
- 第３１回高砂マラソン -

24部　１㎞　小学生（男子）2年生

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/12/3

スタート： 10:01:00

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

3分41秒1 山田　悠真2416 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾏ

3分43秒2 吉浦　育飛2434 ﾖｼｳﾗ ｲｸﾄ 安室RC

3分44秒3 久保　芳斗2406 ｸﾎﾞ ﾖｼﾄ

3分44秒4 金澤　俊輝2420 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｼｷ 安室RC

3分45秒5 草賀　斗真2411 ｸｻｶ ﾄｳﾏ 北浜JRC

3分45秒6 井澤　孜瑠2408 ｲｻﾞﾜ ｼﾘｭｳ

3分50秒7 森元　櫻介2402 ﾓﾘﾓﾄ ｵｳｽｹ 北浜JRC

3分56秒8 末次　由和2425 ｽｴﾂｸﾞ ﾖｼｶｽﾞ 安室RC

3分58秒9 浅成　柊汰2466 ｱｻﾅﾘ ｼｭｳﾀ

3分58秒10 平松　隼2456 ﾋﾗﾏﾂ ｼｭﾝ 安室RC

3分58秒11 久保田　創真2438 ｸﾎﾞﾀ ｿｳﾏ 中筋小学校

3分59秒12 福本　彩人2412 ﾌｸﾓﾄ ｱﾔﾄ 岩岡AC

4分00秒13 井上　颯大2461 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 安室RC

4分01秒14 高橋　輝真2459 ﾀｶﾊｼ ﾃﾙﾏ 清水小学校

4分01秒15 梅田　晴登2404 ｳﾒﾀﾞ ﾊﾙﾄ 安室RC

4分03秒16 帆先　歩叶2458 ﾎｻｷ ｱﾕﾄ

4分08秒17 山田　想真2415 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ

4分09秒18 中谷　鳳良2423 ﾅｶﾀﾆ ﾀｶﾗ いなみ野アスレチック

4分10秒19 齋藤　成希2467 ｻｲﾄｳ ﾅﾙｷ

4分10秒20 田路　遥馬2424 ﾄｳｼﾞ ﾊﾙﾏ 安室RC

4分11秒21 北村　修廉2409 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾚﾝ

4分11秒22 松本　海聖2431 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲｾｲ

4分13秒23 松井　遼大2454 ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾀ

4分13秒24 岩井　蓮2428 ｲﾜｲ ﾚﾝ 荒井小学校

4分13秒25 佐古藤　涼2413 ｻｺﾌｼﾞ ﾘｮｳ 岩岡AC

4分15秒26 立石　宙嗣2441 ﾀﾃｲｼ ﾋﾛﾂｸﾞ 伊保小学校

4分16秒27 垣本　琉斐2436 ｶｷﾓﾄ ﾙｲ

4分18秒28 杉田　亮輔2457 ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 安室RC

4分18秒29 中野　瑛太2422 ﾅｶﾉ ｴｲﾀ

4分19秒30 有野　海人2418 ｱﾘﾉ ｶｲﾄ

4分19秒31 立石　朋嗣2440 ﾀﾃｲｼ ﾄﾓﾂｸﾞ

4分21秒32 前田　千太2473 ﾏｴﾀﾞ ｾﾝﾀ

4分22秒33 岡田　悠聖2439 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｾｲ

4分22秒34 門野　仁弥2426 ｶﾄﾞﾉ ｼﾞﾝﾔ

4分23秒35 口野　大樹2433 ｸﾁﾉ ﾋﾛｷ

4分23秒36 大濱　龍星2435 ｵｵﾊﾏ ﾘｭｳｾｲ

4分24秒37 難波江　斗真2465 ﾅﾊﾞｴ ﾄｳﾏ 安室RC

4分24秒38 西村　星輝2469 ﾆｼﾑﾗ ｾｲｷﾞ

4分25秒39 狩山　玲鳳2470 ｶﾘﾔﾏ ﾚｵﾝ

4分26秒40 瀬川　真太郎2460 ｾｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

4分27秒41 鷹尾　晃成2444 ﾀｶｵ ｺｳｾｲ 高砂市スポーツ少年団キッ・

4分31秒42 吉村　蒼祐2443 ﾖｼﾑﾗ ｿｳｽｹ

4分33秒43 井村　瞭太2430 ｲﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

4分33秒44 森　悠登2464 ﾓﾘ ﾕｳﾄ 米田小学校

4分37秒45 高田　隆成2449 ﾀｶﾀ ﾘｭｳｾｲ 高砂市スポーツ少年団キッ・

4分37秒46 角田　大瑚2417 ｶｸﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 伊保小学校

4分38秒47 三輪　亮介2401 ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ 安室RC

4分38秒48 黒瀬　絆竜2403 ｸﾛｾ ｷﾘｭｳ

4分39秒49 大山　拓海2463 ｵｵﾔﾏ ﾀｸﾐ KSSランニングクラブ

4分39秒50 石井　悠暉2429 ｲｼｲ ﾊﾙｷ 安室RC
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4分39秒51 下仲　陽大2472 ｼﾓﾅｶ ﾖｳﾀ

4分48秒52 瀧川　大心2419 ﾀｷｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾄ

4分49秒53 石井　奏多2451 ｲｼｲ ｶﾅﾀ 高砂市スポーツ少年団キッ・

4分49秒54 松本　遥希2405 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ 安室RC

4分55秒55 白川　莉央2447 ｼﾗｶﾜ ﾘｵ 高砂市スポーツ少年団キッ・

4分57秒56 長谷川　健太2407 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 米田西小学校

4分58秒57 二宮　恵規2427 ﾆﾉﾐﾔ ｻﾄｷ

5分03秒58 金森　唯仁2450 ｶﾅﾓﾘ ﾕｲﾄ 高砂市スポーツ少年団キッ・

5分04秒59 霜浦　和真2432 ｼﾓｳﾗ ｶｽﾞﾏ 曽根小学校

5分05秒60 神納　颯人2437 ｼﾞﾝﾉｳ ﾊﾔﾄ 高砂FC

5分09秒61 表口　弦樹2455 ｵﾓﾃｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ

5分10秒62 藤本　樹2468 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾂｷ

5分11秒63 前田　光瑶2414 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾖｳ 高砂小学校

5分12秒64 東　倖太朗2445 ｱｽﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ 高砂市スポーツ少年団キッ・

5分13秒65 中嶋　京吾2471 ﾅｶｼﾏ ｷｮｳｺﾞ

5分15秒66 瀬口　諒真2452 ｾｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 高砂市スポーツ少年団キッ・

5分15秒67 尾島　聡太2453 ｵｼﾞﾏ ｿｳﾀ 高砂市スポーツ少年団キッ・

5分27秒68 大内　蒼太2421 ｵｵｳﾁ ｿｳﾀ

5分39秒69 赤松　維心2446 ｱｶﾏﾂ ｲｼﾝ 高砂市スポーツ少年団キッ・
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