央小 4分51秒

44 4554 田中 秋磨 ﾀﾅｶ ｼｭｳﾏ 島根 揖屋小学校 4分52秒

45 4536 岩城貴虎 ｲﾜｷﾀｶﾄﾗ 島根 中央小学校 4分52秒

46 4541 津森　幸貴 ﾂﾓﾘ ｺｳｷ 島根 本庄ヒッターズ 4分59秒

47 4545 片平大翔 ｶﾀﾋﾗﾋﾛﾄ 島根 石見東小学校 5分10秒

48 4522 権田大和 ｺﾞﾝﾀﾞﾔﾏﾄ 島根 恵曇小学校 5分10秒

49 4557 岩谷 太陽 ｲﾜﾀﾆ ﾀｲﾖｳ 島根 5分15秒

50 4527 景山　煌 ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳ 島根 RISE 5分54秒
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23 ・ Ⅳ部 ちびっこマラソン4年男子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
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51 4521 梶谷俊元 ｶｼﾞﾀﾆﾄｼﾕｷ 島根 内中原小学校 6分14秒

52 4503 松尾俊来 ﾏﾂｵｼｭﾝｷ 島根 城北小学校 20分58秒



24 ・ Ⅳ部 ちびっこマラソン5年女子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 5042 小笠原 彩乃 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔﾉ 島根 石見東小学校 3分37秒
2 5014 駒井朝伽 ｺﾏｲｱｻｶ 鳥取 上道小学校 3分52秒
3 5036 冨岡 心琴 ﾄﾐｵｶ ﾐｺﾄ 島根 Ｒｕｎ忍ぐ～！ 3分53秒
4 5030 小藤早恵 ｺﾄｳｻｴ 島根 城北小学校 3分58秒
5 5039 深田 茉鈴 ﾌｶﾀﾞ ﾏﾘﾝ 島根 宍道小 4分02秒
6 5013 福新彩和 ﾌｸｼﾝｻﾜ 島根 竹矢小学校 4分07秒

7 5016 船本美那海 ﾌﾅﾓﾄﾐﾅﾐ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分07秒

8 5012 渡辺紗名 ﾜﾀﾅﾍﾞｻﾅ 島根 忌部小学校 4分09秒

9 5007 寺嶋陽菜 ﾃﾗｼﾏﾋﾅ 島根 揖屋小学校 4分13秒

10 5026 川上小雪 ｶﾜｶﾐｺﾕｷ 島根 SPORTIVOひがしいずも 4分20秒

11 5005 持田かのん ﾓﾁﾀﾞｶﾉﾝ 島根 津田小学校 4分20秒

12 5008 木村里穂 ｷﾑﾗﾘﾎ 島根 川津小学校 4分20秒

13 5003 畑野リサ ﾊﾀﾉﾘｻ 島根 母衣小学校 4分23秒

14 5010 福間菜々子 ﾌｸﾏﾅﾅｺ 島根 古志原小学校 4分26秒

15 5032 柿木あかね ｶｷﾉｷｱｶﾈ 島根 津田小学校 4分27秒

16 5035 中村 育海 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 鳥取 米子陸上クラブ 4分29秒

17 5006 佐々木りこ ｻｻｷﾘｺ 島根 宍道小学校 4分31秒

18 5031 越野りほ ｺｼﾉﾘﾎ 島根 意東小学校 4分31秒

19 5025 山本祐菜 ﾔﾏﾓﾄﾕｳﾅ 島根 意東小学校 4分32秒

20 5019 大島悠奈 ｵｵｼﾏﾊﾙﾅ 島根 平田小学校 4分33秒

21 5017 三浦万奈 ﾐｳﾗﾏﾅ 島根 城北小学校 4分36秒

22 5021 金田悠楓 ｶﾈﾀﾞﾊﾙｶ 島根 中央小学校 4分36秒

23 5020 河野ひかる ｺｳﾉﾋｶﾙ 島根 荘原小学校 4分37秒

24 5028 加藤夏萌 ｶﾄｳﾅﾂﾒ 島根 平田小学校 4分39秒

25 5024 加藤優奈 ｶﾄｳﾕｳﾅ 島根 SPORTIVOひがしいずも 4分42秒

26 5034 大坂香澄 ｵｵｻｶｶｽﾐ 島根 母衣小学校 4分42秒

27 5018 足立茉弥 ｱﾀﾞﾁﾏﾔ 島根 母衣小学校 4分48秒

28 5004 恩田直佳 ｵﾝﾀﾞﾅｵｶ 島根 忌部小学校 4分48秒

29 5022 角橋花南 ｶﾄﾞﾊｼﾊﾅ 島根 城北小学校 4分51秒

30 5029 金田　悠花 ｶﾈﾀﾞ ﾕｳｶ 島根 八雲小学校 4分52秒

31 5040 松尾 桜子 ﾏﾂｵ ｻｸﾗｺ 島根 城北小学校 4分54秒

32 5015 吉野夏泉 ﾖｼﾉﾅﾂﾐ 島根 母衣小学校 5分00秒

33 5043 新井 依央理 ﾆｲｲ ｲｵﾘ 島根 5分03秒

34 5037 森脇 みつき ﾓﾘﾜｷ ﾐﾂｷ 島根 5分06秒

35 5002 福田歩未 ﾌｸﾀﾞｱﾕﾐ 島根 生馬小学校 5分08秒

36 5023 青戸和奏 ｱｵﾄﾜｶﾅ 島根 島根小学校 5分09秒

37 5011 田村朱里 ﾀﾑﾗｱｶﾘ 島根 朝酌小学校 5分25秒

38 5033 山本愛華 ﾔﾏﾓﾄｱｲｶ 島根 揖屋小学校 5分28秒

第３６回まつえレディースハーフマラソン
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25 ・ Ⅳ部 ちびっこマラソン5年男子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 5550 松崎　唯斗 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｲﾄ 島根 奥出雲町立鳥上小学校 3分31秒
2 5501 伊藤蒼唯 ｲﾄｳｱｵｲ 島根 神戸川小学校 3分32秒
3 5507 国谷　爽 ｸﾆﾀﾆ ｿｳ 鳥取 伯仙小学校 3分40秒
4 5503 澤田和哉 ｻﾜﾀﾞｶｽﾞﾔ 島根 布部小学校 3分41秒
5 5521 栗原拓也 ｸﾘﾊﾗﾀｸﾔ 島根 川津小学校 3分45秒
6 5546 井原木悠人 ｲﾊﾗｷﾞﾕｳﾄ 島根 城東ふなつきFC 3分46秒

7 5543 山木伸一郎 ﾔﾏｷｼﾝｲﾁﾛｳ 島根 宍道小学校 3分46秒

8 5561 藤原 隆星 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根 雲南市立掛合小学校 3分46秒

9 5551 金坂　直樹 ｶﾈｻｶ ﾅｵｷ 島根 城東ふなつきFC 3分48秒

10 5549 勝部　泰生 ｶﾂﾍﾞ ﾀｲｾｲ 島根 松江市立出雲郷小学校 3分48秒

11 5515 田中隆太 ﾀﾅｶﾘｭｳﾀ 島根 内中原小学校 3分49秒

12 5509 田中冴樹 ﾀﾅｶｻﾂｷ 島根 RUN忍ぐ～！ 3分50秒

13 5553 景山　慎平 ｶｹﾞﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 島根 3分52秒

14 5523 糸賀千晃 ｲﾄｶﾞﾁｱｷ 島根 法吉小学校 3分53秒

15 5502 三嶋慧斗 ﾐｼﾏｹｲﾄ 島根 出東小学校 3分53秒

16 5524 植田竜星 ｳｴﾀﾞﾘｭｳｾｲ 鳥取 八郷小学校 3分54秒

17 5544 小川准祐 ｵｶﾞﾜｼｭﾝｽｹ 島根 大庭小学校 3分57秒

18 5512 吉田圭吾 ﾖｼﾀﾞｹｲｺﾞ 島根 乃木小学校 3分57秒

19 5563 藤本 康生 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｾｲ 島根 中央小学校 3分58秒

20 5529 舟越卓也 ﾌﾅｺｼﾀｸﾔ 島根 城東ふなつきFC 4分00秒

21 5552 高野　翔大 ｺｳﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 島根 塩冶小学校 4分00秒

22 5535 青山凌大 ｱｵﾔﾏﾘｮｳﾀ 島根 恵曇小学校 4分02秒

23 5510 関　黎音 ｾｷﾚｵﾄ 島根 城東ふなつきFC 4分04秒

24 5522 錦織龍輝 ﾆｼｺｵﾘﾘｭｳｷ 島根 城北小学校 4分05秒

25 5548 安達誠太 ｱﾀﾞﾁｾｲﾀ 島根 川津小学校 4分05秒

26 5520 広瀬優太朗 ﾋﾛｾﾕｳﾀﾛｳ 島根 川津小学校 4分06秒

27 5532 大森利哉 ｵｵﾓﾘﾄｼﾔ 島根 内中原小学校 4分06秒

28 5533 渡部太翔 ﾜﾀﾅﾍﾞﾋﾛﾄ 島根 意東小学校 4分07秒

29 5519 古川直輝 ﾌﾙｶﾜﾅｵｷ 島根 城東ふなつきFC 4分11秒

30 5516 坪内一真 ﾂﾎﾞｳﾁｶｽﾞﾏ 島根 城東ふなつきFC 4分11秒

31 5565 田中 秀磨 ﾀﾅｶ ｼｭｳﾏ 島根 内中原小 4分12秒

32 5557 八壁亮汰 ﾔｶﾍﾞﾘｮｳﾀ 島根 大庭小学校 4分14秒

33 5559 武部文哉 ﾀｹﾍﾞﾌﾐﾔ 島根 中央小学校 4分17秒

34 5505 井上夏樹 ｲﾉｳｴﾅﾂｷ 島根 意東小学校 4分17秒

35 5564 岸 大智 ｷｼ ﾀﾞｲﾁ 島根 西野小学校 4分17秒

36 5566 谷 昂紀 ﾀﾆ ｺｳｷ 島根 4分22秒

37 5506 仁井谷壮彌 ﾆｲﾀﾆｿｳﾔ 島根 母衣小学校 4分23秒

38 5530 権代虎太朗 ｺﾞﾝﾀﾞｲｺﾀﾛｳ 島根 津田小学校 4分25秒

39 5511 河野大地 ｺｳﾉﾀﾞｲﾁ 島根 母衣小学校 4分25秒

40 5526 木村俊大 ｷﾑﾗｼｭﾝﾀ 島根 城東サッカー 4分26秒

41 5527 坪内友和 ﾂﾎﾞｳﾁﾄﾓｶｽﾞ 島根 城北小学校 4分28秒

42 5542 原　有弥 ﾊﾗ ﾕｳﾔ 島根 朝酌小学校 4分28秒

43 5514 髙木波音 ﾀｶｷﾞﾅｵﾄ 島根 4分29秒

44 5525 松本祥太 ﾏﾂﾓﾄｼｮｳﾀ 島根 意東小学校 4分30秒

45 5518 荒川壱之介 ｱﾗｶﾜｲﾁﾉｽｹ 島根 母衣小学校 4分32秒

46 5555 狩森　裕 ｶﾘﾓﾘ ﾕﾀｶ 島根 津田小学校 4分34秒

47 5531 尾原大希 ｵﾊﾞﾗﾀﾞｲｷ 島根 内中原小学校 4分34秒

48 5536 高橋隼人 ﾀｶﾊｼﾊﾔﾄ 島根 城東ふなつきFC 4分37秒

49 5541 森山翔琉 ﾓﾘﾔﾏｶｹﾙ 島根 揖屋小学校 4分44秒

50 5513 舩木尚叶 ﾌﾅｷﾀｶﾄ 島根 城東ふなつきFC 4分45秒
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順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考

第３６回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2015/3/15

51 5534 吉元拓斗 ﾖｼﾓﾄﾀｸﾄ 鳥取 チームビバ☆ランJr. 4分47秒

52 5554 米原　康平 ﾖﾈﾊﾗ ｺｳﾍｲ 島根 母衣小学校 4分48秒

53 5560 小澤直正 ｵｻﾞﾜﾅｵﾏｻ 島根 中央小学校 4分51秒

54 5517 田村允人 ﾀﾑﾗﾏｻﾄ 鳥取 明道小学校 4分51秒

55 5547 岡本直也 ｵｶﾓﾄﾅｵﾔ 島根 内中原小学校 5分01秒

56 5528 猪子陽太 ｲﾉｺﾖｳﾀ 島根 中央小学校 5分04秒

57 5545 門脇　丈 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾞｮｳ 島根 内中原小学校 5分11秒

58 5556 細田輪空 ﾎｿﾀﾞﾘｸ 島根 持田小学校 5分13秒

59 5508 吉廣虹軌 ﾖｼﾋﾛｺｳｷ 島根 母衣小学校 5分13秒

60 5540 吉田光騎 ﾖｼﾀﾞｺｳｷ 島根 法吉小学校 5分14秒

61 5504 恩田匡杜 ｵﾝﾀﾞﾏｻﾄ 島根 津田小学校 5分24秒



26 ・ Ⅳ部 ちびっこマラソン6年女子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 6029 門脇 優夢 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕﾒ 鳥取 北条ロケッツ 3分36秒
2 6019 渡部　鈴夏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞｶ 島根 出雲市立荒木小学校 3分42秒
3 6010 佐々木飛南 ｻｻｷﾋﾅ 鳥取 米子陸上クラブ 3分45秒
4 6004 元上一葉 ﾓﾄｶﾐｶｽﾞﾊ 島根 乃木小学校 3分45秒
5 6017 景山実樹 ｶｹﾞﾔﾏﾐｷ 島根 乃木小学校 3分52秒
6 6007 松本瑠々菜 ﾏﾂﾓﾄﾙﾙﾅ 島根 伊野アスリートクラブJr. 3分52秒

7 6014 三代佳奈 ﾐｼﾛｶﾅ 島根 本庄ブルーウェーブ 3分55秒

8 6008 植田萌恵 ｳｴﾀﾞﾓｴ 鳥取 八郷小学校 3分56秒

9 6016 津森あすか ﾂﾓﾘｱｽｶ 島根 本庄ブルーウェーブ 3分59秒

10 6018 北窓玲奈 ｷﾀﾏﾄﾞﾚﾅ 鳥取 米子陸上クラブ 4分01秒

11 6031 小西菜奈美 ｺﾆｼﾅﾅﾐ 4分02秒

12 6027 石橋 舞 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｲ 島根 四絡小 4分05秒

13 6022 中士代実咲 ﾁｭｳｼﾀﾞｲﾐｻｷ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分07秒

14 6013 野津志優実 ﾉﾂｼｭｳﾐ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分08秒

15 6012 野津百恵李 ﾉﾂﾓﾈﾘ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分11秒

16 6030 牛尾 結香 ｳｼｵ ﾕｲｶ 島根 国府小 4分11秒

17 6002 福間涼子 ﾌｸﾏﾘｮｳｺ 島根 神戸川小学校 4分16秒

18 6011 門脇野乃歌 ｶﾄﾞﾜｷﾉﾉｶ 島根 伊野小学校 4分17秒

19 6001 堀尾月奈 ﾎﾘｵﾙﾅ 鳥取 福生西小学校 4分19秒

20 6006 森本紗羅 ﾓﾘﾓﾄｻﾗ 島根 出雲郷小学校 4分21秒

21 6023 金坂成華 ｶﾈｻｶﾅﾙｶ 島根 大野小学校 4分21秒

22 6026 田中 夏鈴 ﾀﾅｶ ｶﾘﾝ 島根 揖屋小学校 4分22秒

23 6025 小田衣織 ｵﾀﾞｲｵﾘ 島根 母衣小学校 4分27秒

24 6015 家塚未来 ｲｴﾂｶﾐｸ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分30秒

25 6021 佐川　花野 ｻｶﾞﾜ ｶﾉ 鳥取 米子陸上クラブ 4分42秒

26 6005 遠藤愛梨 ｴﾝﾄﾞｳｱｲﾘ 島根 乃木小学校 5分26秒
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27 ・ Ⅳ部 ちびっこマラソン6年男子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 6502 忰部涼太 ﾊｾﾍﾞﾘｮｳﾀ 島根 八雲小学校 3分25秒
2 6520 斉木 優真 ｻｲｷ ﾕｳﾏ 鳥取 米子陸上クラブ 3分26秒
3 6510 遠藤新大 ｴﾝﾄﾞｳｱﾗﾀ 鳥取 米子陸上クラブ 3分27秒
4 6511 木佐亮太 ｷｻﾘｮｳﾀ 島根 平田陸上教室 3分27秒
5 6501 香川太一 ｶｶﾞﾜﾀｲﾁ 広島 高須小学校 3分30秒
6 6514 加藤　巧 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 鳥取 彦名小学校 3分34秒

7 6503 多久和　秀 ﾀｸﾜ ｼｭｳ 島根 中央小学校 3分34秒

8 6513 原　暖人 ﾊﾗ ﾊﾙﾄ 島根 西日登小学校 3分35秒

9 6508 金津　蓮 ｶﾅﾂ ﾚﾝ 島根 城北小学校 3分36秒

10 6519 土江 創太 ﾂﾁｴ ｿｳﾀ 島根 内中原小学校 3分41秒

11 6507 佐々木悠翔 ｻｻｷﾕｳﾄ 島根 揖屋小学校 3分50秒

12 6517 太田皐月 ｵｵﾀｻﾂｷ 島根 出雲郷小学校 3分52秒

13 6506 林　駿磨 ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾏ 島根 城東ふなつきFC 3分58秒

14 6504 落合翔太 ｵﾁｱｲｼｮｳﾀ 島根 城東ふなつきFC 3分58秒

15 6516 鵜飼　希海 ｳｶｲ ﾉｿﾞﾐ 島根 Rise.jvc 3分59秒

16 6515 坪田　直弥 ﾂﾎﾞﾀ ﾅｵﾔ 島根 揖屋小学校 3分59秒

17 6512 庄原意晃 ｼｮｳﾊﾞﾗﾖｼｱｷ 島根 城北小学校 4分05秒

18 6505 實重光成 ｻﾈｼｹﾞﾐﾂﾅﾘ 島根 中央小学校 4分16秒

19 6509 坪倉和太 ﾂﾎﾞｸﾗｶﾝﾀ 島根 城北小学校 4分25秒
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