
種目名 種目別順位 No 記録 氏名 ｶﾅ 学年 お住まい

低学年男子 1 114  0:10:44 中村　暖輝 小学2年 埼玉県

低学年男子 2 111  0:11:27 石原　優斗 いしはら　ゆうと 小学2年 成田市

低学年男子 3 108  0:11:33 高橋　晄 たかはし　あきら 小学2年 埼玉県

低学年男子 4 117  0:11:42 廣瀬　立 ひろせ　りつ 小学2年 東京都

低学年男子 5 116  0:12:44 和泉　群 いずみ　ぐん 小学2年 酒々井町

低学年男子 6 113  0:12:56 大木　心 おおき　しん 小学2年 東京都

低学年男子 7 106  0:13:17 濱道　琉太 はまみち　りゅうた 小学2年 千葉市

低学年男子 8 102  0:13:22 稲　寛太 いね　かんた 小学1年 東京都

低学年男子 9 112  0:13:28 川崎　奏空 かわさき　そら 小学2年 富里市

低学年男子 10 110  0:13:46 初鹿　啓太 はつしか　けいた 小学2年 柏市

低学年男子 11 104  0:14:01 菅原　昊志 すがわら　こうし 小学1年 神奈川県

低学年男子 12 105  0:14:08 田口　陽翔 たぐち　はると 小学1年 印西市

低学年男子 13 109  0:15:33 砂山　空 すなやま　そら 小学2年 市川市

低学年男子 14 115  0:15:45 平　松太 たいら　しょうた 小学2年 埼玉県

低学年男子 15 103  0:16:15 古林　昇大 ふるばやし　しょうた 小学1年 神奈川県

低学年男子 16 107  0:16:19 石川　拓海 いしかわ　たくみ 小学2年 木更津市

低学年男子 17 101  0:17:21 井上　卓也 いのうえ　たくや 小学1年 八街市

低学年男子 18 121  0:20:21 岡部　航一 おかべ　こういち 小学1年 茨城県

低学年女子 1 119  0:12:09 加瀬　莉緒菜 かせ　りおな 小学1年 旭市

低学年女子 2 138  0:12:15 佐々木　美空 ささき　みそら 小学2年 埼玉県

低学年女子 3 125  0:12:20 堺　麻葵乃 さかい　まきの 小学1年 成田市

低学年女子 4 129  0:13:00 並木　真穂 なみき　まほ 小学1年 茨城県

低学年女子 5 135  0:13:17 桑原　花歩 くわはら　かほ 小学2年 東京都

低学年女子 6 137  0:13:34 荒木　奏 あらき　かなで 小学2年 柏市

低学年女子 7 128  0:13:58 田守　蘭 たもり　らん 小学1年 浦安市

低学年女子 8 122  0:14:01 下村　せりあ しもむら　せりあ 小学1年 東京都

低学年女子 9 136  0:14:46 古郡　怜奈 ふるごおり　れな 小学2年 成田市

低学年女子 10 118  0:15:33 亀井　さくら かめい　さくら 小学1年 神奈川県

低学年女子 11 120  0:15:49 横山　礼奈 よこやま　れいな 小学1年 埼玉県

低学年女子 12 123  0:15:54 鎌田　遥 かまた　はるか 小学1年 流山市

低学年女子 13 134  0:16:16 橋野　朝香 はしの　ともか 小学2年 印西市

低学年女子 14 127  0:16:23 上林　澪 かんばやし　みお 小学1年 埼玉県

低学年女子 15 131  0:16:24 山崎　唯菜 やまざき　ゆいな 小学2年 千葉市

低学年女子 16 126  0:16:36 山田　比歩未 やまだ　ひふみ 小学1年 東京都

低学年女子 17 130  0:17:13 碧山　紫季 あおやま　しき 小学1年 東京都

低学年女子 18 133  0:17:15 岩見　珠琉 いわみ　たまる 小学2年 佐倉市

低学年女子 19 132  0:17:32 トリーズ　英美 とりーず　えいみ 小学2年 東京都

中学年男子 1 241  0:10:16 田中　駿 たなか　しゅん 小学4年 神奈川県

中学年男子 2 214  0:10:24 諸持　一光 もろもち　かずき 小学3年 旭市

中学年男子 3 236  0:10:41 森山　鉄平 もりやま　てっぺい 小学4年 埼玉県

中学年男子 4 239  0:11:00 石原　拓磨 いしはら　たくま 小学4年 成田市

中学年男子 5 244  0:11:10 北村　麦 きたむら　むぎ 小学4年 千葉市

中学年男子 6 210  0:11:13 高橋　幹斗 たかはし　みきと 小学3年 柏市

中学年男子 7 229  0:11:27 澤井　颯 さわい　はやて 小学4年 酒々井町

中学年男子 8 238  0:11:28 水谷　悠平 ミズタニ　ユウヘイ 小学4年 新潟県

中学年男子 9 230  0:11:43 榎本　壮祐 えのもと　そうすけ 小学4年 成田市

中学年男子 10 231  0:11:47 荒木　響和 あらき　ひより 小学4年 柏市

中学年男子 11 216  0:12:10 千葉　優樹 ちば　ひろき 小学3年 市川市

中学年男子 12 234  0:12:10 山田　拓実 やまだ　たくみ 小学4年 我孫子市

中学年男子 13 215  0:12:21 小俣　直也 おまた　なおや 小学3年 我孫子市

中学年男子 14 225  0:12:23 堀田　駿哉 ほりた　しゅんや 小学3年 埼玉県

中学年男子 15 203  0:12:36 横山　大輝 よこやま　はるき 小学3年 埼玉県

中学年男子 16 208  0:12:37 古屋　颯太 ふるや　そうた 小学3年 流山市

中学年男子 17 235  0:12:44 寺野　緋悟 てらの　ひさと 小学4年 成田市

中学年男子 18 224  0:12:47 碧山　悠夏 あおやま　ゆうな 小学3年 東京都

中学年男子 19 243  0:12:51 北村　健人 きたむら　けんと 小学4年 東京都

中学年男子 20 223  0:12:58 湯井　修大 ゆい　しゅうだい 小学3年 埼玉県

中学年男子 21 240  0:13:00 大竹　実吹 おおたけ　みぶき 小学4年 群馬県
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中学年男子 22 202  0:13:01 田辺　誠 たなべ　まこと 小学3年 市川市

中学年男子 23 205  0:13:23 伊藤　瑞希 いとう　みずき 小学3年 成田市

中学年男子 24 233  0:13:26 砂山　光起 すなやま　こうき 小学4年 市川市

中学年男子 25 206  0:13:38 雨宮　由幸 あめみや　よしゆき 小学3年 東京都

中学年男子 26 213  0:13:50 市島　空翔 いちじま　そらと 小学3年 東京都

中学年男子 27 228  0:13:55 早川　澄 はやかわ　とおる 小学4年 成田市

中学年男子 28 237  0:13:57 神谷　大成 かみや　たいせい 小学4年 東京都

中学年男子 29 211  0:14:03 佐野　宏成 さの　こうせい 小学3年 八千代市

中学年男子 30 218  0:14:06 田口　裕也 たぐち　ゆうや 小学3年 成田市

中学年男子 31 217  0:14:06 椎名　結音 しいな　ゆいと 小学3年 我孫子市

中学年男子 32 227  0:14:14 鶴岡　霧月 つるおか　むつき 小学4年 千葉市

中学年男子 33 226  0:14:26 田村　祐人 たむら　ゆうと 小学4年 成田市

中学年男子 34 222  0:14:46 渡辺　滉士 わたなべ　こうし 小学3年 船橋市

中学年男子 35 219  0:14:46 田守　蒼太 たもり　そうた 小学3年 浦安市

中学年男子 36 242  0:14:48 平澤　和磨 ひらさわ　かずま 小学4年 東京都

中学年男子 37 201  0:15:18 佐藤　壮 さとう　そう 小学3年 成田市

中学年男子 38 209  0:15:23 江口　慈基 えぐち　いつき 小学3年 埼玉県

中学年男子 39 221  0:16:09 渡辺　陽翔 わたなべ　ひなと 小学3年 香取市

中学年男子 40 204  0:16:27 石井　漣 いしい　れん 小学3年 東庄町

中学年男子 41 212  0:26:16 山田　以呂波 やまだ　いろは 小学3年 東京都

中学年女子 1 245  0:10:42 青柳　沙弥花 あおやぎ　さやか 小学3年 旭市

中学年女子 2 257  0:11:02 山崎　心菜 やまざき　ここな 小学4年 旭市

中学年女子 3 254  0:11:13 太刀川　彩葉 たちかわいろは 小学4年 佐倉市

中学年女子 4 250  0:11:24 生嶋　玲那 いくしま　れな 小学3年 東京都

中学年女子 5 246  0:11:29 加瀬　夢菜 かせ　ゆめな 小学3年 旭市

中学年女子 6 258  0:11:42 並木　彩来 なみき　さら 小学4年 茨城県

中学年女子 7 248  0:13:11 影山　みあ かげやま　みあ 小学3年 浦安市

中学年女子 8 251  0:14:06 和田　栞寛 わだ　まひろ 小学3年 成田市

中学年女子 9 247  0:14:43 伊藤　珠希 いとう　たまき 小学3年 成田市

中学年女子 10 253  0:14:59 岸田　七海 きしだ　ななみ 小学4年 成田市

中学年女子 11 256  0:15:22 佐藤　瑠菜 さとう　るな 小学4年 千葉市

中学年女子 12 255  0:16:37 雨宮　未来 あめみや　みく 小学4年 東京都

中学年女子 13 252  0:17:11 網倉　久恵 あみくら　ひさえ 小学4年 東京都

高学年男子 1 303  0:12:57 伊東　文仁 いとう　ふみひと 小学5年 匝瑳市

高学年男子 2 321  0:13:00 牛田　晴心 うしだ　せいしん 小学6年 茨城県

高学年男子 3 323  0:13:00 中條　樹 なかじょう　いつき 小学6年 茨城県

高学年男子 4 302  0:13:39 加瀬　大翔 かせ　やまと 小学5年 旭市

高学年男子 5 312  0:13:46 藤本　晃樹 ふじもと　こうき 小学5年 袖ケ浦市

高学年男子 6 301  0:13:49 佐々木　秀一郎 ささき　しゅういちろう 小学5年 東金市

高学年男子 7 316  0:13:53 行方　弘太朗 なめがた　こうたろう 小学6年 銚子市

高学年男子 8 311  0:14:10 田中　昊太 たなか　こうた 小学5年 埼玉県

高学年男子 9 308  0:14:31 浅野　綜一郎 あさの　そういちろう 小学5年 成田市

高学年男子 10 304  0:14:48 ザン　愁真アレックス ザン　シュウマアレックス 小学5年 東京都

高学年男子 11 317  0:15:04 秋山　勇希 あきやま　ゆうき 小学6年 成田市

高学年男子 12 325  0:15:28 藤田　一颯 ふじた　いっさ 小学6年 佐倉市

高学年男子 13 306  0:15:54 室伏　碧透 むろふし　あおと 小学5年 鎌ケ谷市

高学年男子 14 313  0:15:55 下田　青葉 しもだ　あおば 小学6年 酒々井町

高学年男子 15 305  0:16:13 横堀　直希 よこぼり　なおき 小学5年 神奈川県

高学年男子 16 318  0:16:28 鶴岡　璃一 つるおか　りいち 小学6年 千葉市

高学年男子 17 310  0:16:33 椎名　海音 しいな　かいと 小学5年 我孫子市

高学年男子 18 314  0:16:37 土屋　拓斗 つちや　たくと 小学6年 銚子市

高学年男子 19 307  0:18:41 秋谷　光亮 あきや　こうすけ 小学5年 成田市

高学年男子 20 315  0:19:37 湊　廉太朗 みなと　れんたろう 小学6年 成田市

高学年男子 21 324  0:19:54 藤崎　太一 ふじさき　たいち 小学6年 茨城県

高学年男子 22 320  0:20:33 河原　拓海 かわはら　たくみ 小学6年 木更津市

高学年女子 1 333  0:13:09 水谷　彩奈 ミズタニ　アヤナ 小学6年 新潟県

高学年女子 2 326  0:13:36 青柳　晴香 あおやぎ　はるか 小学5年 旭市

高学年女子 3 329  0:15:19 井上　藍 いのうえ　あい 小学5年 八街市
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高学年女子 4 332  0:15:49 和田　悠乃 わだ　はるの 小学5年 成田市

高学年女子 5 334  0:16:28 石原　麻稀 いしはら　あさき 小学6年 佐倉市

高学年女子 6 327  0:16:30 松居　姫菜 まつい　ひな 小学5年 成田市

高学年女子 7 330  0:16:52 山本　蘭花 やまもと　らん 小学5年 神奈川県

高学年女子 8 328  0:17:12 伊藤　日菜子 いとう　ひなこ 小学5年 市川市

ジュニア男子 1 402  0:10:29 藤代　舜真 ふじしろ　きよま 中学1年 銚子市

ジュニア男子 2 404  0:11:43 浅沼　一那 あさぬま　かずな 中学1年 白井市

ジュニア男子 3 403  0:11:50 小川　晃輝 おがわ　こうき 中学1年 匝瑳市

ジュニア男子 4 406  0:12:02 寺野　蒼惟 てらの　あおい 中学2年 成田市

ジュニア男子 5 405  0:12:28 坂本　汰樹 さかもと　たいき 中学2年 成田市

ジュニア男子 6 401  0:14:10 實方　悠生 じつかた　ゆうき 中学1年 東金市

ジュニア女子 1 408  0:11:22 野島 みなみ ﾉｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 中学1年 流山市

ジュニア女子 2 407  0:13:48 和泉　鈴 いずみ　すず 中学1年 酒々井町

一般男子 1 17  0:26:39 亀井　健太 かめい　けんた 神奈川県

一般男子 2 36  0:27:06 高橋　秀明 たかはし　ひであき 市原市

一般男子 3 32  0:27:46 木村　航士 きむら　こうじ 神奈川県

一般男子 4 6  0:30:30 田守　潤 たもり　じゅん 浦安市

一般男子 5 10  0:30:33 諏訪　涼哉 すわ　りょうや 千葉市

一般男子 6 29  0:30:57 田辺　順志 たなべ　じゅんじ 市川市

一般男子 7 27  0:31:11 田中　裕樹 たなか　ひろき 神奈川県

一般男子 8 9  0:33:31 並木　久幸 なみき　ひさゆき 茨城県

一般男子 9 35  0:33:58 長山　範昭 ながやま　のりあき 市川市

一般男子 10 18  0:34:04 丸　寛史 まる　ひろし 市川市

一般男子 11 8  0:34:38 佐々木　英治 ささき　えいじ 東京都

一般男子 12 15  0:34:51 古屋　健吾 ふるや　けんご 流山市

一般男子 13 4  0:36:06 藤井　雄一 ふじい　ゆういち 成田市

一般男子 14 30  0:36:09 伊藤　洋平 市川市

一般男子 15 26  0:36:48 石原　大地 いしはら　だいち 成田市

一般男子 16 28  0:37:18 和泉　将樹 いずみ　まさき 酒々井町

一般男子 17 1  0:38:02 佐々木　秀和 ささき　ひでかず 東金市

一般男子 18 20  0:38:36 坂本　周平 さかもと　しゅうへい 市川市

一般男子 19 44  0:38:46 坂倉　正治 さかくら　しょうじ 茨城県

一般男子 20 33  0:38:57 稲　寛彰 いね　ひろあき 東京都

一般男子 21 42  0:39:31 石井　智幸 いしい　ともゆき 東庄町

一般男子 22 16  0:40:35 里中　裕助 さとなか　ゆうすけ 松戸市

一般男子 23 39  0:42:07 道井　貴正 みちい　たかまさ 印西市

一般男子 24 14  0:43:11 柳井　昭弘 やない　あきひろ 習志野市

一般男子 25 19  0:44:15 山田　晃嗣 やまだ　あきつぐ 東京都

一般男子 26 24  0:44:23 大野　幸浩 おおの　ゆきひろ 栄町

一般男子 27 22  0:45:27 鈴木　雅一 すずき　まさかず 八千代市

一般男子 28 23  0:45:52 宮嵜　登央 みやざき　のりお 茂原市

一般男子 29 45  0:47:47 関根　伸二 せきね　しんじ 茨城県

一般男子 30 12  0:47:58 矢澤　信宏 やざわ　のぶひろ 成田市

一般男子 31 40  0:49:10 田邉　勝志 たなべ　かつし 東京都

一般男子 32 25  0:51:32 小林　淳 こばやし　じゅん 富里市

一般男子 33 31  0:53:57 田中　豊 たなか　ゆたか 東京都

一般女子 1 51  0:33:38 石塚　千智 いしつか　ちさと 東京都

一般女子 2 49  0:35:56 中條　史穂 なかじょう　しほ 茨城県

一般女子 3 50  0:37:18 堤　香澄 つつみ　かすみ 佐倉市

一般女子 4 53  0:40:55 峪口　里美 さこぐち　さとみ 茨城県

一般女子 5 48  0:41:09 内田　清子 うちだ　きよこ 市川市

一般女子 6 46  0:46:05 田守　陽子 たもり　ようこ 浦安市

一般女子 7 52  0:47:45 中辻　美穂 なかつじ　みほ 茨城県

一般女子 8 47  0:51:32 園尾　恵美 そのお　えみ 茨城県
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