
- 第３１回高砂マラソン -

17部　2㎞　小学生（男子）4年生

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/12/3

スタート： 10:35:00

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53秒1 若林　司1718 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 北浜JRC

7分01秒2 川野　琉生1709 ｶﾜﾉ ﾙｲ いなみ野陸上教室

7分16秒3 矢崎　太揮1707 ﾔｻｷ ﾀｲｷ いなみ野陸上教室

7分19秒4 松山　唯飛1717 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ 北浜JRC

7分20秒5 八嶋　春樹1716 ﾔｼﾏ ﾊﾙｷ TRINTY‐AC

7分25秒6 田中　隼希1753 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｷ 遠藤塾 豊中

7分25秒7 有田　一稀1701 ｱﾘﾀ ｲﾂｷ 花園小学校

7分26秒8 松井　春歩1738 ﾏﾂｲ ﾊﾙﾄ

7分26秒9 田村　優成1724 ﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ 北浜JRC

7分27秒10 松井　大翔1723 ﾏﾂｲ ﾊﾙﾄ 北浜JRC

7分28秒11 前川　蒼空1756 ﾏｴｶﾜ ｿﾗ

7分29秒12 中山　桜義1708 ﾅｶﾔﾏ ｵｳｷﾞ

7分34秒13 長田　陽色1770 ｵｻﾀﾞ ﾋｲﾛ 姫路市安室小学校

7分36秒14 南　陽太朗1714 ﾐﾅﾐ ﾖｳﾀﾛｳ 高砂市陸上教室

7分36秒15 ワード　天1703 ﾜｰﾄﾞ ﾃﾝ 安室ランニング

7分38秒16 山口　正真1706 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ いなみ野陸上教室

7分39秒17 浅原　康浩1760 ｱｻﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ KSSランニングクラブ

7分43秒18 井澤　賢人1733 ｲｻﾞﾜ ｹﾝﾄ いなみ野アスレチッククラブ

7分44秒19 田中　琥太郎1702 ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ 北浜JRC

7分45秒20 津田　真之介1765 ﾂﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 北浜JRC

7分46秒21 小林　輝斗1744 ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲﾄ 梅井野球部

7分47秒22 諌山　颯1721 ｲｻﾔﾏ ｿｳ 伊保小学校

7分48秒23 勝岡　勇人1722 ｶﾂｵｶ ﾕｳﾄ 北浜JRC

7分48秒24 田上　遼太朗1745 ﾀｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ 梅井野球部

7分49秒25 岩崎　航弥1735 ｲﾜｻｷ ｺｳﾔ 荒井小学校

7分50秒26 田中　蓮1737 ﾀﾅｶ ﾚﾝ

7分50秒27 難波江　拓歩1771 ﾅﾊﾞｴ ﾀｸﾑ 安室RC

7分52秒28 押切　近楽1713 ｵｼｷﾘ ﾁｶﾗ

7分56秒29 宮本　夢希1746 ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾒｷ 梅井野球部

8分00秒30 谷口　悠斗1719 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 北浜JRC

8分01秒31 魚住　慶至1755 ｳｵｽﾞﾐ ｹｲｼ KSSランニングクラブ

8分03秒32 吉浦　立稀1732 ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ 安室RC

8分05秒33 山口　朔門1774 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｸﾄ

8分10秒34 垣本　尊琉1734 ｶｷﾓﾄ ﾀｹﾙ

8分12秒35 帆先　龍聖1757 ﾎｻｷ ﾘｭｳｾｲ KＳＳランニングクラブ

8分13秒36 白水　新大1776 ｼﾛｳｽﾞ ｱﾗﾀ

8分14秒37 杉本　結音1704 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾄ 北浜JRC

8分16秒38 福井　虎太朗1729 ﾌｸｲ ｺﾀﾛｳ 安室RC

8分18秒39 堤　悠一1775 ﾂﾂﾐ ﾕｳｲﾁ

8分20秒40 神井　晴凪1767 ｶﾐｲ ｾﾅ 北浜小学校

8分30秒41 長田　仁一郎1752 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ

8分33秒42 紀伊　啓史1743 ｷｲ ｱｷﾌﾐ 梅井野球部

8分33秒43 三木　阿論1711 ﾐｷ ｱﾛﾝ 荒井小学校

8分35秒44 岡田　龍茉1764 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾏ

8分41秒45 御栗　尚真1731 ﾐｸﾘ ｼｮｳﾏ 尾上小学校

8分44秒46 山下　智聖1762 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｻﾄ

8分44秒47 門野　柊希1730 ｶﾄﾞﾉ ｲﾌﾞｷ

8分47秒48 平瀬　史悠1759 ﾋﾗｾ ｼｭｳ KSSランニングクラブ

8分47秒49 牧野　晃太1740 ﾏｷﾉ ｺｳﾀ

8分50秒50 谷口　大河1772 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ
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8分52秒51 東　大生1705 ｱﾂﾞﾏ ﾀﾞｲｾｲ 荒井小学校

8分53秒52 三木　啓瑚1763 ﾐｷ ｹﾝｺﾞ 北浜JRC

8分54秒53 瀧川　輝星1727 ﾀｷｶﾞﾜ ｷｱﾗ

8分54秒54 吉田　翔1758 ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ KSSランニングクラブ

9分03秒55 角田　徹汰1726 ｶｸﾀﾞ ﾃｯﾀ 伊保小学校

9分06秒56 小柳　朝陽1747 ｺﾔﾅｷﾞ ｱｻﾋ 梅井野球部

9分12秒57 萩原　悠眞1769 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾊﾙﾏ KSSランニングクラブ

9分48秒58 神納　悠人1736 ｼﾞﾝﾉｳ ﾕｳﾄ 高砂FC

9分49秒59 清水　秋寿1768 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋｻ

10分05秒60 山下　弘聖1761 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｾｲ

10分13秒61 大西　陵太1754 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾀ KSSランニングクラブ

10分28秒62 高寄　晃佑1750 ﾀｶﾖｾ ｺｳｽｹ 高砂市スポーツ少年団キッ・

11分10秒63 竹田　寿弥1710 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾔ

11分33秒64 長谷川　寛人1766 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ

11分50秒65 吉田　大顕1773 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾃﾙ
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