
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 武山　智哉 タケヤマ　トモヤ 赤ー96 男 10 小5 0：11：04

2 藤井　俊輔 フジイ　シュンスケ 赤ー80 男 12 小6 0：11：06

3 弘中　圭太 ヒロナカ　ケイタ 赤ー27 男 9 小4 0：11：13

3 中谷　学斗 ナカタニ　マナト 赤ー120 男 11 小6 0：11：13

5 深津　柚月 フカツ　ユヅキ 赤ー10 女 10 小5 0：11：15

6 佐野　友規 サノ　トモキ 赤ー73 男 11 小5 0：11：17

7 窪　瑞輝 クボ　ミズキ 赤ー84 男 11 小6 0：11：26

8 穐本　慶二郎 アキモト　ケイジロウ 赤ー118 男 12 小6 0：11：30

9 貝原　三士 カイバラ　サンジ 赤ー107 男 10 小5 0：11：36

10 明田　滉平 アケタ　コウヘイ 赤ー128 男 12 小6 0：11：38

11 山本　悠貴 ヤマモト　ユウキ 赤ー77 男 10 小5 0：11：40

12 水上　岳 ミズガミ　ガク 赤ー72 男 12 小6 0：11：46

13 内田　七聖 ウチダ　カズキヨ 赤ー140 男 12 小6 0：11：47

14 秋吉　将也 アキヨシ　マサヤ 赤ー103 男 11 小5 0：11：48

15 赤星　陽太 アカホシ　ヨウタ 赤ー106 男 12 小6 0：12：01

16 山田　純平 ヤマダ　ジュンペイ 赤ー16 男 10 小4 0：12：02

17 山本　樹來 ヤマモト　ジュライ 赤ー138 男 10 小5 0：12：04

18 桜　樹愛里 サクラ　ジュエリ 赤ー7 女 11 小5 0：12：05

19 中井　悠椰 ナカイ　ユウヤ 赤ー79 男 12 小6 0：12：06

20 前田　昂毅 マエダ　コウキ 赤ー108 男 11 小6 0：12：07

21 岡村　彩花 オカムラ　アヤカ 赤ー123 女 12 小6 0：12：10

22 庄野　琥月 ショウノ　コウガ 赤ー126 男 10 小5 0：12：13

23 川﨑　雄翔 カワサキ　ユウト 赤ー99 男 11 小5 0：12：15

24 浦沢　峻太郎 ウラサワ　シュンタロウ 赤ー109 男 12 小6 0：12：18

25 村田　大晟 ムラタ　タイセイ 赤ー114 男 10 小5 0：12：20

26 徳重　空 トクシゲ　ソラ 赤ー37 男 9 小4 0：12：24

27 弘中　翔太 ヒロナカ　ショウタ 赤ー97 男 11 小6 0：12：25

28 原田　栞那 ハラダ　カンナ 赤ー2 女 10 小4 0：12：30

29 有間　樹 アリマ　イツキ 赤ー113 男 10 小5 0：12：37

30 丸本　航大 マルモト　コウダイ 赤ー119 男 12 小6 0：12：38

31 中井　翔湧 ナカイ　トワ 赤ー18 男 9 小4 0：12：40

31 西尾　己太朗 ニシオ　コタロウ 赤ー132 男 11 小5 0：12：40

33 和田　青蒔 ワダ　セイジ 赤ー56 男 10 小4 0：12：43

34 縄田　莉未 ナワタ　リミ 赤ー1 女 11 小5 0：12：45

35 江波　弘介 エナミ　コウスケ 赤ー52 男 9 小4 0：12：47

36 村田　楓次朗 ムラタ　フウジロウ 赤ー137 男 11 小6 0：12：49

37 熊野　悠生 クマノ　ユウセイ 赤ー101 男 11 小5 0：12：52

38 山田　真平 ヤマダ　シンペイ 赤ー17 男 10 小4 0：12：53

39 山本　将陽 ヤマモト　ショウヨウ 赤ー90 男 11 小6 0：12：54

40 辻　彩花 ツジ　アヤカ 赤ー15 女 9 小4 0：12：58
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40 鶴岡　隼 ツルオカ　ジュン 赤ー85 男 12 小6 0：12：58

42 正司　遥愛 ショウジ　ハルア 赤ー11 女 10 小5 0：12：59

42 江本　緋美 エモト　ヒビ 赤ー110 男 11 小5 0：12：59

44 辻　唯花 ツジ　ユイカ 赤ー78 女 12 小6 0：13：03

45 木田　聖梨那 キダ　セリナ 赤ー71 女 12 小6 0：13：09

46 門田　海斗 カドタ　カイト 赤ー86 男 11 小6 0：13：12

47 黒澤　成斗 クロサワ　ナルト 赤ー49 男 9 小4 0：13：13

47 鳥潟　空雅 トリガタ　クウガ 赤ー94 男 12 小6 0：13：13

47 玉井　優雅 タマイ　ユウガ 赤ー102 男 12 小6 0：13：13

50 吉冨　彩羅 ヨシトミ　サララ 赤ー29 女 11 小5 0：13：14

50 小田村　奏吾 オダムラ　ソウゴ 赤ー127 男 10 小5 0：13：14

52 黒瀬　亮佑 クロセ　リョウスケ 赤ー133 男 10 小5 0：13：16

53 上田　純史 ウエダ　アツシ 赤ー32 男 9 小4 0：13：18

53 大島　響輝 オオシマ　ヒビキ 赤ー38 男 10 小4 0：13：18

55 住本　結花 スミモト　ユカ 赤ー8 女 10 小4 0：13：19

56 月本　岳志 ツキモト　タケシ 赤ー83 男 12 小6 0：13：21

56 田中　希々可 タナカ　ノノカ 赤ー64 女 11 小5 0：13：21

58 藤島　正道 フジシマ　セイジ 赤ー61 男 10 小4 0：13：22

58 大野　知己 オオノ　トモキ 赤ー131 男 12 小6 0：13：22

60 村上　淳平 ムラカミ　ジュンペイ 赤ー100 男 11 小5 0：13：24

61 川﨑　光稀 カワサキ　ミヅキ 赤ー28 女 10 小4 0：13：29

61 弘中　日菜 ヒロナカ　ヒナ 赤ー53 女 11 小5 0：13：29

61 白石　航太朗 シライシ　コウタロウ 赤ー98 男 12 小6 0：13：29

61 田口　哉斗 タグチ　カナト 赤ー111 男 10 小5 0：13：29

65 吉村　千咲 ヨシムラ　チサ 赤ー12 女 10 小5 0：13：32

66 草替　武蔵 クサカエ　ムサシ 赤ー117 男 11 小6 0：13：33

67 作本　結衣 サクモト　ユイ 赤ー46 女 10 小5 0：13：36

68 福元　総一郎 フクモト　ソウイチロウ 赤ー89 男 11 小6 0：13：37

69 増井　唯人 マスイ　ユイト 赤ー39 男 10 小4 0：13：44

70 前田　大毅 マエダ　ダイキ 赤ー35 男 9 小4 0：13：50

71 落合　剛大 オチアイ　タケト 赤ー139 男 12 小6 0：13：51

72 井上　京士狼 イノウエ　キョウシロウ 赤ー112 男 10 小5 0：13：55

73 川﨑　愛莉 カワサキ　アイリ 赤ー124 女 12 小6 0：13：57

74 藤田　祐志 フジタ　ユウシ 赤ー6 男 9 小4 0：13：58

75 山根　陽奈 ヤマネ　ヒナ 赤ー58 女 10 小4 0：14：05

76 鈴木　海吏 スズキ　カイリ 赤ー130 男 10 小5 0：14：06

77 内田　樹里亜 ウチダ　ジュリア 赤ー59 女 10 小5 0：14：07

78 入嶋　呼十郎 イリシマ　コジュウロウ 赤ー51 男 10 小4 0：14：08

78 田村　慎之介 タムラ　シンノスケ 赤ー121 男 12 小6 0：14：08

80 三牧　一護 ミマキ　イチゴ 赤ー50 男 9 小4 0：14：12
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81 岡本　優吾 オカモト　ユウゴ 赤ー45 男 10 小4 0：14：18

82 清水　優 シミズ　ユウ 赤ー44 女 11 小5 0：14：22

83 長浴　塁 ナガエキ　ルイ 赤ー40 男 10 小4 0：14：43

83 坪井　智輝 ツボイ　トモキ 赤ー88 男 12 小6 0：14：43

85 外尾　梨恵 ホカオ　リエ 赤ー57 女 9 小4 0：14：45

86 植村　心春 ウエムラ　コハル 赤ー23 女 9 小4 0：14：49

87 松村　葵和 マツムラ　キナ 赤ー14 女 10 小5 0：14：51

88 長谷川　麻菜 ハセガワ　マナ 赤ー13 女 11 小5 0：14：54

89 田中　萌果 タナカ　モエカ 赤ー22 女 11 小5 0：15：04

90 南　知里 ミナミ　チサト 赤ー54 女 11 小5 0：15：07

90 津川　悟 ツガワ　サトル 赤ー115 男 11 小5 0：15：07

92 山口　廣夏 ヤマグチ　ヒロカ 赤ー42 女 11 小5 0：15：09

93 藤本　美南 フジモト　ミナミ 赤ー48 女 10 小5 0：15：10

93 石田　聖羽 イシダ　ミウ 赤ー63 女 11 小5 0：15：10

95 脇本　大 ワキモト　マサル 赤ー116 男 10 小5 0：15：12

96 高山　望海 タカヤマ　ノゾミ 赤ー20 女 11 小5 0：15：20

97 藤井　航汰 フジイ　コウタ 赤ー82 男 11 小6 0：15：32

98 西村　叶蓮 ニシムラ　カレン 赤ー26 女 10 小4 0：15：45

99 中村　風斗 ナカムラ　フウト 赤ー87 男 12 小6 0：15：47

100 藤吉　茉央 フジヨシ　マナカ 赤ー75 女 12 小6 0：15：48

101 高宮　紗希 タカミヤ　サキ 赤ー24 女 10 小4 0：15：53

102 森前　陽翔 モリマエ　ハルト 赤ー3 男 10 小4 0：16：09

103 勝原　まどか カツハラ　マドカ 赤ー47 女 10 小5 0：16：12

104 坪井　誠大 ツボイ　マコト 赤ー34 男 9 小4 0：16：13

105 五十嵐　桃花 イガラシ　モモカ 赤ー41 女 10 小5 0：16：14

106 大木　萌百果 オオギ　モモカ 赤ー4 女 11 小5 0：16：25

107 高宮　翔太 タカミヤ　ショウタ 赤ー81 男 12 小6 0：16：32

108 斉藤　秀成 サイトウ　シュウセイ 赤ー33 男 9 小4 0：16：46

109 杉山　鈴夏 スギヤマ　リンカ 赤ー60 女 10 小4 0：17：04

109 武田　菜那 タケダ　ナナ 赤ー105 女 11 小6 0：17：04

111 武田　利菜 タケダ　リナ 赤ー104 女 11 小6 0：17：05

112 田中　凛太 タナカ　リンタ 赤ー9 男 9 小4 0：18：01

113 村上　このは ムラカミ　コノハ 赤ー5 女 10 小5 0：18：19

114 矢次　怜成 ヤツギ　レイセイ 赤ー129 男 11 小5 0：18：44

115 鳥潟　蘭 トリガタ　ラン 赤ー25 女 10 小5 0：19：34

116 今井　友香 イマイ　トモカ 赤ー62 女 9 小4 0：20：03


