
2.6km 小学1・2年生 男子の部
順位 No. タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 2004 16分16秒 東 朝日 ﾋｶﾞｼ ｱｻﾋ 広島県
2 2006 16分22秒 桂 啓真 ｶﾂﾗ ｹｲﾏ 広島県
3 1006 17分16秒 若杉 橙 ﾜｶｽｷﾞ ﾀﾞｲ 鳥取県
4 2005 17分20秒 飯田 晴羽 ｲｲﾀﾞ ｾｲﾊ 広島県
5 1003 18分44秒 中山 航太朗 ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 広島県
6 1009 18分59秒 團 瑛斗 ﾀﾞﾝ ｴｲﾄ 岡山県
7 2009 19分34秒 西田 航庸 ﾆｼﾀ ｺｳﾖｳ 広島県
8 1005 19分45秒 大井 翔太 ｵｵｲ ｼｮｳﾀ 山口県
9 1004 19分55秒 石崎 心之介 ｲｼｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 山口県

10 2011 19分57秒 宮田 桂吾 ﾐﾔﾀ ｹｲｺﾞ 愛媛県
11 2003 21分27秒 鈴木 那生 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 東京都
12 2010 23分25秒 坂口 琉生 ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ 広島県
13 1008 23分30秒 住司 馨 ｽﾐｼ ｶｵﾙ 広島県
14 1001 23分47秒 南大津 玲央 ﾐﾅﾐｵｵﾂ ﾚｵ 山口県
15 1007 24分10秒 山根 蒼空 ﾔﾏﾈ ｿﾗ 島根県
16 2002 24分35秒 中原 寧煌 ﾅｶﾊﾗ ﾈｵ 広島県
17 1002 33分26秒 熊谷 周大 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳﾀ 愛媛県
18 2001 36分25秒 松田 直也 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 広島県

2.6km 小学3・4年生 男子の部
順位 No. タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 4002 14分31秒 中村 伊吹 ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 広島県
2 4001 15分00秒 桝 和音 ﾏｽ ｶｽﾞﾄ 山口県
3 3003 16分31秒 福田 礼次 ﾌｸﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 山口県
4 4006 16分44秒 五島 佐昂 ｺﾞﾄｳ ｻﾀｶ 山口県
5 4007 17分06秒 山本　蒼依 ヤマモト アオイ -
6 3002 19分10秒 石崎 源 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾅﾄ 山口県
7 3008 19分35秒 山田 真叶 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾄ 広島県
8 3006 19分38秒 山根 翔和 ﾔﾏﾈ ﾄﾜ 島根県
9 4003 20分32秒 山岡 巧 ﾔﾏｵｶ ﾀｸﾐ 広島県

10 4004 21分07秒 坂口 琉嘉 ｻｶｸﾞﾁ ﾙｶ 広島県
11 3007 21分22秒 豊饒 光 ﾌﾞﾆｭｳ ﾋｶﾙ 広島県
12 3004 21分31秒 尾形 航 ｵｶﾞﾀ ﾜﾀﾙ 広島県
13 4005 23分29秒 住司 新 ｽﾐｼ ｱﾗﾀ 広島県
14 3001 24分52秒 行本 俊聖 ﾕｸﾓﾄ ｼｭﾝｾｲ 岡山県
15 3005 25分18秒 小野 孝輔 ｵﾉ ｺｳｽｹ 広島県



2.6km 小学5・6年生 男子の部
順位 No. タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 6003 15分21秒 舘上 遼一 ﾀﾁｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ 広島県
2 6004 15分21秒 川又 一星 ｶﾜﾏﾀ ｲｯｾｲ 広島県
3 6002 15分58秒 高島 和史 ﾀｶｼﾏ ｶｽﾞｼ 広島県
4 5001 16分18秒 福田 功大 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 山口県
5 5004 19分16秒 懸田 覚志 ｶｹﾀﾞ ｻﾄｼ 愛媛県
6 5003 20分07秒 山田 翔摩 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾏ 広島県
7 5005 25分40秒 中本 滉大 ﾅｶﾓﾄ ｺｳﾀ 広島県
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