
12 ・ C1 3km男子 小学校(4～6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 3192 飯塚　伊吹 ｲｲﾂﾞｶ ｲﾌﾞｷ 足利市 足利ＮＲＣ 10分30秒
2 3049 福地　空 ﾌｸﾁ ｿﾗ 壬生町 壬生東小学校 10分40秒
3 3151 大橋　颯斗 ｵｵﾊｼ ﾊﾔﾄ 壬生町 壬生北小 10分47秒
4 3169 瀬下　颯人 ｾｼﾀ ﾊﾔﾄ 栃木市 栃木第三小 10分48秒
5 3164 田村　菖 ﾀﾑﾗ ｼｮｳ 小山市 11分06秒
6 3143 東泉　大河 ﾄｳｾﾝ ﾀｲｶﾞ 那須塩原市 横林小学校 11分07秒

7 3147 大前　結人 ｵｵﾏｴ ﾕｲﾄ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 11分20秒

8 3191 橋本　和樹 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 足利市 足利ＮＲＣ 11分23秒

9 3120 本澤　蒼也 ﾎﾝｻﾞﾜ ｿｳﾔ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 11分33秒

10 3168 野沢　昂矢 ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾔ 宇都宮市 雀宮東小学校 11分33秒

11 3017 相田　翔太郎 ｱｲﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 壬生町 壬生小学校 11分40秒

12 3161 今泉　雄樹 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ 群馬県 どりかむ太田 11分41秒

13 3089 斉藤　充輝 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｷ 壬生町 壬生小学校 11分42秒

14 3009 渡辺　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 壬生町 稲葉小学校 11分43秒

15 3146 横尾　大成 ﾖｺｵ ﾀｲｾｲ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 11分47秒

16 3019 得能　涼平 ﾄｸﾉｳ ﾘｮｳﾍｲ 壬生町 壬生小学校 11分47秒

17 3022 野澤　哲平 ﾉｻﾞﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 壬生町 壬生小学校 11分50秒

18 3170 菊地　康介 ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 栃木市 国府南小学校 11分54秒

19 3184 谷山　晃大 ﾀﾆﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 群馬県 高崎北小 11分55秒

20 3090 大塚　千寛 ｵｵﾂｶ ﾁﾋﾛ 壬生町 壬生小学校 11分55秒

21 3167 諸橋　巧翔 ﾓﾛﾊｼ ﾀｸﾄ 壬生町 睦小学校 12分00秒

22 3048 八木沢　竜樹 ﾔｷﾞｻﾜ ﾘｭｳｷ 壬生町 壬生町立壬生東小学校 12分05秒

23 3188 川島　空 ｶﾜｼﾏ ｿﾗ 日光市 日光市大桑 12分05秒

24 3150 藤田　篤史 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 12分06秒

25 3018 本間　駿佑 ﾎﾝﾏ ｼｭﾝｽｹ 壬生町 壬生小学校 12分06秒

26 3173 小椋　叶夢 ｵｸﾞﾗ ｸﾞﾘﾑ 壬生町 安塚小学校 12分09秒

27 3148 鍵山　弘樹 ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 12分10秒

28 3123 澁谷　優希 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 12分11秒

29 3053 湯澤　建太 ﾕｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 壬生町 壬生東小学校 12分12秒

30 3158 堀野　陽光 ﾎﾘﾉ ｱﾀﾙ 宇都宮市 横川中央学童野 12分13秒

31 3093 村田　拓海 ﾑﾗﾀ ﾀｸﾐ 壬生町 壬生東 12分16秒

32 3008 木村　俊介 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 壬生町 稲葉小学校 12分16秒

33 3156 大和田　涼矢 ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 12分16秒

34 3045 大垣　龍雅 ｵｵｶﾞｷ ﾘｭｳｶﾞ 壬生町 壬生東小学校 12分18秒

35 3183 伊澤　聖 ｲｻﾞﾜ ﾋｼﾞﾘ 下野市 国分寺東小 12分22秒

36 3021 新城　大翔 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 壬生町 壬生小 12分23秒

37 3002 鈴木　銀河 ｽｽﾞｷ ｶｹﾙ 壬生町 壬生町立稲葉小学校 12分24秒

38 3097 金子　颯汰 ｶﾈｺ ｿｳﾀ 壬生町 壬生東小学校 12分25秒

39 3059 福田　湊斗 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾅﾄ 壬生町 安塚小学校 12分26秒

40 3012 山川　大翔 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾄ 壬生町 壬生町立壬生小学校 12分26秒

41 3118 小島　広輝 ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ 壬生町 壬生東クラブ 12分31秒

42 3071 塚原　啓斗 ﾂｶﾊﾗ ｹｲﾄ 壬生町 安塚小学校 12分32秒

43 3016 小田部　修太 ｵﾀﾍﾞ ｼｭｳﾀ 壬生町 壬生小学校 12分32秒

44 3178 小林　凌太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 宇都宮市 ユ　クラブ 12分32秒

45 3157 鈴木　朝陽 ｽｽﾞｷ ｱｻﾋ 宇都宮市 12分35秒

46 3145 藤岡　航 ﾌｼﾞｵｶ ﾜﾀﾙ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 12分36秒

47 3075 川俣　大輔 ｶﾜﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ 壬生町 安塚ｸﾗﾌﾞ 12分36秒

48 3013 提箸　日向斗 ｻｹﾞﾊｼ ﾋﾅﾄ 壬生町 壬生小 12分40秒

49 3141 岡田　尚大 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 栃木市 栃木第三学校 12分41秒

50 3136 五十嵐　泰晴 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｾｲ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 12分43秒
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51 3106 髙久　麟太郎 ﾀｶｸ ﾘﾝﾀﾛｳ 壬生町 壬生東小学校 12分44秒

52 3062 遠藤　優斗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 壬生町 安塚小学校 12分47秒

53 3064 鈴木　颯太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 壬生町 安塚小学校 12分48秒

54 3011 阿部　光稀 ｱﾍﾞ ﾐﾂｷ 壬生町 壬生町立壬生小学校 12分50秒

55 3052 星野　陸 ﾎｼﾉ ﾘｸ 壬生町 壬生東小 12分50秒

56 3027 吉田　唯人 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾄ 壬生町 壬生小学校 12分50秒

57 3139 小暮　匠弥 ｺｸﾞﾚ ﾀｸﾐ 栃木市 大平南小 12分51秒

58 3149 佐藤　広能 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 12分51秒

59 3042 金谷　優希 ｶﾅﾔ ﾕｳｷ 壬生町 壬生町立壬生東小学校 12分52秒

60 3142 坂井　伸一郎 ｻｶｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 12分53秒

61 3029 青木　康晟 ｱｵｷ ｺｳｾｲ 壬生町 壬生小 12分53秒

62 3101 臼井　誠倖 ｳｽｲ ﾏｻﾕｷ 壬生町 壬生北小学校 12分55秒

63 3144 高橋　伯周 ﾀｶﾊｼ ﾊｸｼｭｳ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 12分56秒

64 3044 北條　悠斗 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 壬生町 壬生東小学校 13分00秒

65 3020 阿久津　典哉 ｱｸﾂ ﾌﾐﾔ 壬生町 壬生町立壬生小学校 13分01秒

66 3115 菅間　翔真 ｽｶﾞﾏ ｼｮｳﾏ 栃木市 壬生東クラブ 13分03秒

67 3072 成瀬　優希 ﾅﾙｾ ﾕｳｷ 壬生町 安塚小学校 13分03秒

68 3065 中條　開翔 ﾅｶｼﾞｮｳ ｶｲﾄ 壬生町 壬生町立安塚小学校 13分10秒

69 3138 村井　晴太 ﾑﾗｲ ﾊﾚﾀ 栃木市 栃木３小 13分12秒

70 3133 大塚　大 ｵｵﾂｶ ﾀﾞｲ 上三川町 日光ヤングスワローズ 13分13秒

71 3005 梁島　大暉 ﾔﾅｼﾏ ﾀﾞｲｷ 壬生町 壬生町立稲葉小学校 13分14秒

72 3165 大阿久　舜登 ｵｵｱｸ ｼｭﾝﾄ 栃木市 チー冬も暖かい 13分19秒

73 3135 大塚　健太 ｵｵﾂｶ ｹﾝﾀ 日光市 日光ヤングスワローズ 13分19秒

74 3032 関口　龍輝 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 壬生町 睦小学校 13分19秒

75 3067 大島　兼明 ｵｵｼﾏ ｹﾝﾒｲ 壬生町 安塚小学校 13分24秒

76 3180 浅田　登夢 ｱｻﾀﾞ ﾄﾑ 宇都宮市 五代小 13分37秒

77 3181 浅田　颯冶 ｱｻﾀﾞ ｿｳﾔ 宇都宮市 五代小 13分37秒

78 3082 粂川　太希 ｸﾒｶﾜ ﾀｲｷ 壬生町 壬生東小学校 13分44秒

79 3159 簗川　陽亮 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 宇都宮市 五代小学校 13分47秒

80 3099 谷中　柊太 ﾔﾅｶ ｼｭｳﾀ 壬生町 安塚小学校 13分48秒

81 3130 小林　羽飛 ｺﾊﾞﾔｼ ｳｻ 壬生町 睦小学校 13分49秒

82 3119 長　優斗 ﾁｮｳ ﾕｳﾄ 栃木市 壬生東クラブ 13分52秒

83 3006 石嶋　暖希 ｲｼｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 壬生町 稲葉小 13分53秒

84 3007 大場　誠也 ｵｵﾊﾞ ｾｲﾔ 壬生町 稲葉小学校 13分55秒

85 3050 江俣　凜 ｴﾏﾀ ﾘﾝ 壬生町 壬生町立壬生東小学校 13分56秒

86 3086 鳥畑　颯太 ﾄﾘﾊﾀ ｿｳﾀ 壬生町 壬生東小学校 13分58秒

87 3102 栃木　亮佑 ﾄﾁｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 壬生町 壬生町少年剣道教室 13分58秒

88 3023 小森　稜眞 ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾏ 壬生町 壬生小 13分59秒

89 3185 川上　広音 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾄ 宇都宮市 小走り愛好会 13分59秒

90 3134 貝沼　卓也 ｶｲﾇﾏ ﾀｸﾔ 宇都宮市 日光ヤングスワローズ 14分00秒

91 3176 大橋　泰智 ｵｵﾊｼ ﾀｲﾁ 栃木市 チームぺんきち 14分02秒

92 3166 渡辺　煌己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 宇都宮市 14分04秒

93 3074 若山　孝太朗 ﾜｶﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 壬生町 安塚ｸﾗﾌﾞ 14分04秒

94 3079 瓦井　颯樹 ｶﾜﾗｲ ｻﾂｷ 壬生町 安塚ｸﾗﾌﾞ 14分06秒

95 3109 山井　優大 ﾔﾏｲ ﾕｳﾀ 壬生町 安塚ｸﾗﾌﾞ 14分07秒

96 3171 和気　奏 ﾜｷ ｶﾅﾄ 上三川町 14分07秒

97 3182 川田　賢佑 ｶﾜﾀ ｹﾝｽｹ 壬生町 川田塾 14分12秒

98 3104 山中　楓大 ﾔﾏﾅｶ ﾌｳﾀ 壬生町 壬生町少年剣道教室 14分13秒

99 3078 中川　眞乃介 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ 壬生町 安塚ｸﾗﾌﾞ 14分13秒

100 3094 植竹　遼 ｳｴﾀｹ ﾊﾙｶ 壬生町 壬生町立睦小学校 14分14秒
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101 3125 小島　有生 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 14分15秒

102 3117 梅山　浩輝 ｳﾒﾔﾏ ﾋﾛｷ 壬生町 壬生東クラブ 14分16秒

103 3128 阿久井　柊 ｱｸｲ ｼｭｳ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 14分16秒

104 3054 福田　聖流 ﾌｸﾀﾞ ｾﾅ 壬生町 壬生東小 14分19秒

105 3043 川島　涼太 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ 壬生町 壬生東小学校 14分19秒

106 3031 小森谷　康輔 ｺﾓﾘﾔ ｺｳｽｹ 壬生町 壬生町立睦小学校 14分21秒

107 3047 福田　琉貴 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳｷ 壬生町 壬生東小学校 14分22秒

108 3095 丹治　彩斗 ﾀﾝｼﾞ ｱﾔﾄ 壬生町 壬生小学校 14分24秒

109 3107 森嶋　天空 ﾓﾘｼﾏ ｿﾗ 壬生町 壬生小学校 14分29秒

110 3091 大塚　宏樹 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｷ 壬生町 壬生小学校 14分29秒

111 3046 水本　武 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｹﾙ 壬生町 壬生東小 14分30秒

112 3039 中山　空里歩 ﾅｶﾔﾏ ｸﾘﾌ 壬生町 睦小学校 14分32秒

113 3066 服部　翔大 ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳﾀ 壬生町 安塚小学校 14分34秒

114 3068 茅島　龍之介 ｶﾔｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 壬生町 安塚小学校 14分40秒

115 3033 長　哲平 ﾁｮｳ ﾃｯﾍﾟｲ 壬生町 壬生町立睦小学校 14分40秒

116 3030 阿美　太郎 ｱﾐ ﾀﾛｳ 壬生町 壬生小学校 14分41秒

117 3083 薄井　泰征 ｳｽｲ ﾀｲｾｲ 壬生町 壬生東小 14分49秒

118 3162 亀田　昇吾 ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 宇都宮市 御幸 14分52秒

119 3058 菱谷　圭太 ﾋｼﾔ ｹｲﾀ 壬生町 安塚小学校 14分52秒

120 3035 柴崎　倖汰 ｼﾊﾞｻｷ ｺｳﾀ 壬生町 壬生町立睦小学校 14分56秒

121 3026 竹内　遥紀 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 壬生町 壬生町立壬生小学校 14分59秒

122 3051 太田　智貴 ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 壬生町 壬生東小 15分00秒

123 3085 小林　祐貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 壬生町 安塚小学校 15分01秒

124 3001 入江　舜 ｲﾘｴ ｼｭﾝ 壬生町 壬生町立壬生北小学校 15分03秒

125 3177 神子谷　桃太 ﾐｺｶﾞｲ ﾄｳﾀ 壬生町 睦小学校 15分05秒

126 3037 小森谷　健輔 ｺﾓﾘﾔ ｹﾝｽｹ 壬生町 壬生町立睦小学校 15分05秒

127 3129 宮澤　煌雅 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ 小山市 15分06秒

128 3025 中村　拓人 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 壬生町 壬生小学校 15分06秒

129 3113 小島　隼 ｺｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 壬生町 壬生東クラブ 15分11秒

130 3186 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 真岡市 15分11秒

131 3034 三橋　優介 ﾐﾂﾊｼ ﾕｳｽｹ 壬生町 睦小学校 15分12秒

132 3127 水口　零秋 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾚｲｼｭｳ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 15分13秒

133 3137 齊藤　拓夢 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾑ 宇都宮市 五代小学校 15分14秒

134 3121 金子　健志郎 ｶﾈｺ ｹﾝｼﾛｳ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 15分16秒

135 3061 稲葉　渉太 ｲﾅﾊﾞ ｱﾕﾀ 壬生町 安塚小学校 15分17秒

136 3124 小口　凌巧 ｺｸﾞﾁ ﾘｸ 宇都宮市 上戸祭学童野球クラブ 15分18秒

137 3004 神長　来飛 ｼﾞﾝﾁｮｳ ﾗｲﾄ 壬生町 稲葉小学校 15分21秒

138 3076 横尾　賢太 ﾖｺｵ ｹﾝﾀ 壬生町 安塚ｸﾗﾌﾞ 15分27秒

139 3112 大島　心 ｵｵｼﾏ ｼﾝ 栃木市 壬生東クラブ 15分33秒

140 3116 出井　佑 ｲﾃﾞ ﾀｽｸ 栃木市 壬生東クラブ 15分36秒

141 3114 島田　卓朗 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 壬生町 壬生東クラブ 15分37秒

142 3189 真庭　岳大 ﾏﾆﾜ ﾀｹﾋﾛ 宇都宮市 チームまにまに 15分42秒

143 3088 赤木　連 ｱｶｷﾞ ﾚﾝ 壬生町 壬生小学校 15分45秒

144 3193 長谷川　陽大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 真岡市 15分57秒

145 3105 工藤　元気 ｸﾄﾞｳ ｹﾞﾝｷ 壬生町 壬生町少年剣道教室 15分58秒

146 3098 小林　幹汰 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 壬生町 壬生北小学校 16分04秒

147 3010 田口　啓斗 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 壬生町 稲葉小学校 16分05秒

148 3154 大島　颯太 ｵｵｼﾏ ｿｳﾀ 宇都宮市 横川中央小学校 16分08秒

149 3131 小林　希新 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｱﾗ 壬生町 睦小学校 16分09秒

150 3028 戸﨑　隆斗 ﾄｻｷ ﾘｭｳﾄ 壬生町 壬生小学校 16分14秒
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151 3077 半田　瑠璃 ﾊﾝﾀﾞ ﾙﾘ 壬生町 壬生小 16分19秒

152 3108 矢野　航輝 ﾔﾉ ｺｳｷ 壬生町 睦小学校 16分23秒

153 3190 真庭　洋佑 ﾏﾆﾜ ﾖｳｽｹ 宇都宮市 チームまにまに 16分29秒

154 3140 河原　尚貴 ｶﾜﾊﾗ ﾅｵｷ 栃木市 大平南小 16分31秒

155 3038 矢野　海凪 ﾔﾉ ﾐﾅｷﾞ 壬生町 睦小学校 16分42秒

156 3084 薄井　竜征 ｳｽｲ ﾘｭｳｾｲ 壬生町 壬生東小 16分47秒

157 3175 加藤　佑梧 ｶﾄｳ ﾕｳｺﾞ 鹿沼市 鹿沼西小 17分04秒

158 3111 渡邊　雄介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 壬生町 睦小学校 17分09秒

159 3132 岡本　浩太郎 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 壬生町 安塚小学校 17分12秒

160 3070 倉持　優希 ｸﾗﾓﾁ ﾕｳｷ 壬生町 安塚小 17分35秒

161 3015 伊沢　翔太 ｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 壬生町 壬生小学校 17分36秒

162 3041 栗山　琉聖 ｸﾘﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 壬生町 睦小学校 17分46秒

163 3040 渡辺　元輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝｷ 壬生町 睦小学校 17分57秒

164 3087 長谷川　想大 ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳﾀ 壬生町 壬生小学校 18分01秒

165 3100 山田　大翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 壬生町 壬生東小学校 18分14秒

166 3081 山本　晃毅 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 壬生町 壬生東小学校 18分42秒

167 3057 服部　凌大 ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 壬生町 安塚小学校 20分17秒

168 3163 入江　智仁 ｲﾘｴ ﾄﾓﾋﾄ 群馬県 20分28秒


