
20 ・ 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 1045 青山　紗羽 ｱｵﾔﾏ ｻﾜ 島根 佐太小学校 4分41秒

2 1019 永見　杏花 ﾅｶﾞﾐ ｷｮｳｶ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分53秒

3 1038 森脇　舞 ﾓﾘﾜｷ ﾏｲ 島根 古江小学校 4分56秒

4 1026 福間　芽依 ﾌｸﾏ ﾒｲ 島根 玉湯小学校 5分01秒

5 1024 柳原　花南 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶﾅﾝ 島根 津田小学校 5分08秒

6 1039 松尾　栞里 ﾏﾂｵ ｼｵﾘ 島根 島大附属小学校 5分10秒

7 1003 田川 澪 ﾀｶﾞﾜ ﾚｲ 島根 5分10秒

8 1041 松本　眞依 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｲ 島根 美保関小学校 5分13秒

9 1030 立花　乃愛 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉｱ 島根 嵩の森バレーボールクラブ 5分15秒

10 1043 鳥谷　陽南 ﾄﾔ ﾋﾅﾀ 島根 竹矢小学校 5分15秒

11 1018 押川　美月 ｵｼｶﾜ ﾐﾂﾞｷ 島根 乃木小学校 5分15秒

12 1001 藤原 奈佑 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾕ 島根 乃木小学校 5分15秒

13 1023 藤原　繭絆 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾕｷ 島根 津田小学校 5分20秒

14 1029 忰部　茜 ﾊｾﾍﾞ ｱｶﾈ 島根 八雲小学校 5分21秒

15 1046 青山　千秋 ｱｵﾔﾏ ﾁｱｷ 島根 鹿島小学校 5分23秒

16 1031 園山　環 ｿﾉﾔﾏ ﾒｸﾞﾙ 島根 津田小学校 5分26秒

17 1007 森脇 寧音 ﾓﾘﾜｷ ﾈﾈ 島根 忌部小学校 5分26秒

18 1015 森山　愛望 ﾓﾘﾔﾏ ｱﾐ 島根 川津小学校 5分27秒

19 1022 藤原　瑞絆 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 島根 津田小学校 5分27秒

20 1032 石川　佳弥音 ｲｼｶﾜ ｶﾔﾈ 島根 川津小学校 5分32秒

21 1013 三成　望 ﾐﾅﾘ ﾏﾄﾞｶ 島根 津田小学校 5分36秒

22 1017 吉高　愛 ﾖｼﾀｶ ｱｲ 鳥取 加茂小学校 5分36秒

23 1006 上田 実叶 ｳｴﾀﾞ ﾐﾄ 島根 古志原小学校 5分37秒

24 1021 梶原　心愛 ｶｼﾞﾊﾗ ｺｺｱ 島根 津田小学校 5分42秒

25 1034 門脇　琉加 ｶﾄﾞﾜｷ ﾙｶ 島根 古江小学校 5分47秒

26 1009 足立　理桜 ｱﾀﾞﾁ ﾘｵ 島根 松江市立津田小学校 5分48秒

27 1016 竹邊　絢 ﾀｹﾍﾞ ｱﾔ 島根 母衣小学校 5分50秒

28 1020 平野　花 ﾋﾗﾉ ﾊﾅ 島根 川津小学校 5分54秒

29 1037 青戸　心春 ｱｵﾄ ｺｺﾊ 島根 津田キャリッド 6分05秒

30 1002 山根 こころ ﾔﾏﾈ ｺｺﾛ 島根 母衣小学校 6分06秒

31 1044 広瀬　夏鈴 ﾋﾛｾ ｶﾘﾝ 島根 附属小学校 6分07秒

32 1036 中村　果穂 ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ 島根 乃木小学校 6分09秒

33 1025 井上　結梨 ｲﾉｳｴ ﾕﾘ 島根 鹿島東小学校 6分19秒

34 1027 堀田　雛愛 ﾎｯﾀ ﾋﾅ 島根 出雲郷小学校 6分24秒

35 1040 前野　心都 ﾏｴﾉ ｺﾄ 島根 島根大学教育学部附属小学校 6分33秒

36 1042 陰山　珠京 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾏｷ 島根 母衣小学校 6分33秒

37 1011 宮廻　咲空 ﾐﾔｻﾞｺ ｻｸ 島根 鹿島東小学校 6分35秒

38 1033 井上　陽万浬 ｲﾉｳｴ ﾋﾏﾘ 島根 川津小学校 6分43秒

39 1028 谷口　真桜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 島根 八雲小学校 6分48秒

40 1010 井上　マナホ ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾎ 島根 6分50秒

41 1008 金森　桃香 ｶﾅﾓﾘ ﾓﾓｶ 島根 津田小学校 6分55秒

42 1035 田中　千尋 ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ 島根 母衣小学校 6分56秒

43 1004 壽山 さくら ｼﾞｭﾔﾏ ｻｸﾗ 島根 中央小学校 7分24秒

44 1014 二岡　湖都 ﾌﾀｵｶ ｺﾄ 島根 母衣小学校 7分25秒
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21 ・ 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 1556 佐々木　泰志 ｻｻｷ ﾀｲｼ 島根 長久小学校 4分26秒

2 1514 金山　匠 ｶﾅﾔﾏ ﾀｸﾐ 島根 島大附属小学校 4分27秒

3 1503 松田 快大 ﾏﾂﾀﾞ ｶｲﾄ 兵庫 北浜ＪＲＣ 4分28秒

4 1504 日野 颯 ﾋﾉ ﾊﾔﾃ 島根 チーム四中校区 4分35秒

5 1529 原田　奏允 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾏ 島根 松江市立法吉小学校 4分36秒

6 1502 江尻 夢叶 ｴｼﾞﾘ ﾕｳﾄ 島根 西野小学校 4分39秒

7 1536 飯島　蒼介 ｲｲｼﾞﾏ ｿｳｽｹ 島根 城北小学校 4分39秒

8 1557 石倉　仁晴 ｲｼｸﾗ ｼﾞﾝｾｲ 島根 美保関小学校 4分39秒

9 1522 中川　航 ﾅｶｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 島根 附属小学校 4分45秒

10 1512 中谷　謙斗 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝﾄ 島根 中央小学校 4分46秒

11 1544 森山　優斗 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ 島根 塩冶小学校 4分47秒

12 1563 林　佑史朗 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾛｳ 島根 出雲市立西野小学校 4分47秒

13 1510 松本　悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 鳥取 岸本小学校 4分49秒

14 1515 曽田　桜輔 ｿﾀ ｵｳｽｹ 島根 津田小学校 4分52秒

15 1539 鹿野　舜晴 ｼｶﾉ ｼｭﾝｾｲ 島根 内中原小学校 4分52秒

16 1525 多根　大翔 ﾀﾈ ﾋﾛﾄ 島根 雲南市立木次小学校 4分57秒

17 1541 宮能　煌大 ﾐﾔﾉ ｺｳﾀﾞｲ 島根 内中原小学校 4分59秒

18 1527 森田　大翔 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾄ 島根 内中原小学校 4分59秒

19 1528 岩下　真之 ｲﾜｼﾀ ﾏｻﾕｷ 島根 内中原小学校 5分00秒

20 1516 鍜冶　煌翔 ｶｼﾞ ｷﾗﾄ 島根 鹿島東小学校 5分04秒

21 1538 三船　颯斗 ﾐﾌﾈ ﾊﾔﾄ 島根 内中原小学校 5分06秒

22 1540 宮能　大誠 ﾐﾔﾉ ﾀｲｾｲ 島根 内中原小学校 5分06秒

23 1547 舛谷　隆太 ﾏｽﾀﾆ ﾘｭｳﾀ 島根 持田小学校 5分06秒

24 1520 門脇　一路 ｶﾄﾞﾜｷ ｲﾁﾛ 島根 乃木小学校 5分07秒

25 1537 山本　新汰 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗﾀ 島根 鹿島東小学校 5分08秒

26 1505 坂根 源 ｻｶﾈ ﾊｼﾞﾒ 島根 中央小学校 5分09秒

27 1518 山村　悠人 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾄ 島根 法吉小学校 5分10秒

28 1550 森脇　陸 ﾓﾘﾜｷ ﾘｸ 島根 乃木小学校 5分11秒

29 1552 安部　大翔 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 島根 雑賀小学校 5分12秒

30 1509 奥原 望 ｵｸﾊﾗ ﾉｿﾞﾑ 島根 中央小学校 5分15秒

31 1548 安部　康士郎 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 鳥取 明道小学校 5分15秒

32 1551 多々納　奏仁 ﾀﾀﾉ ｶﾅﾄ 島根 生馬小学校 5分17秒

33 1513 黒田　悠翔 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾄ 島根 塩冶小学校 5分17秒

34 1523 立原　可惟 ﾀﾁﾊﾗ ｶｲ 島根 津田小学校 5分18秒

35 1508 錦織 大悟 ﾆｼｺﾘ ﾀﾞｲｺﾞ 島根 城北小学校 5分20秒

36 1545 森田　響介 ﾓﾘﾀ ｷｮｳｽｹ 島根 法吉小学校 5分21秒

37 1507 山根 蒼空 ﾔﾏﾈ ｿﾗ 島根 西野小学校 5分22秒

38 1535 新宮　蒼星 ｼﾝｸﾞｳ ｿﾗ 島根 玉湯小学校 5分23秒

39 1511 高橋　隼 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 島根 城北小学校 5分27秒

40 1546 土江　琉生 ﾂﾁｴ ﾙｲ 島根 松江市立佐太小学校 5分28秒

41 1501 小出 颯人 ｺｲﾃﾞ ﾊﾔﾄ 島根 チーム颯人 5分28秒

42 1526 齋藤　卓巳 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 島根 大庭小学校 5分28秒

43 1521 是津　和希 ｾﾞﾂ ｶｽﾞｷ 島根 松江市立内中原小学校 5分36秒

44 1524 宮廻　祐太朗 ﾐﾔｻﾞｺ ﾕｳﾀﾛｳ 島根 内中原小学校 5分38秒

45 1554 渡邉　仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 島根 島根大附属小学校 5分41秒

46 1530 松本　悠太郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 島根 川津小学校 5分43秒

47 1531 浅野　堅斗 ｱｻﾉ ｹﾝﾄ 島根 松江市立津田小学校 5分45秒

48 1532 澤田　海斗 ｻﾜﾀﾞ ｶｲﾄ 島根 内中原小学校 5分48秒

49 1534 本庄　勇雅 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｶﾞ 島根 法吉小学校 5分48秒

第39回まつえレディースハーフマラソン
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21 ・ 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
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50 1519 中西　哲志 ﾅｶﾆｼ ﾃﾂｼ 鳥取 倉吉市立河北小学校 5分52秒

51 1555 山影　太壱 ﾔﾏｶｹﾞ ﾀｲﾁ 島根 玉湯小学校 5分52秒

52 1560 長尾　颯太 ﾅｶﾞｵ ｿｳﾀ 島根 法吉小学校 5分54秒

53 1561 御神本　雪也 ﾐｶﾓﾄ ﾕｷﾔ 島根 城北小学校 5分55秒

54 1559 竹内　尊耶 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾔ 島根 母衣小学校 5分55秒

55 1517 米田　悠真 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳﾏ 島根 川津小学校 6分00秒

56 1506 藤井 仁翔 ﾌｼﾞｲ ｼﾞﾝﾄ 島根 中央小学校 6分02秒

57 1543 福井　涼太 ﾌｸｲ ﾘｮｳﾀ 島根 松江市立城北小学校 6分04秒

58 1553 新田　奏空 ﾆｯﾀ ｿﾗ 島根 広瀬小学校 6分04秒

59 1549 福間　匠悟 ﾌｸﾏ ｼｮｳｺﾞ 島根 宍道小学校 6分04秒

60 1533 下宮　大輝 ｼﾓﾐﾔ ﾀﾞｲｷ 島根 松江養護学校 7分14秒



22 ・ 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 2002 日野 夏愛 ﾋﾉ ｶﾅ 島根 チーム四中校区 4分09秒

2 2003 藤村 心澄葉 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺﾄﾊ 広島 ＣＨＡＳＫＩ 4分24秒

3 2021 藤田　ひかり ﾌｼﾞﾀ ﾋｶﾘ 島根 忌部ウィンキッズ 4分31秒

4 2007 浦栃 のどか ｳﾗﾄﾁ ﾉﾄﾞｶ 島根 法吉小学校 4分34秒

5 2009 勝部 瑶望 ｶﾂﾍﾞ ﾀﾏﾐ 島根 阿用小学校 4分34秒

6 2018 加藤　絢萌 ｶﾄｳ ｱﾔﾒ 島根 出雲市立平田小学校 4分38秒

7 2035 佐藤　晏実 ｻﾄｳ ｱﾐ 島根 津田キャリッド 4分40秒

8 2029 西田　真優 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾕ 岡山 西江原小学校 4分41秒

9 2017 内田　理良 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾗ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分41秒

10 2023 沼田　茜 ﾇﾏﾀ ｱｶﾈ 鳥取 米子陸上クラブ 4分42秒

11 2019 佐々木　凛杏 ｻｻｷ ﾘｱ 鳥取 渡小学校 4分44秒

12 2050 石田　愛璃 ｲｼﾀﾞ ﾏﾘ 島根 中央レッドハーツ 4分45秒

13 2044 犬山　琴絵 ｲﾇﾔﾏ ｺﾄｴ 島根 内中原小学校 4分46秒

14 2006 大櫃 みなみ ｵｵﾋﾞﾂ ﾐﾅﾐ 鳥取 4分47秒

15 2025 塩野　莉子 ｼｵﾉ ﾘｺ 島根 八雲小学校 4分50秒

16 2005 上野 莉緒 ｳｴﾉ ﾘｵ 島根 5分00秒

17 2022 福田　莉子 ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ 島根 松江市立古志原小学校 5分01秒

18 2014 中井　梨理香 ﾅｶｲ ﾘﾘｶ 島根 内中原小学校 5分02秒

19 2055 石橋　莉子 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｺ 島根 鹿島小学校 5分03秒

20 2015 福間　桃香 ﾌｸﾏ ﾓﾓｶ 島根 竹矢小学校 5分05秒

21 2049 石田　結璃 ｲｼﾀﾞ ﾕﾘ 島根 中央レッドハーツ 5分06秒

22 2001 高田 結衣 ﾀｶﾀ ﾕｲ 島根 持田小学校 5分10秒

23 2016 佐野　帆奏 ｻﾉ ﾎﾉｶ 島根 5分11秒

24 2038 松下　美結 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾕ 島根 母衣小学校 5分11秒

25 2041 古藤　彩心 ｺﾄｳ ｱｺ 島根 川津小学校 5分11秒

26 2047 松尾　和菜 ﾏﾂｵ ﾅｽﾞﾅ 兵庫 西宮市立段上小学校 5分12秒

27 2036 佐藤　真実 ｻﾄｳ ﾏﾐ 島根 津田キャリッド 5分12秒

28 2034 宮里　花 ﾐﾔｻﾄ ﾊﾅ 島根 城北小学校 5分13秒

29 2053 水　あかり ﾐｽﾞ ｱｶﾘ 島根 松江市立持田小学校 5分14秒

30 2040 岩﨑　美紅 ｲﾜｻｷ ﾐｸ 島根 津田キャリッド 5分14秒

31 2056 石田　鈴 ｲｼﾀﾞ ｽｽﾞ 島根 乃木小学校 5分15秒

32 2043 吉岡　桜 ﾖｼｵｶ ｻｸﾗ 島根 湖北ファイターズ 5分17秒

33 2024 花吉　詩南 ﾊﾅﾖｼ ｳﾀﾅ 島根 内中原小学校 5分17秒

34 2028 高橋　夢叶 ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ 島根 松江市立母衣小学校 5分17秒

35 2004 仲佐 ゆめ ﾅｶｻ ﾕﾒ 島根 5分19秒

36 2046 大西　沙弥 ｵｵﾆｼ ｻﾔ 島根 美保関小学校 5分19秒

37 2008 母里 彩華 ﾓﾘ ｱﾔｶ 島根 母衣小学校 5分20秒

38 2020 小笹　柚葉 ｵｻﾞｻ ﾕｽﾞﾊ 島根 母衣小学校 5分22秒

39 2033 片山　由唯 ｶﾀﾔﾏ ﾕｲ 島根 母衣小学校 5分24秒

40 2031 小灘　百花 ｺﾅﾀﾞ ﾓﾓｶ 島根 来待小学校 5分31秒

41 2027 渡部　碧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 島根 古志原小学校 5分32秒

42 2045 土居　ゆうき ﾄﾞｲ ﾕｳｷ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 5分38秒

43 2054 舩越　真菜 ﾌﾅｺｼ ﾏﾅ 島根 八雲小学校 5分39秒

44 2042 地田　好 ﾁﾀﾞ ｺﾉﾐ 島根 古江小学校 5分40秒

45 2039 狩野　光稀 ｶﾘﾉ ﾐﾂｷ 島根 松江市立内中原小学校 5分41秒

46 2037 浜村　優衣 ﾊﾏﾑﾗ ﾕｲ 島根 佐太小学校 5分50秒

47 2052 後藤　望紗姫 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 島根 母衣小学校 5分52秒

48 2051 橋本　紗英 ﾊｼﾓﾄ ｻｴ 島根 古江小学校 5分57秒

49 2013 矢田　悠乃 ﾔﾀﾞ ﾊﾙﾉ 島根 津田小学校 6分02秒

第39回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2018/3/18



22 ・ 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

第39回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2018/3/18

50 2010 山根 千果 ﾔﾏﾈ ﾁｶ 島根 6分09秒

51 2032 藤田　菜央 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ 島根 城北小学校 6分10秒

52 2011 高野　奈優 ﾀｶﾉ ﾅﾕ 島根 乃木小学校 6分14秒

53 2048 岡田　悠 ｵｶﾀﾞ ﾕｳ 島根 中央レッドハーツ 6分16秒

54 2012 井上　愛來 ｲﾉｳｴ ｱｲﾗ 島根 6分16秒

55 2030 山田　繭 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕ 島根 母衣小学校 6分16秒

56 2026 井下　恵奈 ｲﾉｼﾀ ｴﾅ 島根 美保関小学校 6分16秒



23 ・ Ⅳ部ちびっこﾏﾗｿﾝ2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 2527 村松　翼 ﾑﾗﾏﾂ ﾂﾊﾞｻ 島根 川津小学校 3分59秒

2 2508 遠藤 心 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝ 鳥取 成実小学校 3分59秒

3 2506 梶谷 亮輔 ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ 島根 雑賀小学校 4分02秒

4 2510 森脇 秀太 ﾓﾘﾜｷ ｼｭｳﾀ 島根 美保関小学校 4分03秒

5 2524 杉谷　優太 ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｳﾀ 島根 内中原小学校 4分14秒

6 2551 石川　駿也 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾔ 島根 内中原小学校 4分16秒

7 2555 秦　聖真 ﾊﾀ ｼｮｳﾏ 島根 出雲郷小学校 4分16秒

8 2504 狩野 敬太 ｶﾘﾉ ｹｲﾀ 島根 三刀屋小学校 4分19秒

9 2569 戸松　由羅 ﾄﾏﾂ ﾕﾗ 鳥取 稲葉山小学校 4分21秒

10 2564 福田　悠晟 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根 松江市立生馬小学校 4分22秒

11 2570 後藤　拓真 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ 島根 4分24秒

12 2529 松近　歩 ﾏﾂﾁｶ ｱﾕﾐ 島根 八雲小学校 4分25秒

13 2539 板垣　櫂大 ｲﾀｶﾞｷ ｶｲﾄ 島根 八雲小学校 4分26秒

14 2544 岩見　侑太朗 ｲﾜﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 島根 本庄小学校 4分33秒

15 2525 杉原　陽向 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｭｳｶﾞ 島根 川津小学校 4分36秒

16 2550 佐藤　楽ノ亮 ｻﾄｳ ﾗｸﾉｽｹ 島根 西野小学校 4分36秒

17 2553 永田　翔太 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳﾀ 島根 津田FC 4分37秒

18 2538 徳田　創史 ﾄｸﾀﾞ ｿｳｼ 島根 母衣小学校 4分38秒

19 2516 野田　哲士 ﾉﾀﾞ ﾃﾂｼ 島根 古志原小学校 4分39秒

20 2519 金坂　達矢 ｶﾈｻｶ ﾀﾂﾔ 島根 川津小学校 4分39秒

21 2573 村田　東一 ﾑﾗﾀ ﾊﾙｲﾁ 島根 大庭小学校 4分39秒

22 2536 石倉　伸 ｲｼｸﾗ ｼﾝ 島根 内中原小学校 4分40秒

23 2531 高田　李玖 ﾀｶﾀ ﾘｸ 島根 松江市立内中原小学校 4分41秒

24 2557 荒川　裕亮 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 島根 竹矢小学校 4分43秒

25 2503 片寄 悠太 ｶﾀﾖｾ ﾕｳﾀ 島根 三刀屋小学校 4分44秒

26 2507 江角 暁人 ｴｽﾐ ｱｷﾄ 島根 大社小学校 4分45秒

27 2549 角　眞之介 ｽﾐ ｼﾝﾉｽｹ 島根 竹矢小学校 4分46秒

28 2546 筒井　優斗 ﾂﾂｲ ﾕｳﾄ 島根 乃木小学校 4分46秒

29 2502 堀内 泰佑 ﾎﾘｳﾁ ﾀｲｽｹ 島根 4分47秒

30 2535 祝原　元気 ｲﾜｲﾊﾞﾗ ｹﾞﾝｷ 島根 川津小学校 4分48秒

31 2526 石原　輝 ｲｼﾊﾗ ﾋｶﾙ 島根 川津小学校 4分50秒

32 2534 福本　悠太 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾀ 島根 内中原小学校 4分51秒

33 2548 佐々木　翼 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ 島根 安来市立十神小学校 4分52秒

34 2513 門脇　優成 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳｾｲ 島根 4分53秒

35 2521 吉岡　拓哉 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ 島根 津田小学校 4分53秒

36 2554 亀岡　仁雄 ｶﾒｵｶ ﾆｵ 島根 津田小学校 4分54秒

37 2542 森井　淳 ﾓﾘｲ ｼﾞｭﾝ 島根 松江市立持田小学校 4分54秒

38 2505 國頭 尚暉 ｸﾆﾄｳ ﾅｵｷ 島根 松江市立雑賀小学校 4分55秒

39 2515 広山　豊 ﾋﾛﾔﾏ ﾕﾀｶ 島根 津田小学校 4分57秒

40 2543 中沢　陽向 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 島根 津田小学校 4分58秒

41 2572 江角　尚人 ｴｽﾐ ﾅｵﾄ 島根 法吉小学校 5分00秒

42 2568 林　亮成 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｾｲ 島根 附属小学校 5分01秒

43 2522 江角　大智 ｴｽﾐ ﾀﾞｲﾁ 島根 本庄小学校 5分03秒

44 2563 後長　遼太朗 ｺﾞﾁｮｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根 津田小学校 5分04秒

45 2528 小出　剛史 ｺｲﾃﾞ ﾂﾖｼ 島根 出雲郷小学校 5分04秒

46 2560 三島　悠大 ﾐｼﾏ ﾕｳﾄ 島根 Rise.JVC 5分05秒

47 2556 山﨑　慎太朗 ﾔﾏｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 佐太小学校 5分08秒

48 2537 石田　孝介 ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 島根 5分09秒

49 3515 進藤　鏡馬 ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳﾏ 島根 生馬小学校 5分09秒

第39回まつえレディースハーフマラソン
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Data:2018/3/18



23 ・ Ⅳ部ちびっこﾏﾗｿﾝ2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

第39回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2018/3/18

50 2541 高橋　和希 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 島根 母衣小学校 5分11秒

51 2512 伯田　爽輔 ﾊｸﾀ ｿｳｽｹ 島根 5分11秒

52 2552 勝部　順成 ｶﾂﾍﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 島根 母衣小学校 5分11秒

53 2561 青戸　智陽 ｱｵﾄ ﾄﾓｱｷ 島根 松江市立城北小学校 5分14秒

54 2567 濱崎　快吏 ﾊﾏｻｷ ｶｲﾘ 島根 古江小学校 5分14秒

55 2562 澤田　健吾 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 島根 松江市立城北小学校 5分18秒

56 2520 糸川　大凱 ｲﾄｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 島根 5分18秒

57 2532 松本　凛大郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根 出雲市立塩冶小学校 5分18秒

58 2559 永瀬　春琉 ﾅｶﾞｾ ﾊﾙ 島根 忌部小学校 5分20秒

59 2565 森口　陽太朗 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾖｳﾀﾛｳ 島根 城北小学校 5分20秒

60 2566 宮本　陽向 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾅﾀ 島根 今市小学校 5分22秒

61 2501 石井 遥稀 ｲｼｲ ﾊﾙｷ 島根 5分22秒

62 2558 岩佐　莉玖 ｲﾜｻ ﾘｸ 島根 玉湯小学校 5分23秒

63 2533 森下　尚央 ﾓﾘｼﾀ ﾅｵ 島根 母衣小学校 5分27秒

64 2509 藤原 陽斗 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ 島根 川津小学校 5分38秒

65 2518 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 島根 松江市立川津小学校 5分46秒

66 2530 花田　悠希 ﾊﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 島根 内中原小学校 5分52秒

67 2514 山根　佳偉 ﾔﾏﾈ ｶｲ 島根 中央小学校 6分02秒

68 2523 仙田　朋也 ｾﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 島根 揖屋小学校 6分07秒

69 2517 竹内　悠介 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 島根 古志原小学校 6分30秒

70 2511 金森　巧真 ｶﾅﾓﾘ ﾀｸﾏ 島根 松江市立内中原小学生 6分33秒

71 2545 石飛　陽 ｲｼﾄﾋﾞ ﾊﾙ 島根 津田ＦＣ 6分35秒



24 ・ Ⅳ部ちびっこﾏﾗｿﾝ3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 3058 平井　凛 ﾋﾗｲ ﾘﾝ 島根 出雲郷小学校 3分54秒

2 3003 林原 陽莉 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾋﾏﾘ 鳥取 米子陸上クラブ 3分54秒

3 3056 三上　瑠菜 ﾐｶﾐ ﾙﾅ 島根 出雲郷小学校 4分12秒

4 3024 佐々木　由愛 ｻｻｷ ﾕｱ 鳥取 車尾小学校 4分17秒

5 3057 勝田　あおば ｶｯﾀ ｱｵﾊﾞ 島根 生馬小学校 4分21秒

6 3008 竹下　七海 ﾀｹｼﾀ ﾅﾅﾐ 島根 松江市立中央小学校 4分24秒

7 3010 山内　史美子 ﾔﾏｳﾁ ﾌﾐｺ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分26秒

8 3016 板谷　朋香 ｲﾀﾀﾞﾆ ﾄﾓｶ 島根 玉湯小学校 4分29秒

9 3054 藤本　真緒 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 島根 中央レッドハーツ 4分29秒

10 3017 仲田　愛 ﾅｶﾀﾞ ｱｲ 鳥取 福生東小学校 4分30秒

11 3032 川岸　瑞葉 ｶﾜｷﾞｼ ﾐｽﾞﾊ 島根 持田小学校 4分30秒

12 3055 大坂　ひかり ｵｵｻｶ ﾋｶﾘ 島根 中央レッドハーツ 4分30秒

13 3050 石倉　苺花 ｲｼｸﾗ ｲﾁｶ 島根 大庭小学校 4分31秒

14 3042 下宮　一華 ｼﾓﾐﾔ ｲﾁｶ 島根 忌部小学校 4分37秒

15 3039 長澤　美寿 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｺﾄ 島根 津田FC 4分39秒

16 3035 伊藤　陽菜 ｲﾄｳ ﾋﾅ 島根 嵩の森バレーボールクラブ 4分40秒

17 3043 門脇　里緒 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｵ 島根 八雲小学校 4分40秒

18 3052 吉原　希実 ﾖｼﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 島根 鹿島東小学校 4分41秒

19 3034 川合　唄 ｶﾜｲ ｳﾀ 島根 八雲小学校 4分42秒

20 3046 曳野　瑠華 ﾋｷﾉ ﾙｶ 島根 古江小学校 4分43秒

21 3012 永見　乙葉 ﾅｶﾞﾐ ｵﾄﾊ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分43秒

22 3009 松本　芽依 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分44秒

23 3047 森山　咲希 ﾓﾘﾔﾏ ｻｷ 島根 塩冶小学校 4分45秒

24 3007 宮廻　晴莱 ﾐﾔｻﾞｺ ﾊﾙ 島根 鹿島東小学校 4分46秒

25 3037 川村　咲夢 ｶﾜﾑﾗ ｻｸﾗ 島根 持田小学校 4分47秒

26 3026 森田　心泉 ﾓﾘﾀ ﾐﾅﾐ 鳥取 米子市立車尾小学校 4分49秒

27 3005 藤田 凜衣 ﾌｼﾞﾀ ﾘｲ 島根 4分49秒

28 3014 黒田　愛未 ｸﾛﾀﾞ ｱｲﾐ 島根 塩冶小学校 4分52秒

29 3040 井上　ひなた ｲﾉｳｴ ﾋﾅﾀ 島根 津田小学校 4分52秒

30 3044 花田　明日香 ﾊﾅﾀﾞ ｱｽｶ 島根 生馬小学校 4分55秒

31 3059 梶谷　愛里 ｶｼﾞﾀﾆ ｱｲﾘ 島根 古江小学校 4分56秒

32 3028 宇畑　美海 ｳﾊﾞﾀ ﾐﾐ 島根 城北小学校 4分57秒

33 3048 安達　萌絵 ｱﾀﾞﾁ ﾓｴ 島根 4分58秒

34 3049 秦　瑚幸 ﾊﾀ ｺﾕｷ 島根 津田キャリッド 4分58秒

35 3004 小川 姫奈 ｵｶﾞﾜ ﾋﾅ 山口 4分59秒

36 3029 浦瀧　文乃 ｳﾗﾀｷ ｱﾔﾉ 島根 川津小学校 5分00秒

37 3015 土屋　歩海 ﾂﾁﾔ ｱﾕﾐ 島根 阿用小学校 5分02秒

38 3033 野村　朱里 ﾉﾑﾗ ｱｶﾘ 島根 揖屋小学校 5分03秒

39 3011 万代　凛 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾘﾝ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分04秒

40 3041 吉岡　小遥 ﾖｼｵｶ ｺﾊﾙ 島根 津田キャリッド 5分04秒

41 3025 永島　和奏 ﾅｶﾞｼﾏ ﾜｶﾅ 島根 古志原小学校 5分08秒

42 3023 庄司　詩葉 ｼｮｳｼﾞ ｳﾀﾊ 島根 松江市立母衣小学校 5分09秒

43 3030 齋藤　紗月 ｻｲﾄｳ ｻﾂｷ 島根 大庭小学校 5分10秒

44 3018 城間　美咲 ｼﾛﾏ ﾐｻｷ 島根 島根大学教育学部附属小学校 5分15秒

45 3051 福間　咲月 ﾌｸﾏ ｻﾂｷ 島根 宍道小学校 5分17秒

46 3045 坪内　美和 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾐﾜ 島根 城北小学校 5分18秒

47 3031 松本　歩夏 ﾏﾂﾓﾄ ﾎﾉｶ 鳥取 中浜小学校 5分19秒

48 3013 永見　紅葉 ﾅｶﾞﾐ ｸﾚﾊ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分24秒

49 3019 山田　詩乃 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾉ 島根 城北小学校 5分25秒
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50 3021 三代　優奈 ﾐｼﾛ ﾕｳﾅ 島根 附属小学校 5分28秒

51 3027 高橋　英奈 ﾀｶﾊｼ ｴｲﾅ 島根 母衣小学校 5分29秒

52 3038 柏井　美柚 ｶｼﾜｲ ﾐﾕ 島根 川津小学校 5分29秒

53 3022 中西　みのり ﾅｶﾆｼ ﾐﾉﾘ 鳥取 倉吉市立河北小学校 5分45秒

54 3002 藤井 美七海 ﾌｼﾞｲ ﾐﾅﾐ 島根 中央小学校 5分49秒

55 3001 坂根 歓南 ｻｶﾈ ｶﾝﾅ 島根 中央小学校 5分52秒

56 3006 足立　舞 ｱﾀﾞﾁ ﾏｲ 島根 松江市立津田小学校 6分05秒



25 ・ Ⅳ部ちびっこﾏﾗｿﾝ3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 3506 大本 寿以喜 ﾀﾞｲﾓﾄ ｼﾞｭｲｷ 鳥取 アスリート米子 3分35秒 大会新

2 3505 山本 圭悟 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺﾞ 鳥取 アスリート米子 3分39秒 大会新

3 3504 溝口 達也 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 兵庫 広畑第二小学校 3分50秒

4 3518 竹邊　晴 ﾀｹﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島根 母衣小学校 4分03秒

5 3509 立石　遥斗 ﾀﾃｲｼ ﾊﾙﾄ 島根 四絡小学校 4分03秒

6 3522 梅木　郁弥 ｳﾒｷ ﾌﾐﾔ 島根 生馬小学校 4分03秒

7 3565 引野　颯人 ﾋｷﾉ ﾊﾔﾄ 島根 法吉小学校 4分05秒

8 3517 野津　寛成 ﾉﾂ ﾋﾛﾅﾘ 島根 朝酌小学校 4分07秒

9 3531 渡部　瑛太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾀ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分07秒

10 3523 野津　陽向 ﾉﾂﾞ ﾋﾅﾀ 島根 荒木小学校 4分08秒

11 3556 大庭　拓也 ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾔ 島根 雑賀小学校 4分08秒

12 3548 御神本　夏都 ﾐｶﾓﾄ ﾅﾂ 島根 城北小学校 4分08秒

13 3557 内田　優太 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 島根 八雲小学校 4分15秒

14 3503 影山 大雅 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 鳥取 会見小学校 4分16秒

15 3547 山中　智生 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 島根 川津小学校 4分16秒

16 3559 金崎　勇駕 ｶﾈｻｷ ﾕｳｶﾞ 島根 鹿島東小学校 4分17秒

17 3519 太田　海晴 ｵｵﾀ ﾐﾊﾙ 島根 出雲郷小学校 4分17秒

18 3510 岩田　銀治 ｲﾜﾀ ｷﾞﾝｼﾞ 島根 4分18秒

19 3553 門脇　日向 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋｭｳｶﾞ 島根 内中原小学校 4分19秒

20 3555 石川　蒼生 ｲｼｶﾜ ｱｵｲ 島根 松江市立城北小学校 4分19秒

21 3539 木下　脩真 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾏ 島根 雑賀小学校 4分21秒

22 3558 竹内　貫悟 ﾀｹｳﾁ ｶﾝｺﾞ 島根 母衣小学校 4分23秒

23 3544 島本　徠雅 ｼﾏﾓﾄ ﾗｲｶﾞ 島根 本庄小学校 4分23秒

24 3538 谷戸　圭 ﾀﾆﾄ ｹｲ 島根 持田小学校 4分23秒

25 3545 景山　雄貴 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 島根 北陽小学校 4分24秒

26 3562 西田　素晴 ﾆｼﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ 島根 内中原小学校 4分26秒

27 3501 山根 翔和 ﾔﾏﾈ ﾄﾜ 島根 西野小学校 4分27秒

28 3550 河原　蒼生 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｿｳ 島根 平田小学校 4分27秒

29 3528 細田　心陽 ﾎｿﾀﾞ ｺﾊﾙ 島根 城東ふなつきサッカークラブ 4分29秒

30 3563 永田　純久 ﾅｶﾞﾀ ｱﾔﾋｻ 島根 川津小学校 4分30秒

31 3524 山根　直志 ﾔﾏﾈ ﾅｵｼ 島根 城東ふなつきFC 4分31秒

32 3512 小林　航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 島根 城北小学校 4分31秒

33 3535 池本　陽煌 ｲｹﾓﾄ ﾊﾙｷ 島根 生馬小学校 4分35秒

34 3514 権代　賢太朗 ｺﾞﾝﾀﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 島根 4分37秒

35 3508 佐野　隼翔 ｻﾉ ﾊﾔﾄ 島根 4分37秒

36 3566 森脇　旬太郎 ﾓﾘﾜｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島根 川津小学校 4分39秒

37 3529 伊藤　瑠壱 ｲﾄｳ ﾙｲ 島根 来待小学校 4分40秒

38 3507 福間 新 ﾌｸﾏ ｱﾗﾀ 島根 法吉小学校 4分41秒

39 3546 前　智広 ﾏｴ ﾄﾓﾋﾛ 島根 古志原小学校 4分42秒

40 3513 常松　春琉 ﾂﾈﾏﾂ ﾊﾙ 島根 古江小学校 4分42秒

41 3564 鈴木　龍雅 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｶﾞ 島根 島根大学教育学部附属小学校 4分48秒

42 3549 土江　直希 ﾂﾁｴ ﾅｵｷ 島根 松江市立佐太小学校 4分49秒

43 3551 太田　健生 ｵｵﾀ ﾀｹｵ 鳥取 三朝AC 4分49秒

44 3534 松崎　厚汰 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳﾀ 島根 城北小学校 4分49秒

45 3554 松尾　和馬 ﾏﾂｵ ｶﾂﾞﾏ 兵庫 西宮市立段上小学校 4分52秒

46 3511 石川　隼士 ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 島根 持田小学校 4分52秒

47 3543 中村　耕大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島根 乃木小学校 4分56秒

48 3537 須田　夏生 ｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 島根 母衣小学校 4分57秒

49 3536 糸賀　唯月 ｲﾄｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 島根 法吉小学校 4分58秒

第39回まつえレディースハーフマラソン
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50 3525 松原　修一 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭｳｲﾁ 島根 内中原小学校 4分59秒

51 3552 小谷　晄誠 ｺﾀﾞﾆ ｺｳｾｲ 鳥取 三朝AC 4分59秒

52 3516 藤田　修維 ﾌｼﾞﾀ ｼｭｲ 島根 法吉小学校 5分00秒

53 3526 竹下　颯汰 ﾀｹｼﾀ ｿｳﾀ 島根 内中原小学校 5分03秒

54 3561 北窓　来騎 ｷﾀﾏﾄﾞ ﾗｲｷ 鳥取 成実小学校 5分13秒

55 3520 松原　歩夢 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 島根 城東ふなつきフットボールクラブ 5分14秒

56 3560 清原　伽孔 ｷﾖﾊﾗ ｶﾞｸ 島根 城東ふなつきFC 5分19秒

57 3542 飯塚　麻士 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｵ 島根 城東ふなつきフットボールクラブ 5分29秒

58 3502 山本 暁 ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾂｷ 岡山 チーム暁 5分41秒

59 3533 鹿目　一希 ｼｶﾒ ｲﾂｷ 島根 城東ふなつきＦＣ 5分46秒



26 ・ 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 4005 臼井 利依 ｳｽｲ ﾘｴ 島根 佐太小学校 3分47秒

2 4012 尾崎 妃夏 ｵｻｷ ﾋﾒｶ 鳥取 アスリート米子 3分48秒

3 4016 水野 奏来 ﾐｽﾞﾉ ｿﾗ 鳥取 3分54秒

4 4017 前田 結衣 ﾏｴﾀ ﾕｲ 鳥取 アスリート米子 3分55秒

5 4040 青戸　愛実 ｱｵﾄ ﾏﾅﾐ 島根 母衣小学校 3分57秒

6 4004 日野 真愛 ﾋﾉ ﾏﾅ 島根 チーム四中校区 4分02秒

7 4029 小笹　奈々帆 ｵｻﾞｻ ﾅﾅﾎ 島根 母衣小学校 4分09秒

8 4009 伊藤 綺華 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 島根 ディオッサ出雲ＦＣ 4分11秒

9 4022 角田　瑞奈 ｽﾐﾀ ﾐｽﾞﾅ 島根 法吉小学校 4分11秒

10 4049 佐藤　未来 ｻﾄｳ ﾐｸ 鳥取 アスリート米子 4分12秒

11 4033 藤田　ひなた ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅﾀ 島根 忌部ウィンキッズ 4分14秒

12 4047 石田　舞姫 ｲｼﾀﾞ ﾏｲ 島根 中央レッドハーツ 4分18秒

13 4007 小川 晄奈 ｵｶﾞﾜ ｺﾅ 山口 4分23秒

14 4042 鵜飼　真衣 ｳｶﾞｲ ﾏｲ 島根 古志原小学校 4分25秒

15 4053 石倉　美咲 ｲｼｸﾗ ﾐｻｷ 島根 法吉小学校 4分26秒

16 4006 門脇 仁香 ｶﾄﾞﾜｷ ﾆｺ 鳥取 境小学校 4分27秒

17 4044 松本　真実 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 鳥取 境港市立渡小学校 4分28秒

18 4043 永瀬　結衣 ﾅｶﾞｾ ﾕｲ 島根 中央レッドハーツ 4分28秒

19 4027 土屋　七海 ﾂﾁﾔ ﾅﾅﾐ 島根 阿用小学校 4分30秒

20 4010 藤原 愛梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｲﾘ 島根 阿井小学校 4分30秒

21 4011 星野 琴美 ﾎｼﾉ ｺﾄﾐ 島根 4分31秒

22 4037 門脇　凪花 ｶﾄﾞﾜｷ ﾅﾅ 島根 八束学園 4分32秒

23 4026 万代　優 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｳ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分34秒

24 4048 疋田　咲夏 ﾋｷﾀ ｻﾅ 島根 大庭小学校 4分34秒

25 4015 園村 望乃 ｿﾉﾑﾗ ﾉﾉ 島根 雲南市立西小学校 4分34秒

26 4052 間久保　桜花 ﾏｸﾎﾞ ｻｸﾗ 島根 城東ふなつきFC 4分38秒

27 4008 高嶋 奈愛 ﾀｶｼﾏ ﾅﾁｶ 島根 大庭小学校 4分38秒

28 4041 松下　奈央 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵ 島根 母衣小学校 4分39秒

29 4025 山内　一華 ﾔﾏｳﾁ ｲﾁｶ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分40秒

30 4036 園山　美月 ｿﾉﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ 島根 忌部小学校 4分40秒

31 4003 深田 怜杏 ﾌｶﾀﾞ ﾚｱﾝ 島根 宍道小 4分41秒

32 4030 山村　美羽 ﾔﾏﾑﾗ ﾐｳ 島根 法吉小学校 4分45秒

33 4014 門脇 未侑 ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｳ 鳥取 加茂小学校 4分49秒

34 4035 門脇　葵 ｶﾄﾞﾜｷ ｱｵｲ 島根 伊野小学校 4分52秒

35 4001 藤原 佑楽 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕﾗ 島根 乃木小学校 4分53秒

36 4018 森脇 優生 ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾅ 島根 美保関小学校 4分56秒

37 4039 安達　一花 ｱﾀﾞﾁ ｲﾁｶ 島根 母衣小学校 5分03秒

38 4054 来海　ひなた ｷﾏﾁ ﾋﾅﾀ 島根 母衣小学校 5分06秒

39 4031 高田　真子 ﾀｶﾀ ﾏｺ 島根 内中原小学校 5分11秒

40 4021 渡部　光咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 島根 意東小学校 5分12秒

41 4045 野田　みもり ﾉﾀﾞ ﾐﾓﾘ 島根 ガールスカウト島根 5分12秒

42 4034 松村　安沙子 ﾏﾂﾑﾗ ｱｻｺ 島根 母衣小学校 5分23秒

43 4019 宮本　姫菜 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾅ 島根 美保関小学校 5分23秒

44 4028 今村　侑衣 ｲﾏﾑﾗ ﾕｲ 島根 母衣小学校 5分24秒

45 4023 二岡　莉乃 ﾌﾀｵｶ ﾘﾉ 島根 母衣小学校 5分24秒

46 4038 山田　唯 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 島根 母衣小学校 5分24秒

47 4032 森下　芽依 ﾓﾘｼﾀ ﾒｲ 島根 母衣小学校 5分26秒

48 4020 恩田　愛理 ｵﾝﾀﾞ ｱｲﾘ 島根 松江市立忌部小学校 5分27秒

49 4024 高橋　悠 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 島根 城北小学校 6分17秒

第39回まつえレディースハーフマラソン
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50 4046 渡部　志織 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 島根 松江養護学校 8分53秒



27 ・ 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
1 4551 森　瑠希歩 ﾓﾘ ﾙｷｱ 鳥取 加茂小学校 3分42秒

2 4516 金山　颯 ｶﾅﾔﾏ ﾊﾔﾃ 島根 島大附属小学校 3分44秒

3 4501 大櫃 琉生 ｵｵﾋﾞﾂ ﾘｭｳｾｲ 鳥取 アスリート米子 3分44秒

4 4504 笠置　悠太 ｶｻｷﾞ ﾕｳﾀ 島根 中央小学校 3分49秒

5 4532 松本　洸 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 島根 附属小学校 3分54秒

6 4547 田村　篤宗 ﾀﾑﾗ ｱﾂﾄｷ 島根 佐太小学校 3分54秒

7 4531 小畑　武流 ｵﾊﾞﾀ ﾀｹﾙ 島根 八束学園 3分55秒

8 4515 尾添　伊織 ｵｿﾞｴ ｲｵﾘ 島根 Rise.JVC 3分56秒

9 4502 立石　陸 ﾀﾃｲｼ ﾘｸ 島根 四絡小学校 4分00秒

10 4514 堀江　聖空 ﾎﾘｴ ｾｲｱ 鳥取 加茂小学校 4分00秒

11 4541 門脇　佑磨 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳﾏ 島根 八束学園 4分01秒

12 4564 林木　一馬 ﾊﾔｼｷﾞ ｶｽﾞﾏ 島根 4分04秒

13 4557 田中　正弥 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 島根 古志原小学校 4分04秒

14 4561 中敷　駿斗 ﾅｶｼｷ ﾀｶﾄ 島根 古志原小学校 4分06秒

15 4568 村松　逞真 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾏ 島根 大野小学校 4分06秒

16 4570 平石　幸誠 ﾋﾗｲｼ ｺｳｾｲ 島根 法吉小学校 4分07秒

17 4503 橘　謙竜 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹﾝﾘｮｳ 島根 4分08秒

18 4553 松井　春樹 ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ 鳥取 三朝AC 4分08秒

19 4510 土江　健新 ﾂﾁｴ ｹﾝｼﾝ 島根 松江市立来待小学校 4分08秒

20 4552 加藤　瑠 ｶﾄｳ ﾘｭｳ 鳥取 三朝AC 4分08秒

21 4537 常松　大和 ﾂﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ 島根 津田ＦＣ 4分09秒

22 4527 岩成　琉創　 ｲﾜﾅﾘ ﾙｿｳ 島根 津田ＦＣ 4分12秒

23 4550 深田　陽斗 ﾌｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 島根 松江市立母衣小学校 4分12秒

24 4522 柳原　琉海 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾙｲ 島根 津田ＦＣ 4分12秒

25 4506 広山　孝基 ﾋﾛﾔﾏ ｺｳｷ 島根 津田FC 4分12秒

26 4507 高橋　蓮 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 島根 法吉小学校 4分14秒

27 4540 髙橋　幹太 ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ 島根 古志原小学校 4分15秒

28 4511 吉高　魅人 ﾖｼﾀｶ ﾐﾄ 鳥取 加茂小学校 4分15秒

29 4536 難波　周作 ﾅﾝﾊﾞ ｼｭｳｻｸ 島根 津田FC 4分16秒

30 4524 中島　大輝 ﾅｶｼﾏ ﾀｲｷ 島根 津田ＦＣ 4分16秒

31 4528 渡部　修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 島根 古志原小学校 4分16秒

32 4556 安部　健太郎 ｱﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 明道小学校 4分16秒

33 4562 黒崎　蓮 ｸﾛｻｷ ﾚﾝ 島根 川津小学校 4分18秒

34 4505 上田　凱 ｳｴﾀﾞ ｶｲ 島根 川津FC 4分20秒

35 4558 松尾　悠生 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 島根 城東ふなつきFC 4分20秒

36 4530 西田　春翔 ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 岡山 西江原小学校 4分22秒

37 4539 田中　凱士 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 島根 Rise.JVC 4分22秒

38 4529 中沢　友聖 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 島根 津田ＦＣ 4分24秒

39 4534 広瀬　陽大 ﾋﾛｾ ﾖｳﾀﾞｲ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分24秒

40 4535 森脇　駿斗 ﾓﾘﾜｷ ｼｭﾝﾄ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分24秒

41 4545 金坂　凜大 ｶﾈｻｶ ﾘｵ 島根 大野小学校 4分25秒

42 4549 母里　優真 ﾓﾘ ﾕｳﾏ 島根 城東ふなつきFC 4分25秒

43 4521 江藤　蓮桜 ｴﾄｳ ﾚｵ 島根 宍道小学校 4分27秒

44 4519 小林　寛人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 島根 Rise.JVC 4分28秒

45 4544 山田　理史 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 島根 松江市立忌部小学校 4分30秒

46 4542 梅山　大和 ｳﾒﾔﾏ ﾔﾏﾄ 島根 川津小学校 4分31秒

47 4565 堀江　紘次郎 ﾎﾘｴ ｺｳｼﾞﾛｳ 島根 川津小学校 4分31秒

48 4526 能海　遥都 ﾉｳﾐ ﾊﾙﾄ 島根 津田ＦＣ 4分31秒

49 4518 門脇　英生 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾃﾞｷ 島根 松江市立母衣小学校 4分33秒

第39回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2018/3/18
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50 4563 福島　幹太 ﾌｸｼﾏ ｶﾝﾀ 島根 津田小学校 4分34秒

51 4525 立原　綾真 ﾀﾁﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 島根 津田ＦＣ 4分34秒

52 4509 神谷　結太 ｶﾐﾔ ﾕｳﾀ 島根 津田小学校 4分35秒

53 4559 前野　結人 ﾏｴﾉ ﾕｲﾄ 島根 城北小学校 4分36秒

54 4517 津田　一泉 ﾂﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 島根 古志原小学校 4分36秒

55 4543 岩﨑　叶馬 ｲﾜｻｷ ﾄｳﾏ 島根 Rise.JVC 4分36秒

56 4513 佐々木　理雄 ｻｻｷ ﾘｵ 島根 松江市立持田小学校 4分39秒

57 4523 中川　樹 ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾂｷ 島根 附属小学校 4分39秒

58 4554 須田　晴斗 ｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 島根 城東ふなつきFC 4分40秒

59 4566 桑原　蒼空 ｸﾜﾊﾞﾗ ｿﾗ 島根 城東ふなつきFC 4分40秒

60 4508 山根　登悟 ﾔﾏﾈ ﾄｳｺﾞ 島根 竹矢小学校 4分46秒

61 4569 金坂　帝我 ｶﾈｻｶ ﾀｲｶﾞ 島根 大野小学校 4分47秒

62 4533 石飛　葵 ｲｼﾄﾋﾞ ｱｵｲ 島根 津田ＦＣ 4分48秒

63 4546 田中　慎哉 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 島根 松江市立法吉小学校 4分54秒

64 4560 陰山　一颯 ｶｹﾞﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 島根 母衣小学校 5分09秒

65 4538 乾　悠人 ｲﾇｲ ﾕｳﾄ 島根 川津小学校 5分15秒

66 4555 神庭　冴羽 ｶﾝﾊﾞ ｺｳ 島根 古志原小学校 5分28秒

67 4548 三代　晃生 ﾐｼﾛ ｺｳｷ 島根 内中原小学校 5分33秒



28 ・ 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 5003 藤村 心優花 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕｶ 広島 ＣＨＡＳＫＩ 3分38秒

2 5007 頼田 陽菜里 ﾖﾘﾀ ﾋﾅﾘ 鳥取 3分45秒

3 5031 米田　真央 ﾖﾈﾀﾞ ﾏｵ 鳥取 三朝AC 3分47秒

4 5029 麻田　美翔 ｱｻﾀﾞ ﾐｶ 鳥取 三朝AC 3分51秒

5 5004 林原 心花 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾐﾊﾅ 鳥取 米子陸上クラブ 3分51秒

6 5016 門脇　美月 ｶﾄﾞﾜｷ ﾐﾂﾞｷ 島根 本庄ブルーウェーブ 3分56秒

7 5025 藤原　瑠南 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾙﾅ 島根 八雲スターウォーカーズ 3分56秒

8 5017 内田　美空良 ｳﾁﾀﾞ ﾐｿﾗ 島根 本庄ブルーウェーブ 3分56秒

9 5009 鍋島 のどか ﾅﾍﾞｼﾏ ﾉﾄﾞｶ 鳥取 アスリート米子 3分59秒

10 5005 影山 梨乃 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾉ 鳥取 会見小学校 4分02秒

11 5030 松本　春香 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 鳥取 境港市立渡小学校 4分03秒

12 5014 江角　結妃 ｴｽﾐ ﾕｳｷ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分04秒

13 5008 藤田 芽衣 ﾌｼﾞﾀ ﾒｲ 島根 4分05秒

14 5024 福永　野乃 ﾌｸﾅｶﾞ ﾉﾉ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分06秒

15 5020 小林　優那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 島根 古志原小学校 4分08秒

16 5012 遠藤　真輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷ 島根 母里小学校 4分11秒

17 5038 小川　咲花 ｵｶﾞﾜ ｻｷｶ 島根 母衣小学校 4分12秒

18 5015 島本　姫夏 ｼﾏﾓﾄ ﾋﾅﾂ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分12秒

19 5010 佐川　穏乃 ｻｶﾞﾜ ﾉﾝﾉ 鳥取 米子陸上クラブ 4分16秒

20 5037 西原　万結 ﾆｼﾊﾗ ﾏﾕ 島根 母衣小学校 4分17秒

21 5023 笠谷　心逢 ｶｻﾔ ｺｺｱ 島根 忌部小学校 4分23秒

22 5028 前　萌乃 ﾏｴ ﾓｴﾉ 島根 古志原小学校 4分29秒

23 5022 森田　有紀 ﾓﾘﾀ ﾕｷ 島根 内中原小学校 4分29秒

24 5018 水津　陽 ｽｲﾂﾞ ﾋﾅﾀ 島根 松江市立城北小学校 4分31秒

25 5039 周藤　夏菜 ｽﾄﾞｳ ｶﾅ 島根 乃木小学校 4分32秒

26 5033 石田　初姫 ｲｼﾀﾞ ﾒｲ 島根 中央レッドハーツ 4分33秒

27 5027 日野　果凛 ﾋﾉ ｶﾘﾝ 島根 松江市立古志原小学校 4分38秒

28 5021 青戸　翠音 ｱｵﾄ ｽｲﾈ 島根 古志原小学校 4分41秒

29 5032 持田　花稟 ﾓﾁﾀﾞ ｶﾘﾝ 島根 松江市立古志原小学校 4分42秒

30 5034 石川　くるみ ｲｼｶﾜ ｸﾙﾐ 島根 松江市立城北小学校 4分47秒

31 5002 錦織 まひろ ﾆｼｺｵﾘ ﾏﾋﾛ 島根 荘原小学校 4分47秒

32 5036 石倉　央華 ｲｼｸﾗ ｵｳｶ 島根 美保関小学校 4分48秒

33 5001 高田 彩乃 ﾀｶﾀ ｱﾔﾉ 島根 持田小学校 4分55秒

34 5011 青山　陽香 ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 島根 持田小学校 4分55秒

35 5019 山口　莉央 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 島根 持田小学校 5分13秒

36 5035 野村　由月 ﾉﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 島根 松江市立母衣小学校 5分34秒

第39回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2018/3/18



29 ・ 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 6510 富山　陽喜 ﾄﾐﾔﾏ ﾊﾙｷ 島根 津田FC 3分38秒

2 5502 片寄 晃生 ｶﾀﾖｾ ｺｳｷ 島根 三刀屋小学校 3分38秒

3 5504 牛尾 壮太 ｳｼｵ ｿｳﾀ 島根 国府小学校 3分39秒

4 5539 井上　太陽 ｲﾉｳｴ ﾀｲﾖｳ 島根 津田FC 3分39秒

5 5531 安達　盛志郎 ｱﾀﾞﾁ ｾｲｼﾛｳ 島根 八雲スターウォーカーズ 3分44秒

6 5523 佐々木　海斗 ｻｻｷ ｶｲﾄ 鳥取 車尾小学校 3分45秒

7 5507 安藤　大地 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 島根 八束学園 3分47秒

8 5522 沼田　紅葉 ﾇﾏﾀ ｺｳﾖｳ 鳥取 米子陸上クラブ 3分51秒

9 5518 松近　渚 ﾏﾂﾁｶ ﾅｷﾞｻ 島根 八雲小学校 3分52秒

10 5551 藤本　心平 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 島根 中央小学校 3分56秒

11 5508 吉岡　和真 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾏ 島根 津田小学校 3分57秒

12 5546 景山　翔平 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 島根 北陽小学校 3分57秒

13 5540 永田　優太 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾀ 島根 津田FC 3分58秒

14 5505 奥原 元気 ｵｸﾊﾗ ｹﾞﾝｷ 島根 中央小学校 3分59秒

15 5532 山代　一生 ﾔﾏｼﾛ ｶｽﾞｷ 島根 八雲スターウォーカーズ 3分59秒

16 5503 宮崎 開久 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾗｸ 兵庫 4分00秒

17 5501 細木 駿一 ﾎｿｷﾞ ｼｭﾝｲﾁ 島根 4分00秒

18 5529 角　功真 ｽﾐ ｺｳﾏ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分01秒

19 5513 嘉本　晃己 ｶﾓﾄ ﾃﾙｷ 島根 津田小学校 4分02秒

20 5537 郷原　巧実 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 島根 津田FC 4分04秒

21 5538 荒木　琉翔 ｱﾗｷ ﾙｲﾄ 島根 松江市立津田小学校 4分05秒

22 5525 森田　佑京 ﾓﾘﾀ ｳｷｮｳ 鳥取 米子市立車尾小学校 4分07秒

23 5511 森山　奏汰 ﾓﾘﾔﾏ ｶﾅﾀ 島根 揖屋小学校 4分07秒

24 5555 林　航太朗 ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 島根 出雲市立西野小学校 4分07秒

25 5549 杠　修羽 ﾕｽﾞﾘﾊ ｼｭｳ 島根 揖屋小学校 4分08秒

26 5548 竹部　槙馬 ﾀｹﾍﾞ ﾃﾝﾏ 鳥取 三朝AC 4分08秒

27 5536 田中　利弥 ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ 島根 津田FC 4分09秒

28 5541 斎藤　青波 ｻｲﾄｳ ｾｲﾊ 島根 津田FC 4分09秒

29 5530 佐藤　匠真 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分09秒

30 5543 長澤　晴智 ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾙﾄﾓ 島根 津田FC 4分10秒

31 5553 山本　紘大 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 島根 乃木小学校 4分10秒

32 5519 阿部　源大 ｱﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ 島根 中央小学校 4分11秒

33 5547 高野　遥登 ｺｳﾉ ﾊﾙﾄ 島根 塩冶小学校 4分11秒

34 5512 三上　大知 ﾐｶﾐ ﾀﾞｲﾁ 島根 出雲郷小学校 4分12秒

35 5524 増田　滉大 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 島根 Rise.JVC 4分15秒

36 5552 高見　悠佑 ﾀｶﾐ ﾕｳｽｹ 島根 阿用小学校 4分16秒

37 5510 大本　脩都 ｵｵﾓﾄ ｼｭｳﾄ 鳥取 伯仙小学校 4分18秒

38 5544 秋好　瑛太 ｱｷﾖｼ ｴｲﾀ 島根 津田FC 4分19秒

39 5514 長野　峻也 ﾅｶﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 島根 古江小学校 4分20秒

40 5554 森山　光大 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀ 島根 Rise.JVC(乃木小学校） 4分22秒

41 5506 勝部 瑛資 ｶﾂﾍﾞ ｴｲｽｹ 島根 阿用小学校 4分22秒

42 5527 石井　康介 ｲｼｲ ｺｳｽｹ 島根 内中原小学校 4分24秒

43 6506 進藤　耀成 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｳｾｲ 島根 生馬小学校 4分25秒

44 5534 野村　大輝 ﾉﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 島根 揖屋小学校 4分26秒

45 5521 庄司　結斗 ｼｮｳｼﾞ ﾕｲﾄ 島根 松江市立母衣小学校 4分27秒

46 5533 川合　佑心 ｶﾜｲ ﾕｳｼﾝ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分30秒

47 5516 江﨑　智倫 ｴｻｷ ﾄﾓﾐﾁ 島根 Rise.JVC 4分31秒

48 5550 吉原　陽太 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾅﾀ 島根 鹿島東小学校 4分33秒

49 5542 三島　昊 ﾐｼﾏ ｺｳ 島根 津田FC 4分38秒

第39回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2018/3/18
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50 5528 三島　諒馬 ﾐｼﾏ ﾘｮｳﾏ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分39秒

51 5535 吉岡　大翔 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 島根 生馬小学校 4分43秒

52 5545 森脇　眞宏 ﾓﾘﾜｷ ﾏｻﾋﾛ 島根 松江市立本庄小学校 4分47秒

53 5526 熊澤　玲 ｸﾏｻﾞﾜ ﾚｲ 島根 玉湯小学校 5分18秒

54 5515 安達　光琉 ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾙ 島根 持田小学校 5分55秒



30 ・ 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 6007 北迫 花 ｷﾀｻｺ ﾊﾅ 鳥取 アスリート米子 3分45秒

2 6006 小川 桃奈 ｵｶﾞﾜ ﾓﾅ 山口 3分51秒

3 6021 多久和　陽菜 ﾀｸﾜ ﾋﾅ 島根 伊野小学校 3分56秒

4 6026 舛谷　留奈 ﾏｽﾀﾆ ﾙﾅ 島根 持田小学校 3分58秒

5 6024 実繁　悠菜 ｻﾈｼｹﾞ ﾊﾙﾅ 鳥取 アスリート米子 4分01秒

6 6005 門脇 萌夏 ｶﾄﾞﾜｷ ﾓｶ 鳥取 境小学校 4分01秒

7 6013 佐々木　陽香 ｻｻｷ ﾊﾙｶ 島根 松江市立持田小学校 4分10秒

8 6008 高橋 優歌 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 鳥取 大山陸上 4分10秒

9 6010 広山　舞 ﾋﾛﾔﾏ ﾏｲ 島根 法吉小学校 4分11秒

10 6009 田村 和奏 ﾀﾑﾗ ﾜｶﾅ 島根 竹矢小学校 4分12秒

11 6025 田中　万陽 ﾀﾅｶ ﾏﾔ 鳥取 三朝AC 4分13秒

12 6014 門脇　花音 ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ 島根 伊野小学校 4分14秒

13 6027 武田　栞奈 ﾀｹﾀﾞ ｶﾝﾅ 島根 古志原小学校 4分14秒

14 6029 青山　遥香 ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 島根 鹿島小学校 4分16秒

15 6017 川岸　千紘 ｶﾜｷﾞｼ ﾁﾋﾛ 島根 持田小学校 4分18秒

16 6028 北窓　沙羅 ｷﾀﾏﾄﾞ ｻﾗ 鳥取 成実小学校 4分19秒

17 6012 古藤　桜華 ｺﾄｳ ﾓﾓｶ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分19秒

18 6023 大野　和生 ｵｵﾉ ｶｽﾞｷ 島根 法吉小学校 4分21秒

19 6020 鵜飼　芽生 ｳｶﾞｲ ﾒｲ 島根 古志原小学校 4分23秒

20 6002 堀内 萌々子 ﾎﾘｳﾁ ﾓﾓｺ 島根 4分28秒

21 6016 井川　彩音 ｲｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 島根 乃木小学校 4分34秒

22 6019 青山　愛奈 ｱｵﾔﾏ ｱｲﾅ 島根 松江市立川津小学校 4分36秒

23 6022 本江　向日葵 ﾓﾄｴ ﾋﾅﾀ 島根 乃木小学校 4分38秒

24 6001 錦織 みゆう ﾆｼｺｵﾘ ﾐﾕｳ 島根 荘原小学校 4分48秒

25 6018 松下　望乃 ﾏﾂｼﾀ ﾉﾉ 島根 母衣小学校 5分22秒

26 6011 北野　華子 ｷﾀﾉ ﾊﾅｺ 島根 島根小学校 5分27秒

27 6015 井下　美恵 ｲﾉｼﾀ ﾐｴ 島根 美保関小学校 7分03秒
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31 ・ 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 6503 小坪 愛翔 ｺﾂﾎﾞ ﾏﾅﾄ 鳥取 大山陸上 3分17秒

2 6502 藤原 琉成 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根 阿井小学校 3分24秒

3 6505 松浦 杏樹 ﾏﾂｳﾗ ｱﾝｼﾞｭ 島根 安田小学校（安来市） 3分24秒

4 6519 戸松　愛翔 ﾄﾏﾂ ﾏﾅﾄ 鳥取 KY鳥取 3分32秒

5 6508 高見　陸 ﾀｶﾐ ﾘｸ 島根 雲南Ｊｒ．陸上クラブ 3分32秒

6 6514 山﨑　章充 ﾔﾏｻｷ ｱｷﾐﾂ 島根 附属小学校 3分35秒

7 6509 板谷　修吾 ｲﾀﾀﾞﾆ ｼｭｳｺﾞ 島根 玉湯小学校 3分36秒

8 6504 三好 風汰 ﾐﾖｼ ﾌｳﾀ 鳥取 大山陸上 3分36秒

9 6518 曳野　徳二 ﾋｷﾉ ﾄｸｼﾞ 島根 古江小学校 3分37秒

10 6517 廣中　暉 ﾋﾛﾅｶ ﾋｶﾘ 島根 松江市立八雲小学校 3分38秒

11 6501 岸 誠瑛 ｷｼ ｾｲﾖｳ 島根 西野ＦＣ 3分44秒

12 6507 福島　昊 ﾌｸｼﾏ ｿﾗ 島根 津田小学校 3分45秒

13 6511 竹内　莉玖 ﾀｹｳﾁ ﾘｸ 島根 八雲スターウォーカーズ 3分53秒

14 6512 池本　太陽 ｲｹﾓﾄ ﾀｲﾖｳ 島根 生馬小学校 3分56秒

15 6522 久保田　健太 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ 島根 美保関小学校 4分00秒

16 6520 村松　悠真 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾏ 島根 大野小学校 4分02秒

17 6515 田中　紳誠 ﾀﾅｶ ｼﾝﾏ 島根 Rise.JVC 4分05秒

18 6516 花田　昂希 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｷ 島根 生馬小学校 4分07秒

19 6521 金坂　凰我　 ｶﾈｻｶ ｵｳｶﾞ 島根 大野小学校 4分26秒

20 6513 乾　賢介 ｲﾇｲ ｹﾝｽｹ 島根 川津小学校 4分30秒
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