
- 第３２回高砂マラソン -

18部　2㎞　小学生（男子）4～6年生

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/12/2

スタート： 10:20:00

会場: 県立加古川河川敷ﾏﾗｿﾝｺｰｽ（高砂ｽﾀｰﾄｺｰｽ）

主催: 高砂市体育協会・高砂マラソン実行委員会

6分23秒1 田中　颯眞1811 ﾀﾅｶ ｿｳﾏ 北浜JRC

6分39秒2 藤原　槙士1804 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｷﾄ

6分45秒3 吉川　響葵1819 ﾖｼｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 安室RC

6分46秒4 若林　司1802 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 北浜JRC

6分47秒5 川野　琉生1815 ｶﾜﾉ ﾙｲ いなみ野陸上

6分50秒6 高木　大1806 ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲ 北浜JRC

6分50秒7 加藤　璃久1905 ｶﾄｳ ﾘｸ 北浜JRC

6分51秒8 足立　昌汰1899 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾀ 安室RC

6分53秒9 松山　唯飛1812 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ 北浜JRC

6分53秒10 西川　英徳1847 ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ いなみ野陸上

6分54秒11 徳永　泰雅1895 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲｶﾞ 安室RC

6分56秒12 有田　一稀1859 ｱﾘﾀ ｲﾂｷ

6分59秒13 山本　恭平1825 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ いなみ野陸上

7分01秒14 田村　優成1826 ﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ 北浜JRC

7分05秒15 中山　桜義1822 ﾅｶﾔﾏ ｵｳｷﾞ いなみ野陸上

7分09秒16 八嶋　春樹1833 ﾔｼﾏ ﾊﾙｷ TRINITY.AC

7分10秒17 白石　一颯1834 ｼﾗｲｼ ｲｯｻ 北浜JRC

7分15秒18 糟谷　輝1867 ｶｽﾔ ﾋｶﾙ 西神吉小

7分15秒19 前川　蒼空1891 ﾏｴｶﾜ ｿﾗ KSS

7分16秒20 辻本　滉貴1844 ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 米田小学校

7分16秒21 神吉　惺翔1842 ｶﾝｷ ｾｲﾄ 米田小学校

7分17秒22 井澤　賢人1837 ｲｻﾞﾜ ｹﾝﾄ

7分18秒23 八嶋　純平1832 ﾔｼﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ TRINITY.AC

7分18秒24 谷口　悠斗1808 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 北浜JRC

7分19秒25 大西　真獅1813 ｵｵﾆｼ ｼｵﾝ

7分19秒26 近田　玲1828 ﾁｶﾀﾞ ﾚｲ

7分20秒27 山口　正真1830 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ いなみ野陸上

7分20秒28 溝口　達也1901 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 安室RC

7分25秒29 山下　将司1821 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｼ いなみ野ｱｽﾚﾁｯｸ

7分27秒30 元原　楓翔1849 ﾓﾄﾊﾗ ﾌｳﾄ 阿弥陀小学校

7分27秒31 松井　大翔1807 ﾏﾂｲ ﾊﾙﾄ

7分29秒32 田中　蓮1839 ﾀﾅｶ ﾚﾝ

7分29秒33 中島　蓮稀1843 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊｽｷ 米田小学校

7分29秒34 佐藤　透晏1846 ｻﾄｳ ﾄｱ

7分31秒35 苅田　柊平1838 ｶﾘﾀ 北浜JRC

7分32秒36 平松　智紀1856 ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓｷ

7分32秒37 林田　幸希1824 ﾊﾔｼﾀﾞ ｺｳｷ いなみの陸上

7分32秒38 南條　空芽1827 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｸｳｶﾞ

7分36秒39 原口　柚輝1829 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｽﾞｷ

7分37秒40 岡﨑　悠馬1809 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾏ KSS

7分38秒41 平松　公希1855 ﾋﾗﾏﾂ ｺｳｷ

7分40秒42 鉢田　歩揮1820 ﾊﾁﾀﾞ ｱﾕｷ はりま陸上

7分41秒43 帆先　龍聖1889 ﾎｻｷ ﾘｭｳｾｲ KSS RC

7分41秒44 堤　悠一1880 ﾂﾂﾐ ﾕｳｲﾁ kssﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

7分45秒45 松浦　弘裕1863 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｽｹ

7分47秒46 前田　輝來1868 ﾏｴﾀﾞ ｷﾗ KSSRC

7分48秒47 日坂　太祐1903 ﾋｻｶ ﾀﾞｲｽｹ KSS

7分48秒48 大西　凱惺1865 ｵｵﾆｼ ｶｲｾｲ 加古川市立志方小学校

7分50秒49 松井　春歩1892 ﾏﾂｲ ﾊﾙﾄ  北浜

7分51秒50 杉本　結音1801 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾄ 北浜JRC
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7分51秒51 髙田　翔太郎1862 ﾀｶﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ

7分54秒52 横手　佑紀1850 ﾖｺﾃ ﾕｳｷ 米田小学校

7分57秒53 山口　朔門1886 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｸﾄ kssﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

7分59秒54 井上　颯大1814 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ TRINITY.AC

8分00秒55 森　陽向1874 ﾓﾘ ﾋﾅﾀ

8分02秒56 大上　真優1907 ｵｵｳｴ ﾏﾋﾛ 米田西小学校

8分04秒57 津田　真之介1887 ﾂﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 北浜JRC

8分08秒58 田中　斗也1902 ﾀﾅｶ ﾄｳﾔ TRINITY.A.C

8分09秒59 山城　吏貴1816 ﾔﾏｼﾛ ﾘｷ 荒井小学校

8分10秒60 田中　悠斗1869 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ KSSﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

8分11秒61 難波　歩睦1823 ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 高砂小学校

8分16秒62 柳井　快音1909 ﾔﾅｲ ｶｲﾄ

8分17秒63 田口　裕大1840 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 荒井小学校

8分17秒64 福留　悠斗1848 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾕｳﾄ

8分18秒65 大西　泰輔1873 ｵｵﾆｼ ﾀｲｽｹ

8分19秒66 岡田　龍茉1877 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾏ

8分22秒67 吉川　冬馬1818 ﾖｼｶﾜ ﾄｳﾏ

8分24秒68 橋本　廉1908 ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 米田西小学校

8分25秒69 坂本　翔1852 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳ はりま陸上ｸﾗﾌﾞ

8分28秒70 魚住　慶至1885 ｳｵｽﾞﾐ ｹｲｼ KSSﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

8分31秒71 ガースバック　ノア1861 ｶﾞｰｽﾊﾞｯｸ ﾉｱ

8分32秒72 伊藤　響1911 ｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ

8分33秒73 黒田　千紘1817 ｸﾛﾀﾞ ﾁﾋﾛ

8分34秒74 三木　啓瑚1883 ﾐｷ ｹﾝｺﾞ 北浜JRC

8分35秒75 岩坂　拓弥1871 ｲﾜｻｶ ﾀｸﾐ

8分36秒76 小坂　羚叶1900 ｺｻｶ ﾚｲｶﾞ

8分36秒77 藤本　宙輝1858 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ

8分40秒78 横手　利気1851 ﾖｺﾃ ﾄｼｷ 米田小学校

8分46秒79 平瀬　史悠1879 ﾋﾗｾ ｼｭｳ KSSﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

8分51秒80 山中　陽太1866 ﾔﾏﾅｶ ﾖｳﾀ いなみｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

8分53秒81 Ｈｕｎｔｅｒ　Ｂａｉｌｅｙ1854 ﾊﾝﾀｰ ﾍﾞｲﾘｰ Traralgon Harriers

8分56秒82 長谷川　泰一1864 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｲﾁ はりま陸上ｸﾗﾌﾞ

8分59秒83 宮先　秀弥1836 ﾐﾔｻｷ ｼｭｳﾔ

9分04秒84 平良　勇誠1872 ﾀｲﾗ ﾕｳｾｲ

9分08秒85 平良　勇翔1896 ﾀｲﾗ ﾊﾔﾄ

9分08秒86 網干　陽太郎1906 ｱﾎﾞｼ ﾖｳﾀﾛｳ 米田西小学校

9分09秒87 山田　瑛汰1860 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ

9分09秒88 牧野　晃太1845 ﾏｷﾉ ｺｳﾀ 曽根小学校

9分14秒89 神納　悠人1878 ｼﾞﾝﾉｳ ﾕｳﾄ

9分16秒90 中嶋　温大1835 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ

9分18秒91 中谷　塁1904 ﾅｶﾀﾆ ﾙｲ KSS

9分40秒92 大西　陵太1893 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾀ KSSﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

9分41秒93 今竹　快吏1914 ｲﾏﾀｹ ｶｲﾘ 高砂市ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｷｯｽﾞｸﾗ

9分41秒94 岡村　昂汰1831 ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ

10分01秒95 政平　壮琉1884 ﾏｻﾋﾗ ﾀｹﾙ kss

10分14秒96 清水　藍生斗1853 ｼﾐｽﾞ ﾗｲﾄ 桝田ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

10分25秒97 松本　楓大1910 ﾏﾂﾓﾄ ﾌｳﾀ 高丸小学校

10分38秒98 竹田　寿弥1810 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾔ

10分44秒99 上原　拓真1870 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ KSSﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

11分24秒100 栗原　健太1912 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ 高砂市ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｷｯｽﾞｸﾗ
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12分58秒101 長谷川　寛人1882 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ
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