
種目 No ｽﾀｰﾄ時刻 氏名 よみがな 性別 所属クラブ 学年 学校名
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 1 9:15:00 田中 裕樹 たなか ひろき 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 2 9:15:00 佐々木 敏雄 ささき としお 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 3 9:15:00 金子 哲也 かねこ てつや 男 L’ottimo
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 4 9:15:00 外田 正成 そとだ まさしげ 男 青い大空
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 5 9:15:00 下村 学 しもむら まなぶ 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 6 9:15:00 栗山 聖吾 くりやま せいご 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 7 9:15:00 高馬　恭介 こうまきょうすけ 男 鹿嶋鉄人会
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 8 9:15:00 萩原 秀彦 はぎわら ひでひこ 男 はぎわら病院 マラソン部
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 9 9:15:00 伊藤 洋平 いとう ようへい 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 10 9:15:00 小俣 晴彦 おまた はるひこ 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 11 9:15:00 田鍋 直人 たなべ なおと 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 12 9:15:00 趙 孝哲 ちょう たかのり 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 13 9:15:00 五味　徹 ごみとおる 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 14 9:15:00 浪久 力也 なみひさ りきや 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 15 9:15:00 柳井 昭弘 やない あきひろ 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 16 9:15:00 赤穂 俊彦 あこう としひこ 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 17 9:15:00 石井　智幸 いしいともゆき 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 18 9:15:00 村島 一裕 むらしま かずひろ 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 19 9:15:00 松本 寿治 まつもと としはる 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 20 9:15:00 丸 寛史 まる ひろし 男 浦安タモリC
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 21 9:15:00 田邉 勝志 たなべ かつし 男 浦安タモリC
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 22 9:15:00 田守 潤 たもり じゅん 男 浦安タモリC
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 23 9:15:00 高橋 秀明 たかはし ひであき 男 ちはら台走友会
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 24 9:15:00 山本 憲章 やまもと のりあき 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 25 9:15:00 石井 哲也 いしい てつや 男 陸上競技部
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 26 9:15:00 後藤 順一 ごとう じゅんいち 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 27 9:15:00 鎗田 哲夫 やりた てつお 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 28 9:15:00 鈴木 智博 すずき ともひろ 男 CIA
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 29 9:15:00 野崎 俊哉 のざき としや 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 30 9:15:00 金子　基一 かねこもとかず 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 31 9:15:00 冨岡 武 とみおか たけし 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 32 9:15:00 須田 知身 すだ ともみ 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 33 9:15:00 井堀 裕馬 いほり ゆうま 男 チーム葛飾
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 34 9:15:00 小山 寛人 こやま ひろと 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 35 9:15:00 井戸 皓大 いど こうだい 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 36 9:15:00 吹原 賢洋 ふきはら よしひろ 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 37 9:15:00 林 秀樹 はやし ひでき 男
一般ｱｸｱｽﾛﾝ 38 9:15:00 田守 陽子 たもり ようこ 女 浦安タモリC
キッズ低学年 101 8:30:00 早川　澄 はやかわとおる 男 小学1年 成田市立公津の杜小
キッズ低学年 102 8:30:00 田中 駿 たなか しゅん 男 小学1年 田奈小
キッズ低学年 103 8:30:00 齋藤 翔太 さいとう しょうた 男 小学1年 玉造小
キッズ低学年 104 8:30:00 山田 拓実 やまだ たくみ 男 山田冷蔵庫王 小学1年 我孫子市立並木小
キッズ低学年 105 8:30:00 伊東 道仁 いとう みちひと 男 小学1年 中央区立月島第二小
キッズ低学年 106 8:30:00 北村 麦 きたむら むぎ 男 FCおゆみ野 小学1年 扇田小
キッズ低学年 107 8:30:00 笹川 大 ささがわ ひろ 男 小学1年 若葉小
キッズ低学年 108 8:30:00 宮川　粋昇 みやがわすいしょう 男 小学2年 船橋市立三咲小
キッズ低学年 109 8:30:00 小川　真太朗 おがわしんたろう 男 小学2年 神栖市横瀬小
キッズ低学年 110 8:30:00 藤本 晃樹 ふじもと こうき 男 小学2年 袖ヶ浦市立長浦小
キッズ低学年 111 8:30:00 岩原 司龍 いわはら しりゅう 男 小学2年 暁星小
キッズ低学年 112 8:30:00 高井 紀行 たかい のりゆき 男 成田SSS 小学2年 美郷台小
キッズ低学年 113 8:30:00 高井 優寿 たかい まさとし 男 成田SSS 小学2年 美郷台小
キッズ低学年 114 8:30:00 泉 寛人 いずみ ひろと 男 小学2年 神栖市立横瀬小
キッズ低学年 115 8:30:00 石井 峻拓 いしい としひろ 男 小学2年 吾妻小
キッズ低学年 116 8:30:00 齋藤 誓成 さいとう せな 男 小学2年 千葉市立おゆみ野南小
キッズ低学年 117 8:30:00 鈴木 陽翔 すずき はると 男 成田フットボールクラブ 小学2年 加良部小
キッズ低学年 118 8:30:00 小林 優馬 こばやし ゆうま 男 小学2年 城ノ内小
キッズ低学年 119 8:33:00 太刀川　彩葉 たちかわいろは 女 小学1年 間野台小
キッズ低学年 120 8:33:00 中村 莉緒 なかむら りお 女 小学1年 玉造小
キッズ低学年 121 8:33:00 岸田 七海 きしだ ななみ 女 小学1年 成田市立向台小
キッズ低学年 122 8:33:00 増澤 日菜 ますざわ ひな 女 小学1年 千葉県立宮崎小
キッズ低学年 123 8:33:00 髙山　凌平 たかやまりょうへい 女 小学2年
キッズ低学年 124 8:33:00 井川 綾乃 いがわ あやの 女 ジョイフルスイミングクラブ 小学2年 稲敷市立古渡(ふっと)小
キッズ低学年 125 8:33:00 成合 小桜 なりあい こお 女 小学2年 佐倉市立上志津小
キッズ低学年 126 8:33:00 伊藤 日菜子 いとう ひなこ 女 小学2年 真間小
キッズ低学年 127 8:33:00 冨岡 蒼 とみおか あおい 女 小学2年 市川市立真間小
キッズ低学年 128 8:33:00 立川 瑠理 たちかわ るり 女 小学2年 桜台小
キッズ低学年 129 8:33:00 石井 愛深 いしい あみ 女 小学2年 前林小
キッス゛中学年 201 8:45:00 高馬　友希 こうまゆき 男 鹿嶋鉄人会 小学3年 鹿嶋市立中野東中
キッス゛中学年 202 8:45:00 行方　弘太朗 なめがたこうたろう 男 小学3年 銚子市立海上小
キッス゛中学年 203 8:45:00 鶴岡　璃一 つるおかりいち 男 小学3年 千葉市立小倉小
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キッス゛中学年 204 8:45:00 川上　春紀 かわかみはるき 男 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学3年 印西市いには野小
キッス゛中学年 205 8:45:00 立田　優希 たつたまさき 男 小学3年 佐倉市立印南小
キッス゛中学年 206 8:45:00 秋山　勇希 あきやまゆうき 男 小学3年 吾妻小
キッス゛中学年 207 8:45:00 湊　廉太朗 みなとれんたろう 男 小学3年 吾妻小
キッス゛中学年 208 8:45:00 菊地　　映人 きくちえいと 男 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学3年 印西市いには野小
キッス゛中学年 209 8:45:00 増澤 涼太 ますざわ りょうた 男 小学3年 千葉県立宮崎小
キッス゛中学年 210 8:45:00 西岡 拓海 にしおか たくみ 男 小学3年 千葉市立土気南小
キッス゛中学年 211 8:45:00 小俣 智也 おまた ともや 男 小学3年 我孫子市第三小
キッス゛中学年 212 8:45:00 伊東 陸生 いとう りくお 男 小学3年 中央区立月島第二小
キッス゛中学年 213 8:45:00 仲川 陽永 なかがわ はると 男 小学3年 船橋市立夏見台小
キッス゛中学年 214 8:45:00 津端 直人 つばた なおと 男 小学3年 八木が谷小
キッス゛中学年 215 8:45:00 牛田 晴心 うしだ せいしん 男 小学3年 取手市立稲小
キッス゛中学年 216 8:45:00 日下 康太朗 くさか こうたろう 男 小学3年 浦安市立見明川小
キッス゛中学年 217 8:45:00 石井 煌太朗 いしい こうたろう 男 小学3年 成田市向台小
キッス゛中学年 218 8:45:00 徳村 海 とくむら かい 男 小学3年 加良部小
キッス゛中学年 219 8:45:00 須田 晃介 すだ こうすけ 男 小学3年 高崎市立浜尻小
キッス゛中学年 220 8:45:00 山合 廣輝 やまあい こうき 男 小学3年 酒々井町立酒々井小
キッス゛中学年 221 8:45:00 有水 智哉 うすい ともや 男 小学3年 成田市立吾妻小
キッス゛中学年 222 8:45:00 名取　優輝 なとりゆうき 男 Big-s 木更津 小学4年 八幡台小
キッス゛中学年 223 8:45:00 齋藤　瑚太朗 さいとうこたろう 男 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学4年 木下小
キッス゛中学年 224 8:45:00 原田　泰耀 はらだたいよう 男 小学4年 高松小
キッス゛中学年 225 8:45:00 小川　晃輝 おがわこうき 男 千葉ﾌﾞﾚｲﾌﾞ安藤塾 小学4年 匝瑳市立八日市場小
キッス゛中学年 226 8:45:00 大室 杏夢 おおむろ あむ 男 小学4年 鶴ヶ島市立藤小
キッス゛中学年 227 8:45:00 奥山 楓也 おくやま ふうや 男 小学4年 市川市立真間小
キッス゛中学年 228 8:45:00 成合 伊織 ナリアイ イオリ 男 小学4年 佐倉市立上志津小
キッス゛中学年 229 8:45:00 伊藤 大和 いとう やまと 男 小学4年 真間小
キッス゛中学年 230 8:45:00 萩原 秀亮 はぎわら ひですけ 男 はぎわら病院 マラソン部 小学4年 木更津市立第1小
キッス゛中学年 231 8:45:00 鎌田 悠杜 かまた はると 男 小学4年 美郷台小
キッス゛中学年 232 8:45:00 山崎 一吹 やまざき いぶき 男 村上塾 小学4年 宇都宮市立雀宮東小
キッス゛中学年 233 8:45:00 高井 凱也 たかい ときなり 男 成田SSS 小学4年 美郷台小
キッス゛中学年 234 8:45:00 土橋 太一 どばし たいち 男 小学4年 武蔵野市立境南小
キッス゛中学年 235 8:45:00 渡邊 颯汰 わたなべ そうた 男 big-s木更津 小学4年 波岡小
キッス゛中学年 236 8:45:00 松本 慶 まつもと けい 男 小学4年 赤松小
キッス゛中学年 237 8:45:00 初鹿 隼也 はつしか しゅんや 男 小学4年 柏市大津ヶ丘第一小
キッス゛中学年 238 8:45:00 齋藤 望吾 さいとう もとあ 男 小学4年 千葉市立おゆみ野南小
キッス゛中学年 239 8:45:00 尾頭 海舟 おがしら かいしゅう 男 小学4年 千葉県白井市立桜台小
キッス゛中学年 240 8:45:00 安松 青風 やすまつ あおかぜ 男 千葉ブレイブ安藤塾 小学4年 神栖市立横瀬小
キッス゛中学年 241 8:48:00 小平　瑠乃 こだいらるの 女 Big-s 木更津 小学3年 根形小
キッス゛中学年 242 8:48:00 大木　菜穂 おおきなほ 女 小学3年 東京学芸大学附属世田谷小
キッス゛中学年 243 8:48:00 太刀川　陽菜 たちかわひなの 女 小学3年 間野台小
キッス゛中学年 244 8:48:00 吉田　朱里 よしだあかり 女 ﾏｳﾙｽｲﾐﾝｸﾞ 小学3年
キッス゛中学年 245 8:48:00 石原 麻稀 いしはら あさき 女 小学3年 佐倉市立井野小
キッス゛中学年 246 8:48:00 梅澤 李心 うめざわ りこ 女 小学3年 四街道中央小
キッス゛中学年 247 8:48:00 原田 莉圭 はらだ りか 女 ☆NYAN☆ 小学3年 横浜市立二俣川小
キッス゛中学年 248 8:48:00 網倉 佐紀 あみくら さき 女 小学3年 昭和女子大附属昭和小
キッス゛中学年 249 8:48:00 原　和奏 はらわかな 女 小学4年 市川市立稲越小
キッス゛中学年 250 8:48:00 野島　みなみ のじまみなみ 女 小学4年 小山小
キッス゛中学年 251 8:48:00 伊原　咲和 いはらさわ 女 小学4年 柏市立豊小
キッス゛中学年 252 8:48:00 田辺 夏凜 たなべ かりん 女 小学4年 市川市立真間小
キッス゛中学年 253 8:48:00 山本 聖羅 やまもと せいら 女 小学4年 柏市立大津ヶ丘第二小
キッス゛中学年 254 8:48:00 長谷川 秋 はせがわ しゅう 女 小学4年 富山小
キッス゛中学年 255 8:48:00 石井 姫夏 いしい ひな 女 小学4年 前林小
キッス゛中学年 256 8:48:00 小林 真綾 こばやし まあや 女 小学4年 城ノ内小
キッズ高学年 301 8:55:00 荒井　駿希 あらいしゅんき 男 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学4年 印西市いには野小
キッズ高学年 302 8:55:00 箱守　那音 はこもりなおと 男 小学5年 幕張西小
キッズ高学年 303 8:55:00 芦田　優太郎 あしだゆうたろう 男 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学5年 印西市平賀小
キッズ高学年 304 8:55:00 齋藤 虎太郎 さいとうこたろう 男 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学5年 印西市平賀小
キッズ高学年 305 8:55:00 齋藤　颯梧 さいとうそうご 男 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学5年 印西市いには野小
キッズ高学年 306 8:55:00 片野　晴貴 かたのはるき 男 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学5年 印西市六合小
キッズ高学年 307 8:55:00 平山　遥斗 ひらやまはると 男 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学5年 印西市いには野小
キッズ高学年 308 8:55:00 早川　美希 はやかわみき 男 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学5年 印西市宗像小
キッズ高学年 309 8:55:00 坂本　汰樹 さかもとたいき 男 小学5年 平成小
キッズ高学年 310 8:55:00 鷹股 泰誠 たかまた たいせい 男 小学5年 武蔵野市立境南小
キッズ高学年 311 8:55:00 小平　翔吾 こだいらしょうご 男 Big-s 木更津 小学6年 根形小
キッズ高学年 312 8:55:00 吉野　綾馬 よしのりょうま 男 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学6年 印西市原小
キッズ高学年 313 8:55:00 加藤　秀萌 かとうひであき 男 小学6年 東渕江小
キッズ高学年 314 8:55:00 奥村　勝太 おくむらしょうた 男 小学6年
キッズ高学年 315 8:55:00 川上　龍作 かわかみりゅうさく 男 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学6年 印西市いには野小
キッズ高学年 316 8:55:00 永井　俊祐 ながいしゅんすけ 男 美野里ｸﾗﾌﾞ 小学6年 納場小
キッズ高学年 317 8:55:00 野島　慎ノ介 のじましんのすけ 男 小学6年 小山小
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キッズ高学年 318 8:55:00 吉田　光孝 よしだせみつたか 男 ﾏｳﾙｽｲﾐﾝｸﾞ 小学6年
キッズ高学年 319 8:55:00 花澤 歩武 はなざわ あゆむ 男 千葉ブレイブ 安藤塾 小学6年 旭中央小
キッズ高学年 320 8:55:00 五木田 七星 ごきた ななせ 男 安藤塾 小学6年 多古町立多古第一小
キッズ高学年 321 8:58:00 清野　紅葉 せいのくれは 女 小学5年 柏市立西原小
キッズ高学年 322 8:58:00 髙山　恵花 たかやまけいか 女 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学5年 印西市いには野小
キッズ高学年 323 8:58:00 伊東 夕波 いとう ゆな 女 小学5年 小山小
キッズ高学年 324 8:58:00 栗原　凛佳 くりはらりんか 女 のうみそJr 小学6年 川口市立芝西小
キッズ高学年 325 8:58:00 村井　里帆 むらいりほ 女 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学6年 印西市いには野小
キッズ高学年 326 8:58:00 大場　春花 おおばしゅか 女 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小学6年 印西市原小
キッズ高学年 327 8:58:00 栗山 夏鈴 くりやま かりん 女 小学6年 町田第三小
キッズ高学年 328 8:58:00 花岡 愛美 はなおか あいみ 女 千葉ブレイブ安藤塾 小学6年 旭市立干潟小
キッズ高学年 329 8:58:00 津端 歩美 つばた あゆみ 女 小学6年 八木が谷小
キッズ高学年 330 8:58:00 山本 一愛 やまもと ちなり 女 小学6年 柏市立大津ヶ丘第二小
キッズ高学年 331 8:58:00 高橋 香音 たかはし かのん 女 小学6年 清水谷小
ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 401 9:05:00 小林 駿介 こばやし しゅんすけ 男 中学1年 城ノ内中
ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 402 9:05:00 木村 太一 きむら たいち 男 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 中学2年 印西市立印旛中は
ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 403 9:05:00 北村 飛雄吾 きたむらひゅうご 男 鹿嶋鉄人会 中学3年 鹿嶋市立大野中
ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 404 9:05:00 加藤　寿唯 かとうゆきい 男 中学3年 蒲原中
ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 405 9:05:00 三田 洸 みた ひかる 男 中学3年 SPC NZ
ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 406 9:05:00 梅澤 沙妃 うめざわ さき 女 中学1年 四街道北中
ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 407 9:05:00 原田 有彩 はらだ ありさ 女 ☆NYAN☆ 中学1年 横浜市立万騎が原中
ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 408 9:05:00 村井　美友 むらいみゆ 女 印旛ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 中学2年 印西市立印旛中
ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 409 9:05:00 小池 優媛 こいけ ゆえん 女 中学3年 取手市立取手第一中
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