
- 2017長浜市あざいお市マラソン -

2km小学生男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2017/10/8

スタート： 10:00:00

会場:浅井文化スポーツ公園　ふれあいグラウンド 

主催:あざいお市マラソン実行委員会 

6分47秒1 新木　淳太9010 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝﾀ 長浜市

6分55秒2 稲玉　倖太9061 ｲﾅﾀﾏ ｺｳﾀ 三重県

6分56秒3 尾本　朔9063 ｵﾓﾄ ｻｸ 彦根市

7分09秒4 西嶋　海斗9059 ﾆｼｼﾞﾏ ｶｲﾄ 米原市

7分09秒5 秋本　健斗9068 ｱｷﾓﾄ ｹﾝﾄ 長浜市

7分16秒6 井上　卓海9033 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 長浜市

7分18秒7 井上　月9045 ｲﾉｳｴ ﾙﾅ 三重県

7分18秒8 中村　仁優9065 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻﾋﾛ 長浜市

7分19秒9 高岸　柊真9028 ﾀｶｷﾞｼ ﾄｳﾏ 長浜市

7分24秒10 清水　祐夢9021 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾑ 長浜市

7分25秒11 宮本　魁星9072 ﾐﾔﾓﾄ ｶｲｷ 米原市

7分30秒12 伏木　空良9003 ﾌｼｷ ｿﾗ 長浜市

7分30秒13 坂下　岳大9071 ｻｶｼﾀ ﾀｹﾋﾛ 三重県

7分36秒14 沓水　煌稀9014 ｸﾂﾐｽﾞ ｺｳｷ 長浜市

7分36秒15 野村　和弘9020 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 長浜市

7分37秒16 北川　裕基9066 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 長浜市

7分39秒17 小野　太陽9073 ｵﾉ ﾀｲﾖｳ 愛知県

7分41秒18 西田　真之助9005 ﾆｼﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 長浜市

7分45秒19 八若　桜太9008 ﾔﾜｶ ｵｳﾀ 長浜市

7分47秒20 西島　大晴9004 ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ 長浜市

7分50秒21 山﨑　温人9019 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂﾄ 米原市

7分54秒22 菅原　一学9030 ｽｶﾞﾊﾗ ｲﾁｶﾞｸ 長浜市

7分55秒23 小林　元気9026 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ 長浜市

7分59秒24 鈴木　海成9029 ｽｽﾞｷ ｶｲｾｲ 長浜市

8分00秒25 朝日　柊9011 ｱｻﾋ ｼｭｳ 長浜市

8分02秒26 境　凌大9056 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀﾞｲ 栗東市

8分02秒27 泉　佑磨9040 ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ 米原市

8分02秒28 境　拳心9055 ｻｶｲ ｹﾝｼﾝ 栗東市

8分06秒29 野殿　碧9050 ﾉﾄﾞﾉ ｱｵｲ 京都府

8分07秒30 冨山　優陽9044 ﾄﾐﾔﾏ ﾕｳﾋ 山口県

8分11秒31 三田　光明9034 ﾐﾀ ｺｳﾒｲ 長浜市

8分11秒32 籾山　湧希9015 ﾓﾐﾔﾏ ﾕｳｷ 長浜市

8分16秒33 沓水　達稀9013 ｸﾂﾐｽﾞ ﾀﾂｷ 長浜市

8分19秒34 中川　結太9012 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 長浜市

8分20秒35 國實　祐吾9060 ｸﾆｻﾞﾈ ﾕｳｺﾞ 草津市

8分23秒36 西野　任9022 ﾆｼﾉ ｱﾀﾙ 長浜市

8分24秒37 轟　悠介9058 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾕｳｽｹ 長浜市

8分26秒38 古池　優和9057 ﾌﾙｲｹ ﾕｳﾄ 長浜市

8分30秒39 菅原　幸平9031 ｽｶﾞﾊﾗ ｺｳﾍｲ 長浜市

8分34秒40 七里　栄則9024 ｼﾁﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 長浜市

8分41秒41 孫　天翼9025 ｽﾝ ﾃﾝｲ 長浜市

8分42秒42 青山　侑樹9049 ｱｵﾔﾏ ﾕｳｷ 大阪府

8分43秒43 萬力谷　帆高9052 ﾏﾝﾘｷﾔ ﾎﾀﾞｶ 大阪府

8分44秒44 清水　滉平9009 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ 長浜市

8分48秒45 米川　侑吾9046 ﾖﾈｶﾜ ﾕｳｺﾞ 大津市

8分52秒46 南部　正斗9017 長浜市

8分53秒47 八木　虎太郎9069 ﾔｷﾞ ｺﾀﾛｳ 長浜市

8分54秒48 澤村　颯9039 ｻﾜﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長浜市

9分01秒49 伊藤　悠斗9032 ｲﾄｳ 長浜市

9分02秒50 藤田　海斗9070 ﾌｼﾞﾀ ｶｲﾄ 彦根市
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9分02秒51 吉田　壱颯9006 ﾖｼﾀﾞ ｲｯｻ 長浜市

9分04秒52 森脇　敬介9038 ﾓﾘﾜｷ ｹｲｽｹ 長浜市

9分13秒53 鈴木　雄介9064 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 三重県

9分18秒54 木野本　橙馬9067 ｷﾉﾓﾄ ﾄｳﾏ 愛知県

9分30秒55 宮田　輝翔9018 ﾐﾔﾀ ｷﾗﾄ 長浜市

9分31秒56 村原　直賢9002 ﾑﾗﾊﾗ ﾅｵﾀｶ 大阪府

9分45秒57 玉木　洸成9053 ﾀﾏｷ ｺｳｾｲ 大阪府

9分48秒58 杉本　夏基9043 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾂｷ 愛知県

9分59秒59 箕浦　琉斗9047 ﾐﾉｳﾗ ﾘｭｳﾄ 長浜市

10分05秒60 瀧澤　怜生9023 ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾄｷ 長浜市

10分11秒61 宮野　太郎9042 ﾐﾔﾉ ﾀﾛｳ 愛知県

10分29秒62 福田　時也9048 ﾌｸﾀ ﾄｷﾔ 岐阜県

10分36秒63 羽根　基生9041 ﾊﾈ ﾓﾄｷ 愛知県

10分41秒64 山﨑　建輔9027 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｽｹ 長浜市

10分47秒65 河合　周平9001 ｶﾜｲ ｼｭｳﾍｲ 愛知県

10分49秒66 更家　旬哉9035 ｻﾗｲｴ ｼｭﾝﾔ 長浜市

11分24秒67 竹本　悠人9016 ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙﾄ 長浜市

12分03秒68 磯野　ぜん9054 ｲｿﾉ ｾﾞﾝ 草津市
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