
2 ・ 小学2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 1104 猪狩　礼央 ｲｶﾞﾘ ﾚｵ 福島県 愛心陸上ｸﾗﾌﾞ 5分20秒
2 1134 朽木　悠翔 ｸﾁｷ ﾊﾙﾄ 福島県 信夫ヶ丘TC 6分04秒
3 1102 島村　金太郎 福島県 東和小学校 6分08秒
4 1121 佐久間　亮太郎 ｻｸﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 福島県 二本松市立新殿小学校 6分10秒
5 1140 阿部　斗真 ｱﾍﾞ ﾄｳﾏ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 6分11秒
6 1138 阿部　岳 ｱﾍﾞ ﾀｹﾙ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 6分12秒

7 1159 小坂　太陽 ｺｻｶ ﾀｲﾖｳ 福島県 庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 6分19秒

8 1110 遠藤　匠悟 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺﾞ 福島県 杉妻小 6分20秒

9 1124 菅野　翔叶 ｶﾝﾉ ｻﾈﾄ 福島県 大森小 6分21秒

10 1144 大川原　昌瑛 ｵｵｶﾜﾗ ｼｮｳｴｲ 福島県 あさかのRCｽﾎﾟｰﾂ少年団 6分25秒

11 1123 野川　優月 ﾉｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 福島県 伊達小学校 6分28秒

12 1119 渡辺　悠文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾌﾞﾝ 福島県 吉井田小 6分30秒

13 1101 矢橋　聡介 ﾔﾊﾞｼ ｿｳｽｹ 福島県 東和小学校 6分31秒

14 1137 上遠野　元気 ｶﾄｳﾉ ｹﾞﾝｷ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 6分35秒

15 1154 菊野　大和 福島県 庭坂小 6分36秒

16 1111 東海林　拓実 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｸﾐ 宮城県 山下小学校 6分37秒

17 1116 安斎　穣生 ｱﾝｻﾞｲ ｼﾞｮｳｲ 福島県 杉妻小学校 6分39秒

18 1151 國安　謙太 ｸﾆﾔｽ ｹﾝﾀ 宮城県 城南小学校 6分40秒

19 1126 安達　輝 ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾙ 福島県 鳥川小 6分41秒

20 1133 齋藤　嵩太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 福島県 福島銀行従業員組合 6分41秒

21 1120 吉原　大貴 ﾖｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 福島県 SRC 6分42秒

22 1109 渡邉　明仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾄ 福島県 平田小学校 6分42秒

23 1108 高橋　謙信 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ 福島県 伊達小 6分42秒

24 1141 澤井　翔太 ｻﾜｲ ｼｮｳﾀ 福島県 green　leaf　RC 6分42秒

25 1153 鈴木　煌大 ｺｳﾀ 福島県 伊達小 6分43秒

26 1160 栗原　慶太 ｸﾘﾊﾗ ｹｲﾀ 福島県 庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 6分45秒

27 1115 菅野　暖高 ｶﾝﾉ ﾊﾙﾀｶ 福島県 醸芳小学校 6分47秒

28 1145 菅原　寧王 ｽｶﾞﾜﾗ ﾈｵ 福島県 渡利小 6分47秒

29 1155 及川　晴智 ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾄ 福島県 小山田小 6分52秒

30 1128 浅野　将吾 ｱｻﾉ ｼｮｳｺﾞ 福島県 会津若松市湊小学校 6分53秒

31 1127 菅原　塁 ｽｶﾞﾜﾗ ﾙｲ 福島県 荒井小学校 7分01秒

32 1106 野﨑　宥亮 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 福島県 石川小学校 7分01秒

33 1158 熊谷　涼真 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾏ 宮城県 7分04秒

34 1118 佐久間　幸成 ｻｸﾏ ﾕｷﾅﾘ 福島県 森合小学校 7分08秒

35 1112 齋藤　羽玖 ｻｲﾄｳ ﾊｸ 福島県 石井小学校 7分13秒

36 1122 安田　和真 ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 福島県 福大附属小 7分15秒

37 1135 水澤　歩睦 ﾐｽﾞｻﾜ ｱﾕﾑ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 7分20秒

38 1148 佐久間　悠太 ｻｸﾏ ﾕｳﾀ 福島県 鎌田小 7分20秒

39 1165 田中　侶那 ﾀﾅｶ ﾛﾅ 福島県 福島第三小学校 7分21秒

40 1103 伊藤　温人 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 福島県 吉井田小 7分25秒

41 1105 新田　樹 ﾆｯﾀ ｲﾂｷ 福島県 清水小 7分29秒

42 1167 柿崎　辰太郎 ｶｷｻﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 福島県 福島第三小学校 7分30秒

43 1163 福士　煌太 ﾌｸｼ ｺｳﾀ 福島県 庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 7分33秒

44 1147 北山　誠也 ｷﾀﾔﾏ ｾｲﾔ 福島県 荒井小学校 7分33秒

45 1132 吉田　正汰 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 福島県 福島銀行従業員組合 7分35秒

46 1107 神宮字　皓介 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｺｳｽｹ 福島県 福島第二 7分36秒

47 1156 種村　大志 ﾀﾈﾑﾗ ﾀﾞｲｼ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 7分45秒

48 1130 柳　斗望 ﾔﾅｷﾞ ﾄﾜ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 7分46秒

49 1136 後藤　真之介 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 7分47秒
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50 1162 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 福島県 庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 7分51秒

51 1161 佐藤　柊 ｻﾄｳ ｼｭｳ 福島県 庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 7分54秒

52 1142 宇野　和希 ｳﾉ ｶｽﾞｷ 福島県 あさかのRCｽﾎﾟｰﾂ少年団 7分54秒

53 1139 八巻　雄祐 ﾔﾏｷ ﾕｳｽｹ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 7分54秒

54 1117 武藤　大和 ﾑﾄｳ ﾔﾏﾄ 福島県 東和小学校 7分56秒

55 1164 清水　萩斗 ｼﾐｽﾞ ｼｭｳﾄ 福島県 庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 7分58秒

56 1168 平塚　大晴 ﾋﾗﾂｶ ﾀｲｾｲ 福島県 福島第三小学校 8分00秒

57 1166 藪内　拓美 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾀｸﾐ 福島県 福島第三小学校 8分15秒

58 1129 菅野　隼大 ｶﾝﾉ ﾊﾔﾄ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 8分15秒

59 1131 鑓水　凜太朗 ﾔﾘﾐｽﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 8分30秒

60 1150 石田　颯太 ｲｼﾀﾞ ｿｳﾀ 福島県 本宮小学校 8分33秒

61 1114 髙松　蓮 ﾀｶﾏﾂ ﾚﾝ 神奈川県 8分38秒

62 1146 村上　大晟 ﾀﾞｲｾｲ 福島県 佐倉小学校 8分57秒


