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キッズ低学年の部女子 1 105 奥富 桜花 おくとみ さくら 7 埼玉県  0:19:18

キッズ低学年の部女子 2 106 野村　真由 のむらまゆ 8 埼玉県  0:20:09

キッズ低学年の部女子 3 109 小菅 凪 こすげ なぎ 8 埼玉県 のうみそJr  0:20:41

キッズ低学年の部女子 4 107 髙橋　瑞希 たかはしみずき 8 東京都  0:20:53

キッズ低学年の部女子 5 108 伊藤 早那 いとう さな 8 習志野市 チーム ミジュマル  0:21:38

キッズ低学年の部女子 6 104 小林 千華 こばやし ちはる 6 船橋市  0:24:57

キッズ低学年の部女子 7 103 松田 一花 まつた いちか 7 鴨川市  0:25:23

キッズ低学年の部女子 8 101 和泉　鈴 いずみすず 7 酒々井町  0:29:20

キッズ低学年の部男子 1 115 横山 侑哉 よこやまゆうや 7 東京都  0:17:48

キッズ低学年の部男子 2 113 安松 青風 やすまつ あおかぜ 7 茨城県 千葉ブレイブ安藤塾  0:18:05

キッズ低学年の部男子 3 120 長沼 智哉 ながぬま ともや」 8 神奈川県  0:18:19

キッズ低学年の部男子 4 112 堤 稔裕 つつみ としひろ 7 東京都  0:18:28

キッズ低学年の部男子 5 122 斉藤 奨 さいとう じょう 8 松戸市 アバンティ  0:19:03

キッズ低学年の部男子 6 121 松田 一希 まつた いつき 8 鴨川市  0:19:30

キッズ低学年の部男子 7 119 片岸　航汰 かたぎしこうた 8 成田市  0:19:49

キッズ低学年の部男子 8 118 久保　雄一郎 くぼゆういちろう 7 埼玉県  0:20:05

キッズ低学年の部男子 9 114 大山 晴暉 おおやま はるき 7 東京都 Team ODC  0:20:25

キッズ低学年の部男子 10 116 中川 空 なかがわ そら 8 埼玉県  0:20:32

キッズ低学年の部男子 11 117 村上　快成 むらかみかいせい 7 神奈川県  0:25:33

キッズ低学年の部男子 12 111 御園　大士 みそのたいし 7 千葉市 ITC  0:27:23

キッズ中学年の部女子 1 211 堤 愛理 つつみ あいり 10 東京都  0:15:57

キッズ中学年の部女子 2 206 原田　有彩 はらだありさ 10 神奈川県  0:16:18

キッズ中学年の部女子 3 214 吉村 彩 よしむら あや 10 茨城県 守谷ITCキッズ  0:16:48

キッズ中学年の部女子 4 201 船橋 星来 ふなばし せら 8 埼玉県  0:16:48

キッズ中学年の部女子 5 207 冨岡 千咲 とみおか ちさき 10 埼玉県  0:17:07

キッズ中学年の部女子 6 212 山内 渚 やまうち なぎさ 10 東京都  0:17:15

キッズ中学年の部女子 7 202 花岡 愛美 はなおか あいみ 9 旭市 千葉ブレイブ安藤塾  0:17:49

キッズ中学年の部女子 8 215 大山 璃子 おおやま りこ 10 東京都 Team ODC  0:17:57

キッズ中学年の部女子 9 213 筒木 杏 つつき あんず 9 東京都  0:18:07

キッズ中学年の部女子 10 210 松原 美奈 まつばら みな 10 茨城県 千葉ブレイブ 安藤塾  0:19:05

キッズ中学年の部女子 11 205 村上　なつみ むらかみなつみ 10 神奈川県  0:20:41

キッズ中学年の部女子 12 208 大上 涼帆 おおうえ すずほ 10 船橋市  0:21:58

キッズ中学年の部女子 13 209 原 香奈多 はら かなた 10 茨城県 千葉ブレイブ安藤塾  0:22:15

キッズ中学年の部女子 14 203 小林 茉琴 こばやし まこと 9 東京都 チーム Riley Anderson  0:22:36

キッズ中学年の部男子 1 217 橘田 翔 きった しょう 9 山梨県  0:15:37

キッズ中学年の部男子 2 222 増田　誉大 ますだたかひろ 10 旭市 千葉ﾌﾞﾚｲﾌﾞ安藤  0:16:00

キッズ中学年の部男子 3 221 北川　航大 きたがわこうた 9 野田市 守谷ITC  0:16:16

キッズ中学年の部男子 4 229 松田 崇甫 まつだ しゅうほ 10 茨城県 守谷ITCキッズ  0:16:28

キッズ中学年の部男子 5 226 清水 隆一郎 しみず りゅういちろ 10 柏市 守谷インターナショナル  0:16:36

キッズ中学年の部男子 6 220 東 誠 あずま まこと 9 旭市 千葉ブレイブ 安藤塾  0:17:32

キッズ中学年の部男子 7 225 塚越 蒼空 つかごし そら 10 千葉市 seaskytruelova  0:18:21

キッズ中学年の部男子 8 219 奥富 勇人 おくとみ ゆうと 9 埼玉県  0:18:40

キッズ中学年の部男子 9 228 斗南 楓生 ほしなみ ふうき 10 埼玉県  0:19:03

キッズ中学年の部男子 10 227 小林 正陽 こばやし せいよう 10 船橋市  0:19:20
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キッズ中学年の部男子 11 223 髙橋　歩峻 たかはしほだか 10 東京都  0:19:35

キッズ中学年の部男子 12 218 下川 航 しもかわ こう 9 茨城県  0:20:10

キッズ中学年の部男子 13 224 見﨑　幸輝 みさきこうき 9 船橋市  0:33:24

キッズ高学年の部女子 1 304 小池　優媛 こいけゆえん 12 茨城県 取手聖徳陸上教室  0:15:21

キッズ高学年の部女子 2 305 飯塚　唯 いいづかゆい 12 栃木県 佐野T.C  0:15:22

キッズ高学年の部女子 3 303 安松 青空 やすまつ あおぞら 10 茨城県 千葉ブレイブ安藤塾  0:15:55

キッズ高学年の部女子 4 302 奥富 春花 おくとみ はるか 11 埼玉県  0:17:55

キッズ高学年の部男子 1 319 福原 幸成 ふくはら こうせい 11 神奈川県  0:14:47

キッズ高学年の部男子 2 313 田口 悠瑚 たぐち ゆうご 11 茨城県 チームニルス  0:15:23

キッズ高学年の部男子 3 306 木綿　渡来 きわたとらい 10 柏市 swacchi  0:15:30

キッズ高学年の部男子 4 311 東 駿太郎 あずま しゅんたろう 11 旭市 千葉ブレイブ 安藤塾  0:15:43

キッズ高学年の部男子 5 321 北村 飛雄吾 きたむら ひゅうご 12 茨城県 鹿嶋鉄人会  0:16:20

キッズ高学年の部男子 6 318 三田 洸 みた ひかる 11 習志野市  0:16:20

キッズ高学年の部男子 7 320 小菅 陸 こすげ りく 12 埼玉県 のうみそJr  0:16:26

キッズ高学年の部男子 8 312 古賀 隆行 こが たかゆき 11 茨城県 守谷ITCキッズ  0:16:33

キッズ高学年の部男子 9 322 斗南 颯太 ほしなみ そうた 12 埼玉県  0:16:33

キッズ高学年の部男子 10 314 田中 海希 たなか みつき 10 茨城県 守谷itc  0:16:45

キッズ高学年の部男子 11 310 下川 莉力 しもかわ りお 11 茨城県  0:17:19

キッズ高学年の部男子 12 308 花岡 秀吾 はなおか しゅうご 11 旭市 千葉ブレイブ安藤塾  0:17:30

キッズ高学年の部男子 13 307 伊藤 慎之介 いとう しんのすけ 11 旭市 千葉ブレイブ安藤塾  0:17:31

キッズ高学年の部男子 14 315 小林 凜太郎 こばやし りんたろう 10 神奈川県  0:17:59

キッズ高学年の部男子 15 316 小林 慧紀 こばやし さとき 10 東京都 チーム Riley Anderson  0:18:47

ジュニアの部男子 1 409 塚野 優輝 つかの ゆうき 14 埼玉県  0:29:58

ジュニアの部男子 2 401 木綿　速人 きわたはやと 13 柏市 swacchi  0:31:40

ジュニアの部男子 3 405 藤井 恭平 ふじい きょうへい 13 東京都 ultra soul  0:34:12

ジュニアの部男子 4 406 花澤 明日斗 はなざわ あすと 12 旭市  0:34:16

ジュニアの部男子 5 408 松田 拓巳 まつだ たくみ 13 茨城県 守谷ITCジュニア  0:35:03

ジュニアの部男子 6 407 天野 隼 あまの  しゅん 12 茨城県 守谷ITC  0:36:12

ジュニアの部男子 7 402 秋山　洋人 あきやまひろと 13 埼玉県  0:38:44

ジュニアの部男子 8 404 松原 直哉 まつばら なおや 12 茨城県 千葉ブレイブ 安藤塾  0:39:03

ジュニアの部男子 9 403 塙 大和 はなわ やまと 13 茨城県  0:44:27

一般Bの部女子 1 501 吉村 優 よしむら ゆう 16 茨城県 守谷ITC  0:34:58

一般Bの部女子 2 506 東 靖代 あずま やすよ 42 旭市 千葉ブレイブ 安藤塾  0:40:25

一般Bの部女子 3 505 松田 尚子 まつだ なおこ 38 茨城県  0:40:59

一般Bの部女子 4 504 村上　由美子 むらかみゆみこ 38 神奈川県  0:48:20

一般Bの部女子 5 502 見﨑　安芸子 みさきあきこ 36 船橋市  0:48:57

一般Bの部女子 6 503 和泉　良子 いずみりょうこ 37 酒々井町  0:49:39

一般Bの部男子 1 514 江澤　功泰 えざわのりやす 32 勝浦市 みやこしｸﾗﾌﾞ  0:30:51

一般Bの部男子 2 507 上瀧 豊 じょうたき ゆたか 20 東京都  0:30:59

一般Bの部男子 3 522 花澤 淳 はなざわ じゅん 40 旭市  0:31:14

一般Bの部男子 4 511 榎本 尚希 えのもと なおき 27 埼玉県  0:32:50

一般Bの部男子 5 526 山端 伸吾 やまはた しんご 42 我孫子市 ローレルバンクマシン  0:32:50

一般Bの部男子 6 517 伊藤 憲五 いとう けんご 37 習志野市 チーム ミジュマル  0:33:01

一般Bの部男子 7 519 北村 稔 きたむら みのる 38 茨城県 鹿嶋鉄人会  0:33:09
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一般Bの部男子 8 516 松田 光弘 まつた みつひろ 37 鴨川市  0:33:56

一般Bの部男子 9 525 北川　裕明 きたがわひろあき 41 野田市 守谷ITC  0:35:05

一般Bの部男子 10 513 髙宮　章郎 たかみやゆきお 31 四街道市 ﾗｰﾒﾝ木本  0:35:23

一般Bの部男子 11 530 野村　均 のむらひとし 49 埼玉県  0:35:45

一般Bの部男子 12 524 水野 仁 みずの ひとし 41 東京都  0:36:52

一般Bの部男子 13 527 塙 達也 はなわ たつや 43 茨城県  0:37:24

一般Bの部男子 14 521 池羽 英二 いけば えいじ 39 柏市  0:38:16

一般Bの部男子 15 529 日下部 稔 くさかべ みのる 44 千葉市  0:39:12

一般Bの部男子 16 518 髙橋　智宏 たかはしともひろ 38 東京都  0:39:36

一般Bの部男子 17 528 三田 靖徳 みた やすのり 44 習志野市  0:41:32

一般Bの部男子 18 509 今城　孝文 いまぎたかふみ 26 東京都  0:41:37

一般Bの部男子 19 523 中村　直樹 なかむらなおき 41 東京都  0:42:22

一般Bの部男子 20 531 小林 良雄 こばやし よしお 59 市原市 チームkobayashi  0:43:56

一般Bの部男子 21 512 津留　登志夫 つどめとしお 30 東京都  0:46:11

一般Bの部男子 22 510 新里　拓也 にいさとたくや 27 柏市  0:49:08

一般Bの部男子 23 515 見﨑　保幸 みさきやすゆき 35 船橋市  0:52:30

一般Aの部女子 1 602 川島 えり かわしま えり 24 愛媛県 日本食研実業団トライアスロン部  0:58:44

一般Aの部女子 2 603 播田実 友香 はたみ ゆか 25 茨城県 シンコーシステム  1:04:20

一般Aの部女子 3 609 武林 千之 たけばやし ちゆき 39 神奈川県  1:06:13

一般Aの部女子 4 607 田口 真澄 たぐち ますみ 39 茨城県 チームニルス  1:11:43

一般Aの部女子 5 606 高橋 明実 たかはし あけみ 37 東京都 DAN  1:16:27

一般Aの部女子 6 604 小出　美穂 こいでみほ 27 埼玉県  1:16:49

一般Aの部女子 7 601 岡本 昌子 おかもと しょうこ 18 千葉市 淑徳大学  1:18:19

一般Aの部女子 8 605 加納 彩子 かのう あやこ 27 東京都 青山トライアスロン倶楽部  1:20:44

一般Aの部女子 9 610 瀬谷 利枝 せや りえ 43 東京都  1:28:01

一般Aの部女子 10 608 日栄 麻衣子 ひえい まいこ 39 東京都  1:31:41

一般Aの部男子 1 622 冨野 真吾 とみの しんご 27 茨城県 waves  0:54:53

一般Aの部男子 2 618 二村　雅彦 ふたむらまさひこ 26 東京都  0:56:12

一般Aの部男子 3 612 原 恭平 はら きょうへい 19 神奈川県 東京ヴェルディ  0:56:35

一般Aの部男子 4 626 原 知継 はら ともつぐ 29 神奈川県 東京ヴェルディ  0:56:50

一般Aの部男子 5 619 石橋 利晃 いしばし としあき 26 銚子市 千葉ブレイブ安藤塾  0:57:00

一般Aの部男子 6 637 佐藤 大輔 さとう だいすけ 35 茨城県 鹿嶋鉄人会  0:57:05

一般Aの部男子 7 666 木綿　正秋 きわたまさあき 46 柏市 swacchi  0:57:37

一般Aの部男子 8 630 榊原 宏和 さかきばら ひろかず 31 神奈川県  0:58:03

一般Aの部男子 9 636 安藤 智希 あんどう ともき 35 茨城県 鹿嶋鉄人会  0:59:32

一般Aの部男子 10 665 鈴木 浩和 すずき ひろかず 44 芝山町 Over☆Heat  0:59:46

一般Aの部男子 11 624 川村 純一 かわむら じゅんいち 28 市原市  1:00:50

一般Aの部男子 12 625 渡辺 誉史 わたなべ たかし 29 茨城県 石岡トライアスロンクラブ  1:01:15

一般Aの部男子 13 614 杉原 輝 すぎはら あきら 24 茨城県 Team ENERGY  1:01:52

一般Aの部男子 14 663 飯塚　栄昭 いいづかひであき 44 栃木県 佐野T.C  1:02:25

一般Aの部男子 15 640 浅見 義彦 あさみ よしひこ 36 柏市 Swacchi  1:02:37

一般Aの部男子 16 644 中田 輝明 なかだ てるあき 38 茨城県 キヤノンCTC  1:03:21

一般Aの部男子 17 634 森 智彦 もり ともひこ 33 東京都 青山トライアスロン倶楽部  1:03:47

一般Aの部男子 18 613 持永 俊彦 もちなが としひこ 20 千葉市 千葉工業大学サイクリング部  1:04:28
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一般Aの部男子 19 672 小沼 忠 おぬま ただし 47 茨城県 鹿嶋鉄人会  1:05:04

一般Aの部男子 20 617 西川 瑞樹 にしかわ みずき 25 市原市  1:05:40

一般Aの部男子 21 631 下川 喬士 しもかわ たかひと 32 茨城県  1:05:44

一般Aの部男子 22 650 古谷　博行 ふるやひろゆき 40 東京都  1:05:50

一般Aの部男子 23 616 佐藤 智也 さとう ともや 25 神奈川県 MT_Deer.  1:05:54

一般Aの部男子 24 629 星野 行篤 ほしの ゆきあつ 31 神奈川県 青山トライアスロン倶楽部  1:05:57

一般Aの部男子 25 669 佐藤 剛 さとう たけし 46 我孫子市 クロネコ  1:06:10

一般Aの部男子 26 662 御園　健二 みそのけんじ 44 千葉市 ITC  1:06:16

一般Aの部男子 27 611 藤井 凌 ふじい りょう 15 東京都 ultra soul  1:06:49

一般Aの部男子 28 661 福池 和仁 ふくいけ かずひと 43 埼玉県  1:07:07

一般Aの部男子 29 638 福田　政紀 ふくだまさのり 36 八千代市  1:07:30

一般Aの部男子 30 642 斉藤 竜郎 さいとう たつろう 38 千葉市  1:08:32

一般Aの部男子 31 655 小林 辰也 こばやし たつや 40 神奈川県  1:08:43

一般Aの部男子 32 649 村上　憲三 むらかみけんぞう 40 神奈川県  1:08:52

一般Aの部男子 33 668 藤井 浩一 ふじい こういち 46 東京都 ultra soul  1:09:40

一般Aの部男子 34 658 山下 真 やました まこと 42 我孫子市  1:09:57

一般Aの部男子 35 673 西田 繁 にしだ しげる 48 茨城県  1:10:23

一般Aの部男子 36 643 竹内 寛 たけうち ひろし 38 東京都  1:11:40

一般Aの部男子 37 645 中川 竜太 なかがわ りゅうた 39 埼玉県  1:12:09

一般Aの部男子 38 639 浜田 教彦 はまだ のりひこ 36 東京都  1:12:25

一般Aの部男子 39 651 白鳥　哲也 しらとりてつや 40 柏市 ｸﾛﾈｺ  1:12:37

一般Aの部男子 40 660 堤 裕次郎 つつみ ゆうじろう 43 東京都 青山トライアスロン倶楽部  1:12:42

一般Aの部男子 41 671 松田 勝之 まつだ かつゆき 47 千葉市 MHIR-RC  1:14:56

一般Aの部男子 42 656 稲永 浩之 いねなが ひろゆき 41 松戸市  1:16:37

一般Aの部男子 43 627 田端 大樹 たばた だいき 29 東京都  1:17:23

一般Aの部男子 44 628 長利 一心 おさり かずし 30 東京都 ハムスターズ  1:19:19

一般Aの部男子 45 674 牧岡 宏 まきおか ひろし 50 東京都  1:20:28

一般Aの部男子 46 620 狭間 健志 はざま けんじ 26 東京都  1:25:24

一般Aの部男子 47 652 塚越 愛樹彦 つかごし あきひこ 40 千葉市 seaskytruelove  1:25:34

一般Aの部男子 DNF 648 小林 正徳 こばやし まさのり 39 船橋市

一般Aの部男子 DNF 667 菅野 高広 すがの たかひろ 46 浦安市 稲毛ITC

一般Aの部男子 DNF 654 横溝 勇 よこみぞ いさむ 40 東京都 青山トライアスロン倶楽部

一般Aの部男子 DNF 653 奥原 秀樹 おくはら ひでき 40 銚子市 千葉ブレイブ安藤塾
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