
- 第33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

 2019/12/1

スタート： 10:20:00

会場: 県立加古川河川敷マラソンコース

主催: 高砂マラソン実行委員会

6分27秒1 若林　 司1806 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 北浜ＪＲＣ

6分34秒2 辻本　 克紀1824 ﾂｼﾞﾓﾄ ｶﾂｷ いなみ野陸上

6分39秒3 松山　 唯飛1867 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ 北浜ＪＲＣ

6分41秒4 足立　 昌汰1840 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾀ 安室ＲＣ

6分43秒5 白石　 一颯1821 ｼﾗｲｼ ｲｯｻ 北浜ＪＲＣ

6分52秒6 近田　 玲1805 ﾁｶﾀﾞ ﾚｲ 北浜ＪＲＣ

6分53秒7 ユ　 ソンジェ1876 ﾕ ｿﾝｼﾞｪ 安室RC

6分53秒8 有田　 一稀1828 ｱﾘﾀ ｲﾂｷ

6分53秒9 岸本　 周真1877 ｷｼﾓﾄ ｼｭｳﾏ 安室ＲＣ

6分55秒10 谷口　 悠斗1802 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 北浜ＪＲＣ

6分57秒11 松井　 大翔1826 ﾏﾂｲ ﾊﾙﾄ 米田小学校

6分57秒12 金澤　 俊輝1836 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｼｷ 安室RC

6分57秒13 前川　 蒼空1835 ﾏｴｶﾜ ｿﾗ KSS

6分59秒14 渡部　 将成1838 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｾｲ 安室RC

7分00秒15 大西　 真獅1804 ｵｵﾆｼ ｼｵﾝ 北浜ＪＲＣ

7分00秒16 山口　 正真1809 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ いなみ野陸上

7分04秒17 井澤　 孜瑠1810 ｲｻﾞﾜ ｼﾘｭｳ 北浜ＪＲＣ

7分06秒18 井澤　 賢人1827 ｲｻﾞﾜ ｹﾝﾄ いなみ野陸上

7分07秒19 草賀　 斗真1880 ｸｻｶ ﾄｳﾏ 北浜JRC

7分08秒20 原口　 柚輝1831 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｽﾞｷ いなみの陸上

7分10秒21 糟谷　 輝1830 ｶｽﾔ ﾋｶﾙ 西神吉小学校

7分11秒22 中山　 桜義1814 ﾅｶﾔﾏ ｵｳｷﾞ いなみ野陸上

7分12秒23 林田　 幸希1817 ﾊﾔｼﾀﾞ ｺｳｷ いなみの陸上

7分21秒24 藤本　 宗汰1820 ﾌｼﾞﾓﾄ ｿｳﾀ いなみ野陸上

7分21秒25 山下　 将司1812 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｼ いなみ野陸上教室

7分21秒26 末次　 由和1823 ｽｴﾂｸﾞ ﾖｼｶｽﾞ 安室ＲＣ

7分21秒27 南條　 空芽1813 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｸｳｶﾞ いなみの陸上

7分22秒28 岡田　 快斗1875 ｵｶﾀﾞ ｶｲﾄ 安室RC

7分25秒29 堤　 悠一1870 ﾂﾂﾐ ﾕｳｲﾁ KSSランニングクラブ

7分31秒30 古賀　 翔1885 ｺｶﾞ ｼｮｳ

7分32秒31 山口　 朔門1852 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｸﾄ

7分33秒32 森元　 櫻介1801 ﾓﾘﾓﾄ ｵｳｽｹ 北浜ＪＲＣ

7分33秒33 日坂　 太祐1874 ﾋｻｶ ﾀﾞｲｽｹ KSSランニングクラブ

7分38秒34 藤原　 衣吹1881 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾌﾞｷ はりま陸上クラブ

7分46秒35 河野　 丞佑1882 ｺｳﾉ ｼﾞｮｳｽｹ 安室RC

7分49秒36 久保　 芳斗1866 ｸﾎﾞ ﾖｼﾄ 安室RC

7分52秒37 帆先　 歩叶1859 ﾎｻｷ ｱﾕﾄ KSSRC

7分55秒38 岡田　 龍茉1863 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾏ

7分59秒39 難波　 歩睦1815 ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 高砂小学校

8分08秒40 前田　 俐仁1853 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾋﾄ KSSRC

8分11秒41 島崎　 琉斗1884 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｭｳﾄ 荒井小学校

8分13秒42 横手　 利気1829 ﾖｺﾃ ﾄｼｷ 米田小

8分14秒43 平瀬　 史悠1832 ﾋﾗｾ ｼｭｳ KSSランニングクラブ

8分16秒44 三浦　 瑠唯1868 ﾐｳﾗ ﾙｲ

8分26秒45 瀬川　 真太郎1864 ｾｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

8分27秒46 宇都宮　 圭1858 ｳﾂﾉﾐﾔ ｹｲ

8分28秒47 西川　 空1855 ﾆｼｶﾜ ｿﾗ ＫＳＳ

8分28秒48 黒田　 千紘1825 ｸﾛﾀﾞ ﾁﾋﾛ 米田西小学校

8分31秒49 山下　 真太郎1860 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ kss

8分34秒50 宮先　 秀弥1816 ﾐﾔｻｷ ｼｭｳﾔ
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8分47秒51 加藤　 恵1879 ｶﾄｳ ﾒｸﾞﾑ

8分48秒52 森　 悠登1865 ﾓﾘ ﾕｳﾄ

8分52秒53 白川　 莉央1843 ｼﾗｶﾜ ﾘｵ 高砂市スポーツ少年団　キ・

8分56秒54 大西　 稜太1833 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾀ KSSランニングクラブ

8分58秒55 中谷　 塁1856 ﾅｶﾀﾆ ﾙｲ KSS

9分00秒56 吉田　 翔1871 ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ KSSランニングクラブ

9分05秒57 今竹　 快吏1851 ｲﾏﾀｹ ｶｲﾘ 高砂市スポーツ少年団　キ・

9分07秒58 大山　 拓海1857 ｵｵﾔﾏ ﾀｸﾐ KSSランニングクラブ

9分08秒59 勘田　 雄大1883 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

9分18秒60 赤松　 維心1845 ｱｶﾏﾂ ｲｼﾝ 高砂市スポーツ少年団　キ・

9分18秒61 大内　 蒼太1841 ｵｵｳﾁ ｿｳﾀ 高砂市スポーツ少年団　キ・

9分20秒62 中嶋　 稜人1808 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾄ ＫＳＳ

9分30秒63 小嶋　 陸斗1848 ｵｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 高砂市スポーツ少年団　キ・

9分36秒64 永井　 亮三1822 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳｿﾞｳ

9分37秒65 山田　 瑛太1834 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ KSSランニングクラブ

9分54秒66 政平　 壮琉1862 ﾏｻﾋﾗ ﾀｹﾙ KSS

10分06秒67 瀬口　 諒真1844 ｾｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 高砂市スポーツ少年団　キ・

10分13秒68 金森　 唯仁1847 ｶﾅﾓﾘ ﾕｲﾄ 高砂市スポーツ少年団　キ・

10分35秒69 中嶋　 京吾1854 ﾅｶｼﾏ ｷｮｳｺﾞ KSSランニングクラブ
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