
第25回滑川ほたるいかマラソン
2022/10/9

滑川市スポーツ・健康の森公園 陸上競技場

2 3kmの部 小学男子1～3年
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 30008 0:13:40 内田 理翔 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 矢代ＪＳＣ
2 30010 0:14:37 滝川 結斗 ﾀｷｶﾜ ﾕｲﾄ -
3 30007 0:14:39 上田 雄大 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 滑川ジュニアＳＴＣ
4 30006 0:14:41 川原 一真 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾏ -
5 30001 0:15:53 相山 結翔 ｱｲﾔﾏ ﾕｲﾄ 田中小学校
6 30012 0:16:00 石川 湊 ｲｼｶﾜ ﾐﾅﾄ 滑川ジュニア
7 30014 0:16:02 竹花 羽流 ﾀｹﾊﾅ ﾊﾙ 滑川ジュニア
8 30011 0:16:20 長谷川 海叶 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲﾄ -
9 30009 0:16:58 百合草 壮真 ﾕﾘｸｻ ｿｳﾏ -

10 30004 0:17:06 大倉 三智 ｵｵｸﾗ ﾐﾁ 滑川ジュニアＳＴＣ
11 30003 0:17:21 浦本 新太 ｳﾗﾓﾄ ｱﾗﾀ -
12 30005 0:19:07 佐々木 信哉 ｻｻｷ ｼﾝﾔ 豊田小学校
13 30013 0:19:55 金川 凛翔 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘﾋﾄ 滑川ジュニア
14 30002 0:20:30 中川 悠聖 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ かほくＪＡＣ

3 3kmの部 小学女子1～3年
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 31003 0:13:39 田中 心穏 ﾀﾅｶ ｼｵﾝ 矢代ＪＳＣ
2 31002 0:14:10 川井 紗衣 ｶﾜｲ ｻｴ -
3 31004 0:15:18 齋藤 葵衣 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 矢代ＪＳＣ
4 31005 0:20:20 魚住 沙奈 ｳｵｽﾞﾐ ｻﾅ -

4 3kmの部 小学男子4～6年
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 32012 0:10:51 西村 悠雅 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 鹿島ＡＣ
2 32014 0:10:51 岡田 綾汰 ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾀ 矢代ＪＳＣ
3 32006 0:11:15 中川 颯真 ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳﾏ かほくＪＡＣ
4 32013 0:11:32 田中 瑛翔 ﾀﾅｶ ｴｲﾄ 矢代ＪＳＣ
5 32008 0:11:32 櫻井 勇翔 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ かほくＪＡＣ
6 32017 0:11:44 額賀 隆之介 ﾇｶｶﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 矢代ｊｓｃ
7 32016 0:11:53 齊藤 天晟 ｻｲﾄｳ ﾃﾝｾｲ 矢代ｊｓｃ
8 32007 0:11:58 村上 奏羽 ﾑﾗｶﾐ ｿｳ かほくＪＡＣ
9 32019 0:12:26 林 優羽 ﾊﾔｼ ﾕｳﾜ -

10 32022 0:12:39 中原 空 ﾅｶﾊﾗ ｿﾗ -
11 32010 0:12:52 山下 瑞生 ﾔﾏｼﾀ ﾐｽﾞｷ -
12 32018 0:12:58 坪内 樹希 ﾂﾎﾞｳﾁ ｲﾂｷ 矢代ＪＳＣ
13 32003 0:12:59 林 聡佑 ﾊﾔｼ ｿｳｽｹ -
14 32011 0:13:25 鍛冶 亮羽 ｶｼﾞ ﾘｮｳﾜ かほくＪＡＣ
15 32024 0:13:38 好田 智稀 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 滑川ジュニア
16 32025 0:14:01 押田 惇希 ｵｼﾀﾞ ｱﾂｷ 滑川ジュニア
17 32021 0:14:16 田中 玲音 ﾀﾅｶ ﾚｵﾝ -
18 32023 0:14:33 竹内 颯桜 ﾀｹｳﾁ ﾘｭｳｵｳ -
19 32005 0:15:51 重森 羚矢 ｼｹﾞﾓﾘ ﾚｲﾔ -
20 32004 0:16:12 村田 旭 ﾑﾗﾀ ｱｻﾋ -
21 32027 0:18:11 田島 京太郎 ﾀｼﾞﾏ ｷｮｳﾀﾛｳ 滑川市南部小学校
22 32020 0:18:34 井田 響希 ｲﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ -
23 32002 0:19:55 西山 怜生 ﾆｼﾔﾏ ﾚｲ -

5 3kmの部 小学女子4～6年
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 33007 0:12:19 鶴田 瑞希 ﾂﾙﾀ ﾐｽﾞｷ -
2 33001 0:13:33 川井 真緒 ｶﾜｲ ﾏｵ -



3 33006 0:14:03 永井 そら ﾅｶﾞｲ ｿﾗ 矢代ＪＳＣ
4 33002 0:16:06 川井 侑依 ｶﾜｲ ﾕｲ -
5 33004 0:18:19 梅澤 佑雨 ｳﾒｻﾞﾜ ﾕｳ -
6 33003 0:19:18 野上 萌衣 ﾉｶﾞﾐ ﾒｲ -
7 33008 0:20:18 魚住 海奈 ｳｵｽﾞﾐ ﾐﾅ -

6 3kmの部 中学男子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 34008 0:09:47 小嶋 心哉 ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 矢代ＪＳＣ
2 34009 0:10:17 田中 晟悟 ﾀﾅｶ ｾｲｺﾞ 矢代ＪＳＣ
3 34013 0:10:40 重田 海翔 ｼｹﾞﾀ ｶｲﾄ -
4 34007 0:10:49 大山 遥暉 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｷ -
5 34014 0:11:06 中川 愛翔 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ -
6 34002 0:11:15 荒木 悠大 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾞｲ 富大附属中学
7 34011 0:11:30 角田 綾 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳ -
8 34012 0:11:31 長谷川 颯太郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳﾀﾛｳ -
9 34016 0:12:10 山口 碧 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ -

10 34001 0:13:25 村上 大翔 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ -
11 34005 0:14:31 松田 煌世 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｾｲ 芝園中学校
12 34004 0:14:53 田村 知真 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾏ -
13 34003 0:16:45 黒田 龍佑 ｸﾛﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 岩瀬中学校
14 34015 0:17:49 太田 裕 ｵｵﾀ ﾕｳ -
15 34006 0:19:25 野上 朋樹 ﾉｶﾞﾐ ﾄﾓｷ -
16 34010 0:20:43 佐藤 優太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ -

7 3kmの部 中学女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 35002 0:11:19 川尻 悠加 ｶﾜｼﾞﾘ ﾕｳｶ -
2 35001 0:11:57 広野 陽彩 ﾋﾛﾉ ﾋｲﾛ 明峰中学校
3 35006 0:14:48 岡村 愛佳 ｵｶﾑﾗ ｱｲｶ -
4 35005 0:18:50 田村 万実 ﾀﾑﾗ ﾏﾐ -
5 35004 0:18:51 田村 優季 ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ -
6 35003 0:20:51 長崎 杏樹 ﾅｶﾞｻｷ ｱﾝｼﾞﾕ -


