
種目名 種目別順位 No 記録 氏名 お住い ｶﾅ 所属 学校名 学年

一般男子 1 23  0:25:28 野崎 弘亮 神奈川県 のざき ひろあき

一般男子 2 32  0:27:39 佐藤 大輔 茨城県 さとう だいすけ 鹿嶋鉄人会

一般男子 3 4  0:28:19 蜂谷　宏高 八千代市 はちやひろたか ｾﾝﾄﾗﾙ

一般男子 4 11  0:28:27 田中 徹 神奈川県 たなか とおる 東亜石油

一般男子 5 20  0:29:18 下村 学 流山市 しもむら まなぶ

一般男子 6 17  0:29:30 松田 光弘 鴨川市 まつた みつひろ 松田ファミリー

一般男子 7 30  0:31:04 本城 勉 香取市 ほんじょう つとむ

一般男子 8 8  0:31:21 髙馬　恭介 茨城県 こうまきょうすけ 鹿嶋鉄人会

一般男子 9 38  0:31:37 林 秀樹 旭市 はやし ひでき

一般男子 10 28  0:31:37 永島 章太 成田市 ながしま しょうた

一般男子 11 24  0:31:51 丸 寛史 市川市 まる ひろし 浦安タモリC

一般男子 12 16  0:31:57 佐々木 敏雄 茨城県 ささき としお

一般男子 13 34  0:32:01 小沼 忠 茨城県 おぬま ただし 鹿嶋鉄人会

一般男子 14 40  0:32:11 井堀 裕馬 八千代市 イホリ ユウマ 飯綱マリンスターズ

一般男子 15 12  0:32:14 萩原 秀彦 木更津市 はぎわら ひでひこ はぎわら病院 マラソン部

一般男子 16 33  0:32:31 田口 遼 茨城県 たぐち りょう

一般男子 17 22  0:33:04 野崎 俊哉 神奈川県 のざき としや

一般男子 18 36  0:33:35 川島 太 成田市 かわしま ふとし 第6分団第4部

一般男子 19 19  0:33:58 田守 潤 浦安市 たもり じゅん 浦安タモリC

一般男子 20 26  0:34:01 田鍋 直人 君津市 たなべ なおと

一般男子 21 10  0:35:09 清水　隆治 成田市 しみずりゅうじ ﾏｲｿﾙﾄ

一般男子 22 1  0:35:12 武井　健吉 印西市 たけいけんきち AZU

一般男子 23 3  0:35:39 稲村　茂 東金市 いなむらしげる

一般男子 24 18  0:35:41 佐保 憲一 船橋市 さほ 憲一

一般男子 25 6  0:36:05 松本　寿治 東京都 まつもととしはる

一般男子 26 9  0:36:23 増田　義和 旭市 ますだよしかず 千葉ﾌﾞﾚｲﾌﾞ安藤塾

一般男子 27 13  0:36:44 上栗 慶一 千葉市 かみくり けいいち AsahiKASEI

一般男子 28 7  0:36:49 砂川　昌志 松戸市 すながわまさし

一般男子 29 29  0:37:19 石井 智幸 東庄町 いしい ともゆき

一般男子 30 15  0:37:42 牧内 啓行 船橋市 まきうち ひろゆき

一般男子 31 21  0:38:08 清野 昌芳 柏市 せいの まさよし チームいっせ～の!

一般男子 32 42  0:38:26 山﨑 梢文 埼玉県 やまざき たかのり

一般男子 33 27  0:38:43 趙 孝哲 木更津市 ちょう たかのり

一般男子 34 2  0:39:34 外田　正成 成田市 そとだまさしげ 青い大空

一般男子 35 5  0:40:11 菅谷　充男 千葉市 すがやみつお ｾﾝﾄﾗﾙ

一般男子 36 25  0:43:32 柳井 昭弘 習志野市 やない あきひろ

一般男子 37 39  0:43:56 坂本 晃司 福岡県 さかもと こうじ アルメックス陸上部

一般男子 38 14  0:53:02 押尾 正一 横芝光町 おしお まさかず ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰﾗﾝﾆﾝｸﾞ夜逃げ部

一般男子 DNS 31 田邉 勝志 東京都 たなべ かつし

一般男子 DNS 35 大野 洋 埼玉県 おおの  ひろし

一般男子 DNS 37 赤穂 俊彦 栃木県 あこう としひこ

一般男子 DNS 41 小松 拓也 千葉市 こまつ たくや 不動岡クラブ

一般女子 1 50  0:28:52 佐野 花夏 鎌ケ谷市 さの はなか

一般女子 2 51  0:31:15 吉村 優 茨城県 よしむら ゆう

一般女子 3 48  0:34:54 鈴木 志真 神奈川県 すずき しま

一般女子 4 47  0:36:37 島 江里奈 北海道 しま えりな HYR

一般女子 5 43  0:36:59 武井　朋美 印西市 たけいともみ AZU

一般女子 6 44  0:37:28 松田 由希子 鴨川市 まつた ゆきこ 松田ファミリー

一般女子 7 45  0:38:57 長谷川 幸 南房総市 はせがわ みゆき

一般女子 8 46  0:39:45 清水 美智子 いすみ市 しみず みちこ 8

一般女子 9 49  0:50:44 田守 陽子 浦安市 たもり ようこ 浦安タモリクラブ

低学年男子 1 128  0:10:54 増田 純也 匝瑳市 ますだ じゅんや ブレイブ安藤塾 匝瑳市立豊栄小 小学2年

低学年男子 2 120  0:10:56 津端 直人 船橋市 つばた なおと 八木が谷小 小学2年

低学年男子 3 121  0:11:39 小俣 智也 我孫子市 おまた ともや 我孫子市第三小 小学2年

低学年男子 4 122  0:11:55 西岡 拓海 千葉市 にしおか たくみ 土気南小 小学2年

低学年男子 5 123  0:12:06 立田 優希 佐倉市 たつた まさき 佐倉市立印南小 小学2年

低学年男子 6 111  0:12:34 齋藤 誓成 千葉市 さいとう せな おゆみ野南小 小学1年

低学年男子 7 125  0:12:50 伊藤 俐和 千葉市 いとう りお 千葉市立おゆみ野南小 小学2年

低学年男子 8 129  0:12:54 高田 心雅 印西市 たかだ しんが 小倉台小 小学2年

低学年男子 9 108  0:13:02 小川 真太朗 茨城県 おがわ しんたろう 神栖市立横瀬小 小学1年

低学年男子 10 103  0:13:09 松田 一志 鴨川市 まつた かずし 松田ファミリー 鴨川小 小学1年

低学年男子 11 126  0:13:27 森本 空志 神奈川県 もりもと たかし 二宮町立一色小 小学2年
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低学年男子 12 106  0:13:30 高山 凌平 市原市 たかやま りょうへい なし 市原市立菊間小 小学1年

低学年男子 13 119  0:13:30 行方 弘太朗 銚子市 なめがた こうたろう 銚子市立海上小 小学2年

低学年男子 14 110  0:13:35 高井 優寿 成田市 たかい まさとし 美郷台小 小学1年

低学年男子 15 115  0:13:58 有水　智哉 成田市 うすすともや 小学2年

低学年男子 16 102  0:14:03 藤平 寛己 東京都 フジヒラ ヒロキ 月島第三 小学1年

低学年男子 17 112  0:14:09 飯田　将生 成田市 いいだしょうい 成田市立加良部小 小学2年

低学年男子 18 109  0:14:17 高井 紀行 成田市 たかい のりゆき 美郷台小 小学1年

低学年男子 19 105  0:14:28 宮川 粋昇 船橋市 みやがわ すいしょう チーム送料無料 船橋市立三咲小 小学1年

低学年男子 20 101  0:14:32 斉藤 久也 佐倉市 さいとうひさなり 南志津小 小学1年

低学年男子 21 124  0:14:41 増澤 涼太 千葉市 ますざわ りょうた 千葉市立宮崎小 小学2年

低学年男子 22 143  0:14:54 秋山　勇希 成田市 あきやまゆうき 吾妻小 小学2年

低学年男子 23 142  0:15:00 湊　廉太朗 成田市 みなとれんたろう 吾妻小 小学2年

低学年男子 24 118  0:15:23 鶴岡 璃一 千葉市 つるおか りいち 千葉市立小倉小 小学2年

低学年男子 25 116  0:15:51 哘﨑　優征 八街市 さそざきゆうせい JSS 八街東小 小学2年

低学年男子 26 114  0:16:43 関口　友哉 富里市 せきぐちともや 日吉台小 小学2年

低学年男子 27 127  0:17:05 元廣 大地 茨城県 もとひろ だいち 軽野小 小学2年

低学年男子 28 117  0:17:07 武田 碧海 白井市 たけだ あくあ 白井第一小 小学2年

低学年男子 29 113  0:17:09 今井　春翔 千葉市 いまいはると VERDI Sports Plaza おゆみの 千葉市立おゆみ野南小 小学2年

低学年男子 30 107  0:18:17 小林 優馬 茨城県 こばやし ゆうま 城ノ内小 小学1年

低学年男子 DNS 104 伊藤 耕太郎 東京都 いとう こうたろう 尾山台小 小学1年

低学年女子 1 135  0:11:52 松田 一花 鴨川市 まつた いちか 松田ファミリー 鴨川小 小学2年

低学年女子 2 131  0:12:32 原田　莉圭 神奈川県 はらだりか NYAN 二俣川小 小学2年

低学年女子 3 130  0:13:32 小平　瑠乃 袖ｹ浦市 こだいらるの BIG-S木更津 袖ヶ浦市立根形小 小学2年

低学年女子 4 134  0:13:41 山下　乃愛 成田市 やましたのあ 加良部小 小学2年

低学年女子 5 140  0:14:14 田村 優奈 富里市 たむら ゆうな 日吉台小 小学2年

低学年女子 6 137  0:14:20 梅澤 李心 四街道市 うめざわ りこ 四街道中央小 小学2年

低学年女子 7 141  0:15:22 宮山 心花 東京都 みややま このか 江戸川区立南小岩小 小学2年

低学年女子 8 138  0:15:29 太刀川 陽菜 佐倉市 たちかわ ひなの 間野台小 小学2年

低学年女子 9 132  0:16:28 髙馬　友希 茨城県 こうまゆき 鹿嶋鉄人会 小学2年

低学年女子 10 133  0:16:32 小林　瑞奈 佐倉市 こばやししいな 南志津小 小学2年

低学年女子 11 136  0:23:12 小山 陽香 我孫子市 こやま はるか GR走ろう会 根戸小 小学2年

低学年女子 12 139  0:24:40 渡部 小乃葉 我孫子市 わたべ このは 我孫子市立根戸小 小学2年

中学年男子 1 242  0:10:44 横山 侑哉 東京都 よこやま ゆうや 東久留米第五小 小学4年

中学年男子 2 231  0:10:47 松田 一希 鴨川市 まつた いつき 松田ファミリー 鴨川小 小学4年

中学年男子 3 227  0:10:49 日比　海斗 野田市 ひびかいと 関宿中央小 小学4年

中学年男子 4 209  0:10:55 奥山 楓也 市川市 おくやま ふうや 市川市立真間小 小学3年

中学年男子 5 232  0:11:27 船木 秀悟 千葉市 ふなき しゅうご 千葉市立さつきが丘西小 小学4年

中学年男子 6 222  0:11:31 山崎 一吹 栃木県 やまざき いぶき 宇都宮市立雀宮東小 小学3年

中学年男子 7 203  0:11:50 小川　晃輝 匝瑳市 おがわこうき 千葉ﾌﾞﾚｲﾌﾞ安藤塾 匝瑳市立八日市場小 小学3年

中学年男子 8 235  0:12:09 田草川 悠飛 東京都 たくさがわ ゆうひ 中根小 小学4年

中学年男子 9 213  0:12:28 名取 優輝 木更津市 なとり ゆうき 八幡台小 小学3年

中学年男子 10 208  0:12:34 金 貴煌 東京都 きん きふぁん 瑞江整形外科 東京朝鮮第5小 小学3年

中学年男子 11 240  0:12:43 斉藤 奨 松戸市 さいとう じょう 河原塚小 小学4年

中学年男子 12 229  0:12:46 関口　優斗 富里市 せきぐちゆうと 日吉台小 小学4年

中学年男子 13 223  0:12:47 齋藤 望吾 千葉市 さいとう もとあ おゆみ野南小 小学3年

中学年男子 14 228  0:12:55 澤井　萌 酒々井町 さわいはじめ 酒々井小 小学4年

中学年男子 15 239  0:13:03 吉田 律輝 富里市 よしだ りつき 富里市立日吉台小 小学4年

中学年男子 16 237  0:13:08 田村 朋也 富里市 たむら ともや 日吉台小 小学4年

中学年男子 17 230  0:13:16 坂本　汰樹 成田市 さかもとたいき 平成小 小学4年

中学年男子 18 236  0:13:18 柴山 碧波 茨城県 しばやま あおば 阿見アスリートクラブ 茨城阿見第二小 小学4年

中学年男子 19 225  0:13:24 石井　琉星 千葉市 いしいりゅうせい 千葉市立桜木小 小学4年

中学年男子 20 220  0:13:25 安松 青風 茨城県 やすまつ あおかぜ 千葉ブレイブ安藤塾 神栖市立横瀬小 小学3年

中学年男子 21 233  0:13:25 滝本 智丹 千葉市 たきもと ちたん 千葉市立幸町第三小 小学4年

中学年男子 22 219  0:13:42 高井 凱也 成田市 たかい ときなり 美郷台小 小学3年

中学年男子 23 221  0:13:48 宮ヶ崎 涼 神崎町 みやがさき りょう 神崎小 小学3年

中学年男子 24 214  0:13:55 伊藤 大和 市川市 いとう やまと 市川市立真間小 小学3年

中学年男子 25 204  0:13:59 辰巳　幸輔 千葉市 たつみゆうすけ 小倉小 小学3年

中学年男子 26 216  0:14:13 實方 悠生 東金市 じつかた ゆうき 城西 小学3年

中学年男子 27 234  0:14:16 箱守 那音 千葉市 はこもり なおと 幕張西小 小学4年

中学年男子 28 210  0:14:17 武田 大海 白井市 たけだ だいぶ 白井第一小 小学3年

中学年男子 29 226  0:14:27 大塚　大輔 四街道市 おおつかだいすけ みそら小 小学4年

中学年男子 30 218  0:14:30 松本 圭大 茨城県 まつもと けいた 鹿嶋鉄人会 神栖市立深芝小 小学3年
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中学年男子 31 201  0:14:33 武井　遼 印西市 たけいりょう AZU いには野小 小学3年

中学年男子 32 211  0:14:37 片桐 幸大 白井市 かたぎり こうた 白井市立南山小 小学3年

中学年男子 33 212  0:14:37 渡邊 颯汰 木更津市 わたなべ そうた 波岡小 小学3年

中学年男子 34 202  0:14:43 松本　慶 東京都 まつもとけい 赤松小 小学3年

中学年男子 35 217  0:14:59 荻原 海 船橋市 おぎはら かい 宮本小 小学3年

中学年男子 36 205  0:15:35 砂川　楽人 松戸市 すながわがくと 松戸市立六実第三小 小学3年

中学年男子 37 206  0:15:42 原田　泰耀 茨城県 はらだたいよう 高松小 小学3年

中学年男子 38 207  0:15:55 萩原 秀亮 木更津市 はぎわら ひですけ はぎわら病院 マラソン部 木更津市立第一小 小学3年

中学年男子 39 215  0:16:06 成合 伊織 佐倉市 なりあい いおり 上志津小 小学3年

中学年男子 40 224  0:17:06 藤城 綺斗 茨城県 ふじしろ あやと 深芝小 小学3年

中学年男子 41 241  0:18:18 荻原 那奈海 神奈川県 おぎはら ななみ 南百合ケ丘 小学4年

中学年男子 DNS 238 川口 晃 富里市 かわぐち ひかる 日吉台小 小学4年

中学年女子 1 254  0:10:56 清野 紅葉 柏市 せいの くれは 柏洋スイマーズ 西原小 小学4年

中学年女子 2 253  0:11:17 春日　こころ 埼玉県 かすがこころ しらこばと陸上ｸﾗﾌﾞ 清門小 小学4年

中学年女子 3 247  0:12:36 長谷川 秋 南房総市 はせがわ しゅう 富山小 小学3年

中学年女子 4 245  0:12:39 野島　みなみ 流山市 のじまみなみ 小山小 小学3年

中学年女子 5 243  0:12:54 伊原　咲和 柏市 いはらさわ 柏市立豊小 小学3年

中学年女子 6 244  0:12:55 渡辺　夢生 茨城県 わたなべゆう 神栖市立横瀬小 小学3年

中学年女子 7 248  0:12:56 田辺 夏凜 市川市 たなべ かりん 市川市立真間小 小学3年

中学年女子 8 255  0:13:05 森 樹香 船橋市 もり このか 行田西小 小学4年

中学年女子 9 252  0:13:26 原 和奏 市川市 はら わかな 市川市立稲越小 小学3年

中学年女子 10 250  0:14:13 和田 萌花 白井市 わだ もえか 白井市立南山小 小学3年

中学年女子 11 246  0:14:36 牧内 麻実 船橋市 まきうち あさみ 船橋市宮本小 小学3年

中学年女子 12 251  0:16:10 小林 真綾 茨城県 こばやし まあや 城ノ内小 小学3年

中学年女子 DNS 249 南條 沙綾 柏市 なんじょう さあや 柏洋スイマーズ 酒井根東小 小学3年

高学年男子 1 325  0:12:54 増田　誉大 旭市 ますだたかひろ 千葉ﾌﾞﾚｲﾌﾞ安藤塾 旭市立共和小 小学6年

高学年男子 2 306  0:13:17 安藤 大知 岐阜県 あんどう だいち 大垣市立中川小 小学5年

高学年男子 3 301  0:13:28 佐々木　翔生 東京都 ささきかい 清新JAC 千代田区立富士見小 小学5年

高学年男子 4 337  0:13:34 清水 隆一郎 神奈川県 しみず りゅういちろ 横浜市立北山田小 小学6年

高学年男子 5 338  0:14:16 増田 航大 匝瑳市 ますだ こうだい ブレイブ安藤塾 匝瑳市立豊栄小 小学6年

高学年男子 6 326  0:14:17 原田　昴洋 茨城県 はらだこうよう 高松小 小学6年

高学年男子 7 304  0:14:25 野島　慎ノ介 流山市 のじましんのすけ 小山小 小学5年

高学年男子 8 329  0:14:28 中村 祐一郎 印西市 なかむら ゆういちろ いにはの小 小学6年

高学年男子 9 309  0:14:32 安田 凜 千葉市 やすだ りん 千葉市立宮崎小 小学5年

高学年男子 10 303  0:14:33 小平　翔吾 袖ｹ浦市 こだいらしょうご BIG-S木更津 袖ヶ浦市立根形小 小学5年

高学年男子 11 327  0:14:43 上栗 海跳 千葉市 かみくり かいと 草野TC 千葉市草野小 小学6年

高学年男子 12 324  0:15:19 立野　倭 浦安市 たてのやまと 小学6年

高学年男子 13 336  0:15:23 小林 駿介 茨城県 こばやし しゅんすけ 城ノ内小 小学6年

高学年男子 14 305  0:15:26 加藤　秀萌 東京都 かとうひであき 東渕江小 小学5年

高学年男子 15 330  0:15:31 西岡 滉貴 千葉市 にしおか こうき 土気南小 小学6年

高学年男子 16 314  0:15:36 高山 佑太 市原市 たかやま ゆうた 市原市立菊間小 小学5年

高学年男子 17 333  0:15:38 木村 祐太 印西市 きむら ゆうた 印西市いには野小 小学6年

高学年男子 18 335  0:15:39 岸本 凜太朗 印西市 きしもと りんたろう INBA ジュニア ランニングクラブ いには野小 小学6年

高学年男子 19 332  0:15:54 三浦 翔真 市原市 みうら しょうま 市原市菊間小 小学6年

高学年男子 20 315  0:15:55 鈴木 大翔 市川市 スズキ タイト 大谷戸小 小学5年

高学年男子 21 323  0:16:10 浦下　祥徳 市川市 うらしたよしのり 大柏小 小学6年

高学年男子 22 339  0:16:13 荻原 涼太朗 神奈川県 おぎはら りょうたろ 南百合ケ丘 小学6年

高学年男子 23 318  0:16:15 奥村 勝太 成田市 おくむら しょうた 公津の杜小 小学5年

高学年男子 24 334  0:16:15 滝本 力斗 千葉市 たきもと りきと 千葉市立幸町第三小 小学6年

高学年男子 25 322  0:16:20 辰巳　僚 千葉市 たつみりょう 小倉小 小学6年

高学年男子 26 321  0:16:50 伊原　耀平 柏市 いはらようへい 柏市立豊小 小学6年

高学年男子 27 310  0:16:51 小酒井 太貴 神奈川県 こざかい たいき 百合台小 小学5年

高学年男子 28 319  0:17:14 東郷 翔太 千葉市 とうごう しょうた 上ノ台小 小学5年

高学年男子 29 307  0:17:16 金 悠煌 東京都 きん ゆふぁん 瑞江整形外科 東京朝鮮第5小 小学5年

高学年男子 30 328  0:18:12 高野 友佑 我孫子市 たかの ゆう GR走ろう会 根戸小 小学6年

高学年男子 31 331  0:18:33 新井 温翔 八千代市 あらい はると 米本南小 小学6年

高学年男子 32 312  0:19:07 小山 雄己 我孫子市 こやま ゆうき GR走ろう会 根戸小 小学5年

高学年男子 33 317  0:20:15 渡部 柚友 我孫子市 わたべ ゆと 我孫子市立根戸小 小学5年

高学年男子 34 313  0:20:26 吉田 光孝 木更津市 よしだ みつたか 木更津市立八幡台小 小学5年

高学年男子 35 311  0:20:29 萩原 丈翔 千葉市 はぎわら たける 千葉市立院内小 小学5年

高学年男子 DNF 316 永藤 修一 横芝光町 ながとう しゅういち 横芝光町立大総小 小学5年

高学年男子 DNS 302 渡邉　飛来 鎌ケ谷市 わたなべひらい 初富小 小学5年
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種目名 種目別順位 No 記録 氏名 お住い ｶﾅ 所属 学校名 学年

高学年男子 DNS 308 花澤 歩武 旭市 はなざわ あゆむ 千葉ブレイブ 安藤塾 旭市立中央小 小学5年

高学年男子 DNS 320 鈴木 壮真 東京都 すずき そうま 砂町サッカークラブ 第二砂町小 小学5年

高学年女子 1 352  0:12:46 吉村 彩 茨城県 よしむら あや 取手市立永山小 小学6年

高学年女子 2 350  0:13:00 堤 愛理 東京都 つつみ あいり 都内小 小学6年

高学年女子 3 344  0:14:12 花岡 愛美 旭市 はなおか あいみ 千葉ブレイブ安藤塾 旭市立干潟小 小学5年

高学年女子 4 343  0:14:18 栗原 凜佳 埼玉県 くりはら りんか 芝西小 小学5年

高学年女子 5 349  0:15:01 戸井田 未来 神奈川県 といだ みく 横浜市立坂本小 小学6年

高学年女子 6 351  0:15:30 梅澤 沙妃 四街道市 うめざわ さき 四街道中央小 小学6年

高学年女子 7 342  0:16:28 津端 歩美 船橋市 つばた あゆみ 八木が谷小 小学5年

高学年女子 8 345  0:17:31 小川 さくら 茨城県 おがわ さくら 神栖市立横瀬小 小学5年

高学年女子 9 347  0:17:36 山下　倫 成田市 やましたりん 加良部小 小学6年

高学年女子 10 340  0:17:46 武井　凛 印西市 たけいりん AZU いには野小 小学5年

高学年女子 11 341  0:21:19 飯田　有紀 成田市 いいだゆき 加良部小 小学5年

高学年女子 DNS 346 元廣 柚芽 茨城県 もとひろ ゆめ 軽野小 小学5年

高学年女子 DNS 348 長谷川 希 南房総市 はせがわ こいね 富山小 小学6年

ジュニア男子 1 403  0:13:00 北村　飛雄吾 茨城県 きたむらひゅうご 鹿嶋鉄人会 鹿嶋市立大野中 中学2年

ジュニア男子 2 404  0:13:25 加藤　寿唯 東京都 かとうゆきい 溝原中 中学2年

ジュニア男子 3 401  0:15:39 木村 太一 印西市 きむら 太一 印西市立印旛中 中学1年

ジュニア男子 DNS 402 三田 洸 習志野市 ミタ ヒカル 中学2年

ジュニア女子 1 406  0:12:44 小池 優媛 茨城県 こいけ ゆえん 取手市立取手第一中 中学2年

ジュニア女子 2 407  0:14:19 鴨下　桃加 東京都 かもしたももか 小松川第二中 中学3年

ジュニア女子 3 405  0:15:50 小林 紗綾 茨城県 こばやし さあや 城ノ内中 中学2年
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