
1 ・ 小学1年生男子1.5km

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1008 栁田　悠吾 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾕｳｺﾞ 福島県 日和田小 6分01秒
2 1013 遠藤　基生 ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾄｷ 福島県 郡山市立小山田小学校 6分14秒
3 1005 武藤　拓也 ﾑﾄｳ ﾀｸﾔ 福島県 五百川小 6分14秒
4 1002 土屋　光生 ﾂﾁﾔ ｺｳｾｲ 福島県 醸芳小学校 6分38秒
5 1001 榊原　元翔 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾞﾝﾄ 宮城県 白石第一小学校 6分42秒
6 1018 髙橋　愛叶 ﾀｶﾊｼ ｱｲﾄ 山形県 大富小学校 6分44秒

7 1023 村松　麟太郎 ﾑﾗﾏﾂ ﾘﾝﾀﾛｳ 福島県 下太田RC 6分46秒

8 1010 齋藤　一樹 ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 福島県 庭坂小 6分48秒

9 1030 赤岡　英智 ｱｶｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 福島県 福島AC 6分50秒

10 1032 佐藤　虹音 ｻﾄｳ ﾈｵﾝ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 6分56秒

11 1031 幕田　成勢 ﾏｸﾀ ﾅｲｷ 福島県 信夫ヶ丘TC 6分56秒

12 1012 大澤　与朗 福島県 信夫ヶ丘TC 6分59秒

13 1020 本多　真之 ﾎﾝﾀ ﾏｻﾕｷ 福島県 東和小学校 7分00秒

14 1014 西山　敦稀 ﾆｼﾔﾏ ｱﾂｷ 福島県 杉妻小学校 7分04秒

15 1021 廣野　健 ﾋﾛﾉ ﾀｹﾙ 福島県 森合小学校 7分05秒

16 1024 福島　悠史 ﾊﾙﾋﾄ 福島県 清水小 7分06秒

17 1006 紺野　琉斗 ｺﾝﾉ ﾘｭｳﾄ 福島県 杉妻小学校 7分11秒

18 1016 大橋　右暉 ｵｵﾊｼ ﾕｳｷ 福島県 福大附属小学校 7分15秒

19 1036 池田　龍生 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 福島県 瀬上小学校 7分34秒

20 1009 大橋　暁成 ｵｵﾊｼ ｱｷﾅﾘ 福島県 附小 7分35秒

21 1034 相馬　優樹 ｿｳﾏ ﾕｳｷ 福島県 第二小学校 7分36秒

22 1039 工藤　昂星 ｸﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 福島県 金谷川小学校 7分43秒

23 1017 山本　蓮 ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ 福島県 松川小学校 7分43秒

24 1029 荒　一颯 ｱﾗ ｲﾌﾞｷ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 7分46秒

25 1042 山地　ちひろ ﾔﾏｼﾞ ﾁﾋﾛ 福島県 福島第三小学校 7分47秒

26 1019 齋藤　司稀 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 福島県 森合小学校 7分50秒

27 1004 菅野　颯人 ｽｶﾞﾉ ﾊﾔﾄ 宮城県 東長町小学校 7分53秒

28 1035 松浦　太志 ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｼ 福島県 瀬上小 7分57秒

29 1007 宍戸　俊太 ｼｼﾄﾞ ｼｭﾝﾀ 福島県 水保小学校 8分02秒

30 1025 鈴木　獅恩 ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ 福島県 福島大学附属小 8分02秒

31 1040 長谷川　宙之介 ﾊｾｶﾞﾜ ｿﾗﾉｽｹ 福島県 鳥川小学校 8分09秒

32 1038 高橋　由翔 ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾄ 福島県 森合小 8分31秒

33 1011 小水　優吾 ｺﾐｽﾞ ﾕｳｺﾞ 福島県 森合小学校 8分31秒

34 1037 安藤　瑛叶 ｱﾝﾄﾞｳ ｴｲﾄ 福島県 庭坂小 9分07秒

35 1043 駒場　理人 ｺﾏﾊﾞ ﾘﾋﾄ 福島県 福島第三小学校 9分09秒

36 1041 二階堂　陽斗 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 福島県 庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 9分22秒

37 1022 佐藤　颯亮 ｻﾄｳ ｿｳｽｹ 福島県 福島大学附属小学校 9分23秒

38 1044 小野　泰輝 ｵﾉ ﾀｲｷ 福島県 福島第三小学校 9分25秒
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