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低学年男子 1 120  0:11:34 安松　青風 ﾔｽﾏﾂ ｱｵｶｾﾞ 千葉ブレイブ安藤塾 神栖市立横瀬小 小学2年

低学年男子 2 116  0:12:02 飛座　秀彦 ﾋｻﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 南山小 小学2年

低学年男子 3 118  0:12:09 金　貴煌 ｷﾝ ｷﾌｧﾝ 瑞江整形外科 東京朝鮮第5小 小学2年

低学年男子 4 105  0:12:13 津端　直人 ﾂﾊﾞﾀ ﾅｵﾄ 八木が谷小 小学1年

低学年男子 5 112  0:12:15 名取　優輝 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 朝日ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞBIG-DS木更津 八幡台小 小学2年

低学年男子 6 123  0:12:25 奥山　楓也 ｵｸﾔﾏ ﾌｳﾔ 市川市立真間小 小学2年

低学年男子 7 106  0:12:59 森田　幸史郎 ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾛｳ 山城小 小学1年

低学年男子 8 119  0:13:25 田畑　祐成 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｾｲ 日本空手協会北総支部 加良部小 小学2年

低学年男子 9 125  0:13:28 福崎　裕太 ﾌｸｻﾞｷ ﾕｳﾀ 柏市立高柳小 小学2年

低学年男子 10 126  0:14:12 初鹿　隼也 ﾊﾂｼｶ ｼｭﾝﾔ 柏市立大津ヶ丘第一小 小学2年

低学年男子 11 124  0:14:18 谷　凌太 ﾀﾆ ﾘｮｳﾀ 八街東小 小学2年

低学年男子 12 108  0:14:23 松崎　廉太郎 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 戸越小 小学1年

低学年男子 13 114  0:14:24 武井　遼 ﾀｹｲ ﾘｮｳ AZU いには野小 小学2年

低学年男子 14 122  0:14:34 伊藤　康介 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 成田市立八生小 小学2年

低学年男子 15 109  0:14:52 松本　慶 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲ 赤松小 小学2年

低学年男子 16 110  0:14:56 辰己　幸輔 ﾀﾂﾐ ｺｳｽｹ 小倉小 小学2年

低学年男子 17 115  0:15:22 平本　櫂斗 ﾋﾗﾓﾄ ｶｲﾄ 神栖市立横瀬小 小学2年

低学年男子 18 107  0:15:26 日下　康太朗 ｸｻｶ ｺｳﾀﾛｳ 見明川小 小学1年

低学年男子 19 113  0:15:37 佐野　友軌 ｻﾉ ﾄﾓｷ 西小松川小 小学2年

低学年男子 20 101  0:15:39 有水　智哉 ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 吾妻小 小学1年

低学年男子 21 121  0:17:09 砂川　楽人 ｽﾅｶﾜ ｶﾞｸﾄ 六実第三小 小学2年

低学年男子 22 111  0:17:21 原田　泰耀 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 高松小 小学2年

低学年男子 23 117  0:19:40 小林　晴貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ つくば市谷田部南小 小学2年

低学年男子 24 103  0:23:21 元廣　大地 ﾓﾄﾋﾛ ﾀﾞｲﾁ 軽野小 小学1年

低学年女子 1 134  0:12:41 渡辺　夢生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 神栖市立横瀬小 小学2年

低学年女子 2 138  0:13:00 田辺　夏凜 ﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 市川市立真間小 小学2年

低学年女子 3 128  0:13:36 原田　莉圭 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｶ ☆NYAN☆ 横浜市立二俣川小 小学1年

低学年女子 4 136  0:13:41 伊原　咲和 ｲﾊﾗ ｻﾜ 柏市立豊小 小学2年

低学年女子 5 137  0:13:45 野島　みなみ ﾉｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 流山市立小山小 小学2年

低学年女子 6 132  0:14:27 篠塚　乎倖 ｼﾉﾂｶ ｺﾕｷ 千葉BRAVE安藤塾 千代田小 小学2年

低学年女子 7 130  0:14:29 大林　めぐ ｵｵﾊﾞﾕｼ ﾒｸﾞ 富里市立日吉台小 小学2年

低学年女子 8 135  0:14:32 上原　可鈴 ｳｴﾊﾗ ｶﾘﾝ いっせーの 流山市立江戸川台小 小学2年

低学年女子 9 131  0:15:29 武藤　沙奈 ﾑﾄｳ ｻﾅ 小学2年

低学年女子 10 139  0:15:29 南條　沙綾 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｻｱﾔ 酒井根東小 小学2年

低学年女子 11 129  0:15:46 小林　真綾 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｱﾔ 城ノ内小 小学2年

低学年女子 12 127  0:22:50 髙馬　友希 ｺｳﾏ ﾕｷ 鹿嶋鉄人会 江東区立第四砂町小 小学1年

低学年女子 DNF 133 長谷川　秋 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳ 富山小 小学2年

中学年男子 1 227  0:10:11 安藤　大知 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ team OKSS 大垣市立中川小 小学4年

中学年男子 2 222  0:10:42 鈴木　壮真 ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ トピレック 江東区立第二砂町小 小学4年

中学年男子 3 208  0:11:01 横山　侑哉 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 小平市立第十小 小学3年

中学年男子 4 229  0:11:19 野島　慎ノ介 ﾉｼﾞﾏ ｼﾝﾉｽｹ なし 流山市立小山小 小学4年

中学年男子 5 224  0:11:24 花澤　歩武 ﾊﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 千葉ブレイブ安藤塾 旭市立中央小 小学4年

中学年男子 6 230  0:11:33 佐々木　翔生 ｻｻｷ ｶｲ 富士見小 小学4年

中学年男子 7 233  0:11:36 渡利　健人 ﾜﾀﾘ ｹﾝﾄ 木更津市立清見台小 小学4年

中学年男子 8 214  0:11:44 田草川　悠飛 ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾕｳﾋ 中根小 小学3年

中学年男子 9 225  0:11:55 石川　湧月 ｲｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 流山市立八木北小 小学4年

中学年男子 10 223  0:12:15 鈴木　大翔 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾄ 大谷戸小 小学4年

中学年男子 11 212  0:12:20 船木　秀悟 ﾌﾅｷ ｼｭｳｺﾞ ★さつきが丘西小★ 小学3年

中学年男子 12 231  0:12:22 安達　歩 ｱﾀﾞﾁ ｱﾕﾑ こて台 こてはし台小 小学4年

中学年男子 13 218  0:12:37 大林　幸太郎 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 富里市立日吉台小 小学4年

中学年男子 14 217  0:12:42 柴崎　匠魅 ｼﾊﾞｻｷ ﾀｸﾐ 八栄小 小学4年

中学年男子 15 216  0:12:42 渡邉　飛來 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾗｲ 初富小 小学4年

中学年男子 16 226  0:12:44 奥村　勝太 ｵｸﾑﾗ ｼｮｳﾀ 公津の杜小 小学4年

中学年男子 17 232  0:13:00 本宮　慧音 ﾓﾄﾐﾔ ｹｲﾄ FCボレイロ 吾妻小 小学4年

中学年男子 18 215  0:13:03 秋本　篤秀 ｱｷﾓﾄ ｱﾂﾋﾃﾞ 習志野市立大久保東小 小学3年
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中学年男子 19 221  0:13:15 平本　祐揮 ﾋﾗﾓﾄ ﾕｳｷ 神栖市立横瀬小 小学4年

中学年男子 20 201  0:13:20 後藤　李秋浜 ｺﾞﾄｳ ﾘｼｭｳﾋﾝ 佐野小 小学3年

中学年男子 21 210  0:13:36 板垣　郁海 ｲﾀｶﾞｷ ｲｸﾐ いっせ～の 新川小 小学3年

中学年男子 22 220  0:14:02 渡辺　大夢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾑ 神栖市立横瀬小 小学4年

中学年男子 23 219  0:14:10 佐野　佑太 ｻﾉ ﾕｳﾀ 西小松川小 小学4年

中学年男子 24 203  0:14:24 高橋　孝輔 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 泰平小 小学3年

中学年男子 25 202  0:15:17 坂本　汰樹 ｻｶﾓﾄ ﾀｲｷ 平成小 小学3年

中学年男子 26 213  0:15:23 小林　大記 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 東京都江戸川区立船堀小 小学3年

中学年男子 27 205  0:15:34 大塚　大輔 ｵｵﾂｶ ﾀﾞｲｽｹ 四街道市立みそら小 小学3年

中学年男子 28 206  0:16:05 小林　伸朗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｵ 成田市立川上小 小学3年

中学年男子 29 204  0:17:46 石井　琉星 ｲｼｲ ﾘｭｳｾｲ 千葉市立桜木小 小学3年

中学年男子 DNF 207 上條　颯太 ｶﾐｼﾞｮｳ ｿｳﾀ 習志野市立大久保東小 小学3年

中学年女子 1 248  0:10:19 船橋　星来 ﾌﾅﾊﾞｼ ｾﾗ 市立小 小学4年

中学年女子 2 253  0:10:31 筒木　杏 ﾂﾂｷ ｱﾝｽﾞ ☆NYAN☆ 立川市立上砂川小 小学4年

中学年女子 3 249  0:11:07 花岡　愛美 ﾊﾅｵｶ ｱｲﾐ 千葉ブレイブ安藤塾 干潟小 小学4年

中学年女子 4 256  0:11:20 栗原　凜佳 ｸﾘﾊﾗ ﾘﾝｶ のうみそJr 川口市立芝西小 小学4年

中学年女子 5 235  0:11:29 伊東　夕波 ｲﾄｳ ﾕﾅ 小山小 小学3年

中学年女子 6 239  0:11:31 野村　真由 ﾉﾑﾗ ﾏﾕ 伊奈町立小針北小 小学3年

中学年女子 7 237  0:11:58 清野　紅葉 ｾｲﾉ ｸﾚﾊ 柏洋スイマーズ 柏市西原小 小学3年

中学年女子 8 250  0:12:08 平木　萌々 ﾋﾗｷ ﾓﾓ 三芳小 小学4年

中学年女子 9 241  0:12:29 春日　こころ ｶｽｶﾞ ｺｺﾛ 草加市立清門小 小学3年

中学年女子 10 254  0:12:46 津端　歩美 ﾂﾊﾞﾀ ｱﾕﾐ 八木が谷小 小学4年

中学年女子 11 240  0:12:52 市村　珠季 ｲﾁﾑﾗ ﾀﾏｷ 草加ジュニア陸上 草加市立氷川小 小学3年

中学年女子 12 255  0:13:15 山来　真名美 ﾔﾏｸ ﾏﾅﾋﾞ 東京都足立区立古千谷小 小学4年

中学年女子 13 245  0:13:41 武井　凛 ﾀｹｲ  ﾘﾝ AZU いには野小 小学4年

中学年女子 14 243  0:13:46 黛　来夢 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾗｲﾑ 成田市立公津の杜小 小学4年

中学年女子 15 246  0:13:49 元廣　柚芽 ﾓﾄﾋﾛ ﾕﾒ 軽野小 小学4年

中学年女子 16 236  0:13:49 小松　千紘 ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ 千代田小 小学3年

中学年女子 17 238  0:13:59 江野　汐音 ｴﾉ ｼｵﾈ 駒沢公園KC 桜町小 小学3年

中学年女子 18 234  0:14:00 星　萌々花 ﾎｼ ﾓﾓｶ 柏市立西原小 小学3年

中学年女子 19 244  0:14:06 高橋　香音 ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ ｳﾞｪﾙﾃﾞｨおゆみ野 清水谷小 小学4年

中学年女子 20 257  0:14:28 松崎　璃々花 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾘｶ 戸越小 小学4年

中学年女子 21 251  0:15:26 平嶺　彩夏 ﾋﾗﾐﾈ ｱﾔｶ 小中台小 小学4年

中学年女子 22 247  0:15:27 小川　さくら ｵｶﾞﾜ ｻｸﾗ 神栖市立横瀬小 小学4年

中学年女子 23 242  0:15:28 森　樹香 ﾓﾘ ｺﾉｶ 行田西小 小学3年

高学年男子 1 309  0:13:07 岸本　琉生弥 ｷｼﾓﾄ ﾙｷﾔ 横浜市立もえぎの小 小学5年

高学年男子 2 320  0:13:17 花岡　秀吾 ﾊﾅｵｶ ｼｭｳｺﾞ 千葉ブレイブ安藤塾 干潟小 小学6年

高学年男子 3 327  0:13:20 木綿　渡来 ｷﾜﾀ ﾄﾗｲ Swacchi 柏市立大津ケ丘第二小 小学6年

高学年男子 4 324  0:13:23 東　駿太郎 ｱｽﾞﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 千葉ブレイブ安藤塾 旭市立中央小 小学6年

高学年男子 5 312  0:13:25 森田　克馬 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ 山城小 小学5年

高学年男子 6 326  0:13:28 児玉　速汰 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾔﾀ 相模原市立夢の丘小 小学6年

高学年男子 7 328  0:13:43 田中　海希 ﾀﾅｶ ﾐﾂｷ 守谷ITCキッズ つくば市立谷田部南小 小学6年

高学年男子 8 311  0:14:32 市村　竜樹 ｲﾁﾑﾗ ﾀﾂｷ 草加ジュニア陸上 草加市立氷川小 小学5年

高学年男子 9 319  0:14:37 伊藤　慎之介 ｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 千葉ブレイブ安藤塾 旭市立三川小 小学6年

高学年男子 10 322  0:14:40 鵜澤　優樹 ｳｻﾞﾜ ﾕｳｷ 千葉ブレイブ安藤塾 銚子市立猿田小 小学6年

高学年男子 11 325  0:15:31 新井　颯太 ｱﾗｲ ｿｳﾀ 大森小 小学6年

高学年男子 12 317  0:15:33 杉山　秋斗 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾄ 道野辺小 小学6年

高学年男子 13 306  0:15:59 上栗　海跳 ｶﾐｸﾘ ｶｲﾄ 千葉市草野小 小学5年

高学年男子 14 304  0:16:04 原田　昴洋 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾖｳ 高松小 小学5年

高学年男子 15 315  0:16:04 鈴木　遥向 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ 日吉台小 小学5年

高学年男子 16 302  0:16:14 小林　駿介 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 城ノ内小 小学5年

高学年男子 17 303  0:16:16 黒田　耕太郎 ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 成田市立橋賀台小 小学5年

高学年男子 18 316  0:17:07 後藤　李秋連 ｺﾞﾄｳ ﾘｼｭｳﾚﾝ 佐野小 小学6年

高学年男子 19 305  0:17:17 本田　康馬 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾏ 美郷台小 小学5年

高学年男子 20 314  0:17:59 城添　竜玖 ｼﾛｿﾞｴ ﾘｸ 成田市立美郷台小 小学5年
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高学年男子 21 313  0:18:35 保坂　龍哉 ﾎｻｶ ﾘｭｳﾔ 成田市立公津の杜小 小学5年

高学年男子 22 307  0:18:43 大木　湧司 ｵｵｷ ﾕｳｼﾞ 東芝エレベータ トライアスロン部 小倉小 小学5年

高学年男子 23 310  0:19:47 伊原　耀平 ｲﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 柏市立豊小 小学5年

高学年女子 1 341  0:13:21 大澤　雛子 ｵｵｻﾜ ﾋﾅｺ 草加市立高砂小 小学6年

高学年女子 2 335  0:13:31 吉村　彩 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔ 守谷ITCキッズ 取手市立永山小 小学5年

高学年女子 3 344  0:13:48 佐々木　なな ｻｻｷ ﾅﾅ 柏洋ｽｲﾏｰｽﾞ/swacchi 柏市立豊小 小学6年

高学年女子 4 337  0:13:55 山内　渚 ﾔﾏｳﾁ ﾅｷﾞｻ ☆NYAN☆ 立川市立上砂川小 小学5年

高学年女子 5 350  0:14:08 安松　青空 ﾔｽﾏﾂ ｱｵｿﾞﾗ 千葉ブレイブ安藤塾 神栖市立横瀬小 小学6年

高学年女子 6 346  0:14:30 江野　杏香 ｴﾉ ｷｮｳｶ 駒沢公園KC 桜町小 小学6年

高学年女子 7 349  0:14:46 安藤　里奈 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ team OKSS 大垣市立中川小 小学6年

高学年女子 8 348  0:15:08 平嶺　和佳菜 ﾋﾗﾐﾈ ﾜｶﾅ 小中台小 小学6年

高学年女子 9 339  0:15:09 松野　仁美 ﾏﾂﾉ ﾋﾄﾐ まっちゃんF 加良部小 小学6年

高学年女子 10 332  0:15:32 長谷川　希 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｲﾈ 富山小 小学5年

高学年女子 11 340  0:16:12 大浦　乃絵瑠 ｵｵｳﾗ ﾉｴﾙ 守谷ITCｷｯｽﾞ 小学6年

高学年女子 12 343  0:16:12 上田　彩夏 ｳｴﾀﾞ ｱﾔｶ 道野辺小 小学6年

高学年女子 13 331  0:16:19 大林　真愛 ｵｵﾊﾞﾔｼﾏｲ 富里市立日吉台小 小学5年

高学年女子 14 347  0:16:27 板垣　優里 ｲﾀｶﾞｷ ﾕﾘ いっせ～の 新川小 小学6年

高学年女子 15 342  0:16:36 松室　亜美 ﾏﾂﾑﾛ ｱﾐ 竜角寺台小 小学6年

高学年女子 16 329  0:16:58 星　波奈子 ﾎｼ ﾊﾅｺ 柏市立西原小 小学5年

高学年女子 17 345  0:17:22 小松　彩葉 ｺﾏﾂ ｱﾔﾊ 千代田小 小学6年

高学年女子 18 333  0:17:46 松原　美奈 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾅ 千葉ブレイブ 安藤塾 神栖市立波崎小 小学5年

高学年女子 19 351  0:18:12 森　楓華 ﾓﾘ ﾌｳｶ 行田西小 小学6年

高学年女子 20 336  0:18:18 渡辺　理央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 千葉市立作新小 小学5年

高学年女子 21 330  0:19:12 大上　涼帆 ｵｵｳｴ ｽｽﾞﾎ 前原小 小学5年

高学年女子 22 338  0:19:43 河合　佑佳 ｶｱｲ ﾕｶ 柏市立酒井根小 小学5年

高学年女子 23 334  0:20:09 原　香奈多 ﾊﾗ ｶﾅﾀ 千葉ブレイブ 植松小 小学5年

ジュニア男子 1 411  0:11:10 佐々木　大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 柏洋ｽｲﾏｰｽﾞ/swacchi 柏市立中原中 中学3年

ジュニア男子 2 409  0:12:02 天野　隼 ｱﾏﾉ ｼｭﾝ 守谷ITC 取手第二中 中学2年

ジュニア男子 3 412  0:12:14 加藤　冴基 ｶﾄｳ ｻｴｷ 足立区立蒲原中 中学3年

ジュニア男子 4 404  0:12:20 小川　颯斗 ｵｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 匝瑳市立八日市場2中 中学1年

ジュニア男子 5 410  0:12:20 木綿　速人 ｷﾜﾀ ﾊﾔﾄ Swacchi 柏市立大津ケ丘第二小 中学2年

ジュニア男子 6 403  0:13:53 加藤　寿唯 ｶﾄｳ ﾕｷｲ 足立区立蒲原中 中学1年

ジュニア男子 7 405  0:14:09 藤井　恭平 ﾌｼﾞｲ ｷｮｳﾍｲ ultra soul 東村山第二中 中学2年

ジュニア男子 8 401  0:14:14 北村　飛雄吾 ｷﾀﾑﾗ ﾋｭｳｺﾞ 鹿嶋鉄人会 鹿嶋市立大野中 中学1年

ジュニア男子 9 408  0:16:01 松原　直哉 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵﾔ 千葉ブレイブ 安藤塾 神栖市立波崎第1中 中学2年

ジュニア男子 10 406  0:16:05 平木　駿 ﾋﾗｷ ｼｭﾝ 三芳中 中学2年

ジュニア男子 11 402  0:18:10 稲村　遥 ｲﾅﾑﾗ ﾊﾙｶ 東金市立東中 中学1年

ジュニア男子 DNF 407 上原　広暉 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｷ いっせーの 流山市立北部中 中学2年

ジュニア女子 1 414  0:14:28 鴨下　桃加 ｶﾓｼﾀ ﾓﾓｶ 江戸川区立小松川第二中 中学2年

ジュニア女子 2 413  0:17:17 小林　紗綾 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 中学1年

一般男子 1 9  0:26:05 高橋　秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ ｳﾞｪﾙﾃﾞｨおゆみ野

一般男子 2 2  0:27:46 星　秀明 ﾎｼ ﾋﾃﾞｱｷ

一般男子 3 43  0:27:53 渡辺　誉史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 石岡トライアスロンクラブ

一般男子 4 40  0:28:00 海老原　武 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 守谷インター

一般男子 5 39  0:28:09 藤田　具和 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 2AAGpHS

一般男子 6 15  0:28:25 下村　学 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ

一般男子 7 50  0:28:26 松崎　光宏 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ

一般男子 8 20  0:29:13 田中　徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 東亜石油

一般男子 9 25  0:29:18 佐藤　修司 ｻﾄｳ ｼｭｳｼﾞ

一般男子 10 33  0:29:30 上瀧　豊 ｼﾞｮｳﾀｷ ﾕﾀｶ NYAN

一般男子 11 19  0:29:32 西嶋　英樹 ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ

一般男子 12 28  0:29:51 栗山　聖吾 ｸﾘﾔﾏ ｾｲｺﾞ

一般男子 13 22  0:30:32 藤井　凌 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳ ultra soul

一般男子 14 31  0:30:43 松井　聡 ﾏﾂｲ ｻﾄｼ おはよウナギ

一般男子 15 21  0:30:48 平木　裕司 ﾋﾗｷ ﾕｳｼﾞ
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種目名
種目別
順位

No 記録 氏名 ｶﾅ 所属 学校名 学年

一般男子 16 26  0:30:55 箕輪　勝友 ﾐﾉﾜ ｶﾂﾄﾓ

一般男子 17 7  0:31:08 田中　潤一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ

一般男子 18 37  0:31:53 丸　寛史 ﾏﾙ ﾋﾛｼ 浦安タモリC

一般男子 19 44  0:32:01 林　秀樹 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ

一般男子 20 48  0:32:18 田辺　順志 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ かりんパパ

一般男子 21 1  0:32:30 髙馬　恭介 ｺｳﾏ ｷｮｳｽｹ 鹿嶋鉄人会

一般男子 22 45  0:32:50 曽根田　翼 ｿﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

一般男子 23 12  0:32:58 武井　健吉 ﾀｹｲ ｹﾝｷﾁ AZU

一般男子 24 51  0:33:14 磯辺　寛人 ｲｿﾍﾞ ﾋﾛﾄ

一般男子 25 36  0:33:33 津端　佳介 ﾂﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ

一般男子 26 16  0:33:39 大木　克彦 ｵｵｷ ｶﾂﾋｺ 東芝エレヘ゛ータ トライアスロン部

一般男子 27 47  0:35:00 萩原　秀彦 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ はぎわら病院 マラソン部

一般男子 28 24  0:35:24 平嶺　秀樹 ﾋﾗﾐﾈ ﾋﾃﾞｷ

一般男子 29 23  0:35:50 藤井　浩一 ﾌｼﾞｲ ｺｳｲﾁ ultra soul

一般男子 30 8  0:36:22 田崎　富士夫 ﾀｻｷ ﾌｼﾞｵ

一般男子 31 30  0:36:38 田守　潤 ﾀﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 浦安タモリC

一般男子 32 5  0:36:47 稲村　茂 ｲﾅﾑﾗ ｼｹﾞﾙ

一般男子 33 11  0:36:59 荻原　巌 ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾜｵ

一般男子 34 38  0:37:02 野村　均 ﾉﾑﾗ ﾋﾄｼ

一般男子 35 35  0:37:34 小島　弘充 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ

一般男子 36 10  0:37:39 黒田　泰弘 ｸﾛﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

一般男子 37 42  0:37:42 安達　晋 ｱﾀﾞﾁ ｽｽﾑ

一般男子 38 41  0:38:01 砂川　昌志 ｽﾅｶﾜ ﾏｻｼ

一般男子 39 13  0:38:18 清野　昌芳 ｾｲﾉ ﾏｻﾖｼ swacchi

一般男子 40 3  0:39:16 松本　寿治 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ

一般男子 41 52  0:40:09 田中　光広 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾋﾛ

一般男子 42 17  0:41:36 植戸　毅 ｳｴﾄ ﾀｹｼ

一般男子 43 49  0:42:05 柳井　昭弘 ﾔﾅｲ ｱｷﾋﾛ

一般男子 44 4  0:43:02 外田　正成 ｿﾄﾀﾞ ﾏｻｼｹﾞ

一般男子 45 34  0:44:08 大野　洋 ｵｵﾉ ﾋﾛｼ

一般男子 46 6  0:45:56 後藤　李千建 ｺﾞﾄｳ ﾘｾﾝｹﾝ

一般男子 47 32  0:46:19 田邉　勝志 ﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｼ 浦安タモリC

一般男子 48 29  0:55:26 押尾　正一 ｵｼｵ ﾏｻｶｽﾞ アカデミーランナーズ夜逃げ部

一般女子 1 60  0:28:22 佐野　花夏 ｻﾉ ﾊﾅｶ

一般女子 2 61  0:31:23 吉村　優 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳ 守谷ITC

一般女子 3 57  0:36:29 武井　朋美 ﾀｹｲ ﾄﾓﾐ AZU

一般女子 4 54  0:37:38 松野　智子 ﾏﾂﾉ ﾄﾓｺ まっちゃんF

一般女子 5 65  0:37:52 藤原　友香 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｶ

一般女子 6 59  0:38:17 長谷川　幸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾕｷ

一般女子 7 63  0:39:00 伊原　明子 ｲﾊﾗ ｱｷｺ

一般女子 8 55  0:39:12 佐々木　準子 ｻｻｷ ﾉﾘｺ

一般女子 9 62  0:39:35 浅見　由美恵 ｱｻﾐ ﾕﾐｴ

一般女子 10 58  0:42:19 清野　千恵美 ｾｲﾉ ﾁｴﾐ

一般女子 11 53  0:43:30 星　雪絵 ﾎｼ ﾕｷｴ

一般女子 12 56  0:52:43 河西　英子 ｶｻｲ ｴｲｺ

一般女子 DNF 66 森田　裕見子 ﾓﾘﾀ ﾕﾐｺ
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