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（18）若様ｺｰｽ (3㎞) 小学3年生以下 (親子)

順位 No. 記　　録 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区
1 3922 11分07秒 三宅　康太 ・ 悠翔 ﾐﾔｹ ｺｳﾀ ・ ﾕｳﾄ 井原市

2 3811 12分19秒 梶谷　聡 ・ 颯 ｶｼﾞﾀﾆ ｻﾄｼ ・ ｿｳ 倉敷市

3 3913 12分20秒 牧　正洋 ・ 志陽 ﾏｷ ﾏｻﾋﾛ ・ ｼﾖｳ 真庭市

4 3916 13分28秒 原田　卓也 ・ 竜之介 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾔ ・ ﾘｭｳﾉｽｹ 倉敷市

5 3921 13分32秒 橋本　泰徳 ・ 紗季 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ ・ ｻｷ 新見市

6 3862 14分11秒 守屋　圭史 ・ このみ ﾓﾘﾔ ｹｲｼ ・ ｺﾉﾐ 矢掛町

7 3837 14分35秒 松本　和徳 ・ 想宇 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ ・ ｿｳ 倉敷市

8 3910 14分41秒 竹内　一郎 ・ 咲翔 ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾛｳ ・ ｻｸﾄ 矢掛町

9 3887 14分45秒 井上　良美 ・ 紗良 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾐ ・ ｻﾗ 倉敷市

10 3809 15分03秒 橋本　将典 ・ 若奈 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ ・ ﾜｶﾅ 矢掛町

11 3872 15分06秒 中山　昌彦 ・ 瑛心 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾋｺ ・ ｴｲｼﾝ 矢掛町

12 3848 15分07秒 得松　学 ・ 太智 ﾄｸﾏﾂ ﾏﾅﾌﾞ ・ ﾀｲﾁ 倉敷市

13 3920 15分27秒 松浦　健一 ・ 瑛太 ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｲﾁ ・ ｴｲﾀ 倉敷市

14 3898 15分27秒 栗林　大輔 ・ 尚輝 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ ・ ﾅｵｷ 兵庫県

15 3845 15分43秒 坪井　佳弘 ・ 瑠愛 ﾂﾎﾞｲ ﾖｼﾋﾛ ・ ﾙｱ 矢掛町

16 3895 15分47秒 藤内　陽子 ・ 一路 ﾄｳﾅｲ ﾖｳｺ ・ ｲﾁﾛ 徳島県

17 3902 16分07秒 井上　帆澄 ・ 崇人 ｲﾉｳｴ ﾎｽﾞﾐ ・ ｱｶﾞﾄ 倉敷市

18 3914 16分13秒 黒木　大地 ・ 瑞希 ｸﾛｷﾞ ﾀﾞｲﾁ ・ ﾐｽﾞｷ 倉敷市

19 3879 16分25秒 濵田　良春 ・ 実生 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ ・ ﾐｳ 矢掛町

20 3891 16分34秒 村上　祥太郎 ・ 菜和子 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ ・ ﾅﾅｺ 広島県

21 3820 16分46秒 室　貴由輝 ・ 美空 ﾑﾛ ﾀｶﾕｷ ・ ﾐｿﾗ 矢掛町

22 3801 16分47秒 水川　哲也 ・ 拓也 ﾐｽﾞｶﾜ ﾃﾂﾔ ・ ﾀｸﾔ 矢掛町

23 3888 16分50秒 秋山　詩伸 ・ 詠音 ｱｷﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ ・ ｴｲﾄ 倉敷市

24 3908 16分57秒 栁澤　大作 ・ 玄 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾞｲｻｸ ・ ｹﾞﾝ 井原市

25 3826 17分05秒 片山　仁志 ・ 陽菜 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾄｼ ・ ﾋﾅ 矢掛町

26 3896 17分08秒 小川　益江 ・ 裕次郎 ｵｶﾞﾜ ﾏｽｴ ・ ﾕｳｼﾞﾛｳ 広島県

27 3803 17分19秒 橋本　舞 ・ 夏空 ﾊｼﾓﾄ ﾏｲ ・ ｿﾗ 矢掛町

28 3881 17分22秒 三村　克良 ・ 悠斗 ﾐﾑﾗ ｶﾂﾖｼ ・ ﾊﾙﾄ 矢掛町

29 3833 17分24秒 内田　瞬 ・ 沙羅 ｳﾁﾀﾞ ｼｭﾝ ・ ｻﾗ 倉敷市

30 3822 17分27秒 藤本　雄大 ・ 歩夢 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ・ ｱﾕﾑ 笠岡市

31 3905 17分29秒 藤田　昌也 ・ 悟生 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ ・ ｺﾞｳ 広島県

32 3850 17分30秒 山室　敏彰 ・ 結希 ﾔﾏﾑﾛ ﾄｼｱｷ ・ ﾕｷ 矢掛町

33 3802 17分32秒 青江　訓之 ・ 陽真 ｱｵｴ ｸﾆﾕｷ ・ ﾊﾙﾏ 矢掛町

34 3819 17分33秒 原田　雄史 ・ 光 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ・ ﾋｶﾙ 矢掛町

35 3878 17分39秒 西山　顕史 ・ 芽生 ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾌﾐ ・ ﾒｲ 矢掛町

36 3932 17分52秒 山下　雅子 ・ 岳範 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｺ ・ ｶﾞｸﾉﾘ 笠岡市

37 3874 17分55秒 小幡　浩 ・ 咲稀 ｵﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ ・ ｻｷ 浅口市

38 3927 18分03秒 清水　久美子 ・ 遥華 ｼﾐｽﾞ ｸﾐｺ ・ ﾊﾙｶ 倉敷市

39 3827 18分14秒 片山　文佳 ・ 蓮菜 ｶﾀﾔﾏ ﾌﾐｶ ・ ﾚﾅ 矢掛町

40 3835 18分18秒 山本　美穂 ・ 蓮珠 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾎ ・ ﾚﾝｼﾞｭ 岡山市

41 3824 18分19秒 髙木　誠司 ・ 健成 ﾀｶｷ ｾｲｼﾞ ・ ﾀｹﾙ 矢掛町

42 3875 18分21秒 小幡　雅恵 ・ 勇輔 ｵﾊﾞﾀ ﾏｻｴ ・ ﾕｳｽｹ 浅口市

43 3931 18分25秒 小田　義之 ・ 真也 ｵﾀﾞ ﾖｼﾕｷ ・ ｼﾝﾔ 浅口市

44 3813 18分26秒 安部　誠 ・ 輝希 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ ・ ﾙｲ 井原市

45 3857 18分28秒 小川　倫史 ・ 碧斗 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾌﾐ ・ ｱｵﾄ 矢掛町

46 3889 18分29秒 神﨑　恵子 ・ 晃汰 ｶﾝｻﾞｷ ｹｲｺ ・ ｺｳﾀ 総社市

47 3900 18分49秒 新谷　拓也 ・ 浩生 ﾆｲﾔ ﾀｸﾔ ・ ﾋﾛｷ 総社市

48 3885 18分51秒 吉井　生子 ・ 瑛輝 ﾖｼｲ ｲｸｺ ・ ｴｲｷ 総社市

49 3915 18分55秒 加藤　さゆり ・ 優芽 ｶﾄｳ ｻﾕﾘ ・ ﾕﾒ 倉敷市

50 3904 18分57秒 山本　武司 ・ 颯理 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ ・ ｿﾖﾘ 倉敷市

51 3843 19分00秒 貝原　新一 ・ 愛華 ｶｲﾊﾗ ｼﾝｲﾁ ・ ﾏﾅｶ 倉敷市

52 3861 19分09秒 守屋　のぞみ ・ くるみ ﾓﾘﾔ ﾉｿﾞﾐ ・ ｸﾙﾐ 矢掛町

53 3877 19分09秒 今井　守 ・ 悠太 ｲﾏｲ ﾏﾓﾙ ・ ﾕｳﾀ 矢掛町

54 3911 19分21秒 堀内　絵美 ・ 優衣 ﾎﾘｳﾁ ｴﾐ ・ ﾕｲ 倉敷市
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（18）若様ｺｰｽ (3㎞) 小学3年生以下 (親子)

順位 No. 記　　録 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区
55 3844 19分23秒 山室　真美 ・ 歓奈 ﾔﾏﾑﾛ ﾏﾐ ・ ｶﾝﾅ 井原市

56 3832 19分37秒 守屋　和浩 ・ 敦司 ﾓﾘﾔ ｶｽﾞﾋﾛ ・ ｱﾂｼ 矢掛町

57 3839 19分37秒 山地　純子 ・ 虎徹 ﾔﾏｼﾞ ｼﾞｭﾝｺ ・ ｺﾃﾂ 倉敷市

58 3899 19分40秒 久枝　栄二 ・ 麻菜美 ﾋｻｴﾀﾞ ｴｲｼﾞ ・ ﾏﾅﾐ 岡山市

59 3825 19分40秒 江木　喬 ・ 葵 ｴｷﾞ ﾀｶｼ ・ ｱｵｲ 矢掛町

60 3860 19分49秒 池田　操子 ・ 昂世 ｲｹﾀﾞ ﾐｻｺ ・ ｺｳｾｲ 矢掛町

61 3907 19分51秒 智片　典子 ・ 映匠 ﾁｶﾀ ﾉﾘｺ ・ ｴｲｼｮｳ 倉敷市

62 3901 19分57秒 新谷　純子 ・ 耕生 ﾆｲﾔ ｼﾞｭﾝｺ ・ ｺｳｷ 総社市

63 3864 20分02秒 青江　慶子 ・ 瑛大 ｱｵｴ ｹｲｺ ・ ｴｲﾀ 矢掛町

64 3842 20分07秒 小川　泰輝 ・ 龍星 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｷ ・ ﾘｭｳｾｲ 兵庫県

65 3868 20分10秒 武本　奈美 ・ 梨瑚 ﾀｹﾓﾄ ﾅﾐ ・ ﾘｺ 矢掛町

66 3818 20分18秒 田尻　晋三 ・ 裕大 ﾀｼﾞﾘ ｼﾝｿﾞｳ ・ ﾕｳﾀ 矢掛町

67 3919 20分38秒 芦田　鉄兵 ・ 優斗 ｱｼﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ ・ ﾕｳﾄ 笠岡市

68 3906 20分45秒 山田　弥生 ・ 芽依 ﾔﾏﾀﾞ ﾔﾖｲ ・ ﾒｲ 倉敷市

69 3928 20分49秒 友田　直樹 ・ 史穏 ﾄﾓﾀﾞ ﾅｵｷ ・ ｼｵﾝ 矢掛町

70 3870 20分55秒 中島　政也 ・ 小晴 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾔ ・ ｺﾊﾙ 矢掛町

71 3934 20分55秒 近藤　正樹 ・ 恭世 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ ・ ｷｮｳｾｲ 玉野市

72 3894 20分58秒 菊池　栄理子 ・ 埜絵実 ｷｸﾁ ｴﾘｺ ・ ﾉｴﾐ 井原市

73 3871 20分59秒 萩野　綱正 ・ 源大 ﾊｷﾞﾉ ﾂﾅﾏｻ ・ ｹﾞﾝﾀ 矢掛町

74 3806 21分00秒 松永　宏子 ・ 結太 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｺ ・ ﾕｳﾀ 矢掛町

75 3808 21分06秒 山﨑　こころ ・ 太陽 ﾔﾏｻｷ ｺｺﾛ ・ ﾀｲﾖｳ 井原市

76 3846 21分11秒 岸野　智敬 ・ 叶芽 ｷｼﾉ ﾄﾓﾀｶ ・ ｶﾅﾒ 矢掛町

77 3836 21分18秒 木口　美和子 ・ 皓介 ｷｸﾞﾁ ﾐﾜｺ ・ ｺｳｽｹ 矢掛町

78 3867 21分24秒 守屋　奈都子 ・ 真知子 ﾓﾘﾔ ﾅﾂｺ ・ ﾏﾁｺ 矢掛町

79 3869 21分30秒 岩上　英里 ・ 稀一 ｲﾜｶﾐ ｴﾘ ・ ｷｲﾁ 矢掛町

80 3831 21分41秒 髙橋　真吾 ・ 昂生 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｺﾞ ・ ｱｷｵ 浅口市

81 3918 22分00秒 川﨑　由香里 ・ 真優子 ｶﾜｻｷ ﾕｶﾘ ・ ﾏﾕｺ 瀬戸内市

82 3805 22分08秒 河上　展久 ・ 加奈 ｶﾜｶﾐ ﾉﾌﾞﾋｻ ・ ｶﾅ 矢掛町

83 3829 22分32秒 豊田　良子 ・ 太郎 ﾄﾖﾀ ﾘｮｳｺ ・ ﾀﾛｳ 岡山市

84 3855 22分40秒 西野　誠一 ・ 心乃美 ﾆｼﾉ ｾｲｲﾁ ・ ｺﾉﾐ 矢掛町

85 3849 22分41秒 井上　博司 ・ 倖希 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ ・ ｺｳｷ 矢掛町

86 3840 22分53秒 石原　知子 ・ 瑶一 ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｺ ・ ﾖｳｲﾁ 倉敷市

87 3851 22分53秒 星島　琢磨 ・ 未來 ﾎｼｼﾞﾏ ﾀｸﾏ ・ ﾐﾗｲ 矢掛町

88 3856 23分02秒 西谷　隼 ・ 咲 ﾆｼﾀﾆ ﾊﾔﾄ ・ ｻｷ 矢掛町

89 3838 23分03秒 船越　祐子 ・ 煌永 ﾌﾅｺｼ ﾕｳｺ ・ ｺｳｴｲ 倉敷市

90 3933 23分07秒 山田　一朗 ・ 悠慎 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾁﾛｳ ・ ﾕｳｼﾝ 玉野市

91 3858 23分15秒 小川　千景 ・ 穂乃花 ｵｶﾞﾜ ﾁｶｹﾞ ・ ﾎﾉｶ 矢掛町

92 3853 23分18秒 三嶋　悟史 ・ 望夏子 ﾐｼﾏ ｻﾄｼ ・ ﾐｶｺ 総社市

93 3866 23分22秒 多賀　規行 ・ 聖将 ﾀｶﾞ ﾉﾘﾕｷ ・ ﾏｻｷ 矢掛町

94 3863 23分23秒 鳥越　誠 ・ 奏佑 ﾄﾘｺﾞｴ ﾏｺﾄ ・ ｿｳｽｹ 矢掛町

95 3929 23分29秒 杉井　昭夫 ・ 優斗 ｽｷﾞｲ ｱｷｵ ・ ﾕｳﾄ 岡山市

96 3865 23分29秒 藤井　優紀 ・ 日菜子 ﾌｼﾞｲ ﾕｷ ・ ﾋﾅｺ 矢掛町

97 3890 23分30秒 波多野　碧 ・ 早保 ﾊﾀﾉ ﾐﾄﾞﾘ ・ ｻﾎ 岡山市

98 3804 23分30秒 山根　啓佑 ・ 倫太朗 ﾔﾏﾈ ｹｲｽｹ ・ ﾘﾝﾀﾛｳ 矢掛町

99 3816 23分31秒 田中　祐子 ・ 愛莉 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ ・ ｱｲﾘ 矢掛町

100 3807 23分52秒 佐藤　健司 ・ 爽司 ｻﾄｳ ｹﾝｼ ﾞ・ ｿｳｼ 矢掛町

101 3909 23分52秒 栁澤　綾子 ・ 成実 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｺ ・ ﾅﾙﾐ 井原市

102 3810 23分55秒 藤井　恵子 ・ 彩笑 ﾌｼﾞｲ ｹｲｺ ・ ｻｴ 井原市

103 3886 23分57秒 杉山　良太 ・ 陽太 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ・ ﾋﾅﾀ 矢掛町

104 3903 24分01秒 柴田　理恵 ・ 侑奈 ｼﾊﾞﾀ ﾘｴ ・ ﾕｳﾅ 都窪郡

105 3834 24分04秒 山下　拓史 ・ 青之助 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸｼ ・ ｾｲﾉｽｹ 倉敷市

106 3926 24分04秒 永里　好隆 ・ 莉子 ﾅｶﾞｻﾄ ﾖｼﾀｶ ・ ﾘｺ 倉敷市

107 3841 24分17秒 長森　肇 ・ 彩加 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ ・ ｱﾔｶ 倉敷市

108 3930 24分24秒 石井　久美子 ・ 拓真 ｲｼｲ ｸﾐｺ ・ ﾀｸﾏ 倉敷市
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順位 No. 記　　録 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区
109 3828 24分29秒 三宅　久美子 ・ 遥介 ﾐﾔｹ ｸﾐｺ ・ ﾖｳｽｹ 矢掛町

110 3882 24分49秒 楢崎　健雄 ・ 華菜 ﾅﾗｻｷ ﾀｹｵ ・ ﾊﾅ 矢掛町

111 3883 25分09秒 阿辺　忠之 ・ 陽花 ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ ・ ﾊﾙｶ 矢掛町

112 3884 25分24秒 三好　信行 ・ 結菜 ﾐﾖｼ ﾉﾌﾞﾕｷ ・ ﾕﾅ 矢掛町

113 3893 25分40秒 有原　鉄雄 ・ 裕人 ｱﾘﾊﾗ ﾃﾂｵ ・ ﾕｳﾄ 広島県

114 3876 26分49秒 片岡　邦夫 ・ 美咲 ｶﾀｵｶ ｸﾆｵ ・ ﾐｻｷ 矢掛町

115 3897 28分41秒 赤澤　紫乃 ・ 薫 ｱｶｻﾞﾜ ｼﾉ ・ ｶｵﾙ 奈良県

116 3817 28分58秒 石川　貴昭 ・ 光博 ｲｼｶﾜ ﾀｶｱｷ ・ ﾐﾂﾋﾛ 矢掛町

117 3880 29分06秒 加藤　孝治 ・ 暁人 ｶﾄｳ ﾀｶﾊﾙ ・ ｱｷﾄ 矢掛町

118 3823 29分36秒 江木　亜津美 ・ 大治 ｴｷﾞ ｱﾂﾞﾐ ・ ﾀｲﾁ 矢掛町

119 3821 29分38秒 山野　和幸 ・ 藤本　紘夢 ﾔﾏﾉ ｶｽﾞﾕｷ ・ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾑ 矢掛町

120 3859 30分42秒 堀　里奈 ・ 匠希 ﾎﾘ ﾘﾅ ・ ｼｮｳｷ 矢掛町

121 3912 30分55秒 堀内　裕介 ・ 碧衣 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｽｹ ・ ｱｵｲ 倉敷市

122 3924 32分35秒 吉岡　恵 ・ 千夏 ﾖｼｵｶ ﾒｸﾞﾐ ・ ﾁﾅﾂ 倉敷市

123 3923 32分37秒 中村　京子 ・ 帆花 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ ・ ﾎﾉｶ 倉敷市

124 3814 33分24秒 香川　さおり ・ 泰知 ｶｶﾞﾜ ｻｵﾘ ・ ﾀｲﾁ 倉敷市

125 3815 37分47秒 祐川　有希 ・ ひな乃 ｽｹｶﾞﾜ ﾕｷ ・ ﾋﾅﾉ 矢掛町


