
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 フリガナ 地区 所　属 タイム 備考

1 622 若田　大尚 ﾜｶﾀ ﾋﾛﾀｶ 日光市 落合陸上クラブ 0:10:00

2 615 深井　真生 ﾌｶｲ ﾏｺﾄ 矢板市 矢板市乙畑小 0:10:04

3 639 後藤　遥希 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｷ 宇都宮市 白沢小学校 0:10:32

4 603 入江　佑典 ｲﾘｴ ﾕｳｽｹ 日光市 落合陸上クラブ 0:10:34

5 624 中郷　和真 ﾅｶｺﾞｳ ｶｽﾞﾏ 壬生町 壬生小学校 0:10:39

6 641 大金　莉久 ｵｵｶﾞﾈ ﾘｸ 壬生町 壬生小学校 0:10:44

7 616 加藤　聖大 ｶﾄｳ ｼﾖｳﾀ 大田原市 南小学校 0:10:46

8 601 遅澤　友海 ｵｿｻﾞﾜ ﾕｳ 矢板市 よろしく真岡 0:10:49

9 664 伊坂　陽希 ｲｻｶ ﾊﾙｷ 大田原市 須賀川小学校 0:11:11

10 609 石田　楓翔 ｲｼﾀﾞ ﾌｳﾄ 宇都宮市 陽南陸上 0:11:15

11 626 加藤　心翔 ｶﾄｳ ﾏﾅﾄ 那須塩原市 東原小学校 0:11:22

12 642 木内　蒼士郎 ｷｳﾁ ｿｳｼﾛｳ 下野市 0:11:32

13 608 髙橋　力輝斗 ﾀｶﾊｼ ﾘｷﾄ 矢板市 0:11:35

14 636 大牟礼　結人 ｵｵﾑﾚ ﾕｲﾄ 大田原市 西原小学校 0:11:48

15 634 千葉　嵩仁 ﾁﾊﾞ ｼｭｳｼﾞ 大田原市 0:11:50

16 633 飯塚　大凱 ｲｲﾂｶ ﾀｲｶﾞ 大田原市 佐良土ＪＢＣ 0:11:53

17 627 石原　幹太 ｲｼﾊﾗ ｶﾝﾀ 那須塩原市 大原間小学校 0:12:02

18 671 竹内　大葵 ﾀｹｳﾁ ﾀｲｷ 大田原市 市野沢小学校 0:12:02

19 606 桜岡　大輝 ｻｸﾗｵｶ ﾋﾛｷ 大田原市 ジェルモーリＦＣ 0:12:10

20 654 髙﨑　玄真 ﾀｶｻｷ ｹﾞﾝﾏ 大田原市 両郷中央小学校 0:12:14

21 640 平山　慶 ﾋﾗﾔﾏ ｹｲ 那須町 那須Ｊｒ． 0:12:15

22 602 大嶋　日々輝 ｵｵｼﾏ ﾋﾋﾞｷ 大田原市 ジェルモーリ 0:12:16

23 660 菊池　遥斗 ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ 大田原市 大田原小学校 0:12:19

24 619 和氣　靖一郎 ﾜｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 大田原市 金丸小学校 0:12:20

25 612 齋藤　陽音 ｻｲﾄｳ ﾋｵﾝ 大田原市 川西クラブ 0:12:30

26 605 佐藤　龍聖 ｻﾄｳ ﾘﾕｳｾｲ 大田原市 ジェルモーリＦＣ 0:12:30

27 607 藤田　晟太朗 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞﾖｳﾀﾛｳ 大田原市 ジェルモーリ 0:12:46

28 646 鉢村　一真 ﾊﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 大田原市 佐久山小学校 0:12:46

29 623 村山　泰基 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｲｷ 宇都宮市 晃宝小学校 0:12:53

30 621 折笠　彩翔 ｵﾘｶｻ ｱﾔﾄ 日光市 落合陸上クラブ 0:12:55

31 614 細岡　叶翔 ﾎｿｵｶ ｶﾅﾄ 大田原市 ジェルモーリＦＣ 0:12:59

32 632 土谷　優絆 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ 大田原市 大田原ボーイズ 0:13:02

33 645 屋代　爽助 ﾔｼﾛ ｿｳｽｹ 大田原市 金丸小学校 0:13:06

34 656 伊藤　叶翔 ｲﾄｳ ｶﾅﾄ 大田原市 両郷中央小学校 0:13:12

35 670 丸山　峰生 ﾏﾙﾔﾏ ﾎｳｾｲ 大田原市 市野沢小学校 0:13:13

36 649 大山　翔平 ｵｵﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 大田原市 親園小学校 0:13:19

37 663 浅井　海音 ｱｻｲ ｶｲﾄ 那須塩原市 湯津上小学校 0:13:22

38 629 渡邉　心 大田原市 薄葉小学校 0:13:29

39 667 戸辺　結斗 ﾄﾍﾞ ﾕｲﾄ 大田原市 市野沢小学校 0:13:30

40 672 星野　圭吾 ﾎｼﾉ ｹｲｺﾞ 大田原市 市野沢小学校 0:13:31

41 652 蓮実　虹斗 ﾊｽﾐ ﾅﾅﾄ 大田原市 両郷中央小学校 0:13:35

42 611 西海　灯馬 ｻｲｶｲ ﾄｳﾏ 大田原市 川西クラブ 0:13:39

43 631 益子　海星 ﾏｼｺ ｶｲｾｲ 大田原市 金丸クラブ 0:13:39

44 674 戸辺　悠太 ﾄﾍﾞ ﾕｳﾀ 大田原市 市野沢小学校 0:13:40

45 658 山先　海璃 ﾔﾏｻｷ ｶｲﾘ 大田原市 大田原小学校 0:13:52

46 635 初見　匠 ﾊﾂﾐ ｼﾖｳ 大田原市 紫塚小学校 0:13:59

47 613 三田　恒太 ﾐﾀ ｺｳﾀ 大田原市 川西クラブ 0:14:04

48 630 小林　海斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 大田原市 奥沢小学校 0:14:07

49 604 小井沼　陸王 ｵｲﾇﾏ ﾘｸｵｳ 栃木市 0:14:09

50 651 蓮実　仁輝 ﾊｽﾐ ﾋﾄｷ 大田原市 両郷中央小学校 0:14:15
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51 650 坂和　琉生 ｻｶﾜ ﾙｲ 大田原市 親園小学校 0:14:17

52 655 益子　翔 ﾏｼｺ ｼｮｳ 大田原市 両郷中央小学校 0:14:22

53 638 菅野　拓真 ｶﾝﾉ ﾀｸﾏ 大田原市 湯津上小野球部 0:14:24

54 669 益子　翔真 ﾏｼｺ ｼｮｳﾏ 大田原市 市野沢小学校 0:14:24

55 653 江崎　優大 ｴｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 大田原市 両郷中央小学校 0:14:26

56 625 長田　来唯 ｵｻﾀﾞ ﾗｲ 大田原市 0:14:26

57 668 江幡　大翔 ｴﾊﾞﾀ ﾔﾏﾄ 大田原市 市野沢小学校 0:14:28

58 610 石川　想太 ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ 大田原市 川西クラブ 0:14:29

59 618 森下　幹丸 ﾓﾘｼﾀ ﾐｷﾏﾙ 大田原市 須賀川小学校 0:14:30

60 643 大竹　理富 ｵｵﾀｹ ﾘﾄﾑ 大田原市 佐良土ＪＢＣ 0:14:37

61 659 髙橋　羚恩 ﾀｶﾊｼ ﾚｵﾝ 大田原市 大田原小学校 0:15:00

62 673 植木　遼太 ｳｴｷ ﾘｮｳﾀ 大田原市 市野沢小学校 0:15:02

63 617 榎本　真士 ｴﾉﾓﾄ ﾏﾅﾄ 大田原市 ジェルモーリＦＣ 0:15:05

64 637 小野瀬　蒼空 ｵﾉｾ ｿﾗ 那須塩原市 0:15:39

65 644 佐々木　翔太 ｻｻｷ ｼﾖｳﾀ 大田原市 薄葉小学校 0:17:06

66 648 鎌田　蓮 ｶﾏﾀﾞ ﾚﾝ 大田原市 湯津上小野球部 0:17:17

67 647 南澤　翔 ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｹﾙ 大田原市 薄葉小学校 0:17:52

68 666 髙江　蒼希 ﾀｶｴ ｿｳｷ 大田原市 市野沢小学校 0:20:18

69 661 末松　滉人 ｽｴﾏﾂ ﾋﾛﾄ 大田原市 川西小学校 0:20:34

70 657 泉田　健太 ｲｽﾞﾐﾀ ｹﾝﾀ 大田原市 紫塚小学校 0:26:56

620 斉藤　颯太 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 大田原市 川西小学校 DNS

628 倉澤　暁人 ｸﾗｻﾜ ｱｷﾄ 大田原市 黒羽小学校 DNS

662 菊池　朝陽 ｷｸﾁ ｱｻﾋ 大田原市 川西小学校 DNS

665 菊池　奏大郎 ｷｸﾁ ｿｳﾀﾛｳ 大田原市 須賀川小学校 DNS
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