
順位 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ｾﾞｯｹﾝ№ 性別 年齢 学年 記録 備考

1 清見　涼真 ｷﾖﾐ　ﾘｮｳﾏ 赤－55 男 12 小6 0：10：33

2 岩井　寛征 ｲﾜｲ　ﾋﾛﾕｷ 赤－26 男 11 小5 0：10：41

3 成田　温真 ﾅﾘﾀ　ﾊﾙﾏ 赤－103 男 11 小5 0：10：52

4 新山　大地 ｼﾝﾔﾏ　ﾀﾞｲﾁ 赤－24 男 12 小6 0：11：02

5 川下　悠斗 ｶﾜｼﾓ　ﾕｳﾄ 赤－64 男 11 小6 0：11：08

6 村野　翼 ﾑﾗﾉ　ﾂﾊﾞｻ 赤－81 男 12 小6 0：11：12

7 穐本　慶二郎 ｱｷﾓﾄ　ｹｲｼﾞﾛｳ 赤－71 男 11 小5 0：11：14

8 藤井　俊輔 ﾌｼﾞｲ　ｼｭﾝｽｹ 赤－16 男 11 小5 0：11：19

9 窪　瑞輝 ｸﾎﾞ　ﾐｽﾞｷ 赤－59 男 10 小5 0：11：20

10 中井　悠椰 ﾅｶｲ　ﾕｳﾔ 赤－94 男 11 小5 0：11：34

11 佐野　友規 ｻﾉ　ﾄﾓｷ 赤－12 男 10 小4 0：11：36

12 末冨　明 ｽｴﾄﾐ　ｱｷﾗ 赤－27 男 11 小6 0：11：40

13 明田　滉平 ｱｹﾀ　ｺｳﾍｲ 赤－66 男 11 小5 0：11：42

14 伊藤　郁哉 ｲﾄｳ　ﾌﾐﾔ 赤－30 男 11 小6 0：11：49

15 田中　亜美 ﾀﾅｶ　ｱﾐ 赤－73 女 12 小6 0：11：52

16 水上　岳 ﾐｽﾞｶﾐ　ｶﾞｸ 赤－62 男 11 小5 0：11：54

17 西村　蓮人 ﾆｼﾑﾗ　ﾚﾝﾄ 赤－65 男 12 小6 0：11：55

18 林　大翔 ﾊﾔｼ　ﾋﾛﾄ 赤－13 男 10 小5 0：11：56

19 川﨑　雄翔 ｶﾜｻｷ　ﾕｳﾄ 赤－17 男 10 小4 0：11：57

20 河村　春菜 ｶﾜﾑﾗ　ﾊﾙﾅ 赤－52 女 11 小5 0：11：58

21 郷田　陸 ｺﾞｳﾀﾞ　ﾘｸ 赤－15 男 10 小4 0：12：02

22 澤田　又侑多 ｻﾜﾀﾞ　ﾕｳﾀ 赤－51 男 11 小5 0：12：03

23 庄野　琥月 ｼｮｳﾉ　ｺｳｶﾞ 赤－99 男 9 小4 0：12：04

24 大満　柊斗 ｵｵﾐﾁ　ｼｭｳﾄ 赤－105 男 11 小5 0：12：05

25 深津　柚月 ﾂｶﾂ　ﾕﾂﾞｷ 赤－80 女 9 小4 0：12：09

26 貝原　三士 ｶｲﾊﾞﾗ　ｻﾝｼﾞ 赤－11 男 9 小4 0：12：11

27 富永　康太 ﾄﾐﾅｶﾞ　ｺｳﾀ 赤－1 男 12 0：12：13

28 丸本　航大 ﾏﾙﾓﾄ　ｺｳﾀﾞｲ 赤－67 男 11 小5 0：12：18

29 高橋　俊大 ﾀｶﾊｼ　ｼｭﾝﾀ 赤－21 男 10 小5 0：12：21

30 赤星　陽太 ｱｶﾎｼ　ﾖｳﾀ 赤－23 男 11 小5 0：12：22

31 村田　桂晨 ﾑﾗﾀ　ｹｲｼﾝ 赤－56 男 12 小6 0：12：22

32 益村　明里 ﾏｽﾑﾗ　ｱｶﾘ 赤－31 女 11 小5 0：12：23

33 平田　和己 ﾋﾗﾀ　ｶｽﾞｷ 赤－72 男 10 小4 0：12：27

34 辻岡　英一郎 ﾂｼﾞｵｶ　ｴｲｲﾁﾛｳ 赤－107 男 11 小6 0：12：29

35 黒澤　律奈 ｸﾛｻﾜ　ﾘﾂﾅ 赤－84 女 11 小6 0：12：33

36 三井　誠 ﾐﾂｲ　ﾏｺﾄ 赤－14 男 10 小4 0：12：34

37 村田　楓次朗 ﾑﾗﾀ　ﾌｳｼﾞﾛｳ 赤－57 男 10 小5 0：12：38

38 湯浅　隆馬 ﾕｱｻ　ﾘｭｳﾏ 赤－7 男 12 小6 0：12：39

39 門田　海斗 ｶﾄﾞﾀ　ｶｲﾄ 赤－28 男 10 小5 0：12：42

40 山本　樹來 ﾔﾏﾓﾄ　ｼﾞｭﾗｲ 赤－102 男 9 小4 0：12：43

41 阿南　すみれ ｱﾅﾝ　ｽﾐﾚ 赤－74 女 12 小6 0：12：44
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42 中原　滉太 ﾅｶﾊﾗ　ｺｳﾀ 赤－35 男 11 小6 0：12：47

43 熊野　悠生 ｸﾏﾉ　ﾕｳｾｲ 赤－53 男 10 小4 0：12：48

44 安田　凛太郎 ﾔｽﾀﾞ　ﾘﾝﾀﾛｳ 赤－25 男 11 小5 0：12：49

45 浦沢　峻太郎 ｳﾗｻﾜ　ｼｭﾝﾀﾛｳ 赤－44 男 11 小5 0：12：50

46 縄田　莉未 ﾅﾜﾀ　ﾘﾐ 赤－6 女 10 小4 0：12：52

47 辻　唯花 ﾂｼﾞ　ﾕｲｶ 赤－79 女 11 小5 0：12：54

48 弘中　翔太 ﾋﾛﾅｶ　ｼｮｳﾀ 赤－90 男 10 小5 0：12：54

49 山本　将陽 ﾔﾏﾓﾄ　ｼｮｳﾖｳ 赤－68 男 10 小5 0：12：54

50 岡﨑　美羽 ｵｶｻﾞｷ　ﾐﾜ 赤－83 女 11 小5 0：12：54

51 内田　懸文 ｳﾁﾀﾞ　ﾊﾙﾌﾐ 赤－100 男 10 小4 0：12：57

52 鶴岡　隼 ﾂﾙｵｶ　ｼﾞｭﾝ 赤－86 男 11 小5 0：12：58

53 澤江　紫苑 ｻﾜｴ　ｼｵﾝ 赤－91 男 10 小4 0：12：59

54 前田　昂毅 ﾏｴﾀﾞ　ｺｳｷ 赤－43 男 10 小5 0：13：11

55 藤田　翔也 ﾌｼﾞﾀ　ｼｮｳﾔ 赤－40 男 12 小6 0：13：19

56 髙山　理究 ﾀｶﾔﾏ　ﾘｸ 赤－95 男 11 小5 0：13：21

57 熊川　廉 ｸﾏｶﾞﾜ　ﾚﾝ 赤－101 男 10 小4 0：13：27

58 佐伯　隆誠 ｻｴｷ　ﾘｭｳｾｲ 赤－85 男 11 小6 0：13：27

59 上田　玖音 ｳｴﾀﾞ　ｸｵﾝ 赤－108 男 12 小6 0：13：27

60 西田　匠吾 ﾆｼﾀﾞ　ｼｮｳｺﾞ 赤－39 男 12 小6 0：13：28

61 有間　霞 ｱﾘﾏ　ｶｽﾐ 赤－22 女 12 小6 0：13：29

62 福元　総一郎 ﾌｸﾓﾄ　ｿｳｲﾁﾛｳ 赤－97 男 10 小5 0：13：31

63 小倉　凛 ｵｸﾞﾗ　ﾘﾝ 赤－75 女 12 小6 0：13：39

64 岡谷　理沙 ｵｶﾀﾆ　ﾘｻ 赤－61 女 11 小5 0：13：44

65 村田　大晟 ﾑﾗﾀ　ﾀｲｾｲ 赤－49 男 9 小4 0：13：46

66 谷　亮汰 ﾀﾆ　ﾘｮｳﾀ 赤－70 男 11 小5 0：13：50

67 江本　緋美 ｴﾓﾄ　ﾋﾋﾞ 赤－46 男 10 小4 0：13：51

68 作本　結衣 ｻｸﾓﾄ　ﾕｲ 赤－63 女 9 小4 0：13：51

69 田村　慎之介 ﾀﾑﾗ　ｼﾝﾉｽｹ 赤－19 男 11 小5 0：13：53

70 桜　樹愛里 ｻｸﾗ　ｼﾞｭｴﾘ 赤－2 女 10 小4 0：13：58

71 清水　聖也 ｼﾐｽﾞ　ﾏｻﾔ 赤－8 男 11 小6 0：14：11

72 堤　颯斗 ﾂﾂﾐ　ﾊﾔﾄ 赤－98 男 10 小4 0：14：15

73 田之上　遥爽 ﾀﾉｳｴ　ｽﾐｻ 赤－20 女 12 小6 0：14：18

74 川﨑　愛莉 ｶﾜｻｷ　ｱｲﾘ 赤－9 女 11 小5 0：14：19

75 縄田　涼夏 ﾅﾜﾀ　ﾘｮｳｶ 赤－5 女 12 小6 0：14：20

76 玉井　優雅 ﾀﾏｲ　ﾕｳｶﾞ 赤－78 男 11 小5 0：14：25

77 山田　蓮太 ﾔﾏﾀﾞ　ﾚﾝﾀ 赤－37 男 12 小6 0：14：35

78 長谷川　麻菜 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾏﾅ 赤－18 女 10 小4 0：14：36

79 吉本　幸子 ﾖｼﾓﾄ　ｻﾁｺ 赤－88 女 11 小6 0：14：37

80 小田　脩平 ｵﾀﾞ　ｼｭｳﾍｲ 赤－42 男 12 小6 0：14：38

81 國永　大虎 ｸﾆﾅｶﾞ　ﾗｲｷ 赤－36 男 12 小6 0：14：39

82 田中　雄大 ﾀﾅｶ　ﾕｳﾀﾞｲ 赤－38 男 12 小6 0：14：39
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83 藤井　和道 ﾌｼﾞｲ　ﾜﾀﾙ 赤－92 男 11 小5 0：14：41

84 鈴木　海吏 ｽｽﾞｷ　ｶｲﾘ 赤－82 男 9 小4 0：14：51

85 斉藤　太一 ｻｲﾄｳ　ﾀｲﾁ 赤－60 男 11 小5 0：14：51

86 小松　晶 ｺﾏﾂ　ｱｷﾗ 赤－41 女 12 小6 0：14：53

87 高宮　翔太 ﾀｶﾐﾔ　ｼｮｳﾀ 赤－96 男 11 小5 0：14：54

88 村上　淳平 ﾑﾗｶﾐ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 赤－54 男 10 小4 0：14：59

89 三角　紗季子 ﾐｽﾐ　ｻｷｺ 赤－69 女 11 小5 0：15：06

90 田口　哉斗 ﾀｸﾞﾁ　ｶﾅﾄ 赤－47 男 9 小4 0：15：39

91 石田　聖羽 ｲｼﾀﾞ　ﾐｳ 赤－32 女 10 小4 0：15：43

92 井上　京士狼 ｲﾉｳｴ　ｷｮｳｼﾛｳ 赤－48 男 9 小4 0：15：51

93 田中　花歩 ﾀﾅｶ　ｶﾎ 赤－93 女 9 小4 0：16：01

94 山本　桃華 ﾔﾏﾓﾄ　ﾓﾓｶ 赤－106 女 10 小4 0：16：07

95 山縣　大誠 ﾔﾏｶﾞﾀ　ﾀｲｾｲ 赤－29 男 12 小6 0：16：21

96 津川　悟 ﾂｶﾞﾜ　ｻﾄﾙ 赤－50 男 10 小4 0：16：28

97 有光　優騎 ｱﾘﾐﾂ　ﾕｳｷ 赤－104 男 10 小5 0：16：42

98 村上　このは ﾑﾗｶﾐ　ｺﾉﾊ 赤－34 女 9 小4 0：16：42

99 高山　望海 ﾀｶﾔﾏ　ﾉｿﾞﾐ 赤－76 女 10 小4 0：16：47

100 坪根　葵 ﾂﾎﾞﾈ　ｱｵｲ 赤－4 女 10 小4 0：17：35

101 村谷　一美 ﾑﾗﾀﾆ　ﾋﾄﾐ 赤－77 女 10 小4 0：18：28


