
4 ・ 小学4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 1523 佐藤　頼誠 ｻﾄｳ ﾗｲｾ 福島県 庭坂小学校 7分47秒
2 1508 菅野　遥人 ｶﾝﾉ ﾊﾙﾄ 福島県 保原小学校 7分49秒
3 1511 土屋　奏斗 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾄ 福島県 東和RC 7分50秒
4 1515 青木　雄太 ｱｵｷ ﾕｳﾀ 福島県 東和RC 7分51秒
5 1501 大澤　榎堂 福島県 信夫ヶ丘TC 8分06秒
6 1504 渡辺　悠里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾘ 福島県 瀬上小学校 8分08秒

7 1518 佐藤　琉成 ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 福島県 杉田小 8分12秒

8 1530 穂苅　一馬 ﾎｶﾞﾘ ｶｽﾞﾏ 福島県 信夫ヶ丘TC 8分15秒

9 1532 渡邉　寛輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 8分23秒

10 1512 菅野　航平 ｽｶﾞﾉ ｺｳﾍｲ 福島県 吉井田小 8分27秒

11 1519 郡司　雄太 ｸﾞﾝｼﾞ ﾕｳﾀ 福島県 第一小学校 8分31秒

12 1522 髙橋　真叶 ﾀｶﾊｼ ﾏｶﾅ 山形県 大富陸上ｸﾗﾌﾞ 8分31秒

13 1528 斉藤　悠輝 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 福島県 三河台 8分33秒

14 1534 阿部　大和 ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 8分35秒

15 1541 古関　寿士 福島県 瀬上小学校 8分37秒

16 1507 根本　聡太 ﾈﾓﾄ ｿｳﾀ 福島県 いわしろRC 8分51秒

17 1520 阿部　圭将 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 福島県 佐倉小 8分58秒

18 1510 浅野　弘大 ｱｻﾉ ｺｳﾀﾞｲ 福島県 醸芳小 8分58秒

19 1544 駒場　優吾 ｺﾏﾊﾞ ﾕｳｺﾞ 福島県 福島第三小学校 9分00秒

20 1526 鈴木　貫介 福島県 蓬莱東小 9分02秒

21 1502 佐藤　晃成 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 福島県 南向台小学校 9分07秒

22 1548 蓬田　光 ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ﾋｶﾙ 福島県 福島第三小学校 9分10秒

23 1540 稲本　陽介 ｲﾅﾓﾄ ﾖｳｽｹ 福島県 森合小学校 9分12秒

24 1546 佐藤　絢斗 ｻﾄｳ ｱﾔﾄ 福島県 福島第三小学校 9分13秒

25 1525 木村　倭 福島県 三河台小学校 9分17秒

26 1531 菊田　遥斗 ｷｸﾀ ﾊﾙﾄ 福島県 信夫ヶ丘TC 9分19秒

27 1527 佐藤　瀬那 ｻﾄｳ ｾﾅ 福島県 蓬莱小学校 9分19秒

28 1535 石橋　琉希 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｭｳｷ 福島県 green　leaf　RC 9分26秒

29 1537 大竹　瑛仁 ｵｵﾀｹ ｱｷﾋﾄ 福島県 ﾁｰﾑ大竹 9分29秒

30 1506 村上　晴一 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｲﾁ 福島県 矢野目小学校 9分32秒

31 1514 佐々木　義人 ｻｻｷ ﾖｼﾋﾄ 宮城県 仙台市袋原小学校 9分40秒

32 1505 佐久間　晴君 ｻｸﾏ ﾊﾙｷﾐ 福島県 森合小学校 9分45秒

33 1547 菅原　伊吹 ｽｶﾞﾜﾗ ｲﾌﾞｷ 福島県 福島第三小学校 9分45秒

34 1529 西山　樹 ﾆｼﾔﾏ ｲﾂｷ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 9分48秒

35 1509 菅野　匠海 ｶﾝﾉ ﾀｸﾐ 福島県 杉妻小学校 9分49秒

36 1513 佐藤　千駿 ｻﾄｳ ﾁﾊﾔ 福島県 桜の聖母学院小 9分51秒

37 1539 宮本　尚人 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵﾄ 福島県 清水小学校 9分58秒

38 1521 石川　璃一 ｲｼｶﾜ ﾘｲﾁ 茨城県 中町東小学校 10分28秒

39 1517 佐藤　翔大 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾞｲ 福島県 三河台小 10分33秒

40 1545 藪内　大和 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾀｲﾜ 福島県 福島第三小学校 10分40秒

41 1542 熊谷　健佑 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｽｹ 宮城県 10分46秒

42 1536 渡辺　温仁 ﾊﾙﾄ 福島県 蓬莱小学校 10分50秒

43 1533 今泉　琉生 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾙｲ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 10分54秒

44 1538 根本　昊雅 ﾈﾓﾄ ｺｳｶﾞ 福島県 芳賀小学校 11分14秒

45 1524 田村　颯聖 ﾀﾑﾗ ﾌｳｼ 福島県 吉井田小 11分17秒

46 1503 齋藤　爽太 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 福島県 北沢又小学校 11分30秒
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