
3 ・ 小学3年生男子2km

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1406 笹川　大 ｻｻｶﾞﾜ ﾋﾛ 宮城県 7分45秒
2 1412 森　彩隼 ﾓﾘ ｱﾔﾄ 福島県 大森小学校 7分46秒
3 1408 矢吹　大輔 ﾔﾌﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 福島県 大山小学校 7分46秒
4 1471 青島　大陸 ｱｵｼﾏ ﾘｸ 福島県 福島第三小学校 7分52秒
5 1418 清野　健人 ｾｲﾉ ｹﾝﾄ 福島県 伊達東小学校 7分53秒
6 1447 本田　智士 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ 福島県 東和RC 8分18秒

7 1407 森　大隼 ﾓﾘ ﾋﾛﾄ 福島県 大森小学校 8分27秒

8 1434 秋元　優哉 ｱｷﾓﾄ ﾕｳﾔ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 8分35秒

9 1410 菅野　陽生 ｶﾝﾉ ﾊﾙｷ 福島県 東和小学校 8分42秒

10 1428 服部　隼汰 ﾊｯﾄﾘ ﾊﾔﾀ 福島県 渋川小 8分45秒

11 1456 増川　智也 ﾏｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 福島県 福島第三小学校 8分49秒

12 1457 加藤　滉也 ｶﾄｳ ﾋﾛﾔ 福島県 福島第三小学校 8分53秒

13 1431 荒　大悟 ｱﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 福島県 中村第一小学校 8分54秒

14 1409 市川　真路 ｲﾁｶﾜ ｼﾝｼﾞ 福島県 杉妻 9分06秒

15 1438 佐藤　蘭 ｻﾄｳ ﾗﾝ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 9分08秒

16 1417 石川　怜弥 ｲｼｶﾜ ﾚｲﾔ 福島県 小浜小学校 9分15秒

17 1441 松野　恵斗 ﾏﾂﾉ ｹｲﾄ 福島県 信夫ヶ丘TC 9分15秒

18 1452 渡辺　隼都 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 福島県 瀬上小学校 9分17秒

19 1444 加藤　雅弥 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 9分17秒

20 1419 吉田　悠吾 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 福島県 いわしろRC 9分21秒

21 1414 遠藤　悠正 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 福島県 野木沢小学校 9分21秒

22 1451 佐藤　祐 ｻﾄｳ ﾀｽｸ 千葉県 市場小 9分23秒

23 1433 村岡　璃久 ﾑﾗｵｶ ﾘｸ 福島県 行徳小 9分23秒

24 1416 塩見　悠真 ｼｵﾐ ﾕｳﾏ 福島県 安達太良小学校 9分25秒

25 1421 大内　悠剛 ｵｵｳﾁ ﾕｳｺﾞｳ 福島県 森合小学校 9分25秒

26 1460 菅野　壮太郎 ｶﾝﾉ ｿｳﾀﾛｳ 福島県 福島第三小学校 9分29秒

27 1430 渡邉　拓馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 福島県 蓬莱東小学校 9分29秒

28 1415 武藤　翔大 ﾑﾄｳ ｼｮｳﾀ 福島県 五百川小 9分31秒

29 1439 飯沼　颯人 ｲｲﾇﾏ ﾊﾔﾄ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 9分33秒

30 1443 菅野　優樹 ｶﾝﾉ ﾕｳｷ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 9分35秒

31 1440 尾形　望月 ｵｶﾞﾀ ﾐﾂﾞｷ 福島県 信夫ヶ丘TC 9分38秒

32 1413 常泉　颯汰 ﾂﾈｲｽﾞﾐ ｿｳﾀ 福島県 小浜小 9分40秒

33 1425 幡　研人 ﾊﾀ ｹﾝﾄ 福島県 ﾏﾙﾍﾞﾘｰさおり 9分43秒

34 1403 伊藤　綾汰 ｲﾄｳ ｱﾔﾀ 福島県 杉妻小 9分46秒

35 1411 小野　蒼悟 ｵﾉ ｿｳｺﾞ 福島県 金谷川小学校 9分47秒

36 1436 藤枝　宗馬 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｿｳﾏ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 9分48秒

37 1424 高橋　悠真 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 福島県 油井小学校 9分48秒

38 1422 本田　翔 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳ 福島県 青木小 9分55秒

39 1429 平岩　空澄 ﾋﾗｲﾜ ｿﾗﾄ 宮城県 ﾗﾝﾅﾊﾟｽ 9分56秒

40 1405 佐藤　悠理 ｻﾄｳ ﾕｳﾘ 福島県 吉井田小 10分01秒

41 1432 鈴木　翔陽 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 福島県 小野新町小学校 10分05秒

42 1435 大和田　真士 ｵｵﾜﾀﾞ ﾏﾅﾄ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 10分12秒

43 1423 片岡　唯斗 ｶﾀｵｶ ﾕｲﾄ 福島県 第一小 10分17秒

44 1454 山田　慎之佑 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 10分18秒

45 1448 半沢　勇磨 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 福島県 松川小学校 10分22秒

46 1442 桧山　楓歩希 ﾋﾔﾏ ﾌﾌﾞｷ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 10分25秒

47 1402 籏野　優逞 ﾊﾀﾉ ﾕｳﾀ 福島県 吉井田小 10分29秒

48 1446 白坂　壮太 ｼﾗｻｶ ｿｳﾀ 福島県 けやきの村 10分32秒

49 1426 折笠　藍希 ｵﾘｶｻ ｱｲｷ 福島県 ﾁｰﾑﾄﾞﾚﾐ 10分40秒
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50 1455 真田　雄真 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳﾏ 福島県 福島第三小学校 10分41秒

51 1427 藤田　隼安 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｱﾝ 福島県 大森小 10分42秒

52 1453 七見　悠斗 ﾅﾅﾐ ﾕｳﾄ 福島県 岩根小学校 10分44秒

53 1420 阿部　蒼太 ｱﾍﾞ ｿｳﾀ 福島県 小原田小学校 11分21秒


