
第45回礫川マラソン大会

3km小学5・6年生
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 フリガナ 年齢 所 属 都市名 記 録

1 723 市川 朝陽 ｲﾁｶﾜ ｱｻﾋ 12 チーム柏 柏市 0:09:58

2 505 岸田 碧斗 ｷｼﾀﾞ ｱｵﾄ 11 チーム柏 柏市 0:10:30

3 808 関根 輝星 ｾｷﾈ ｷﾗﾘ 11 チーム柏 柏市 0:10:33

4 535 奥山 泰成 ｵｸﾔﾏ ﾀｲｾｲ 11 チーム柏 松戸市 0:10:33

5 724 吉場 颯人 ﾖｼﾊﾞ ﾊﾔﾄ 12 チーム柏 柏市 0:10:41

6 718 藤本 大和 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔﾏﾄ 12 チーム柏 柏市 0:11:09

7 818 増田 岬虹 ﾏｽﾀﾞ ﾐｸ 12 チーム柏 柏市 0:11:14

8 543 関根 理人 ｾｷﾈ ﾘﾄ 11 誠之小学校５年 文京区 0:11:34

9 713 比田井 基 ﾋﾀﾞｲ ﾓﾄｷ 11 本郷小学校６年 文京区 0:11:35

10 518 志茂 遼介 ｼﾓ ﾘｮｳｽｹ 11 筑波大学附属小学校５年 豊島区 0:11:52

11 536 堀部 悠太 ﾎﾘﾍﾞ ﾕｳﾀ 11 筑波大附属小学校５年 文京区 0:11:52

12 612 今井 ひより ｲﾏｲ ﾋﾖﾘ 11 チーム柏 柏市 0:11:56

13 510 井上 峻 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝ 11 富坂少年剣道クラブ 文京区 0:12:27

14 707 尾木 海音 ｵｷﾞ ｶｲﾄ 12 金富小学校６年 文京区 0:12:37

15 507 石澤 蔵之介 ｲｼｻﾞﾜ ｸﾗﾉｽｹ 10 柳町小学校５年 文京区 0:12:37

16 604 溝橋 凛 ﾐｿﾞﾊｼ ﾘﾝ 11 本郷小学校５年 文京区 0:12:37

17 548 安地 和己 ｱﾝﾁ ｶｽﾞｷ 10 筑波大附属小学校５年 文京区 0:12:41

18 523 俵 蔵杜 ﾀﾜﾗ ｸﾗｳﾄﾞ 11 お茶の水女子大学附属小学校５年 文京区 0:12:43

19 506 西川 乃維 ﾆｼｶﾜ ﾉｲ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:12:53

20 703 濵田 恵馬 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲﾏ 11 明化小学校６年 文京区 0:13:01

21 706 安藤 英大 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾄ 12 本郷小学校６年 文京区 0:13:03

22 513 石川 峻 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝ 10 菊坂ファイヤーズ 北区 0:13:12

23 508 藤田 葉山 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾏ 11 金富小学校５年 文京区 0:13:13

24 806 佐瀬 杏子 ｻｾ ｷｮｳｺ 12 昭和女子大学附属昭和小学校６年 文京区 0:13:17

25 619 平間 文乃 ﾋﾗﾏ ｱﾔﾉ 11 汐見小学校５年 文京区 0:13:17

26 710 橋本 翔 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳ 12 竹早小学校６年 新宿区 0:13:18

27 554 小野寺 奏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶﾅﾃﾞ 11 礫川小学校５年 文京区 0:13:23

28 608 立石 梨帆 ﾀﾃｲｼ ﾘﾎ 11 小日向台町小学校５年 文京区 0:13:27

29 705 山中 煌真 ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾏ 12 柳町小学校６年 文京区 0:13:30

30 552 下村 暢 ｼﾓﾑﾗ ｲﾀﾙ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:13:31

31 715 吉田 昊輝 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 12 礫川小学校６年 文京区 0:13:32

32 524 桑原 伸明 ｸﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 11 柳町小学校５年 文京区 0:13:32

33 805 礒﨑 璃美花 ｲｿｻﾞｷ ﾘﾐｶ 12 金富小学校６年 文京区 0:13:33

34 502 栗原 旭 ｸﾘﾊﾗ ｱｷﾗ 10 礫川小学校５年 文京区 0:13:42

35 807 畠中 美子 ﾊﾀｹﾅｶ ﾒｲｺ 12 柳町小学校６年 文京区 0:13:50

36 708 多賀 光 ﾀｶﾞ ﾋｶﾘ 12 指ヶ谷小学校６年 文京区 0:13:58

37 526 伊藤 資訓 ｲﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ 10 柳町小学校５年 文京区 0:14:00

38 704 若林 輝 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 12 礫川小学校６年 文京区 0:14:03

39 719 山田 薫 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾙ 12 長柄小学校６年 葉山町 0:14:05

40 515 鈴木 徳真 ｽｽﾞｷ ﾄｸﾏ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:14:06

41 711 辻 龍人 ﾂｼﾞ ﾘｭｳｼﾞﾝ 12 礫川小学校６年 文京区 0:14:07

42 815 大谷 文乃 ｵｵﾀﾆ ｱﾔﾉ 12 東京学芸大学附属竹早小学校６年 文京区 0:14:17

43 551 木下 賢人 ｷﾉｼﾀ ｹﾝﾄ 11 誠之小学校５年 文京区 0:14:23

44 803 堤 葵 ﾂﾂﾐ ｱｵｲ 12 聖心女子学院小学校６年 文京区 0:14:28

45 722 梶山 海翔 ｶｼﾞﾔﾏ ｶｲﾄ 12 礫川小学校６年 文京区 0:14:29

46 503 笠井 瞭成 ｶｻｲ ﾘｮｳｾｲ 11 宝仙小学校５年 文京区 0:14:35

47 809 吉田 優衣 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲ 12 礫川小学校６年 文京区 0:14:36

48 539 鈴木 梛 ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞ 10 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:14:44

49 516 松榮 一樹 ﾏﾂｴ ｶｽﾞｷ 11 窪町小学校５年 文京区 0:14:47

50 504 國本 凪人 ｸﾆﾓﾄ ﾅｷﾞﾄ 11 窪町小学校５年 文京区 0:14:48
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51 550 井上 敦之 ｲﾉｳｴ ｱﾂﾕｷ 11 小日向台町小学校５年 文京区 0:14:49

52 532 福嶋 鼓太郎 ﾌｸｼﾏ ｺﾀﾛｳ 10 金富小学校５年 文京区 0:14:53

53 802 澤田 花蓮 ｻﾜﾀﾞ ｶﾚﾝ 11 礫川小学校６年 文京区 0:15:12

54 603 伊欲 美羽 ｲﾖｸ ﾐｳ 11 柳町小学校５年 文京区 0:15:12

55 544 深谷 威吹 ﾌｶﾔ ｲﾌﾞｷ 11 柳町小学校５年 文京区 0:15:22

56 709 河野 誠也 ｺｳﾉ ｾｲﾔ 12 金富小学校６年 文京区 0:15:28

57 517 堤 仁 ﾂﾂﾐ ｼﾞﾝ 11 窪町小学校５年 文京区 0:15:33

58 621 喜藤 琴美 ｷﾄｳ ｺﾄﾐ 11 金富小学校５年 文京区 0:15:42

59 522 大塚 宥毅 ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ 11 富坂少年剣道クラブ 文京区 0:15:44

60 537 菅原 臣人 ｽｶﾞﾜﾗ ｵﾐﾋﾄ 10 柳町小学校５年 文京区 0:15:55

61 533 木下 惺大 ｷﾉｼﾀ ｾｲﾀ 11 柳町小学校５年 文京区 0:15:56

62 514 福元 大凱 ﾌｸﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:15:57

63 610 石川 明歩 ｲｼｶﾜ ｱｷﾎ 10 青柳小学校５年 文京区 0:15:59

64 541 伊藤 璃季 ｲﾄｳ ﾘｷ 11 柳町小学校５年 文京区 0:16:00

65 542 是常 海成 ｺﾚﾂﾈ ｶｲｾｲ 10 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:16:04

66 530 中村 太洋 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:16:04

67 511 佐佐木 照昌 ｻｻｷ ﾃﾙﾏｻ 11 富坂少年剣道クラブ 文京区 0:16:11

68 540 川﨑 柊翔 ｶﾜｻｷ ｼｭｳﾄ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:16:24

69 547 原 秀介 ﾊﾗ ｼｭｳｽｹ 10 柳町小学校５年 文京区 0:16:29

70 627 加藤 なつ美 ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ 11 柳町小学校５年 文京区 0:16:29

71 624 蓮見 柚果 ﾊｽﾐ ﾕｳｶ 10 金富小学校５年 文京区 0:16:34

72 519 髙野 悠都 ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:16:58

73 622 宮川 紗也香 ﾐﾔｶﾜ ｻﾔｶ 10 柳町小学校５年 文京区 0:17:00

74 553 中山 悠人 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾄ 11 富坂少年剣道クラブ 文京区 0:17:01

75 606 鈴木 伊古奈 ｽｽﾞｷ ｲｺﾅ 10 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:17:09

76 614 横澤 千景 ﾖｺｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:17:13

77 528 品川 塁克 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｶﾅﾘ 11 小日向台町小学校５年 文京区 0:17:55

78 613 河瀬 栞奈 ｶﾜｾ ｶﾝﾅ 10 金富小学校５年 文京区 0:17:55

79 616 吉田 美彩妃 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 10 礫川小学校５年 文京区 0:18:09

80 817 石井 愛莉 ｲｼｲ ｱｲﾘ 11 礫川小学校６年 文京区 0:18:13

81 626 坪坂 百恵 ﾂﾎﾞｻｶ ﾓｴ 10 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:18:14

82 531 岡本 直太郎 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾀﾛｳ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:18:25

83 525 松本 侑大 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 10 筑波大学附属大塚小学校５年 文京区 0:18:34

84 602 佐々木 亜衣 ｻｻｷ ｱｲ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:18:36

85 501 渋谷 希一 ｼﾌﾞﾔ ｷｲﾁ 11 富坂少年剣道クラブ 文京区 0:18:41

86 804 伊東 華 ｲﾄｳ ﾊﾅ 12 指ヶ谷小学校６年 文京区 0:18:46

87 607 川上 新 ｶﾜｶﾐ ｱﾗﾀ 11 金富小学校５年 文京区 0:18:51

88 625 西 亜倫沙 ﾆｼ ｱﾘｻ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:19:01

89 609 中村 絢音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:19:01

90 717 諏訪 祐太 ｽﾜ ﾕｳﾀ 12 礫川小学校６年 文京区 0:19:02

91 801 羽毛田 柔 ﾊｹﾀ ﾆｺ 12 指ヶ谷小学校６年 文京区 0:19:05

92 714 諏訪 正太 ｽﾜ ｼｮｳﾀ 12 礫川小学校６年 文京区 0:19:06

93 509 松久保 恵造 ﾏﾂｸﾎﾞ ｹｲｿﾞｳ 11 東京学芸大学附属竹早小学校５年 文京区 0:19:30

94 810 下村 日曜子 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾖｺ 12 指ヶ谷小学校６年 文京区 0:19:38

95 555 岡田 典之 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 11 金富小学校５年 文京区 0:19:47

96 618 増田 心 ﾏｽﾀﾞ ｺｺﾛ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:21:07

97 620 向井 夏希 ﾑｶｲ ﾅﾂｷ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:21:15

98 512 平川 由貴宏 ﾋﾗｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 10 礫川小学校５年 文京区 0:21:16

99 814 佐藤 凛埜 ｻﾄｳ ﾘﾉ 12 指ヶ谷小学校６年 文京区 0:21:20

100 811 石田 綾乃 ｲｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 11 金富小学校６年 文京区 0:21:24
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101 611 稗田 理菜子 ﾋｴﾀﾞ ﾘﾅｺ 11 指ヶ谷小学校５年 文京区 0:21:43
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