
1. 12027 佐久間 大貴 さくま だいき 船引中学校陸上部（ふくしま駅伝田村市チーム） 16:16 -

2. 12154 三瓶 友也 さんぺい ともや 希望ふくしまチーム 16:16 +00:00

3. 12015 安斎 陸久 あんざい りく 16:24 +00:07

4. 12139 安濃 佑真 あんのう　ゆうま 白河南中学校 16:42 +00:25

5. 12019 圓谷 昂 つむらや ごう 浅川町体育協会 17:09 +00:52

6. 12003 添田 倖斗 そえた　ゆきと 船引中学校野球部（ふくしま駅伝田村市チーム） 17:23 +01:06

7. 12143 小針 蒼大 こばり そうだい ふくしま駅伝三春町チーム 17:36 +01:19

8. 12142 笹島 大我 ささじま たいが ふくしま駅伝三春町チーム 17:41 +01:24

9. 12120 佐久間 輝 さくま ひかる 船引中学校（ふくしま駅伝田村市チーム） 17:48 +01:31

10. 12007 三輪 颯汰 みわ そうた ふくしま駅伝田村市チーム 18:11 +01:54

11. 12011 佐久間 康輔 さくま　こうすけ ふくしま駅伝田村市チーム 18:14 +01:57

12. 12018 眞舩 勝道 まふね かつみち Mt.mafu project 18:21 +02:04

13. 12144 橋本 翔 はしもと しょう ふくしま駅伝三春町チーム 18:25 +02:08

14. 12009 渡邉 拓真 わたなべ たくま 船引南中学校（ふくしま駅伝田村市チーム） 18:29 +02:12

15. 12145 吉村 天翔 よしむら てんしょう ふくしま駅伝三春町チーム 18:40 +02:23

16. 12147 志賀 凱一 しが ときただ ふくしま駅伝三春町チーム 18:56 +02:39

17. 12141 後藤 隼斗 ごとう はやと ふくしま駅伝三春町チーム 18:58 +02:41

18. 12035 大東 樹矢 だいとう みきや 船引中学校野球部 19:02 +02:45

19. 12001 松本 佳依 まつもと かい 船引中学校 19:03 +02:46

20. 12006 堀越 涼羽 ほりこし りょう 船引南中学校 19:10 +02:53

21. 12146 渡邊 篤樹 わたなべ あつき ふくしま駅伝三春町チーム 19:26 +03:09

22. 12022 廣田 みのり ひろた みのり 広野町駅伝チーム 19:32 +03:15

23. 12130 秋元 琉偉 あきもと るい 船引中学校陸上部 19:48 +03:31

24. 12151 坂内 忠陽 ばんない ただはる 希望ふくしまチーム 19:54 +03:37

25. 12014 渡邉 紘人 わたなべ　ひろと 船引南中学校 20:12 +03:55

26. 12148 宮嶋 蓮 みやじま れん ふくしま駅伝三春町チーム 20:13 +03:56

27. 12140 青木 祐真 あおき ゆうま チーム青木 20:13 +03:56

28. 12024 森山 來星 もりやま らいる MAX 20:26 +04:09

29. 12149 寺島 大紀 てらしま たいき ふくしま駅伝三春町チーム 20:27 +04:10

30. 12012 吉田 楓 よしだ　かえで 滝根中学校 20:44 +04:27

31. 12016 山川 颯大 やまかわ そうた 20:51 +04:34

32. 12058 安藤 宗久 あんどう むねひさ 船引中学校男子バスケットボール部 20:52 +04:35

33. 12029 箭内 伸伍 やない しんご 船引中学校野球部 20:53 +04:37

34. 12048 佐久間 瑠偉 さくま るい 船引中学校サッカー部 21:15 +04:58

35. 12128 御代田 弘亮 みよた こうすけ 船引中学校陸上部 21:16 +04:59

36. 12153 大関 善哉 おおぜき よしや 希望ふくしまチーム 21:26 +05:09

37. 12040 佐久間 凛凰 さくま りお 船引中学校サッカー部 21:30 +05:13

38. 12038 石黒 蓮 いしぐろ れん 船引中学校野球部 21:40 +05:23

39. 12129 山野 悠生 やまの はるき 船引中学校陸上部 21:41 +05:24

40. 12023 菅野 祐希 かんの ゆうき 都路中学校 21:46 +05:29

41. 12050 石井 龍 いしい りゅう 船引中学校サッカー部 21:52 +05:35

42. 12131 大山 咲 おおやま さく 船引中学校陸上部 21:54 +05:37

43. 12021 本田 大和 ほんだ　やまと 大越中学校 21:54 +05:37

44. 12137 矢内 薫 やない かおる 船引中学校陸上部 22:10 +05:53

45. 12061 渡邉 大翔 わたなべ ひろと 船引中学校男子バスケットボール部 22:16 +05:59

46. 12005 津守 隆成 つもり　りゅうせい 小原田中学校 22:37 +06:20

47. 12041 渡邉 楓河 わたなべ ふうが 船引中学校サッカー部 22:42 +06:25

48. 12072 遠藤 潤人 えんどう ひろと 船引中学校男子卓球部 22:42 +06:25

49. 12138 吉田 脩平 よした　しゅうへい 都路中学校 22:49 +06:32

第40回田村富士ロードレース大会 開催日 年-月-日

Result (12)中学生男子 START 10:45

順位 BIB 名前 ふりがな チーム名 タイム タイム差

DNSを除く www.link-tohoku.co.jp 1



50. 12057 橋本 涼央 はしもと りょう 船引中学校男子バスケットボール部 22:54 +06:37

51. 12098 真城 昊輝 しんじょう こうき 船引中学校男子ソフトテニス部 23:07 +06:50

52. 12090 橋本 夢輝 はしもと いぶき 船引中学校男子卓球部 23:34 +07:17

53. 12043 橋本 悠 はしもと ゆう 船引中学校サッカー部 23:41 +07:24

54. 12042 遠藤 優心 えんどう ゆうしん 船引中学校サッカー部 23:59 +07:42

55. 12062 吉岡 壮大 よしおか そうだい 船引中学校男子バスケットボール部 24:00 +07:43

56. 12134 浦山 健吾 うらやま けんご 船引中学校陸上部 24:03 +07:46

57. 12097 佐藤 洋希 さとう ひろき 船引中学校男子ソフトテニス部 24:30 +08:13

58. 12026 佐久間 渉 さくま わたる 船引中学校陸上部 24:35 +08:18

59. 12046 大室 岳寛 おおむろ たけひろ 船引中学校サッカー部 24:42 +08:25

60. 12135 氏家 威吹 うじいえ いぶき 船引中学校陸上部 24:42 +08:25

61. 12107 草野 蓮 くさの れん 船引中学校柔道部 24:56 +08:40

62. 12060 三浦 瑛太 みうら えいた 船引中学校男子バスケットボール部 24:58 +08:41

63. 12133 坂口 開 さかぐち かい 船引中学校陸上部 25:02 +08:45

64. 12065 髙橋 和真 たかはし かずま 船引中学校男子バスケットボール部 25:02 +08:46

65. 12025 黒木 大斗 くろき ひろと 船引中学校陸上部 25:07 +08:50

66. 12081 丹野 剛月 たんの ごうき 船引中学校男子卓球部 25:22 +09:05

67. 12063 李 環 い ふぁん 船引中学校男子バスケットボール部 25:25 +09:08

68. 12039 鈴木 優人 すずき ゆうと 船引中学校野球部 25:30 +09:13

69. 12109 清水 滉生 しみず こうせい 船引中学校柔道部 25:30 +09:13

70. 12032 小石沢 綺聖 こいしざわ あやせ 船引中学校野球部 25:30 +09:13

71. 12033 渡邉 海音 わたなべ かいと 船引中学校野球部 25:31 +09:14

72. 12056 佐藤 大暉 さとう ひろき 船引中学校男子バスケットボール部 25:32 +09:15

73. 12017 亀田 文哉 かめだ　ふみや 船引南中学校 25:33 +09:16

74. 12045 遠藤 弘志 えんどう ひろし 船引中学校サッカー部 25:36 +09:19

75. 12068 佐久間 悠斗 さくま ゆうと 船引中学校男子卓球部 26:00 +09:43

76. 12030 橋本 悠汰 はしもと ゆうた 船引中学校野球部 26:05 +09:48

77. 12052 青木 聖也 あおき せいや 船引中学校サッカー部 26:09 +09:52

78. 12054 吉田 悠泰 よしだ ゆうたい 船引中学校サッカー部 26:11 +09:54

79. 12064 井出 啓大 いで けいた 船引中学校男子バスケットボール部 26:15 +09:58

80. 12136 鈴木 康資 すずき こうすけ 船引中学校陸上部 26:19 +10:02

81. 12004 柳沼 凌 やぎぬま りょう 大越中学校 26:24 +10:07

82. 12066 小野 煌人 おの らいと 船引中学校男子バスケットボール部 26:29 +10:12

83. 12031 箭内 武道 やない たけみち 船引中学校野球部 26:49 +10:32

84. 12126 松田 康佑 まつだ こうすけ 船引中学校 27:03 +10:46

85. 12084 助川 虎歌 すけがわ こうた 船引中学校男子卓球部 27:24 +11:07

86. 12103 湊 樹恵琉 みなと じゅえる 船引中学校男子ソフトテニス部 27:40 +11:23

87. 12078 佐久間 翔空 さくま とあ 船引中学校男子卓球部 28:14 +11:57

88. 12095 佐藤 丞 さとう じょう 船引中学校男子ソフトテニス部 28:19 +12:02

89. 12127 松本 紅樹 まつもと こうき 船引中学校 28:22 +12:05

90. 12074 星野 諒介 ほしの りょうすけ 船引中学校男子卓球部 28:23 +12:06

91. 12104 矢吹 桃也 やぶき とうや 船引中学校男子ソフトテニス部 28:26 +12:09

92. 12123 佐久間 柊羽 さくま しゅう 船引中学校 28:27 +12:10

93. 12099 宇野 晴輝 うの はるき 船引中学校男子ソフトテニス部 28:31 +12:14

94. 12106 矢浪 佑都 やなみ ゆうと 船引中学校男子ソフトテニス部 28:33 +12:16

95. 12122 渡邉 創太 わたなべ そうた 船引中学校 28:41 +12:24

96. 12076 渡邊 拓海 わたなべ たくみ 船引中学校男子卓球部 28:44 +12:27

97. 12067 伊藤 琉二 いとう りゅうじ 船引中学校男子卓球部 28:46 +12:29

98. 12070 箭内 淳 やない あつし 船引中学校男子卓球部 28:49 +12:33

99. 12071 井堀 煌士 いぼり こうし 船引中学校男子卓球部 28:54 +12:37

100. 12105 安藤 友哉 あんどう  ともや 船引中学校男子ソフトテニス部 28:54 +12:37
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101. 12124 樽井 慧 たるい けい 船引中学校 29:08 +12:51

102. 12101 佐久間 零 さくま れい 船引中学校男子ソフトテニス部 29:13 +12:56

103. 12093 石井 颯太 いしい そうた 船引中学校男子ソフトテニス部 29:25 +13:08

104. 12044 遠藤 舜也 えんどう しゅんや 船引中学校サッカー部 29:41 +13:25

105. 12092 本多 優斗 ほんだ ゆうと 船引中学校男子卓球部 29:53 +13:36

106. 12102 白岩 悠吏 しらいわ  ゆうり 船引中学校男子ソフトテニス部 30:14 +13:57

107. 12100 遠藤 陽太 えんどう ひなた 船引中学校男子ソフトテニス部 30:15 +13:58

108. 12096 石井 健太 いしい けんた 船引中学校男子ソフトテニス部 30:16 +13:59

109. 12077 石井 智 いしい さとる 船引中学校男子卓球部 31:22 +15:05

110. 12073 佐藤 蓮 さとう れん 船引中学校男子卓球部 31:24 +15:07

111. 12080 杉山 葉祐 すぎやま ようすけ 船引中学校男子卓球部 33:13 +16:56

112. 12069 松本 輪音 まつもと りんと 船引中学校男子卓球部 33:14 +16:57

113. 12108 佐々木 晧晟 ささき こうせい 船引中学校柔道部 33:32 +17:15

114. 12085 藤井 豊樹 ふじい とよき 船引中学校男子卓球部 33:36 +17:19

115. 12089 紺野 舜太 こんの しゅんた 船引中学校男子卓球部 33:38 +17:21

116. 12083 佐藤 良太 さとう りょうた 船引中学校男子卓球部 33:42 +17:25

117. 12091 大久保 柾人 おおくぼ まさと 船引中学校男子卓球部 33:43 +17:26

118. 12028 菅野 創希 かんの そうき 船引中学校野球部 34:49 +18:32

119. 12013 石井 歩 いしい　あゆむ 船引中学校 35:49 +19:32

120. 12088 菅野 文孝 かんの ふみたか 船引中学校男子卓球部 37:57 +21:40

121. 12087 冨塚 遼也 とみつか りょうや 船引中学校男子卓球部 38:02 +21:45

122. 12079 眞壁 蒼空 まかべ そら 船引中学校男子卓球部 38:10 +21:53

123. 12034 佐藤 仲 さとう なかば 船引中学校野球部 38:12 +21:55

124. 12125 江口 深柳 えぐち みりゅう 船引中学校 39:32 +23:15

125. 12036 中野 七斗 なかの ななと 船引中学校野球部 41:55 +25:38

Number of records: 125
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