
15 ・ D1 2km親子ペア 小学校(1～3年)

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 4223 北山　俊太朗・俊行 ｷﾀﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ ･ﾄｼﾕｷ 東京都 千寿第八小 7分27秒
2 4245 金澤　龍誠・雅巳 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ ･ﾏｻﾐ 宇都宮市 横川東小学校 7分27秒
3 4254 直井　芳樹・祐一 ﾅｵｲ ﾖｼｷ ･ﾕｳｲﾁ 真岡市 長田小学校 7分33秒
4 4206 黒崎　太芯・雄一郎 ｸﾛｻｷ ﾀｲｼﾝ ･ﾕ 宇都宮市 城東小学校 7分51秒
5 4219 石田　一翔・純一 ｲｼﾀﾞ ｲｯﾄ ･ｼﾞｭﾝｲﾁ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 7分56秒
6 4126 髙橋　颯・宏介 ﾀｶﾊｼﾊﾔﾃ・ｺｳｽｹ 壬生町 睦小学校 7分58秒

7 4129 髙畑　穣・武 ﾀｶﾊﾀﾕﾀｶ・ﾀｹｼ 壬生町 壬生東小学校 8分01秒

8 4096 渡辺　昊・里志 ﾜﾀﾅﾍﾞｺｳ・ｻﾄｼ 壬生町 安塚小学校 8分05秒

9 4179 畑田　育杜・晃宏 ﾊﾀﾀﾞｲｸﾄ・ｱｷﾋﾛ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 8分09秒

10 4074 江俣　類以・和行 ｴﾏﾀﾙｲ・ｶｽﾞﾕｷ 壬生町 壬生町立壬生東小学校 8分14秒

11 4255 佐山　大翔・智紀 ｻﾔﾏ ﾋﾛﾄ ･ﾄﾓﾉﾘ 小山市 8分16秒

12 4161 篠崎 太我・哲也 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ･ﾃﾂﾔ 宇都宮市 8分20秒

13 4274 田口　晃慶・貴秀 ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾉﾘ ･ﾀｶﾋﾃﾞ 宇都宮市 五代小学校 8分20秒

14 4200 東泉　鎧亜・秀幸 ﾄｳｾﾝ ｶﾞｲｱ ･ﾋﾃﾞﾕｷ 那須塩原市 横林小学校 8分21秒

15 4268 長島　彩音・秀明 ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔﾈ ･ﾋﾃﾞｱｷ 真岡市 真岡西小 8分21秒

16 4143 小川　真央・正人 ｵｶﾞﾜﾏｵ・ﾏｻﾄ 壬生町 安塚小学校 8分27秒

17 4083 岩本　善樹・真樹 ｲﾜﾓﾄﾖｼｷ・ﾏｻｷ 壬生町 安塚小学校 8分33秒

18 4044 知花　愛・和行 ﾁﾊﾞﾅﾏﾅ・ｶｽﾞﾕｷ 壬生町 睦小 8分42秒

19 4106 佐々木　遼・正裕 ｻｻｷﾘｮｳ・ﾏｻﾋﾛ 壬生町 安塚ｸﾗﾌﾞ 8分43秒

20 4102 大島　広明・清孝 ｵｵｼﾏﾐﾂﾃﾙ・ｷﾖﾀｶ 壬生町 安塚ｸﾗﾌﾞ 8分48秒

21 4211 大村　優・敦 ｵｵﾑﾗ ﾕｳ ･ｱﾂｼ 鹿沼市 さつき小 8分49秒

22 4242 金山　結愛・隆弘 ｶﾅﾔﾏ ﾕﾅ ･ﾀｶﾋﾛ 栃木市 大中小 8分50秒

23 4103 瓦井　瑠夏・和典 ｶﾜﾗｲﾙｶ・ｶｽﾞﾉﾘ 壬生町 安塚ｸﾗﾌﾞ 8分50秒

24 4007 出井　楽育・邦彦 ｲﾃﾞｲﾗｲ・ｸﾆﾋｺ 壬生町 壬生小学校 8分52秒

25 4227 奥澤　れもん・茂 ｵｸｻﾞﾜ ﾚﾓﾝ ･ｼｹﾞﾙ 佐野市 8分53秒

26 4002 上田　琴子・純一 ｳｴﾀﾞｺﾄﾈ・ｼﾞｭﾝｲﾁ 壬生町 壬生北小学校 8分53秒

27 4056 粂川　恭一郎・哲一 ｸﾒｶﾜｷｮｳｲﾁﾛｳ・ﾉﾘｶｽﾞ 壬生町 壬生東小 8分53秒

28 4187 関根　惟斗・正博 ｾｷﾈ ﾕｲﾄ ･ﾏｻﾋﾛ 小山市 小山城南小 8分54秒

29 4101 小林　大輝・宏充 ｺﾊﾞﾔｼｷﾀﾞｲｷ・ﾋﾛﾐﾂ 壬生町 安塚ｸﾗﾌﾞ 8分58秒

30 4066 福地　志音・正明 ﾌｸﾁｼｵﾝ・ﾏｻｱｷ 壬生町 壬生東小学校 9分00秒

31 4265 荒井　里駆・隆 ｱﾗｲ ﾘｸ ･ﾀｶｼ 栃木市 合戦場小 9分02秒

32 4180 小林　亮太・岳英 ｺﾊﾞﾔｼﾘｮｳﾀ・ﾀｹﾋﾃﾞ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 9分06秒

33 4162 坂本　琉駕・洋介 ｻｶﾓﾄﾞﾘｭｳｶﾞ・ﾖｳｽｹ 壬生町 壬生東クラブ 9分13秒

34 4140 山田　楓真・恭史 ﾔﾏﾀﾞﾌｳﾏ・ﾔｽｼ 壬生町 壬生東小学校 9分19秒

35 4060 星野　りり・勉 ﾎｼﾉﾘﾘ・ﾂﾄﾑ 壬生町 壬生東小 9分24秒

36 4152 松田　旭史・壮史 ﾏﾂﾀﾞｱｷﾌﾐ・ﾀｹﾌﾐ 東京都 品川区立城南第二小学校 9分25秒

37 4043 北原　一路・俊宏 ｷﾀﾊﾗｲﾁﾛ・ﾄｼﾋﾛ 壬生町 睦小学校 9分29秒

38 4036 高麗　結衣・正生 ｺｳﾗｲﾕｲ・ﾏｻｵ 壬生町 壬生小 9分30秒

39 4097 飯塚　悠太・正明 ｲｲﾂﾞｶﾕｳﾀ・ﾏｻｱｷ 壬生町 安塚ｸﾗﾌﾞ 9分31秒

40 4065 絵面　颯也・直也 ｴﾂﾞﾗｿｳﾔ・ﾅｵﾔ 壬生町 壬生東小学校 9分34秒

41 4032 中郷　亜妃・真行 ﾅｶｺﾞｳｱｷ・ﾏｻﾕｷ 壬生町 壬生小 9分37秒

42 4116 蓮見　聖七・悦雄 ﾊｽﾐｾｲﾅ・ｴﾂｵ 壬生町 壬生小学校 9分37秒

43 4209 鷺谷　侑奈・吉則 ｻｷﾞﾔ ﾕﾅ ･ﾖｼﾉﾘ 下野市 9分37秒

44 4241 野沢　和矢・雄大 ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ ･ﾕｳﾀ 宇都宮市 雀宮東小学校 9分38秒

45 4071 篠原　優斗・巧 ｼﾉﾊﾗﾋﾛﾄ・ﾀｸﾐ 壬生町 壬生東小学校 9分41秒

46 4215 鈴木　快生・恵 ｽｽﾞｷ ｶｲｾｲ ･ﾒｸﾞﾐ 日光市 9分42秒

47 4095 本井　大裕・力 ﾓﾄｲｹﾀﾞｲｽｹ・ﾂﾄﾑ 壬生町 安塚小学校 9分42秒

48 4001 石井　伊吹・正和 ｲｼｲｲﾌﾞｷ・ﾏｻｶｽﾞ 壬生町 壬生町立壬生北小学校 9分43秒

49 4134 川瀬　洸太・摂 ｶﾜｾｺｳﾀ・ｵｻﾑ 壬生町 壬生東小学校 9分43秒

50 4040 野口　颯斗・幸一 ﾉｸﾞﾁﾊﾔﾄ・ｺｳｲﾁ 壬生町 睦小学校 9分44秒
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51 4168 吉田　陽樹・英明 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ･ﾋﾃﾞｱｷ 宇都宮市 西が岡小学校 9分45秒

52 4063 諸岡　莉乃・英治 ﾓﾛｵｶﾘﾉ・ｴｲｼﾞ 壬生町 壬生東小学校 9分45秒

53 4038 平山　真生・佳祐 ﾋﾗﾔﾏﾏｻｷ・ｹｲｽｹ 壬生町 壬生小学校 9分49秒

54 4141 山田　蒼空・武志 ﾔﾏﾀﾞｿﾗ・ﾀｹｼ 壬生町 壬生東小 9分49秒

55 4246 佐々木　優颯・靖雄 ｻｻｷ ﾕｳｻ ･ﾔｽｵ 宇都宮市 雀宮東小 9分50秒

56 4048 川村　尚大・祐也 ｶﾜﾑﾗﾅｵﾄ・ﾕｳﾔ 壬生町 睦小学校 9分51秒

57 4184 鈴木　雄大・伸司 ｽｽﾞｷｲﾕｳﾀﾞｲ・ｼﾝｼﾞ 壬生町 睦小学校 9分52秒

58 4175 二ノ宮　水月・尚士 ﾆﾉﾐﾔ ﾐﾂﾞｷ･ﾀｶｼ 日光市 9分53秒

59 4208 福士　杏・嗣海 ﾌｸｼ ｱﾝｽﾞ ･ﾂｸﾞﾐ 下野市 9分53秒

60 4164 石川　治樹・高治 ｲｼｶﾜ ﾊﾙｷ･ｺｳｼﾞ 真岡市 9分53秒

61 4225 重川　弘太朗・弘一 ｵﾓｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ ･ｺｳｲﾁ 壬生町 壬生町立睦小学 9分55秒

62 4047 戸崎　榮理・泰秀 ﾄｻｷｴﾘ・ﾔｽﾋﾃﾞ 壬生町 睦小学校 9分57秒

63 4150 市川　遥章・知明 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙｱｷ･ﾄﾓｱｷ 壬生町 9分57秒

64 4190 大貫　陽翔・宣幸 ｵｵﾇｷ ﾋｶﾙ ･ﾉﾌﾞﾕｷ 鹿沼市 9分58秒

65 4111 松本　陽路・佐保 ﾏﾂﾓﾄﾋﾛ・ｻﾎ 宇都宮市 ﾁｪｯｶｰｽﾞ 9分59秒

66 4120 髙山　梓吾・船橋　侑太 ﾀｶﾔﾏｱｽﾜ・ﾌﾅﾊﾞｼﾕｳﾀ 壬生町 10分00秒

67 4194 細田　和希・正和 ﾎｿﾀﾞ ｶｽﾞｷ ･ﾏｻｶｽﾞ 茨城県 竹園西小 10分03秒

68 4073 篠原　翔夢・和夫 ｼﾉﾊﾗﾄﾑ・ｶｽﾞｵ 壬生町 壬生東小学校 10分04秒

69 4147 鈴木　元雄・康介 ｽｽﾞｷﾓﾄﾀｶ・ﾔｽｽｹ 壬生町 安塚小 10分06秒

70 4135 豊田　峻希・公三 ﾄﾖﾀﾞｼｭﾝｷ・ｺｳｿﾞｳ 壬生町 壬生東小学校 10分07秒

71 4041 岡田　春樹・啓 ｵｶﾀﾞﾊﾙｷ・ｱｷﾗ 壬生町 睦小学校 10分08秒

72 4028 松下　さくら・俊介 ﾏﾂｼﾀｻｸﾗ・ｼｭﾝｽｹ 壬生町 壬生小 10分10秒

73 4119 髙山　陽色・千明 ﾀｶﾔﾏﾋｲﾛ・ﾁｱｷ 壬生町 10分10秒

74 4123 山口　和香・昌恵 ﾔﾏｸﾞﾁﾜｶ・ﾏｻｴ 壬生町 羽生田小学校 10分11秒

75 4144 池田　千愛・哲大 ｲｹﾀﾞﾁｱ・ﾃﾂｵ 壬生町 壬生小学校 10分11秒

76 4072 草野　樹・みどり ｸｻﾉｲﾂｷ・ﾐﾄﾞﾘ 壬生町 壬生東小 10分12秒

77 4224 橋本　健介・仁 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｽｹ ･ﾋﾄｼ 栃木市 佐野走友会 10分12秒

78 4160 川村　青羽・卓矢 ｶﾜﾑﾗﾞｱｵﾊﾞ・ﾀｸﾔ 鹿沼市 鹿沼市立東小学校 10分12秒

79 4196 松井　みずき・竜太 ﾏﾂｲ ﾐｽﾞｷ ･ﾘｭｳﾀ 宇都宮市 10分14秒

80 4210 神谷　旭・卓 ｶﾐﾔ ｱｻﾋ ･ﾀｸ 宇都宮市 10分14秒

81 4005 大橋　洸聖・正明 ｵｵﾊｼｺｳｾｲ・ﾏｻｱｷ 壬生町 壬生小学校 10分14秒

82 4076 小平　幸柊・幸男 ｺﾀﾞｲﾗﾀｶﾄ・ﾕｷｵ 壬生町 壬生東小学校 10分15秒

83 4092 臼井　渓輔・清之 ｳｽｲｹｲｽｹ・ｷﾖﾕｷ 壬生町 安塚小学校 10分15秒

84 4018 伊沢　莉子・和隆 ｲｻﾞﾜﾘｺ・ｶｽﾞﾀｶ 壬生町 壬生小学校 10分16秒

85 4259 静　琉希・貫太郎 ｼｽﾞｶ ﾘｭｳｷ ･ｶﾝﾀﾛｳ 宇都宮市 10分16秒

86 4248 岡本　瀬名・順子 ｵｶﾓﾄ ｾﾅ ･ｼﾞｭﾝｺ 宇都宮市 10分17秒

87 4228 山内　萌愛・幸恵 ﾔﾏｳﾁ ﾓｱ ･ﾕｷｴ 下野市 10分17秒

88 4057 倉島　大熙・譲 ｸﾗｼﾏｷﾀﾞｲｷ・ｼﾞｮｳ 壬生町 壬生東小学校 10分17秒

89 4027 大熊　祁介・直子 ｵｵｸﾏｷｽｹ・ﾅｵｺ 壬生町 壬生小学校 10分18秒

90 4276 小林　桜太朗・康彦 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｳﾀﾛｳ ･ﾔｽﾋｺ 壬生町 10分20秒

91 4104 大木　開世・邦彦 ｵｵｷｶｲｾｲ・ｸﾆﾋｺ 壬生町 安塚ｸﾗﾌﾞ 10分22秒

92 4218 山田　拓海・幸代 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ ･ﾕｷﾖ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 10分25秒

93 4115 細井　啓佑・宏美 ﾎｿｲｹｲｽｹ・ﾋﾛﾐ 壬生町 壬生東小学校 10分26秒

94 4174 本澤　拓武・邦彦 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾀｸﾑ･ｸﾆﾋｺ 宇都宮市 10分28秒

95 4099 小島　琉楓・正司 ｺｼﾞﾏﾙｳｶ・ﾏｻｼ 壬生町 稲葉小学校 10分29秒

96 4159 小出　悠真・幸夫 ｺｲﾃﾞﾕｳﾏ・ﾕｷｵ 宇都宮市 陽光小学校 10分32秒

97 4079 中條　旬・徹 ﾅｶｼﾞｮｳｼｭﾝ・ﾄｵﾙ 壬生町 安塚小学校 10分33秒

98 4266 福田　麻希・隆徳 ﾌｸﾀﾞ ﾏｷ ･ﾀｶﾉﾘ 宇都宮市 新田小学校 10分34秒

99 4275 荒川　雲雀・俊彦 ｱﾗｶﾜ ﾋﾊﾞﾘ ･ﾄｼﾋｺ 壬生町 稲葉小学校 10分34秒

100 4239 南木　祐人・秀人 ﾅﾝﾓｸ ﾕｳﾄ ･ﾋﾃﾞﾄ 宇都宮市 平石北小学校 10分34秒
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101 4186 松沼　直輝・克久 ﾏﾂﾇﾏ ﾅｵｷ ･ｶﾂﾋｻ 小山市 豊田北小学校 10分37秒

102 4195 大倉　陽和・紹洋 ｵｵｸﾗ ﾋﾖﾘ ･ﾂｸﾞﾋﾛ 宇都宮市 10分37秒

103 4262 泉　吹樹・直美 ｲｽﾞﾐ ｲﾌﾞｷ ･ﾅｵﾐ 宇都宮市 10分38秒

104 4094 中村　優里・臣一 ﾅｶﾑﾗﾕｳﾘ・ｼﾝｲﾁ 壬生町 安塚小学校 10分38秒

105 4231 大阿久　愛佳・真 ｵｵｱｸ ﾖｼｶ ･ﾏｺﾄ 栃木市 10分39秒

106 4024 大出　樹凜・貴之 ｵｵｲﾃﾞｷﾘﾝ・ﾀｶﾕｷ 壬生町 壬生小学校 10分40秒

107 4070 綱島　優衣・慎二 ﾂﾅｼﾏﾕｲ・ｼﾝｼﾞ 壬生町 壬生東小学校 10分42秒

108 4173 菅原　大基・和美 ｽｶﾞﾜﾗﾀｲｷ・ｶｽﾞﾐ 壬生町 睦小学校 10分43秒

109 4026 中郷　美希・妃美 ﾅｶｺﾞｳﾐｷ・ﾋﾄﾐ 壬生町 壬生小 10分43秒

110 4240 南木　暖人・留美 ﾅﾝﾓｸ ﾊﾙﾄ ･ﾙﾐ 宇都宮市 平石北小学校 10分44秒

111 4059 大垣　白虎・裕也 ｵｵｶﾞｷﾊｸﾄ・ﾕｳﾔ 壬生町 壬生東小学校 10分44秒

112 4114 中村　太陽・正伸 ﾅｶﾑﾗﾀｲﾖｳ・ﾏｻﾉﾌﾞ 壬生町 壬生小学校 10分45秒

113 4013 小久保　百逢・俊克 ｺｸﾎﾞﾓｱ・ﾄｼｶﾂ 壬生町 稲葉小学校 10分48秒

114 4236 津吹　琉太・寛道 ﾂﾌﾞｷ ﾘｭｳﾀ ･ﾋﾛﾐﾁ 鹿沼市 10分50秒

115 4169 大塚　陸斗・正道 ｵｵﾂｶﾘｸﾄ・ﾏｻﾐﾁ 栃木市 合戦場小学校 10分51秒

116 4069 水本　泰司・賢吾 ﾐｽﾞﾓﾄﾀｲｼ・ｹﾝｺﾞ 壬生町 壬生東小 10分53秒

117 4148 萩原　奨・努 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｦ･ﾂﾄﾑ 東京都 10分53秒

118 4158 青木　佑樹・弘之 ｱｵｷ ﾕｳｷ･ﾋﾛﾕｷ 壬生町 10分54秒

119 4230 小倉　隼人・香代子 ｵｸﾞﾗ ﾊﾔﾄ ･ｶﾖｺ 下野市 10分55秒

120 4202 駒田　桃佳・友昭 ｺﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ ･ﾄﾓｱｷ 宇都宮市 10分57秒

121 4124 小林　莉子・裕司 ｺﾊﾞﾔｼﾘｺ・ﾕｳｼﾞ 壬生町 壬生東小学校 10分57秒

122 4037 小杉　茉滉・誠 ｺｽｷﾞﾏﾋﾛ・ﾏｺﾄ 壬生町 壬生小学校 10分58秒

123 4100 石嶋　彩音・一則 ｲｼｼﾞﾏｱﾉﾝ・ｶｽﾞﾉﾘ 壬生町 稲葉小 10分59秒

124 4061 善林　初・延仁 ｾﾞﾝﾊﾞﾔｼｳｲ・ﾉﾌﾞﾋﾄ 壬生町 壬生町立壬生東小学校 10分59秒

125 4233 逸見　美月・竜一 ﾍﾝﾐ ﾐﾂﾞｷ ･ﾘｭｳｲﾁ 宇都宮市 10分59秒

126 4263 森　晴香・匡弘 ﾓﾘ ﾊﾙｶ ･ﾏｻﾋﾛ 宇都宮市 11分00秒

127 4113 毛塚　陽基・裕保 ｹﾂｶﾊﾙｷ・ﾋﾛﾔｽ 壬生町 壬生小学校 11分02秒

128 4261 関口　瑛太・美帆 ｾｷｸﾞﾁ ｴｲﾀ ･ﾐﾎ 小山市 11分05秒

129 4205 大山　花・哲也 ｵｵﾔﾏ ﾊﾅ ･ﾃﾂﾔ 小山市 小山第２小学校 11分05秒

130 4243 渡辺　舞桜・寿章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ ･ﾄｼｱｷ 真岡市 11分06秒

131 4207 黒崎　ゆな・さゆり ｸﾛｻｷ ﾕﾅ ･ｻﾕﾘ 宇都宮市 宇大附属小学校 11分07秒

132 4034 阿久津　和哉・典久 ｱｸﾂﾔｶｽﾞﾔ・ﾉﾘﾋｻ 壬生町 壬生町立壬生小学校 11分08秒

133 4008 山中　百花・秀治 ﾔﾏﾅｶﾓﾓｶ・ﾋﾃﾞﾊﾙ 壬生町 藤井小学校 11分08秒

134 4183 畑田　奈都乃・美砂子 ﾊﾀﾀﾞﾅﾂﾉ・ﾐｻｺ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 11分09秒

135 4125 植竹　七映・有希 ｳｴﾀｹﾅﾅｴ・ﾕｷ 壬生町 壬生町立睦小学校 11分10秒

136 4273 日向野　樹・貴 ﾋｶﾞﾉ ｲﾂｷ ･ﾀｶｼ 栃木市 合戦場小学校 11分10秒

137 4220 高橋　志成・勇貴 ﾀｶﾊｼ ｼｾ ･ﾕｳｷ 下野市 11分12秒

138 4153 松田　侑大・尚美 ﾏﾂﾀﾞﾕｷﾋﾛ・ﾅｵﾐ 東京都 品川区立城南第二小学校 11分12秒

139 4181 橋本　遼・由希子 ﾊｼﾓﾄﾘｮｳ・ﾕｷｺ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 11分13秒

140 4250 和気　建・勉 ﾜｷ ﾀｹﾙ ･ﾂﾄﾑ 上三川町 11分13秒

141 4178 佐藤　響・宏明 ｻﾄｳｷﾋﾋﾞｷ・ﾋﾛｱｷ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 11分15秒

142 4237 前原　蒼一朗・健太郎 ﾏｴﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ ･ｹﾝﾀﾛｳ 宇都宮市 ＭＥＧＵＭＩ 11分16秒

143 4142 臼井　茉璃奈・聡史 ｳｽｲﾏﾘﾅ・ｱｷﾋﾄ 壬生町 壬生北小学校 11分17秒

144 4249 生野　愛奈・昌代 ｵｲﾉ ｱｲﾅ ･ﾏｻﾖ 宇都宮市 11分17秒

145 4006 相馬　悠人・邦夫 ｿｳﾏﾕｳﾄ・ｸﾆｵ 壬生町 壬生町立壬生小学校 11分19秒

146 4031 坂本　倫太朗・博次 ｻｶﾓﾄﾘﾝﾀﾛｳ・ﾋﾛﾂｸﾞ 壬生町 壬生小学校 11分20秒

147 4146 寺内　凛・幸司 ﾃﾗｳﾁﾘﾝ・ｺｳｼﾞ 壬生町 安塚小学校 11分21秒

148 4221 小森　美佳・孝洋 ｺﾓﾘ ﾐｶ ･ﾀｶﾋﾛ 下野市 11分21秒

149 4258 池田　こころ・知弘 ｲｹﾀﾞ ｺｺﾛ ･ﾄﾓﾋﾛ 宇都宮市 西が丘小学校 11分22秒

150 4042 諸橋　怜娃・明 ﾓﾛﾊｼﾚｱ・ｱｷﾗ 壬生町 睦小学校 11分24秒
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151 4085 勝吉　碧空・美和 ｶﾂﾖｼｿﾗ・ﾐﾜ 壬生町 安塚小学校 11分24秒

152 4270 高橋　咲羽・朋成 ﾀｶﾊｼ ｻﾜ ･ﾄﾓﾅﾘ 鹿沼市 菊沢東小学校 11分24秒

153 4117 墨山　千英・千鶴 ｽﾐﾔﾏﾁｴ・ﾁﾂﾞﾙ 壬生町 壬生東小学校 11分29秒

154 4016 梁島　ちなみ・明子 ﾔﾅｼﾏﾁﾅﾐ・ｱｷｺ 壬生町 稲葉小学校 11分31秒

155 4235 諸橋　奏汰・武 ﾓﾛﾊｼ ｿｳﾀ ･ﾀｹｼ 壬生町 11分31秒

156 4098 佐藤　真衣・明代 ｻﾄｳﾏｲ・ｱｷﾖ 壬生町 壬生町立睦小学校 11分32秒

157 4025 園部　友也・太一 ｿﾉﾍﾞﾄﾓﾔ・ﾀｲﾁ 壬生町 壬生小学校 11分32秒

158 4029 手塚　美緒・芳夫 ﾃﾂﾞｶﾐｵ・ﾖｼｵ 壬生町 壬生小学校 11分32秒

159 4139 渡辺　壮修・栄子 ﾜﾀﾅﾍﾞｿｳｽｹ・ｴｲｺ 壬生町 稲葉小学校 11分34秒

160 4045 白石　暖登・一正 ｼﾗｲｼﾊﾙﾄ・ｶｽﾞﾏｻ 壬生町 睦小学校 11分34秒

161 4105 荒川　飛優真・真一 ｱﾗｶﾜﾋｭｳﾏ・ｼﾝｲﾁ 壬生町 安塚ｸﾗﾌﾞ 11分35秒

162 4212 清家　琴音・崇文 ｾｲｹ ｺﾄﾈ ･ﾀｶﾌﾐ 宇都宮市 11分35秒

163 4155 佐久間　渉・徹 ｻｸﾏ ﾜﾀﾙ･ﾄｵﾙ 壬生町 11分37秒

164 4121 橋本　琉惺・和典 ﾊｼﾓﾄﾘｭｳｾｲ・ｶｽﾞﾉﾘ 壬生町 壬生東小学校 11分37秒

165 4090 寺内　漣・寿之 ﾃﾗｳﾁﾚﾝ・ﾄｼﾕｷ 壬生町 安塚小学校 11分39秒

166 4136 永田　美優・仁 ﾅｶﾞﾀﾐﾕ・ﾋﾄｼ 宇都宮市 「みｰたんとﾊﾟﾊﾟ」 11分42秒

167 4053 朝日　柚花・まりこ ｱｻﾋｶﾕｽﾞｶ・ﾏﾘｺ 壬生町 睦小学校 11分43秒

168 4192 高木　健吾・伸一 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｺﾞ ･ｼﾝｲﾁ 下野市 11分43秒

169 4156 渡邊　劉斗・真弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ･ｼﾝﾔ 下野市 11分43秒

170 4145 桧山　桃佳・義浩 ﾋﾔﾏﾓﾓｶ・ﾖｼﾋﾛ 壬生町 安塚小 11分45秒

171 4151 高橋　菜月・啓介 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ･ｹｲｽｹ 鹿沼市 鹿沼市立みなみ小学校 11分46秒

172 4015 渡辺　麻央・幸子 ﾜﾀﾅﾍﾞﾏｵ・ｻﾁｺ 壬生町 稲葉小学校 11分47秒

173 4193 高木　雄太・晶世 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ ･ﾏｻﾖ 下野市 11分48秒

174 4214 笠倉　由愛・康代 ｶｻｸﾗ ﾕﾒ ･ﾔｽﾖ 茨城県 11分48秒

175 4062 大島　悠里・利之 ｵｵｼﾏﾕｳﾘ・ﾄｼﾕｷ 壬生町 壬生東小 11分49秒

176 4084 小倉　千明・裕美 ｵｸﾞﾗﾁｱｷ・ﾋﾛﾐ 壬生町 安塚小 11分50秒

177 4075 寺崎　冬真・智恵 ﾃﾗｻﾞｷﾄｳﾏ・ﾄﾓｴ 壬生町 東小学校 11分51秒

178 4110 中川　真太朗・真也 ﾅｶｶﾞﾜｼﾝﾀﾛｳ・ｼﾝﾔ 壬生町 安塚小学校 11分53秒

179 4130 飯塚　奏介・一樹 ｲｲﾂｶｿｳｽｹ・ｶｽﾞｷ 壬生町 壬生東小学校 11分54秒

180 4020 舩山　翔大・典孝 ﾌﾅﾔﾏｼｮｳﾀ・ﾉﾘﾀｶ 壬生町 壬生小学校 11分55秒

181 4068 松山　圭翔・賢太 ﾏﾂﾔﾏｹｲﾄ・ｹﾝﾀ 壬生町 壬生東小学校 11分55秒

182 4082 飯塚　泉緒莉・孝英 ｲｲﾂﾞｶｲｵﾘ・ﾀｶﾋﾃﾞ 壬生町 安塚小学校 11分55秒

183 4086 金子　潤・能文 ｶﾈｺﾝｼﾞｭﾝ・ﾖｼﾌﾞﾐ 壬生町 安塚小学校 11分59秒

184 4189 齊藤　亜優・静香 ｻｲﾄｳ ｱﾕｳ ･ｼｽﾞｶ 宇都宮市 12分00秒

185 4039 水沼　郁乃・俊泰 ﾐｽﾞﾇﾏｲｸﾉ・ﾄｼﾔｽ 壬生町 壬生小学校 12分00秒

186 4177 澁谷　應佑・洋平 ｼﾌﾞﾔ ｵｳｽｹ･ﾖｳﾍｲ 宇都宮市 12分03秒

187 4022 大平　翔太・稔彦 ｵｵﾋﾗｼｮｳﾀ・ﾄｼﾋｺ 壬生町 壬生小学校 12分06秒

188 4067 阿久津　桃花・義仁 ｱｸﾂﾓﾓｶ・ﾖｼﾋﾛ 壬生町 東小学校 12分07秒

189 4188 陶山　夏帆・真希 ｽﾔﾏ ｶﾎ ･ﾏｷ 下野市 12分08秒

190 4093 倉持　夏稟・弘幸 ｸﾗﾓﾁｶﾘﾝ・ﾋﾛﾕｷ 壬生町 安塚小 12分09秒

191 4088 斉藤　舞音・康司 ｻｲﾄｳﾏｵ・ｺｳｼﾞ 壬生町 安塚小学校 12分13秒

192 4272 日向野　翔・真紀子 ﾋｶﾞﾉ ｶｹﾙ ･ﾏｷｺ 栃木市 合戦場小学校 12分13秒

193 4014 楡木　瑠南・崇 ﾆﾚｷﾞﾙﾅﾝ・ﾀｶｼ 壬生町 稲葉小 12分13秒

194 4012 髙久　智矢・勝義 ﾀｶｸﾄﾓﾔ・ｶﾂﾖｼ 壬生町 稲葉小学校 12分14秒

195 4078 清水　柊太郎・美咲 ｼﾐｽﾞｼｭｳﾀﾛｳ・ﾐｻｷ 壬生町 安塚小学校 12分16秒

196 4021 落合　優衣・有美 ｵﾁｱｲﾕｲ・ﾕﾐ 壬生町 壬生小学校 12分19秒

197 4091 宮島　柊花・直紀 ﾐﾔｼﾞﾏｼｭｳｶ・ﾅｵｷ 壬生町 安塚小学校 12分19秒

198 4052 北原　寧々・真理子 ｷﾀﾊﾗﾈﾈ・ﾏﾘｺ 壬生町 睦小学校 12分22秒

199 4019 笹田　永久・知美 ｻｻﾀﾞﾄﾜ・ﾄﾓﾐ 壬生町 壬生小 12分23秒

200 4055 松山　菜々・健一 ﾏﾂﾔﾏﾅﾅ・ｹﾝｲﾁ 壬生町 睦 12分25秒
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201 4172 齋藤　大将・克浩 ｻｲﾄｳﾋﾛﾏｻ・ｶﾂﾋﾛ 鹿沼市 みなみ小 12分29秒

202 4199 高野　未歩・真弓 ﾀｶﾉ ﾐﾎ ･ﾏﾕﾐ 宇都宮市 12分32秒

203 4157 伊藤　來煌・浩一 ｲﾄｳ ﾗｲﾔ･ｺｳｲﾁ 壬生町 12分37秒

204 4107 佐籐　伯・加律子 ｻﾄｳﾊｸ・ｶﾂｺ 壬生町 壬生町立壬生小学校 12分41秒

205 4244 江川　美波・育恵 ｴｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ ･ｲｸｴ 壬生町 12分44秒

206 4050 横山　小町・寛真 ﾖｺﾔﾏｺﾏﾁ・ﾉﾌﾞﾏｻ 壬生町 睦小学校 12分45秒

207 4035 五月女　雄美・幸枝 ｿｳﾄﾒﾀｹﾖｼ・ﾕｷｴ 壬生町 壬生小学校 12分47秒

208 4046 成田　悠人・芳子 ﾅﾘﾀﾊﾙﾄ・ﾖｼｺ 壬生町 壬生町立睦小学校 12分47秒

209 4049 岡田　愛海・佑衣子 ｵｶﾀﾞﾏﾅﾐ・ﾕｲｺ 壬生町 睦小学校 12分50秒

210 4165 寺内　楠・街絵 ﾃﾗｳﾁ ｸｽﾉ･ﾏﾁｴ 壬生町 安塚小学校 12分50秒

211 4176 金子　康志郎・麻衣 ｶﾈｺ ｺｳｼﾛｳ･ﾏｲ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 12分53秒

212 4253 横須賀　結・新 ﾖｺｽｶ ﾕｳ ･ｼﾝ 小山市 よこすか事務所 12分55秒

213 4054 渡辺　公輝・和好 ﾜﾀﾅﾍﾞｺｳｷ・ｶｽﾞﾖｼ 壬生町 睦小学校 12分55秒

214 4232 谷田部　来空・伸幸 ﾔﾀﾍﾞ ﾗｲｱ ･ﾉﾌﾞﾕｷ 真岡市 12分56秒

215 4058 廣嶋　奏太朗・孝行 ﾋﾛｼﾏｿｳﾀﾛｳ・ﾀｶﾕｷ 壬生町 壬生町立壬生東小学校 12分59秒

216 4051 白石　千翔・紗奈江 ｼﾗｲｼﾕｷﾄ・ｻﾅｴ 壬生町 睦小学校 13分03秒

217 4182 小野　勇一・晃一 ｵﾉﾕｳｲﾁ・ｺｳｲﾁ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 13分05秒

218 4009 山川　大志・寛之 ﾔﾏｶﾜﾀｲｼ・ﾋﾛﾕｷ 壬生町 藤井小学校 13分08秒

219 4166 有松　柚子香・崇 ｱﾘﾏﾂ ﾕｽﾞｶ･ﾀｶｼ 壬生町 睦小学校 13分08秒

220 4109 大橋　ひめ・規子 ｵｵﾊｼﾋﾒ・ﾉﾘｺ 壬生町 安塚小学校 13分09秒

221 4128 植野　真緒・康之 ｳｴﾉﾏｵ・ﾔｽﾕｷ 壬生町 安塚小学校 13分09秒

222 4087 小林　瑠奈・知恵子 ｺﾊﾞﾔｼﾙﾅ・ﾁｴｺ 壬生町 壬生町立安塚小学校 13分11秒

223 4226 福田　宗昭・和昭 ﾌｸﾀﾞ ﾑﾈｱｷ ･ｶｽﾞｱｷ 日光市 ベアーズ 13分12秒

224 4003 八木沢　響介・良二 ﾔｷﾞｻﾜｷｮｳｽｹ・ﾘｮｳｼﾞ 壬生町 壬生町立壬生北小学校 13分13秒

225 4251 戸丸　玲奈・広行 ﾄﾏﾙ ﾚｲﾅ ･ﾋﾛﾕｷ 千葉県 ワタミ 13分14秒

226 4171 西田　桃子・知生 ﾆｼﾀﾞ ﾓﾓｺ･ｶｽﾞｵ 真岡市 13分17秒

227 4089 坂本　莉空・雅美 ｻｶﾓﾄﾘｸ・ﾏｻﾐ 壬生町 安塚小学校 13分19秒

228 4163 齋藤　綾乃・寛子 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ･ﾋﾛｺ 宇都宮市 13分20秒

229 4118 玉田　蒼人・隆之 ﾀﾏﾀﾞｱｵﾄ・ﾀｶﾕｷ 壬生町 壬生小学校 13分20秒

230 4127 松島　遙香・智彦 ﾏﾂｼﾏﾊﾙｶ・ﾄﾓﾋｺ 栃木市 家中小学校 13分22秒

231 4133 川瀬　未音・あゆみ ｶﾜｾﾐｵ・ｱﾕﾐ 壬生町 壬生東小学校 13分24秒

232 4064 平野　莉々果・友美 ﾋﾗﾉﾘﾘｶ・ﾄﾓﾐ 壬生町 壬生東小学校 13分26秒

233 4122 古菅　由翔・健誉 ｺｽｹﾞﾕｳﾄ・ｷﾖﾀｶ 壬生町 壬生小学校 13分28秒

234 4267 道脇　ゆりか・美幸 ﾐﾁﾜｷ ﾕﾘｶ ･ﾐﾕｷ 真岡市 13分29秒

235 4256 鶴見　心・肇 ﾂﾙﾐ ｺｺﾛ ･ﾊｼﾞﾒ 上三川町 本郷小学校 13分29秒

236 4023 金城　さくら・聡子 ｶﾈｼﾛｻｸﾗ・ｱｷｺ 壬生町 壬生小学校 13分29秒

237 4238 河原　育杜・美幸 ｶﾜﾗ ｲｸﾄ ･ﾐﾕｷ 茂木町 13分33秒

238 4216 渡辺　真衣・隆夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ ･ﾀｶｵ 栃木市 13分35秒

239 4112 橋本　日陽・雅和 ﾊｼﾓﾄﾋﾊﾙ・ﾏｻｶｽﾞ 栃木市 ﾁｪｯｶｰｽﾞ 13分37秒

240 4017 小薬　成美・秀紀 ｺｸﾞｽﾘﾅﾙﾐ・ﾋﾃﾞﾉﾘ 壬生町 稲葉小学校 13分42秒

241 4167 高山　俊亮・源成 ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ･ﾓﾄﾅﾘ 壬生町 13分43秒

242 4132 郷家　飛鳥・広樹 ｺﾞｳｹｱｽｶ・ﾋﾛｷ 壬生町 安塚小学校 13分44秒

243 4081 平井　琥大郎・征統 ﾋﾗｲｺﾀﾛｳ・ﾏｻﾉﾘ 壬生町 安塚小学校 13分45秒

244 4229 松原　純果・大輔 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｽﾐｶ ･ﾀﾞｲｽｹ 壬生町 壬生東小 13分46秒

245 4191 馬上　夏菜子・朋之 ﾏｳｴ ｶﾅｺ ･ﾄﾓﾕｷ 小山市 大谷北小 13分46秒

246 4004 高橋　航・優子 ﾀｶﾊｼｺｳ・ﾕｳｺ 壬生町 壬生小学校 13分50秒

247 4137 中沖　太翼・尚行 ﾅｶｵｷｹﾀﾞｲｽｹ・ﾀｶﾕｷ 壬生町 安塚小学校 13分52秒

248 4252 小山　翔右・彩乃 ｺﾔﾏ ｼｮｳｽｹ ･ｱﾔﾉ 宇都宮市 13分52秒

249 4108 斎藤　芽紗・祐之 ｻｲﾄｳﾒｲｻ・ﾏｻﾕｷ 壬生町 壬生小学校 13分54秒

250 4222 早乙女　慶多・友紀子 ｿｳﾄﾒ ｹｲﾀ ･ﾕｷｺ 壬生町 14分00秒
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251 4170 橋本　結衣・千明 ﾊｼﾓﾄﾕｲ・ﾁｱｷ 真岡市 真岡市東沼小学校 14分06秒

252 4213 荒木田　基晴・和彦 ｱﾗｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ ･ｶｽﾞﾋｺ 鹿沼市 菊沢東小 14分10秒

253 4077 飯塚　羚聖・真由美 ｲｲﾂﾞｶﾘｮｳｾｲ・ﾏﾕﾐ 壬生町 安塚小学校 14分13秒

254 4197 吉田　花音・沼田　梨恵 ﾖｼﾀﾞ ｶﾉﾝ ･ﾇﾏﾀ ﾘｴ 下野市 14分20秒

255 4011 足助　悠斗・政明 ｱｽｹﾊﾙﾄ・ﾏｻｱｷ 壬生町 壬生町立稲葉小学校 15分38秒

256 4185 杉山　実歌子・侑子 ｽｷﾞﾔﾏﾐｶｺ・ﾕｳｺ 宇都宮市 合戦場小学校 15分38秒

257 4154 出井　僚真・学 ｲﾃﾞｲ ﾘｮｳﾏ･ﾏﾅﾌﾞ 宇都宮市 15分46秒

258 4030 金子　絢音・洋子 ｶﾈｺｱﾔﾈ・ﾖｳｺ 壬生町 壬生小学校 16分56秒


