
2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブ2.5ｋｍ　小学生男子4年生～6年生 カナ 市町村1 7657 川島　陽琉 ｶﾜｼﾏ ﾊﾙ 芽室小学校 00:09:50芽室町2 7814 大友　悠輝 ｵｵﾄﾓ ﾕｳｷ 十勝陸上クラブ 00:10:17帯広市3 7851 菅原　瑞生 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ 十勝陸上クラブ 00:10:17鹿追町4 7636 �川　光里 ﾖｼｶﾜ ﾋｶﾘ ありがとう牧場 00:10:37足寄町5 7650 佐藤　蓮斗 ｻﾄｳ ﾚﾝﾄ 00:10:42帯広市6 7662 久保　永遠 ｸﾎﾞ ﾄﾜ 明星ミニバス 00:10:47帯広市7 7900 貴島　修 ｷｼﾞﾏ ｼﾕｳ 00:10:50帯広市8 7614 岸梅　圭汰 ｷｼｳﾒ ｹｲﾀ 00:10:51帯広市9 7885 小林　理功 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 00:10:54音更町10 7901 佐藤　吟次 ｻﾄｳ ｷﾞﾝｼﾞ 00:10:54帯広市11 7807 朝井　亮牙 ｱｻｲ ﾘｮｳｶﾞ 白糠陸上少年団 00:10:55白糠町12 7608 藤田　恭丞 ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 花園ミニバス 00:11:00帯広市13 7912 宮内　勘助 ﾐﾔｳﾁ ｶﾝｽｹ YSC 00:11:01恵庭市14 7786 猪子　天馬 ｲﾉｺ ﾃﾝﾏ 帯広豊成小学校 00:11:04帯広市15 7803 山川　日向 ﾔﾏｶﾜ ﾋﾅﾀ 00:11:04音更町16 7854 平手　颯泰 ﾋﾗﾃ ｿｳﾀ 00:11:05帯広市17 7736 佐藤　晴人 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 00:11:09音更町18 7641 山田　源大 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ 大正野球少年団 00:11:10帯広市19 7748 平井　蓮 ﾋﾗｲ ﾚﾝ 緑ケ丘ＳＣ 00:11:32帯広市20 7811 西向　凜人 ﾆｼﾑｶｲ ﾘﾋﾄ 00:11:37音更町21 7652 山田　心 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝ 00:11:37帯広市22 7778 鶴岡　澪虹 ﾂﾙｵｶ ﾚｲｼﾞ 00:11:39帯広市23 7783 高崎　心輝 ﾀｶｻｷ ｺｳｷ 柏小学校 00:11:39東京都24 7859 井澤　泉里 ｲｻﾞﾜ ｾﾝﾘ 中士幌小学校 00:11:39士幌町25 7784 高崎　賢心 ﾀｶｻｷ ｹﾝｺﾞ 柏小学校 00:11:39東京都26 7610 齋藤　光 ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ 十勝陸上クラブ 00:11:40帯広市27 7624 林　咲斗 ﾊﾔｼ ｻｷﾄ 緑丘小学校 00:11:41帯広市28 7607 本間　基一 ﾎﾝﾏ ｷｲﾁ 00:11:41札幌市29 7809 原　湊一郎 ﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 00:11:41札幌市30 7822 小田切　理陽 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｻﾊﾙ 00:11:43帯広市31 7696 赤木　颯 ｱｶｷ ｿｳ 00:11:43幕別町32 7907 齊藤　　皓大 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 十勝陸上クラブ 00:11:43帯広市33 7668 藤島　俊太 ﾌｼﾞｼﾏ ｼｭﾝﾀ 明星ミニバス 00:11:43帯広市34 7747 鈴木　輝琉 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 緑ケ丘ＳＣ 00:11:46帯広市35 7788 高島　研典 ﾀｶｼﾏ ｹﾝｽｹ 市渡イーグルス 00:11:49七飯町36 7894 荒井　湊友 ｱﾗｲ ﾐﾅﾄ 00:11:58帯広市37 7897 大塚　心之助 ｵｵﾂｶ ｼﾝﾉｽｹ 00:11:59帯広市38 7800 宿野部　岳 ｼｭｸﾉﾍﾞ ｶﾞｸ 釧路昭和小 00:11:59釧路市39 7616 松木　力丸 ﾏﾂｷ ﾘｷﾏﾙ 下音更小学校 00:12:01音更町40 7798 岩原　塁 ｲﾜﾊﾗ ﾙｲ 光南小学校 00:12:07帯広市41 7856 髙成　悠生 ﾀｶﾅﾘ ﾕｳｾｲ 00:12:07音更町42 7805 佐藤　樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 大樹小学校 00:12:07大樹町43 7660 今野　李久翔 ｺﾝﾉ ﾘｸﾄ 00:12:08帯広市44 7790 笹田　晄生 ｻｻﾀﾞ ﾐﾂｷ 00:12:08帯広市45 7883 高杉　惇翔 ﾀｶｽｷﾞ ｱﾂﾄ 栄小学校 00:12:09帯広市46 7700 村本　真葉呂 ﾑﾗﾓﾄ ﾏﾊﾛ 00:12:09帯広市47 7730 福地　隼大 ﾌｸﾁ ｼｭﾝﾀ 00:12:09帯広市48 7669 豊口　遥斗 ﾄﾖｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 明星ミニバス 00:12:10帯広市49 7739 福原　侑佑 ﾌｸﾊﾗ ﾕｳｽｹ 光南小学校 00:12:11帯広市50 7848 仁平　旭 ﾆﾀｲﾗ ｱｻﾋ 00:12:12帯広市print :2019/10/28 10:24:18 92/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブ2.5ｋｍ　小学生男子4年生～6年生 カナ 市町村51 7619 山　礼楓 ﾔﾏ ﾗｲｶ 00:12:12帯広市52 7663 五十嵐　秋輝斗 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾄ 明星ミニバス 00:12:13帯広市53 7902 浅野　柊太 ｱｻﾉ ｼｭｳﾀ 芽室小学校 00:12:14芽室町54 7906 鈴木　優太郎 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 00:12:14帯広市55 7685 三浦　遥翔 ﾐｳﾗ ﾊﾙﾄ ＮＮＡＣ 00:12:15帯広市56 7914 城市　悠斗 ｼﾛｲﾁ ﾕｳﾄ 00:12:15帯広市57 7703 眞鍋　幸誠 ﾏﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ 稲田サッカー部 00:12:16帯広市58 7837 安藤　龍生 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｷ 00:12:16帯広市59 7671 佐々木　誠浩 ｻｻｷ ﾏﾋﾛ 明星ミニバス 00:12:18帯広市60 7702 三好　空 ﾐﾖｼ ｿﾗ 00:12:24帯広市61 7835 安達　巧真 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾏ 00:12:27帯広市62 7795 島　洸太 ｼﾏ ｺｳﾀ 00:12:29帯広市63 7677 笹金　萬吏 ｻｻｶﾞﾈ ﾊﾞﾝﾘ 大正野球少年団 00:12:29帯広市64 7680 岡﨑　穂希 ｵｶｻﾞｷ ﾎﾏﾚ 大正野球少年団 00:12:29帯広市65 7796 菅野　祐翔 ｽｹﾞﾉ ﾕｳﾄ ドラゴンズ 00:12:31帯広市66 7629 佐野　誠悟 ｻﾉ ｾｲｺﾞ 00:12:32帯広市67 7787 猪子　龍星 ｲﾉｺ ﾘｭｳｾｲ 帯広豊成小学校 00:12:32帯広市68 7621 福岡　幸弥 ﾌｸｵｶ ｺｳﾔ 00:12:32帯広市69 7654 矢田　琉羽空 ﾔﾀﾞ ﾙｳｸ 帯広ＦＣ 00:12:33帯広市70 7836 安藤　久龍 ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾘｭｳ 00:12:33帯広市71 7797 濱野谷　海斗 ﾊﾏﾉﾔ ｶｲﾄ 浦河陸上少年団 00:12:34浦河町72 7731 林　慧太 ﾊﾔｼ ｹｲﾀ 00:12:36清水町73 7714 川村　悠翔 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾄ 00:12:36帯広市74 7676 山口　流加 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｶ 00:12:38帯広市75 7908 伊藤　大 ｲﾄｳ ﾀﾞｲ 00:12:39帯広市76 7745 五日市　陸 ｲﾂｶｲﾁ ﾘｸ 緑ケ丘ＳＣ 00:12:39帯広市77 7667 近藤　世良 ｺﾝﾄﾞｳ ｾﾗ 00:12:40清水町78 7804 河口　拓洋 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾋﾛ 大樹小学校 00:12:45大樹町79 7839 森　悠登 ﾓﾘ ﾊﾙﾄ 帯広光南小学校 00:12:45帯広市80 7622 小山　倫汰 ｺﾔﾏ ﾘﾝﾀ 00:12:46幕別町81 7823 清水　琥珀 ｼﾐｽﾞ ｺﾊｸ 00:12:46音更町82 7799 角田　大宙 ｶｸﾀ ﾀｲﾁ ＫＲＣ 00:12:46札幌市83 7863 逢坂　悠佑 ｵｵｻｶ ﾕｳｽｹ 00:12:46帯広市84 7806 武藤　守威 ﾑﾄｳ ｶﾑｲ 00:12:51新得町85 7664 佐藤　柊介 ｻﾄｳ ｼｭｳｽｹ 00:12:52帯広市86 7841 後藤　冬磨 ｺﾞﾄｳ ﾄｳﾏ 00:12:52帯広市87 7643 仲井　禅 ﾅｶｲ ｾﾞﾝ 00:12:55帯広市88 7920 松坂　恵人 ﾏﾂｻﾞｶ ｹｲﾄ 標茶陸上少年団 00:12:55標茶町89 7791 木村　康佑 ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 木村ファミリー 00:12:57岩見沢市90 7910 木田　優斗 ｷﾀﾞ ﾕｳﾄ 00:12:58帯広市91 7684 島勝　吏玖 ｼﾏｶﾂ ﾘｸ 00:12:59帯広市92 7815 菅原　大吉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷﾁ 00:13:00陸別町93 7645 北口　昂佑 ｷﾀｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 大正野球少年団 00:13:00帯広市94 7658 川畑　諒真 ｶﾜﾊﾀ ﾘｮｳﾏ 00:13:02帯広市95 7896 岩城　京汰郎 ｲﾜｷ ｷｮｳﾀﾛｳ 光南小学校 00:13:02帯広市96 7659 小原　圭裕 ｵﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ 00:13:02帯広市97 7849 仁平　旬 ﾆﾀｲﾗ ｼｭﾝ 00:13:02帯広市98 7602 八重樫　琉陽 ﾔｴｶﾞｼ ﾘｭｳﾔ 東川小学校 00:13:03東川町99 7904 岸本　陽晴 ｷｼﾓﾄ ﾖｳｾｲ 帯広市立緑丘小 00:13:03帯広市100 7750 島部　晴大 ｼﾏﾍﾞ ﾊﾙﾀ 緑ケ丘ＳＣ 00:13:03帯広市print :2019/10/28 10:24:18 93/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブ2.5ｋｍ　小学生男子4年生～6年生 カナ 市町村101 7718 阿部　竜士 ｱﾍﾞ ﾘｭｳｼﾞ 稲田サッカー 00:13:03帯広市102 7620 八重樫　尚吾 ﾔｴｶﾞｼ ｼｮｳｺﾞ 00:13:04帯広市103 7603 布川　佳玖 ﾇﾉｶﾜ ﾖｼｷ 霧多布小学校 00:13:04浜中町104 7757 保苅　瑛斗 ﾎｶﾘ ｴｲﾄ 緑ケ丘ＳＣ 00:13:05帯広市105 7724 髙橋　咲人 ﾀｶﾊｼ ｻｸﾄ 開西つつじが丘 00:13:05帯広市106 7720 熊谷　冬真 ｸﾏｶﾞｲ ﾄｳﾏ 00:13:07帯広市107 7890 鈴木　尚希 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 00:13:09帯広市108 7782 青砥　大祐 ｱｵﾄ ﾀﾞｲｽｹ 白人小学校 00:13:09幕別町109 7741 大谷　篤生 ｵｵﾀﾆ ｱﾂｷ 附属釧路小学校 00:13:10釧路市110 7726 田辺　潤希 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｷ 大正野球少年団 00:13:11帯広市111 7855 近藤　雄太 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 00:13:13帯広市112 7766 三浦　己琉 ﾐｳﾗ ｷﾘｭｳ 緑ケ丘ＳＣ 00:13:14帯広市113 7727 松島　巧 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾐ 00:13:15帯広市114 7605 山中　康輔 ﾔﾏﾅｶ ｺｳｽｹ 瓜幕小学校 00:13:15鹿追町115 7626 田辺　丈人 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋﾄ 00:13:17帯広市116 7627 山本　亜衣翔 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾄ 00:13:17音更町117 7704 古谷　和己 ﾌﾙﾀﾆ ｶｽﾞｷ 00:13:20帯広市118 7673 佐々木　瑛太 ｻｻｷ ｴｲﾀ 明星ミニバス 00:13:21帯広市119 7735 柳川　楓 ﾔﾅｶﾞﾜ ｶｴﾃﾞ 00:13:21音更町120 7674 横澤　颯 ﾖｺｻﾞﾜ ｿｳ 明星ミニバス 00:13:21帯広市121 7857 田邊　直孝 ﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾀｶ 00:13:22帯広市122 7722 平田　創生 ﾋﾗﾀ ｿｳ 00:13:23帯広市123 7862 谷口　遼乃介 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾉｽｹ 00:13:23帯広市124 7632 戸田　穏 ﾄﾀﾞ ﾉﾝ 00:13:23帯広市125 7634 奥井　優斗 ｵｸｲ ﾕｳﾄ 大正野球少年団 00:13:24帯広市126 7846 立花　昇太郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｮｳﾀﾛｳ 00:13:24帯広市127 7820 立石　椿 ﾀﾃｲｼ ﾂﾊﾞｷ 00:13:24鹿追町128 7819 小窪　洵平 ｺｸﾎﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 瓜幕小学校 00:13:24鹿追町129 7830 角田　流惟 ｶｸﾀ ﾙｲ 帯広西少年団 00:13:26帯広市130 7752 高松　恒慎 ﾀｶﾏﾂ ｺｳｼﾝ 緑ケ丘ＳＣ 00:13:27帯広市131 7756 柴田　蓮 ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝ 緑ケ丘ＳＣ 00:13:32帯広市132 7711 山村　侑大 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 00:13:32帯広市133 7672 松浦　魁真 ﾏﾂｳﾗ ｶｲｼﾝ 明星ミニバス 00:13:34帯広市134 7789 佐々木　晴 ｻｻｷ ﾊﾙ 00:13:34音更町135 7630 白井　翔汰朗 ｼﾗｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 00:13:35帯広市136 7648 上田　悠生 ｳｴﾀﾞ ﾕｳ 00:13:36帯広市137 7813 安田　孝太郎 ﾔｽﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 00:13:37音更町138 7905 河村　柊 ｶﾜﾑﾗ ｼｭｳ 光南小学校 00:13:37帯広市139 7765 西谷　柊大 ﾆｼﾀﾆ ｼｭｳﾀﾞｲ 緑ケ丘ＳＣ 00:13:38帯広市140 7761 佐々木　彰和 ｻｻｷ ｼｮｳﾜ 緑ケ丘ＳＣ 00:13:38帯広市141 7749 柴田　龍斗 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾄ 緑ケ丘ＳＣ 00:13:38帯広市142 7717 坂本　聖 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳ 00:13:38帯広市143 7710 布田　憲司郎 00:13:39帯広市144 7909 木田　駿斗 ｷﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 00:13:39帯広市145 7881 定免　虎太朗 ｼﾞｮｳﾒﾝ ｺﾀﾛｳ 帯広中央FC 00:13:40帯広市146 7828 荻野　達輝 ｵｷﾞﾉ ﾀﾂｷ 00:13:41帯広市147 7774 大丘　悠亜 ﾀﾞｲｸ ﾕｳｱ 00:13:41芽室町148 7746 五日市　瞬 ｲﾂｶｲﾁ ｼｭﾝ 緑ケ丘ＳＣ 00:13:42帯広市149 7655 矢田　空琉夢 ﾔﾀﾞ ｱﾙﾑ 帯広ＦＣ 00:13:42帯広市150 7872 古川　竣晴 ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝｾｲ 00:13:45帯広市print :2019/10/28 10:24:18 94/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブ2.5ｋｍ　小学生男子4年生～6年生 カナ 市町村151 7764 菖蒲　陽琉 ｼｮｳﾌﾞ ﾊﾙ 緑ケ丘ＳＣ 00:13:45帯広市152 7689 渡邊　敦士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 00:13:46帯広市153 7898 大塚　京司郎 ｵｵﾂｶ ｷｮｳｼﾛｳ 00:13:53帯広市154 7886 岡田　稜平 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 00:13:54帯広市155 7801 伊藤　丈流 ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 明星小学校 00:13:55帯広市156 7763 板倉　稜生 ｲﾀｸﾗ ﾘｷ 緑ケ丘ＳＣ 00:13:56帯広市157 7850 宮本　怜弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲﾔ 00:13:56帯広市158 7651 長谷川　昌亮 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｽｹ 標茶陸上少年団 00:13:56標茶町159 7792 田中　爽介 ﾀﾅｶ ｿｳｽｹ 白人野球少年団 00:13:59幕別町160 7827 吉田　匠之介 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 00:13:59帯広市161 7715 西嶋　悠元 ﾆｼｼﾞﾏ ﾊﾙﾓﾄ 標茶陸上少年団 00:14:00標茶町162 7728 後藤　聖弥 ｺﾞﾄｳ ｾｲﾔ 00:14:01帯広市163 7867 庄司　虎太朗 ｼｮｳｼﾞ ｺﾀﾛｳ 00:14:03帯広市164 7899 堀崎　煌羽太 ﾎﾘｻﾞｷ ｺｳﾀ 豊成小学校 00:14:04帯広市165 7878 細木　煌矢 ﾎｿｷﾞ ｺｳﾔ 00:14:04帯広市166 7625 加藤　俊祐 ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 00:14:04豊頃町167 7633 杉山　太一 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲﾁ 帯広中央ＦＣ 00:14:07帯広市168 7785 松永　侑真 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 00:14:10札幌市169 7679 森本　真吏 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝﾘ 00:14:11士幌町170 7825 宗近　怜真 ﾑﾈﾁｶ ﾘｮｳﾏ 00:14:12帯広市171 7874 後藤　琉斗 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾄ 00:14:12帯広市172 7734 藤井　水葵 ﾌｼﾞｲ ｱｵｲ 00:14:13帯広市173 7656 大津　一颯 ｵｵﾂ ｲﾌﾞｷ 00:14:14帯広市174 7709 松浦　充希 ﾏﾂｳﾗ ｱﾂｷ 00:14:14帯広市175 7833 伊藤　翼 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 00:14:16音更町176 7683 福永　一心 ﾌｸﾅｶﾞ ｲｯｼﾝ 00:14:16帯広市177 7877 光井　音央 ﾐﾂｲ ﾈｵ 00:14:20帯広市178 7719 木村　武流 ｷﾑﾗ ﾀｹﾙ 00:14:21帯広市179 7808 加納　匡貴 ｶﾉｳ ﾏｻｷ 00:14:24音更町180 7661 数田　翔和 ｶｽﾞﾀ ﾄﾜ 00:14:25音更町181 7826 森谷　祥吾 ﾓﾘﾔ ｼｮｳｺﾞ 00:14:25帯広市182 7729 千葉　琉煌 ﾁﾊﾞ ﾙｷｱ 00:14:28帯広市183 7869 小峯　桜太 ｺﾐﾈ ｵｳﾀ 00:14:29帯広市184 7871 滝口　颯心 ﾀｷｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 00:14:33豊頃町185 7777 大美浪　結翔 ｵｵﾐﾅﾐ ﾕｲﾄ 大樹小学校 00:14:34大樹町186 7692 西島　駿 ﾆｼｼﾞﾏ ｼｭﾝ 00:14:35音更町187 7705 荒　大翔 ｱﾗ ﾋﾛﾄ 00:14:37帯広市188 7919 荒　瑞葵 ｱﾗ ﾐｽﾞｷ 00:14:40幕別町189 7860 吉田　羚汰 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 00:14:43帯広市190 7631 真下　陸人 ﾏｼﾀ ﾘｸﾄ 00:14:43幕別町191 7691 澁谷　幸宗 ｼﾌﾞﾔ ﾕｷﾑﾈ 標茶陸上少年団 00:14:44標茶町192 7873 鎌田　一輝 ｶﾏﾀﾞ ｲｯｷ 00:14:46帯広市193 7793 菊地　翔太 ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 00:14:48帯広市194 7773 永井　大翔 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 00:14:49帯広市195 7733 太田　歩 ｵｵﾀ ｱﾕﾑ 00:14:51帯広市196 7915 松橋　岳 ﾏﾂﾊｼ ｶﾞｸ 鈴蘭小学校 00:14:54音更町197 7887 大槻　奏太朗 ｵｵﾂｷ ｿｳﾀﾛｳ 00:14:54帯広市198 7742 宇佐美　祐月 ｳｻﾐ ﾕﾂﾞｷ 森の里小学校 00:14:55帯広市199 7879 市川　新之助 ｲﾁｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 啓北ドジャース 00:14:56帯広市200 7892 駒形　充哉 ｺﾏｶﾞﾀ ｱﾂﾔ 00:14:57帯広市print :2019/10/28 10:24:18 95/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブ2.5ｋｍ　小学生男子4年生～6年生 カナ 市町村201 7615 栗原　旺生 ｸﾘﾊﾗ ｵｳｾｲ 00:14:57幕別町202 7818 白井　飛翔 ｼﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 西小学校 00:14:58帯広市203 7816 成田　湊亮 ﾅﾘﾀ ｿｳｽｹ 00:15:00帯広市204 7732 太田　一平 ｵｵﾀ ｲｯﾍﾟｲ 00:15:00帯広市205 7802 明石　徹平 ｱｶｼ ﾃｯﾍﾟｲ 00:15:02札幌市206 7771 本田　捷人 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ 緑ケ丘ＳＣ 00:15:08帯広市207 7760 松田　優太 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 緑ケ丘ＳＣ 00:15:08帯広市208 7725 鴨川　尚典 ｶﾓｶﾞﾜ ﾋｻﾉﾘ 00:15:08帯広市209 7876 吉田　隆之介 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 00:15:10帯広市210 7694 廣瀬　景都 ﾋﾛｾ ｹｲﾄ 00:15:10帯広市211 7917 石黒　太一 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｲﾁ 00:15:11音更町212 7845 野村　優心 ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾝ 00:15:13帯広市213 7847 大坂　功 ｵｵｻｶ ｺｳ バスケ 00:15:13帯広市214 7858 北澤　大地 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 00:15:15帯広市215 7864 廣瀬　航平 ﾋﾛｾ ｺｳﾍｲ 00:15:15帯広市216 7716 前田　渉太朗 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 00:15:15帯広市217 7738 中野　優希 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ 西帯ＪＦＣ 00:15:16帯広市218 7880 角田　優真 ｶｸﾀ ﾕﾏ 西帯広少年団 00:15:16帯広市219 7895 北原　蓮恩 ｷﾀﾊﾗ ﾚｵﾝ 00:15:18帯広市220 7776 長岡　凌佑 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｮｳｽｹ 緑陽台小学校 00:15:20音更町221 7911 川原　凌大 ｶﾜﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 00:15:29帯広市222 7772 山本　昊河 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｶﾞ 00:15:30帯広市223 7653 今　真揮也 ｺﾝ ﾏｷﾔ 00:15:30帯広市224 7617 八木　大輔 ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 00:15:32帯広市225 7646 岸塚　侑大 ｷｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 00:15:33帯広市226 7743 星　陽仁 ﾎｼ ﾊﾙﾋﾄ 附属釧路小学校 00:15:33釧路市227 7751 瘧師　蒼空 ｷﾞｬｸｼ ｿﾗ 緑ケ丘ＳＣ 00:15:34帯広市228 7888 吉川　哲平 ﾖｼｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 00:15:34音更町229 7882 安田　塙史 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｼ 00:15:35音更町230 7609 三原　優河 ﾐﾊﾗ ﾕｳｶﾞ 木野東ブルサン 00:15:35音更町231 7753 栗田　晴 ｸﾘﾀ ﾊﾙ 緑ケ丘ＳＣ 00:15:35帯広市232 7884 志村　俊祐 ｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 稲田小学校 00:15:39帯広市233 7817 白井　蒼空 ｼﾗｲ ｿﾗ 西小学校 00:15:40帯広市234 7759 佐藤　優樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 緑ケ丘ＳＣ 00:15:40帯広市235 7638 八十嶋　久聖 ﾔｿｼﾞﾏ ﾋｻﾄ 00:15:41帯広市236 7647 斎藤　琳夢 ｻｲﾄｳ ﾘﾑ 00:15:42帯広市237 7713 国沢　廉 ｸﾆｻﾜ ﾚﾝ 00:15:43帯広市238 7843 定免　拓篤 ｼﾞｮｳﾒﾝ ﾀｸﾄ 帯広中央FC 00:15:46帯広市239 7840 森本　悠我 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶﾞ 00:15:48幕別町240 7613 松田　翼冴 ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 標茶陸上少年団 00:15:50標茶町241 7687 門田　清作 ﾓﾝﾀﾞ ｷﾖｻｸ 00:15:50帯広市242 7637 齋藤　優乃介 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾉｽｹ 標茶陸上少年団 00:15:52標茶町243 7612 窪田　仁 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞﾝ 00:15:53帯広市244 7810 岸本　虎乃輔 ｷｼﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 00:15:54帯広市245 7604 永吉　優生 ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｳｷ 00:15:56帯広市246 7812 栗田　悠司 ｸﾘﾀ ﾕｳｼﾞ 啓北小学校 00:16:04帯広市247 7831 中村　修 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳ 00:16:04帯広市248 7737 木村　日向 ｷﾑﾗ ﾋﾅﾀ 真駒内桜山小 00:16:05札幌市249 7767 竹山　琉翔 ﾀｹﾔﾏ ﾙｶ 緑ケ丘ＳＣ 00:16:09帯広市250 7834 八巻　秀臣 ﾔﾏｷ ﾋﾃﾞｵﾐ 帯広柏オークス 00:16:10帯広市print :2019/10/28 10:24:18 96/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブ2.5ｋｍ　小学生男子4年生～6年生 カナ 市町村251 7712 北垣　春人 ｷﾀｶﾞｷ ﾊﾙﾄ 帯広中央ＦＣ 00:16:11帯広市252 7918 大寺　玲羽 ｵｵﾃﾞﾗ ﾚﾜ 00:16:12帯広市253 7775 黒崎　翔空 ｸﾛｻｷ ﾄｱ 標茶陸上少年団 00:16:12標茶町254 7640 沢辺　稜弥 ｻﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾔ 大正野球少年団 00:16:13帯広市255 7699 折笠　斗真 ｵﾘｶｻ ﾄｳﾏ 帯広中央ＦＣ 00:16:13帯広市256 7606 水野　大悟 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 00:16:14帯広市257 7601 竹田　海斗 ﾀｹﾀﾞ ｶｲﾄ 00:16:19清水町258 7770 若田　琉良 ﾜｶﾀ ﾙｲ 緑ケ丘ＳＣ 00:16:21帯広市259 7644 佐藤　琉偉 ｻﾄｳ ﾙｲ 大正野球少年団 00:16:22帯広市260 7628 齋野　太郎 ｻｲﾉ ﾀﾛｳ 柏小学校ＲＣ 00:16:23帯広市261 7861 及川　漣人 ｵｲｶﾜ ﾚﾝﾄ JAL 00:16:31帯広市262 7744 西浦　理一郎 ﾆｼｳﾗ ﾘｲﾁﾛｳ 00:16:32札幌市263 7693 吉田　八起 ﾖｼﾀﾞ ﾔｵｷ 大正野球少年団 00:16:34帯広市264 7721 高嶋　優羽 ﾀｶｼﾏ ﾕｳ 00:16:34帯広市265 7665 長尾　圭剛 ﾅｶﾞｵ ｹｲｺﾞ 00:16:37帯広市266 7697 髙谷　憲吾 ﾀｶﾔ ｹﾝｺﾞ 大正野球少年団 00:16:37帯広市267 7695 石坂　郁陽 ｲｼｻﾞｶ ﾌﾐｱｷ 00:16:38帯広市268 7844 佐藤　渓一朗 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 開西小学校 00:16:38帯広市269 7666 大西　悠希 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ 00:16:39帯広市270 7698 道見　瑚太郎 ﾄﾞｳﾐ ｺﾀﾛｳ 00:16:41帯広市271 7875 太田　遼雅 ｵｵﾀ ﾘｮｳｶﾞ 稲田サッカー 00:16:42帯広市272 7675 戸井　義希 ﾄｲ ﾖｼｷ 大正野球少年団 00:16:45帯広市273 7681 山本　幸之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉｽｹ 大正野球少年団 00:16:45帯広市274 7723 池田　大志 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｼ 00:16:48帯広市275 7740 山崎　樹 ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾂｷ 稲田小学校 00:16:48帯広市276 7642 伊藤　耀史 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ 00:16:48浦幌町277 7768 奥山　莉玖 ｵｸﾔﾏ ﾘｸ 緑ケ丘ＳＣ 00:17:11帯広市278 7678 寺嶋　優輝 ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｷ 00:17:14帯広市279 7758 佐藤　幸來 ｻﾄｳ ｺｳﾗｲ 緑ケ丘ＳＣ 00:17:14帯広市280 7754 長原　利太 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘﾀ 緑ケ丘ＳＣ 00:17:16帯広市281 7769 工藤　英太 ｸﾄﾞｳ ｴｲﾀ 緑ケ丘ＳＣ 00:17:16帯広市282 7701 和田　千佳良 ﾜﾀﾞ ﾁｶﾗ 00:17:24音更町283 7639 杉本　綜哉 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾔ 00:17:29帯広市284 7635 島　大 ｼﾏ ﾏｻﾙ 00:17:29帯広市285 7794 平野　康朔 ﾋﾗﾉ ｺｳｻｸ 00:17:41帯広市286 7611 中野　祥冴 ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 00:17:45音更町287 7866 武田　大空 ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ 00:17:49帯広市288 7623 米山　航平 ﾖﾈﾔﾏ ｺｳﾍｲ 00:17:55帯広市289 7829 竹田　悠良 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾗ 00:18:14帯広市290 7893 太田　優作 ｵｵﾀ ﾕｳｻｸ 00:18:18帯広市291 7852 西　一薦 ﾆｼ ｲｯｾ 00:18:24帯広市292 7781 渡辺　晃太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 00:18:31帯広市293 7682 谷野　智哉 ﾀﾆﾉ ﾄﾓﾔ 00:18:33帯広市294 7780 三浦　琥太朗 ﾐｳﾗ ｺﾀﾛｳ 00:18:37帯広市295 7832 太田　享月 ｵｵﾀ ｺｳｶﾞ 稲田サッカー 00:18:44帯広市296 7891 西岡　宗時 ﾆｼｵｶ ﾑﾈﾄｷ 00:19:08帯広市297 7649 伊藤　駿汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 00:19:42帯広市298 7690 岡本　将功 ｵｶﾓﾄ ﾀｽｸ 00:20:44帯広市299 7824 清水　玖己 ｼﾐｽﾞ ﾋｻｷ 00:22:55音更町print :2019/10/28 10:24:18 97/111 ページTimed by　アイサム


