
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　小学生男女1年生～3年生 カナ 市町村1 8253 人見　仁菜 ﾋﾄﾐ ﾆﾅ 00:11:50足寄町2 8302 福井　梨央 ﾌｸｲ ﾘｵ 千歳陸上少年団 00:11:51千歳市3 8330 島　拓斗 ｼﾏ ﾀｸﾄ 00:12:00帯広市4 8215 田中　心大 ﾀﾅｶ ｼﾝﾀ 00:12:02帯広市5 8336 宿野部　蓮 ｼｭｸﾉﾍﾞ ﾚﾝ 釧路昭和小 00:12:11釧路市6 8201 高森　銀河 ﾀｶﾓﾘ ｷﾞﾝｶﾞ 十陸ク 00:12:13音更町7 8217 菅野　稜太 ｶﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 00:12:14帯広市8 8254 人見　千結 ﾋﾄﾐ ﾁﾕ 00:12:19足寄町9 8395 久保　讃士朗 ｸﾎﾞ ｻﾝｼﾛｳ 00:12:29音更町10 8423 野口　夏帆 ﾉｸﾞﾁ ｶﾎ 00:12:32士幌町11 8428 宮内　明輝 ﾐﾔｳﾁ ｱｷ YSC 00:12:34恵庭市12 8339 小原　櫂 ｵﾊﾞﾗ ｶｲ 前田小学校 00:12:47札幌市13 8245 藤島　優太 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾀ 明星ミニバス 00:12:47帯広市14 8296 眞鍋 樂 ﾏﾅﾍﾞ ﾗｸ 00:12:48帯広市15 8369 大野　朝陽 ｵｵﾉ ｱｻﾋ 00:12:51池田町16 8290 後藤　琉雅 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 00:12:54音更町17 8406 高杉　優翔 ﾀｶｽｷﾞ ﾏｻﾄ 栄小学校 00:12:58帯広市18 8364 光本　由真 ﾐﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 00:13:01幕別町19 8337 佐賀　心春 ｻｶﾞ ｺﾊﾙ 00:13:01帯広市20 8380 平手　泰地 ﾋﾗﾃ ﾀｲﾁ 00:13:11帯広市21 8227 仲井　心 ﾅｶｲ ｺｺﾛ 00:13:12帯広市22 8417 増谷　龍駕 ﾏｽﾀﾆ ﾘｮｳｶﾞ 00:13:18帯広市23 8351 田井　壯周 ﾀｲ ｿｳﾏ 00:13:28中富良野24 8259 葛西　麻瑚 ｶｻｲ ﾏｺ ＮＮＡＣ 00:13:28帯広市25 8332 岩原　律 ｲﾜﾊﾗ ﾘﾂ 光南小学校 00:13:38帯広市26 8299 松野　七星 ﾏﾂﾉ ﾅﾅｾ 更別小学校 00:13:38更別村27 8273 澤田　桜弥 ｻﾜﾀﾞ ｻｸﾔ 00:13:38帯広市28 8287 中村　恵都 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾄ 00:13:38幕別町29 8329 宮本　宗祐 ﾐﾔﾓﾄ ｿｳｽｹ 00:13:39音更町30 8207 小杉山　紫久 ｺｽｷﾞﾔﾏ ｼｽﾞｸ 標茶陸上少年団 00:13:46標茶町31 8233 高橋　翔斗 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾄ 標茶陸上少年団 00:13:46標茶町32 8230 山田　憲 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝ 00:13:47帯広市33 8295 眞鍋 碧 ﾏﾅﾍﾞ ｱｵ 00:13:54帯広市34 8372 青木　健生 ｱｵｷ ﾀｹﾙ 開西つつじFC 00:14:03帯広市35 8258 眞田　陽向 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾅﾀ ＮＮＡＣ 00:14:03帯広市36 8209 市川　虎大朗 ｲﾁｶﾜ ｺﾀﾛｳ 00:14:03音更町37 8368 宗近　佑真 ﾑﾈﾁｶ ﾕｳﾏ 00:14:03帯広市38 8232 村山　心和 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝﾜ 標茶陸上少年団 00:14:06標茶町39 8392 中野　結佳 ﾅｶﾉ ﾕｲｶ 00:14:06更別村40 8363 菅原　千吉 ｽｶﾞﾜﾗ ｾﾝｷﾁ 00:14:08陸別町41 8257 中野　大輔 ﾅｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 00:14:10帯広市42 8256 熊坂　泰知 ｸﾏｻｶ ﾀｲﾁ ＮＮＡＣ 00:14:12帯広市43 8352 小林　礼奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾅ 若葉小学校 00:14:13帯広市44 8358 北出　葵惟 ｷﾀﾃﾞ ｱｵｲ 00:14:16清水町45 8340 山川　ひかり ﾔﾏｶﾜ ﾋｶﾘ 00:14:20音更町46 8267 福田　悠人 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾄ 00:14:22帯広市47 8244 遠藤　亮佑 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 明星ミニバス 00:14:24帯広市48 8399 青木　大和 ｱｵｷ ﾔﾏﾄ 開西つつじFC 00:14:25帯広市49 8249 笹金　廉司 ｻｻｶﾞﾈ ﾚﾝｼﾞ 大正野球少年団 00:14:27帯広市50 8307 小西　穂実 ｺﾆｼ ﾎﾉﾐ 富良野市鳥沼小 00:14:29富良野市print :2019/10/28 10:24:19 101/111 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　小学生男女1年生～3年生 カナ 市町村51 8382 戸川　晴斗 ﾄｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 00:14:34池田町52 8379 菊池　星那 ｷｸﾁ ｾﾅ 00:14:35帯広市53 8323 鹿野　実与輝 ｼｶﾉ ﾐﾖｷ 札幌福住小学校 00:14:37札幌市54 8426 齊藤　永笑 ｻｲﾄｳ ｴﾐ 十勝陸上クラブ 00:14:37帯広市55 8308 酒井　梨帆 ｻｶｲ ﾘﾎ 十勝陸上クラブ 00:14:38帯広市56 8361 井上　実咲 ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 網走陸上少年団 00:14:38網走市57 8354 大内　龍輝 ｵｵｳﾁ ﾘｭｳｷ 00:14:44苫小牧市58 8297 後藤 月雅 ｺﾞﾄｳ ﾙﾐﾔ 00:14:44小樽市59 8341 山﨑　ゆずな ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｽﾞﾅ 00:14:44岩見沢市60 8281 太田　釉月 ｵｵﾀ ﾕｳﾂﾞｷ 00:14:53帯広市61 8242 太田　泰河 ｵｵﾀ ﾀｲｶﾞ 00:14:53帯広市62 8333 角田　惺哉 ｶｸﾀ ｾｲﾔ ＫＲＣ 00:14:56札幌市63 8224 長谷川　実紅 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 00:14:57帯広市64 8202 山田　つばめ ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾊﾞﾒ 00:14:57帯広市65 8342 河口　壮毅 ｶﾜｸﾞﾁ ｿｳｷ 大樹小学校 00:14:58大樹町66 8223 山田　ミイル ﾔﾏﾀﾞ ﾐｲﾙ 大正野球少年団 00:14:58帯広市67 8377 溝下　結己 ﾐｿﾞｼﾀ ﾕｳｷ 00:14:59帯広市68 8420 河崎　我玖 ｶﾜｻｷ ﾜｸ 00:15:01帯広市69 8284 杉山　優太 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾀ 00:15:03帯広市70 8306 田沼　虎太朗 ﾀﾇﾏ ｺﾀﾛｳ 00:15:03帯広市71 8246 三木　隆司 ﾐｷ ﾘｭｳｼﾞ 明星ミニバス 00:15:06帯広市72 8418 大塚　勘太 ｵｵﾂｶ ｶﾝﾀ 00:15:08帯広市73 8265 芳賀　心珀 ﾊｶﾞ ｺﾊｸ 00:15:10帯広市74 8396 郷原　大雅 ｺﾞｳﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 00:15:11帯広市75 8325 阿部　壮太 ｱﾍﾞ ｿｳﾀ 北陽小 00:15:12千歳市76 8356 根岸　咲衣 ﾈｷﾞｼ ｻｴ 帯広若葉小 00:15:17帯広市77 8321 黒坂　宏斗 ｸﾛｻｶ ﾋﾛﾄ 忠類小学校 00:15:18幕別町78 8367 清水　琳凰 ｼﾐｽﾞ ﾘｵ 00:15:19音更町79 8293 馬渕　志音 ﾏﾌﾞﾁ ｼｵﾝ 00:15:26帯広市80 8304 安達　千歳 ｱﾀﾞﾁ ﾁﾄｾ 厚別北小 00:15:29札幌市81 8362 家常　昂丞 ｲｴﾂﾈ ｺｳｽｹ 美園小学校 00:15:33岩見沢市82 8275 松井　葉夏 ﾏﾂｲ ﾊﾅ 釧路青葉小 00:15:34釧路市83 8366 澤野　颯吾 ｻﾜﾉ ｿｳｺﾞ 札内南小学校 00:15:35幕別町84 8301 小林　賢侍 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 元町北小学校 00:15:37札幌市85 8365 園田　悠人 ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 釧路小学校 00:15:38釧路市86 8311 安部　一葉 ｱﾍﾞ ﾋﾄﾊ 札幌走ろう会 00:15:40札幌市87 8381 吉田　彩瑚 ﾖｼﾀﾞ ﾘｺ 00:15:41帯広市88 8408 丸谷　椿姫 ﾏﾙﾔ ﾂﾊﾞｷ 00:15:45帯広市89 8305 大谷　昂平 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾍｲ 附属釧路小学校 00:15:48釧路市90 8319 都　紬生 ﾐﾔｺ ﾂﾑｷﾞ 士別南小 00:15:48士別市91 8255 奥田　翔稀 ｵｸﾀﾞ ｼｮｳｷ 00:15:50帯広市92 8248 平尾　一竜 ﾋﾗｵ ｲｯﾀ 00:15:52帯広市93 8270 北垣　志穏 ｷﾀｶﾞｷ ｼｵﾝ 帯広中央ＦＣ 00:15:55帯広市94 8357 相馬　芽依 ｿｳﾏ ﾒｲ 00:15:55札幌市95 8216 佐瀬　翔太 ｻｾ ｼｮｳﾀ 00:15:56帯広市96 8288 小池　悠雅 ｺｲｹ ﾕｳｶﾞ 00:15:56帯広市97 8283 廣瀬　拓海 ﾋﾛｾ ﾀｸﾐ 00:16:00帯広市98 8313 大丘　紗悠 ﾀﾞｲｸ ｻﾕ 00:16:01芽室町99 8260 藤本　誠志郎 大正野球少年団 00:16:03帯広市100 8370 及川　楓也 ｵｲｶﾜ ﾌｳﾔ 00:16:03帯広市print :2019/10/28 10:24:19 102/111 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　小学生男女1年生～3年生 カナ 市町村101 8346 武藤　くわ ﾑﾄｳ ｸﾜ 00:16:03新得町102 8378 山本　湊都 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅﾄ 00:16:03帯広市103 8384 中山　颯麻 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾏ 00:16:04帯広市104 8421 横堀　詩奈 ﾖｺﾎﾞﾘ ｳﾀﾅ 森の里小学校 00:16:06帯広市105 8204 岡崎　心奏 ｵｶｻﾞｷ ｺｺﾅ 00:16:08帯広市106 8210 竹中　悠真 ﾀｹﾅｶ ﾊﾙﾏ 00:16:08帯広市107 8205 金須　碧生 ｷﾝｽ ｱｵｲ 通明小 00:16:08鹿追町108 8344 伊香　佳音 ｲｺｳ ｶﾉﾝ 00:16:09帯広市109 8236 青木　美空 ｱｵｷ ﾐｸ 00:16:13帯広市110 8219 佐野　礼騎 ｻﾉ ﾗｲｷ 00:16:13帯広市111 8338 伊藤　有真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 明星小学校 00:16:16帯広市112 8424 多屋　奏汰 ﾀﾔ ｿｳﾀ 00:16:16帯広市113 8271 三好　翼 ﾐﾖｼ ﾂﾊﾞｻ 00:16:20帯広市114 8410 黒沼　葵 ｸﾛﾇﾏ ｱｵｲ 00:16:22帯広市115 8240 野村　悠馬 ﾉﾑﾗ ﾕｳﾏ 00:16:23帯広市116 8312 鈴木　勝斗 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾄ 緑丘小学校 00:16:23帯広市117 8393 富田　陽仁 ﾄﾐﾀ ｱｷﾋﾄ 00:16:27帯広市118 8279 浅田　幸多郎 ｱｻﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 00:16:28帯広市119 8315 伊藤　翔貴 ｲﾄｳ ｼｮｳｷ 00:16:29帯広市120 8213 難波　竜矢 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｮｳﾔ 00:16:32帯広市121 8228 西山　奏佑 ﾆｼﾔﾏ ｿｳｽｹ 00:16:38音更町122 8220 登口　悠都 ﾉﾎﾞﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 00:16:38音更町123 8221 山本　心凪 ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾅ 00:16:42帯広市124 8298 後藤 愛音 ｺﾞﾄｳ ｱｲﾈ 00:16:44小樽市125 8385 宮本　蓉花 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｶ 00:16:47帯広市126 8206 窪田　愛美 ｸﾎﾞﾀ ｱｲﾐ 00:16:47帯広市127 8429 堀籠　莉央 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾘｵ 00:16:52鹿追町128 8208 伊藤　光菜 ｲﾄｳ ﾐﾅ 00:16:52大樹町129 8252 栗山　帝斗 ｸﾘﾔﾏ ﾃｲﾄ 00:16:57帯広市130 8376 立花　太雅 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀｲｶﾞ 00:16:57帯広市131 8409 小林　玲弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾔ 00:16:57音更町132 8314 堀口　吏庵 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘｱﾝ 00:16:57音更町133 8231 成瀨　史美仁 ﾅﾙｾ ﾌﾐﾋﾄ 00:16:58音更町134 8375 森本　衣緒里 ﾓﾘﾓﾄ ｲｵﾘ 00:16:58幕別町135 8411 宇治橋　健吾 ｳｼﾞﾊﾞｼ ｹﾝｺﾞ 00:16:58芽室町136 8373 西村　瀧介 ﾆｼﾑﾗ ｿｳｽｹ 00:16:59芽室町137 8282 谷口　晴斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 00:17:01帯広市138 8316 鶴岡　凜桜 ﾂﾙｵｶ ﾘｵ 00:17:03帯広市139 8294 足助　祐奈 ｱｽｹ ﾕﾅ 00:17:04帯広市140 8415 平　悠人 ﾀｲﾗ ﾕｳﾄ 柏小学校 00:17:05帯広市141 8276 澤田　旬平 00:17:07帯広市142 8388 谷口　明日真 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｽﾏ 00:17:09帯広市143 8203 山田　よつば ﾔﾏﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ 00:17:09帯広市144 8343 河口　峻太 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ 大樹小学校 00:17:14大樹町145 8334 永井　善 ﾅｶﾞｲ ｾﾞﾝ 南富良野独走会 00:17:14南富良野146 8335 大和　美優 ﾔﾏﾄ ﾐﾕ 南富良野独走会 00:17:14南富良野147 8309 渡邊　愛士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾄ 釧路鳥取小学校 00:17:19釧路市148 8235 川畑　怜士 ｶﾜﾊﾀ ﾚｲｼﾞ 00:17:20帯広市149 8383 猪股　彩愛 ｲﾉﾏﾀ ｻﾅ 若葉ミニバス 00:17:21帯広市150 8269 藪内　珠生 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾀﾏｷ 00:17:25帯広市print :2019/10/28 10:24:19 103/111 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　小学生男女1年生～3年生 カナ 市町村151 8398 高井　ゆうひ ﾀｶｲ ﾕｳﾋ 00:17:29音更町152 8225 髙橋　侑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 00:17:33帯広市153 8303 見上　蓮 ﾐｶﾐ ﾚﾝ ＣＡＭＰ天狗 00:17:36小樽市154 8374 宮本　頼人 ﾐﾔﾓﾄ ﾗｲﾄ 00:17:37帯広市155 8238 津山　桃萌 ﾂﾔﾏ ﾓﾓｴ 00:17:37帯広市156 8389 川西　和珈 ｶﾜﾆｼ ﾉﾄﾞｶ 00:17:40帯広市157 8268 菅家　瑛 ｶﾝｹ ｱｷﾗ 00:17:41新得町158 8251 山本　幸四朗 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 大正野球少年団 00:17:46帯広市159 8386 木皿　瑛都 ｷｻﾗ ｴｲﾄ 00:17:50帯広市160 8250 金田　心菜 ｶﾈﾀﾞ ｺｺﾅ 00:17:52帯広市161 8263 渡邊　聡志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 00:17:53帯広市162 8371 樫尾　聖留 ｶｼｵ ｾﾙ 00:17:53帯広市163 8286 岡田　隼杜 ｵｶﾀﾞ ﾊﾔﾄ 00:18:00帯広市164 8237 牧野　優衣 ﾏｷﾉ ﾕｲ 00:18:01帯広市165 8387 菅原　菜々 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾅ 緑ヶ丘小学校 00:18:04帯広市166 8390 橋本　凌汰 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 00:18:08帯広市167 8229 太田　啓登 ｵｵﾀ ｹｲﾄ 00:18:09帯広市168 8222 戸田　憩 ﾄﾀﾞ ｲｺ 00:18:09帯広市169 8274 奥本　英斗 ｵｸﾓﾄ ｴｲﾄ 00:18:10帯広市170 8218 柴崎　綾 ｼﾊﾞｻｷ ﾘﾝ 00:18:15広尾町171 8419 中村　真徳 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 00:18:16帯広市172 8328 平野　杜尚 ﾋﾗﾉ ﾓﾘﾋｻ 00:18:20帯広市173 8247 山　紅杏 ﾔﾏ ｸﾚｱ 00:18:40帯広市174 8234 田辺　千乃 ﾀﾅﾍﾞ ﾁﾉ 00:18:41帯広市175 8407 山内　奏和 ﾔﾏｳﾁ ｿｳﾜ 帯広小学校 00:18:41帯広市176 8349 山口　雅也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 広尾小 00:18:42帯広市177 8345 篠田　賢佑 ｼﾉﾀﾞ ｹﾝｽｹ 大西畳内装店 00:18:47旭川市178 8400 武山　凌久 ﾀｹﾔﾏ ﾘｸ 開西つつじFC 00:18:48帯広市179 8413 馬場　翔夢 ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾑ 00:18:48帯広市180 8214 渡邉　鈴香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞｶ 00:18:51帯広市181 8285 森　千夏 ﾓﾘ ﾁﾅﾂ 00:18:52帯広市182 8310 西浦　千理子 ﾆｼｳﾗ ﾁﾘｺ 00:19:09札幌市183 8416 高橋　佳之祐 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾉｽｹ 途別小学校 00:19:13幕別町184 8359 木下　ひらの ｷﾉｼﾀ ﾋﾗﾉ 稲田小学校 00:19:15帯広市185 8347 髙橋　くるみ ﾀｶﾊｼ ｸﾙﾐ 00:19:15帯広市186 8350 奥野　潤 ｵｸﾉ ﾘｮｳ 00:19:16帯広市187 8394 吉田　彩桜 ﾖｼﾀﾞ ｻﾗ 00:19:19音更町188 8353 春木　寿明 ﾊﾙｷ ﾄｼｱｷ 00:19:21帯広市189 8320 鈴木　啓弘 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 札内南小 00:19:22幕別町190 8391 橋本　颯汰 ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ 00:19:31帯広市191 8425 鳥居　孝全 ﾄﾘｲ ﾀｶﾏｻ 00:19:31帯広市192 8241 宮下　叶夢 ﾐﾔｼﾀ ｶﾅﾑ 明星ミニバス 00:19:37帯広市193 8243 江畠　諒 ｴﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 明星ミニバス 00:19:37帯広市194 8331 田代　そら ﾀｼﾛ ｿﾗ 00:19:41帯広市195 8289 小池　泰雅 ｺｲｹ ﾀｲｶﾞ 00:19:46帯広市196 8427 伊藤　縁 ｲﾄｳ ﾖﾘ 00:19:47帯広市197 8355 羽田　朋弥 ﾊﾀﾞ ﾄﾓﾔ 00:20:12大樹町198 8397 逢坂　篤輝 ｵｵｻｶ ｱﾂｷ 00:20:13帯広市199 8277 村本　湖奈音 ﾑﾗﾓﾄ ｺﾅﾈ 00:20:16帯広市200 8292 安藤　瑚杏 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｺ 00:20:17帯広市print :2019/10/28 10:24:19 104/111 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　小学生男女1年生～3年生 カナ 市町村201 8291 高砂　柚花 ﾀｶｻｺﾞ ﾕｽﾞｶ 00:20:17帯広市202 8261 久保　大翔 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾄ 大正野球少年団 00:20:19帯広市203 8324 山口　颯志 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳｼ 札内北小 00:20:25幕別町204 8272 太布　萌惟 ﾌﾄﾉ ﾒｲ 00:20:41帯広市205 8300 端野　郁 ﾊｼﾉ ｱﾔ トムラウシ 00:21:03新得町206 8348 住尾　篤紀 ｽﾐｵ ｱﾂｷ 開西小 00:21:04帯広市207 8226 北口　翔琉 ｷﾀｸﾞﾁ ｶｹﾙ 大正野球少年団 00:21:11帯広市208 8360 吉澤　吟 ﾖｼｻﾞﾜ ｷﾞﾝ 00:21:14標茶町209 8414 高松　伶丞 ﾀｶﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 明和小学校 00:21:50帯広市210 8322 小野寺　博人 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾄ 北栄小学校 00:21:53帯広市211 8422 加藤　煌明 ｶﾄｳ ｺｳﾒｲ 光南小学校 00:21:53帯広市212 8212 大場　瑛太 ｵｵﾊﾞ ｴｲﾀ 00:22:04帯広市213 8405 西　紗瑚 ﾆｼ ｻｺ 00:22:17帯広市214 8401 田中　咲恭矢 ﾀﾅｶ ｻｸﾔ 00:22:19帯広市215 8327 迫田　帆夏 ﾊｸﾀ ﾎﾉｶ 鹿追小学校 00:22:37鹿追町216 8402 鈴木　龍來斗 ｽｽﾞｷ ﾛｲﾄﾞ 00:23:02帯広市217 8404 大森　真叶 ｵｵﾓﾘ ﾏﾅﾄ 00:23:04帯広市218 8239 上野　楓歌 ｳｴﾉ ﾌｳｶ 00:24:59帯広市

print :2019/10/28 10:24:19 105/111 ページTimed by　アイサム


