
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

3km小学男子の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

3318 岩﨑　陽生  0:10:14函南ＲＣ1 ｲﾜｻｷ ﾖｳ 静岡県
3042 加瀬　智也  0:10:42旭市立中央小学校2 ｶｾ ﾄﾓﾔ 千葉県
3286 落石　悠太  0:10:49土気ＡＣ3 ｵﾁｲｼ ﾕｳﾀ 千葉県
3034 斉藤　匠寿  0:10:54たちばなＭＢＣ4 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ 千葉県
3253 高尾　啓太朗  0:10:55旭市立中央小学校５年5 ﾀｶｵ ｹｲﾀﾛｳ 千葉県
3339 北村　光  0:11:06横浜ＡＣ6 ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 神奈川県
3234 野口　颯汰  0:11:07ｉｍａ　ｋｉｄｓ7 ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ 千葉県
3239 松尾　翔太  0:11:12ｉｍａ　ｋｉｄｓ8 ﾏﾂｵ 千葉県
3329 桐生　辰吉  0:11:22土気ＡＣ9 ｷﾘｭｳ ﾀﾂﾖｼ 千葉県
3300 山﨑　銀二  0:11:24瑞穂小土気ＡＣ10 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾞﾝｼﾞ 千葉県
3230 佐々木　青空  0:11:28ｉｍａ　ｋｉｄｓ11 ｻｻｷ ｾｲｱ 千葉県
3162 諸持　光祐  0:11:4412 ﾓﾛﾓﾁ ｺｳｽｹ 千葉県
3236 小川　晃輝  0:11:52千葉ブレイブ安藤塾13 ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ 千葉県
3148 高橋　波哉斗  0:11:5714 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 千葉県
3098 平野　雄梧  0:11:58ｉｍａ　ｋｉｄｓ15 ﾋﾗﾉ ﾕｳｺﾞ 千葉県
3038 稲垣　宙  0:11:58たちばなＭＢＣ16 ｲﾅｶﾞｷ ｿﾗ 千葉県
3290 今　海心  0:12:0317 ｺﾝ ｶｲｼﾝ 茨城県
3090 伊東　文仁  0:12:10千葉ブレイヴ安藤塾18 ｲﾄｳ 千葉県
3089 高木　康誠  0:12:1319 ﾀｶｷﾞ ｺｳｾｲ 千葉県
3261 川島　文亮  0:12:1420 ｶﾜｼﾏ ﾌﾐｱｷ 千葉県
3093 古瀬　武人  0:12:1521 ﾌﾙｾ ﾀｹﾄ 千葉県
3054 石橋　楓  0:12:1722 ｲｼﾊﾞｼ ｶｴﾃﾞ 千葉県
3092 菱木　純聖  0:12:1823 ﾋｼｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 千葉県
3164 根本　莉有  0:12:20安藤塾24 ﾈﾓﾄ 千葉県
3005 石田　蒼大  0:12:25飯岡ＦＣ25 ｲｼﾀﾞ ｿｳﾀ 千葉県
3298 斎藤　博人  0:12:25土気アスリート26 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 千葉県
3012 鈴木　陽翔  0:12:26飯岡ＦＣ27 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 千葉県
3232 鈴木　俊介  0:12:27ｉｍａ　ｋｉｄｓ28 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 千葉県
3099 勝部　大地  0:12:2829 ｶﾂﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 千葉県
3066 林　柔斗  0:12:2830 ﾊﾔｼ ｼﾞｭｳﾄ 千葉県
3281 西廣　悠利  0:12:30小見川陸上クラブ31 ﾆｼﾋﾞﾛ ﾕｳﾘ 千葉県
3057 向後　賢進  0:12:3232 ｺｳｺﾞ ｹﾝｼﾝ 千葉県
3299 魚見　隆一郎  0:12:33土気ＡＣ33 ｳｵﾐ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 千葉県
3087 堀江　弾  0:12:3434 ﾎﾘｴ ﾀﾞﾝ 千葉県
3303 玉造　海聖  0:12:3635 ﾀﾏﾂｸﾘ ｶｲｾｲ 千葉県
3143 齊藤　祐斗  0:12:3736 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 千葉県
3256 殿岡　琥亮  0:12:40ＯＡＣ37 ﾄﾉｵｶ ｺｳｽｹ 千葉県
3222 守部　拓人  0:12:4038 ﾓﾘﾍﾞ ﾀｸﾄ 千葉県
3296 田中　稜雄  0:12:42須田小学校39 ﾀﾅｶ ﾘｵ 茨城県
3215 新留　康成  0:12:43たいよう体操クラブ40 ﾆｲﾄﾞﾒ ｺｳｾｲ 千葉県
3262 斉藤　陸  0:12:4641 ｻｲﾄｳ ﾘｸ 千葉県
3049 芝田　優獅  0:12:4942 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｼ 千葉県
3035 常世田　瞬  0:12:49たちばなＭＢＣ43 ﾄｺﾖﾀﾞ ｼｭﾝ 千葉県
3146 戸田　健太  0:12:5044 ﾄﾀﾞ ｹﾝﾀ 千葉県
3052 市川　雄太  0:12:5145 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀ 千葉県
3083 田村　宏陽  0:12:5246 ﾀﾑﾗ ｺｳﾖｳ 千葉県
3111 神成田　耀  0:12:53海上マリンキッズ47 ｶﾝﾅﾘﾀ 千葉県
3039 大後　龍斗  0:12:53たちばなＭＢＣ48 ｵｵｺﾞ ﾘｭｳﾄ 千葉県
3334 山野邊　優一  0:12:58深芝49 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 茨城県
3228 鈴木　大翔  0:12:5850 ｽｽﾞｷ ﾔﾏﾄ 千葉県
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3150 栗田　昂  0:12:5951 ｸﾘﾀ ｱｷﾗ 千葉県
3250 平良　澪士  0:12:5952 ﾀｲﾗ 千葉県
3003 高埜　竜祐  0:13:0053 ﾀｶﾉ ﾘｭｳｽｹ 千葉県
3061 飯田　翼  0:13:0254 ｲｲﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 千葉県
3125 向後　碧人  0:13:0355 ｺｳｺﾞ ｱｵﾄ 千葉県
3282 石塚　晃哉  0:13:0456 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳﾔ 千葉県
3132 八本　奏斗  0:13:0457 ﾔﾓﾄ ｶﾅﾄ 千葉県
3247 遠藤　達矢  0:13:05旭市立滝郷小学校58 ｴﾝﾄﾞｳ 千葉県
3301 山﨑　天馬  0:13:06瑞穂小土気ＡＣ59 ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾝﾏ 千葉県
3016 山口　翔永  0:13:06飯岡ＦＣ60 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｴｲ 千葉県
3011 伊東　永遠  0:13:07飯岡ＦＣ61 ｲﾄｳ ﾄﾜ 千葉県
3241 桐生　朋哉  0:13:0762 ｷﾘｭｳ ﾄﾓﾔ 千葉県
3163 石毛　悠麻  0:13:0763 ｲｼｹﾞ ﾕｳﾏ 千葉県
3149 戸諸　佑羽  0:13:0764 ﾄﾓﾛ ﾕｳ 千葉県
3227 吉野　瑛祐  0:13:0865 ﾖｼﾉ ｴｲｽｹ 千葉県
3204 品村　隼士  0:13:0966 ｼﾅﾑﾗ ﾊﾔﾄ 千葉県
3056 林　慶汰  0:13:0967 ﾊﾔｼ ｹｲﾀ 千葉県
3221 和田　一希  0:13:0968 ﾜﾀﾞ ｲﾂｷ 千葉県
3270 柴田　拓実  0:13:1169 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ 千葉県
3097 仲森　壮  0:13:1370 ﾅｶﾓﾘ ｿｳ 千葉県
3120 加藤　澄海  0:13:13海上マリンキッズ71 ｶﾄｳ ｱｵ 千葉県
3223 鵜澤　龍之介  0:13:1572 ｳｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 千葉県
3091 加瀬　銀二  0:13:1573 ｶｾ ｷﾞﾝｼﾞ 千葉県
3050 伊藤　広翔  0:13:2074 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 千葉県
3181 岩瀬　陽  0:13:21飯岡スポーツ少年団75 ｲﾜｾ 千葉県
3332 渡辺　月彦  0:13:21土気ＡＣ76 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｷﾋｺ 千葉県
3265 池田　空矢  0:13:2277 ｲｹﾀﾞ ｿﾗ 千葉県
3130 崎山　隼士  0:13:2478 ｻｷﾔﾏ ﾊﾔﾄ 千葉県
3251 鈴木　幸之介  0:13:2679 ｽｽﾞｷ ｺｳﾉｽｹ 千葉県
3106 鈴木　大輔  0:13:28海上マリンキッズ80 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県
3144 高橋　昊汰  0:13:3081 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 千葉県
3151 榊　永陽  0:13:3282 ｻｶｷ ﾄｳﾔ 千葉県
3242 土屋　昂輝  0:13:32ｉｍａ　ｋｉｄｓ83 ﾂﾁﾔ ｺｳｷ 千葉県
3046 宮内　翔平  0:13:3384 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳﾍｲ 千葉県
3058 清水　太輔  0:13:3385 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｽｹ 千葉県
3095 江波戸　遥稀  0:13:3386 ｴﾊﾞﾄ ﾊﾙｷ 千葉県
3010 伊関　暖心  0:13:33飯岡ＦＣ87 ｲｾｷ ﾋﾅﾀ 千葉県
3107 齊藤　大晃  0:13:35海上マリンキッズ88 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 千葉県
3096 江波戸　大地  0:13:3589 ｴﾊﾞﾄ ﾀﾞｲﾁ 千葉県
3145 高橋　佳汰  0:13:3790 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 千葉県
3137 吉田　創太  0:13:3891 ﾖｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 千葉県
3231 高木　星来  0:13:3892 ﾀｶｷﾞ ｾｲﾗ 千葉県
3197 渡邉　颯太  0:13:3893 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 千葉県
3203 佐野　柊斗  0:13:39ＦＣあさひ94 ｻﾉ ｼｭｳﾄ 千葉県
3069 向後　勇那  0:13:3995 ｺｳｺﾞ ｲｻﾅ 千葉県
3161 高橋　快成  0:13:4296 ﾀｶﾊｼ ｶｲｾｲ 千葉県
3157 上田　大貴  0:13:4397 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 千葉県
3292 尾勝　政宗  0:13:43睦岡小４年98 ｵｶﾂ ﾏｻﾑﾈ 千葉県
3277 宮下　尚丈  0:13:4499 ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾋﾛ 千葉県
3304 石原　悠吾  0:13:44100 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 千葉県
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3045 諸持　一光  0:13:45琴田小　安藤塾101 ﾓﾛﾓﾁ ｶｽﾞｷ 千葉県
3112 石毛　悠斗  0:13:45海上マリンキッズ102 ｲｼｹﾞ ﾕｳﾄ 千葉県
3219 大木　翼  0:13:47103 ｵｵｷ ﾂﾊﾞｻ 千葉県
3305 菊池　董稀  0:13:47104 ｷｸﾁ ﾖｼｷ 茨城県
3110 土屋　陸翔  0:13:47海上マリンキッズ105 ﾂﾁﾔ ﾘｸﾄ 千葉県
3152 臼井　涼太  0:13:48106 ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 千葉県
3127 水村　匠  0:13:48107 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾀｸﾐ 埼玉県
3015 渡辺　啓立  0:13:52飯岡ＦＣ108 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀﾂ 千葉県
3287 田﨑　颯柊  0:13:54八千代市大和田小学校109 ﾀｻｷ ﾊﾔﾄ 千葉県
3065 前田　凌大  0:13:54アイマキッズ110 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 千葉県
3285 三次　耕平  0:13:55太東小学校111 ﾐﾂｷﾞ ｺｳﾍｲ 千葉県
3155 加瀬　大翔  0:13:56千葉ブレイブ安藤塾112 ｶｾ ﾔﾏﾄ 千葉県
3211 井上　悠哉  0:13:56たいよう体操クラブ113 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾔ 千葉県
3182 鈴木　翼  0:13:57飯岡スポーツ少年団114 ｽｽﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 千葉県
3280 杉山　柊太  0:13:57115 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭｳﾀ 東京都
3153 山田　竜摩  0:13:58ＮＴＴ銚子営業支店116 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 千葉県
3314 佐藤　日向太  0:13:58上向台小学校117 ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 東京都
3043 菅生　遥希  0:13:59118 ｽｺﾞｳ ﾊﾙｷ 千葉県
3188 柴山　裕介  0:14:00飯岡スポーツ少年団119 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 千葉県
3196 元山　竜之介  0:14:00120 ﾓﾄﾔﾏ 千葉県
3202 石井　愛瑠明  0:14:04121 ｲｼｲ ｱﾙﾐﾝ 千葉県
3338 土屋　健光  0:14:05蓮沼小122 ﾂﾁﾔ ﾀﾂﾐ 千葉県
3214 平野　航大  0:14:07たいよう体操クラブ123 ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾞｲ 千葉県
3053 諸持　勇輝  0:14:07124 ﾓﾛﾓﾁ ﾕｳｷ 千葉県
3237 伊藤　清太郎  0:14:08125 ｲﾄｳ ｾｲﾀﾛｳ 千葉県
3006 石橋　拓真  0:14:08飯岡ＦＣ126 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾏ 千葉県
3275 鮒田　慈治  0:14:09立教小学校127 ﾌﾅﾀﾞ ｼｹﾞﾊﾙ 東京都
3129 姥山　拓輝  0:14:09128 ｳﾊﾞﾔﾏ ﾋﾛｷ 千葉県
3147 渡辺　康太郎  0:14:11129 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 千葉県
3062 高橋　孝介  0:14:11130 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 千葉県
3063 菅谷　泰斗  0:14:13131 ｽｶﾞﾔ ﾀｲﾄ 千葉県
3333 川口　晴輝  0:14:13深芝132 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 茨城県
3330 桐生　悠風  0:14:13土気ＡＣ133 ｷﾘｭｳ ﾊﾙｶｾﾞ 千葉県
3240 島田　拓真  0:14:15134 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 千葉県
3198 渡邉　俊輔  0:14:15135 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 千葉県
3269 向後　賢登  0:14:15136 ｺｳｺﾞ ｹﾝﾄ 千葉県
3288 宮崎　元汰  0:14:15新井小学校137 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾞﾝﾀ 千葉県
3311 寺井　大智  0:14:22実花小学校138 ﾃﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 千葉県
3295 菅谷　絢信  0:14:24139 ｽｶﾞﾔ ｹﾝｼﾝ 千葉県
3138 伊藤　誓良  0:14:27140 ｲﾄｳ ﾁｶﾗ 千葉県
3030 篠塚　悠  0:14:29たちばなＭＢＣ141 ｼﾉﾂﾞｶ ﾕｳ 千葉県
3109 島田　大雅  0:14:31海上マリンキッズ142 ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 千葉県
3047 石毛　風輝  0:14:33143 ｲｼｹﾞ ﾌｳｷ 千葉県
3252 平井　瑠希也  0:14:34144 ﾋﾗｲ 千葉県
3032 高安　優人  0:14:35たちばなＭＢＣ145 ﾀｶﾔｽ ﾕｳﾄ 千葉県
3199 神原　奏  0:14:35146 ｶﾝﾊﾞﾗ ｶﾅﾀ 千葉県
3077 宮城　孝誠  0:14:36147 ﾐﾔｷﾞ ｺｳｾｲ 千葉県
3319 加瀬　慶太  0:14:37148 ｶｾ ｹｲﾀ 千葉県
3126 工藤　翔  0:14:38149 ｸﾄﾞｳ ｶｹﾙ 千葉県
3064 前田　拓磨  0:14:38アイマキッズ150 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾏ 千葉県
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3076 渡邊　友紀  0:14:39151 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 千葉県
3257 渡邉　秀虎  0:14:39152 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄﾗ 千葉県
3273 飯田　晴斗  0:14:40153 ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾄ 千葉県
3272 伊東　潤人  0:14:41154 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 千葉県
3325 森安　一天  0:14:41155 ﾓﾘﾔｽ ｶｽﾞﾀｶ 千葉県
3059 浪川　士門  0:14:41156 ﾅﾐｶﾜ ｼﾓﾝ 千葉県
3307 山崎　遼平  0:14:42豊畑小学校157 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 千葉県
3060 伊澤　虎汰  0:14:44158 ｲｻﾞﾜ ｺｳﾀ 千葉県
3210 品村　斗偉  0:14:44159 ｼﾅﾑﾗ ﾄｲ 千葉県
3278 筒井　駿斗  0:14:44160 ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ 千葉県
3167 森川　元気  0:14:44161 ﾓﾘｶﾜ ｹﾞﾝｷ 千葉県
3124 伊藤　駿平  0:14:44162 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 千葉県
3013 渡辺　翔太  0:14:45飯岡ＦＣ163 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 千葉県
3094 古瀬　将馬  0:14:46164 ﾌﾙｾ ｼｮｳﾏ 千葉県
3116 遠藤　凌玖  0:14:48海上マリンキッズ165 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｸ 千葉県
3267 安元　幹太  0:14:48166 ﾔｽﾓﾄ ｶﾝﾀ 千葉県
3271 岡谷　祐希  0:14:49167 ｵｶﾔ ﾕｳｷ 千葉県
3209 加瀬　彪偉  0:14:53168 ｶｾ ﾋｭｳｲ 千葉県
3229 板寺　晃輝  0:14:53169 ｲﾀﾃﾞﾗ ｺｳｷ 千葉県
3246 飯田　承太郎  0:14:55170 ｲｲﾀﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 千葉県
3121 石毛　春毅  0:14:57海上マリンキッズ171 ｲｼｹﾞ ﾊﾙｷ 千葉県
3320 篠田　幹人  0:14:58土気ＡＣ172 ｼﾉﾀﾞ ﾐｷﾄ 千葉県
3014 川口　真怜  0:14:58飯岡ＦＣ173 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾚｲ 千葉県
3248 太田　颯  0:14:59174 ｵｵﾀ ﾊﾔﾃ 千葉県
3119 土屋　夢叶  0:14:59海上マリンキッズ175 ﾂﾁﾔ ﾕﾒﾄ 千葉県
3081 溝口　凌人  0:15:00176 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ 千葉県
3169 宮内　大羅  0:15:02飯岡スポーツ少年団177 ﾐﾔｳﾁ 千葉県
3108 塙　庵  0:15:04海上マリンキッズ178 ﾊﾅﾜ ｲｵﾘ 千葉県
3017 森川　海翔  0:15:05飯岡ＦＣ179 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾄ 千葉県
3019 鈴木　耀斗  0:15:11飯岡ＦＣ180 ｽｽﾞｷ ｱｷﾄ 千葉県
3165 金杉　涼太郎  0:15:11181 ｶﾅｽｷﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉県
3139 林　響己  0:15:15182 ﾊﾔｼ ﾋﾋﾞｷ 千葉県
3331 高野　慶介  0:15:16183 ﾀｶﾉ ｹｲｽｹ 千葉県
3085 黒田　騎士  0:15:17184 ｸﾛﾀﾞ ﾅｲﾄ 千葉県
3335 冨沢　大空翔  0:15:17深芝185 ﾄﾐｻﾜ ﾀｸﾄ 茨城県
3022 齋藤　士恩  0:15:20飯岡ＦＣ186 ｻｲﾄｳ ｼｵﾝ 千葉県
3289 川端　一徹  0:15:23187 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲｯﾃﾂ 茨城県
3020 伊藤　大輝  0:15:23飯岡ＦＣ188 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 千葉県
3316 長谷川　悠太  0:15:24村上小189 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 千葉県
3160 和田　康生  0:15:25190 ﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ 千葉県
3072 飯島　啓斗  0:15:27191 ｲｲｼﾞﾏ ｹｲﾄ 千葉県
3070 佐久間　大翔  0:15:33192 ｻｸﾏ ﾋﾛﾄ 千葉県
3008 大藤　海星  0:15:38飯岡ＦＣ193 ｵｵﾌｼﾞ ｶｲｾｲ 千葉県
3212 高根　風芽  0:15:39たいよう体操クラブ194 ﾀｶﾈ ﾌｳｶﾞ 千葉県
3159 鈴木　翔太  0:15:40195 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 千葉県
3055 林　奏汰  0:15:41196 ﾊﾔｼ ｶﾅﾀ 千葉県
3029 宇井　陸翔  0:15:42たちばなＭＢＣ197 ｳｲ ﾘｸﾄ 千葉県
3254 榎本　莉玖  0:15:43198 ｴﾉﾓﾄ ﾘｸ 千葉県
3009 加藤　凌河  0:15:44飯岡ＦＣ199 ｶﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 千葉県
3024 菅生　建志  0:15:45200 ｽｺﾞｳ ｹﾝｼ 千葉県
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3302 神達　希天  0:15:48柳川小学校201 ｶﾝﾀﾞﾂ ﾉｱ 茨城県
3026 方波見　笑翔  0:15:48202 ｶﾀﾊﾞﾐ ｴﾙﾄ 茨城県
3018 土路生　ひろ  0:15:49飯岡ＦＣ203 ﾄﾛﾌﾞ ﾋﾛ 千葉県
3007 伊藤　海大  0:15:53飯岡ＦＣ204 ｲﾄｳ ﾐﾋﾛ 千葉県
3114 多田　明永  0:15:56海上マリンキッズ205 ﾀﾀﾞ ﾊﾙﾄ 千葉県
3258 椎名　琢馬  0:15:57206 ｼｲﾅ 千葉県
3226 佐藤　鉄之丞  0:16:00207 ｻﾄｳ ﾃﾂﾉｽｹ 千葉県
3186 大槻　健斗  0:16:01飯岡スポーツ少年団208 ｵｵﾂｷ ｹﾝﾄ 千葉県
3037 越川　翔天  0:16:05たちばなＭＢＣ209 ｺｼｶﾜ ｼｮｳﾏ 千葉県
3235 村持　佑一  0:16:07210 ﾑﾗﾓﾁ ﾕｳｲﾁ 千葉県
3266 日野原　大輝  0:16:07211 ﾋﾉﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 東京都
3174 神原　光翔  0:16:12飯岡スポーツ少年団212 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾋﾛﾄ 千葉県
3131 崎山　隆  0:16:12213 ｻｷﾔﾏ ﾘｭｳ 千葉県
3297 藤田　優斗  0:16:17214 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 千葉県
3176 高野　愛喜  0:16:19飯岡スポーツ少年団215 ﾀｶﾉ ｱｲｷ 千葉県
3154 伊藤　健太郎  0:16:23216 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県
3023 向後　海音  0:16:26飯岡ＦＣ217 ｺｳｺﾞ ｶｲﾄ 千葉県
3243 印南　大地  0:16:27218 ｲﾝﾅﾐ ﾀﾞｲﾁ 千葉県
3067 土屋　拓斗  0:16:29千葉ブレイブ安藤塾219 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 千葉県
3002 佐藤　聖也  0:16:29220 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 千葉県
3327 椎名　善裕  0:16:30221 ｼｲﾅ ﾖｼﾋﾛ 千葉県
3220 滑川　琳久  0:16:37222 ﾅﾒｶﾞﾜ 千葉県
3136 林　洸太  0:16:38223 ﾊﾔｼ ｺｳﾀ 千葉県
3073 那須　健人  0:16:42224 ﾅｽ ｹﾝﾄ 千葉県
3194 石橋　将吾  0:16:46225 ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳｺﾞ 千葉県
3213 品村　倫太郎  0:16:48たいよう体操クラブ226 ｼﾅﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 千葉県
3309 石川　祐太  0:16:55共和少年剣道団227 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ 千葉県
3283 飯田　大智  0:16:56旭市立滝郷小学校228 ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 千葉県
3224 貝田　康介  0:16:58229 ｶｲﾀﾞ ｺｳｽｹ 千葉県
3180 永井　漣  0:16:59飯岡スポーツ少年団230 ﾅｶﾞｲ 千葉県
3172 宮内　明人  0:17:00飯岡スポーツ少年団231 ﾐﾔｳﾁ ｱｷﾄ 千葉県
3244 岩井　海人  0:17:03232 ｲﾜｲ ｶｲﾄ 千葉県
3084 鈴木　寛人  0:17:08233 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 千葉県
3255 大橋　洸太  0:17:11234 ｵｵﾊｼ ｺｳﾀ 千葉県
3205 矢ノ浦　竣也  0:17:14235 ﾔﾉｳﾗ ｼｭﾝﾔ 千葉県
3336 吉田　優希  0:17:17236 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 茨城県
3031 山崎　涼生  0:17:22たちばなＭＢＣ237 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳ 千葉県
3306 遠藤　渉夢  0:17:27共和少年剣道団238 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾕﾑ 千葉県
3249 宮内　剛  0:17:29ｉｍａ　ｋｉｄｓ239 ﾐﾔｳﾁ ﾂﾖｼ 千葉県
3168 齋藤　凌駕  0:17:29240 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 千葉県
3178 濤川　凌誠  0:17:31飯岡スポーツ少年団241 ﾅﾐｶﾜ 千葉県
3170 向後　希紘  0:17:31飯岡スポーツ少年団242 ｺｳｺﾞ ｷｽﾞﾅ 千葉県
3135 平塚　叶空  0:17:35243 ﾋﾗﾂｶ 千葉県
3048 小長谷　宝星  0:17:36244 ｺﾊｾ ｺｳｼｮｳ 千葉県
3321 中嶋　新大  0:17:48245 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾗﾀ 千葉県
3025 菅生　竜真  0:17:53246 ｽｺﾞｳ ﾘｭｳﾏ 千葉県
3142 山田　悠貴  0:18:10247 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ 千葉県
3173 石橋　幹太  0:18:11飯岡スポーツ少年団248 ｲｼﾊﾞｼ ｶﾝﾀ 千葉県
3310 加瀬　唯翔  0:18:12共和少年剣道団249 ｶｾ ﾕｲﾄ 千葉県
3308 本多　宏泰  0:18:13共和少年剣道団250 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ 千葉県
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3117 遠藤　蒼太  0:18:16海上マリンキッズ251 ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ 千葉県
3122 木内　雅人  0:18:20252 ｷｳﾁ ﾏｻﾄ 千葉県
3123 石田　歩睦  0:18:22253 ｲｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 千葉県
3179 横地　遥士  0:18:27飯岡スポーツ少年団254 ﾖｺﾁ ﾊﾙﾄ 千葉県
3068 向後　海里  0:18:28255 ｺｳｺﾞ ｶｲﾘ 千葉県
3201 渡辺　雄哉  0:18:32256 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉県
3238 加瀬　貴裕  0:18:34257 ｶｾ ﾀｶﾋﾛ 千葉県
3192 名雪　一真  0:18:41258 ﾅﾕｷ ｶｽﾞﾏ 千葉県
3337 山下　凌生  0:18:47259 ﾔﾏｼﾀ ﾘｵ 茨城県
3171 宮内　芯  0:18:49飯岡スポーツ少年団260 ﾐﾔｳﾁ ｼﾝ 千葉県
3293 ＰＲＩＶＲＡＴＳＫＹ　Ｍ  0:18:56横田ストライダーズ261 ﾌﾟﾛﾊﾞｰﾄｽｷｰ ﾒｲｿﾝｶ 東京都
3218 笹野　大智  0:19:08262 ｻｻﾉ ﾀﾞｲﾁ 千葉県
3001 石橋　音央  0:19:25263 ｲｼﾊﾞｼ 千葉県
3260 荒井　響  0:19:26264 ｱﾗｲ ﾋﾋﾞｷ 千葉県
3134 平塚　立空  0:19:28265 ﾋﾗﾂｶ ﾘｸ 千葉県
3340 石井　大和  0:19:47旭市立三川小266 ｲｼｲ ﾔﾏﾄ 千葉県
3187 平野　将久  0:19:49飯岡スポーツ少年団267 ﾋﾗﾉ ﾉﾌﾞﾋｻ 千葉県
3177 野口　新太  0:20:15飯岡スポーツ少年団268 ﾉｸﾞﾁ 千葉県
3040 芳野　煌聖  0:20:29269 ﾖｼﾉ 千葉県
3118 名内　晴人  0:21:04海上マリンキッズ270 ﾅｳﾁ 千葉県
3294 ＰＲＩＶＲＡＴＳＫＹ　Ｊ  0:23:35横田ストライダーズ271 ﾌﾟﾛﾊﾞｰﾄｽｷｰ ｼﾞｪｲﾃﾞ 東京都
3326 横島　秀紀  0:30:06272 ﾖｺｼﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉県
3322 道祖尾　駿虎  0:30:07273 ｻｲﾉｵ ｼｭﾝﾄ 千葉県
3328 谷脇　大樹  0:30:13274 ﾀﾆﾜｷ ﾀｲｷ 千葉県
3324 岩瀬　蒼  0:30:18275 ｲﾜｾ ｱｵ 千葉県
3158 加瀬　飛空  1:34:02276 ｶｾ ﾋﾙｽﾞ 千葉県

Print : 2016/02/11 18:48:00 6 / 10 ページ Official Timer & Result By RECS



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

3km小学女子の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

3634 安藤　悠乃  0:11:15小見川陸上クラブ1 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾉ 茨城県
3682 長谷川　未来  0:11:32深芝2 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 茨城県
3640 児玉　沙耶  0:11:33アイマキッズ3 ｺﾀﾞﾏ ｻﾔ 千葉県
3649 菅原　凜香  0:11:38越智小4 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾝｶ 千葉県
3666 大川　心愛  0:11:45土気ＡＣ5 ｵｵｶﾜ ｺｺｱ 千葉県
3642 所　春菜  0:11:456 ﾄｺﾛ ﾊﾙﾅ 千葉県
3688 中尾　千夏  0:11:51南第４小学校7 ﾅｶｵ ﾁｶ 東京都
3650 石井　姫夏  0:11:51ＯＡＣ8 ｲｼｲ ﾋﾅ 千葉県
3652 佐藤　美樹  0:11:51土気ＡＣ9 ｻﾄｳ ﾐｷ 千葉県
3606 伊藤　遥菜  0:12:02ｉｍａ　ｋｉｄｓ10 ｲﾄｳ ﾊﾙﾅ 千葉県
3687 小神野　晴菜  0:12:11息栖小学校11 ｵｶﾉ ﾊﾙﾅ 茨城県
3611 高安　侑奈  0:12:14小見川陸上12 ﾀｶﾔｽ ﾕﾅ 千葉県
3609 椎名　恵  0:12:2313 ｼｲﾅ ﾒｸﾞﾐ 千葉県
3505 八幡　光姫  0:12:27たちばなＭＢＣ14 ﾔﾜﾀ ﾐﾂｷ 千葉県
3665 梅田　和佳  0:12:2915 ｳﾒﾀﾞ ﾜｶ 千葉県
3508 山縣　由衣  0:12:39たちばなＭＢＣ16 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｲ 千葉県
3683 狩浦　菜々実  0:12:40深芝17 ｶﾘｳﾗ ﾅﾅﾐ 茨城県
3605 菅谷　瑠華  0:12:41ｉｍａ　ｋｉｄｓ18 ｽｶﾞﾔ ﾙｶ 千葉県
3603 平野　ひまり  0:12:42ｉｍａ　ｋｉｄｓ19 ﾋﾗﾉ ﾋﾏﾘ 千葉県
3615 田中　莉奈  0:12:4220 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 千葉県
3667 岩﨑　詩季  0:12:44函南ＲＣ21 ｲﾜｻｷ ｼｷ 静岡県
3643 所　愛菜  0:12:4722 ﾄｺﾛ ｱｲﾅ 千葉県
3527 齋藤　優愛  0:12:47ｉｍａ　ｋｉｄｓ23 ｻｲﾄｳ ﾕﾏ 千葉県
3686 渉里　萌衣  0:12:48ｉｍａ　ｋｉｄｓ24 ﾜﾀﾘ ﾒｲ 千葉県
3518 石井　杏樹  0:12:48ｉｍａ　ｋｉｄｓ25 ｲｼｲ ｱﾝｼﾞｭ 千葉県
3526 伊藤　穂乃花  0:12:5226 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 千葉県
3622 池田　ゆう  0:12:5527 ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 千葉県
3664 西山　小梅  0:13:00土気ＡＣ28 ﾆｼﾔﾏ ｺｳﾒ 千葉県
3627 神尾　歩美  0:13:18小見川陸上クラブ29 ｶﾝｵ ｱﾕﾐ 茨城県
3637 杉山　若葉  0:13:2030 ｽｷﾞﾔﾏ ﾜｶﾊﾞ 東京都
3663 西山　心町  0:13:26土気ＡＣ31 ﾆｼﾔﾏ ｺﾏﾁ 千葉県
3523 齊藤　陽彩  0:13:3032 ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 千葉県
3513 高木　あい  0:13:32たちばなＭＢＣ33 ﾀｶｷﾞ ｱｲ 千葉県
3586 松井　咲樹  0:13:34たいよう体操クラブ34 ﾏﾂｲ ｻｷ 千葉県
3510 横田　季歩  0:13:40たちばなＭＢＣ35 ﾖｺﾀ ｷﾎ 千葉県
3515 明石　あん朱  0:13:41たちばなＭＢＣ36 ｱｶｼ ｱﾝｼﾞｭ 千葉県
3555 伊藤　くるみ  0:13:4337 ｲﾄｳ ｸﾙﾐ 千葉県
3599 佐藤　桜花  0:13:4838 ｻﾄｳ ﾊﾅ 千葉県
3596 高品　玲奈  0:13:4839 ﾀｶｼﾅ ﾚﾅ 千葉県
3512 柳堀　美琴  0:13:49たちばなＭＢＣ40 ﾔﾅｷﾞﾎﾘ ﾐｺﾄ 千葉県
3594 稲村　心愛  0:13:5241 ｲﾅﾑﾗ ｺｺﾐ 千葉県
3668 岩﨑　陽奈  0:13:52函南ＲＣ42 ｲﾜｻｷ ﾋﾅ 静岡県
3507 岩井　さくら  0:13:53たちばなＭＢＣ43 ｲﾜｲ ｻｸﾗ 千葉県
3641 田﨑　萌楓  0:13:55八千代市大和田小学校44 ﾀｻｷ ﾓｶ 千葉県
3511 野口　葉乃  0:14:03たちばなＭＢＣ45 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾉ 千葉県
3566 永井　七海  0:14:0546 ﾅｶﾞｲ 千葉県
3658 加瀬　未唯  0:14:06共和少年剣道団47 ｶｾ ﾐﾕ 千葉県
3539 高木　こころ  0:14:07海上マリンキッズ48 ﾀｶｷﾞ ｺｺﾛ 千葉県
3557 飯田　莉奈  0:14:0749 ｲｲﾀﾞ ﾘﾅ 千葉県
3602 吉田　智美  0:14:0850 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ 千葉県
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3648 森本　帆香  0:14:08桜町小学校51 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 東京都
3544 高森　理央  0:14:0852 ﾀｶﾓﾘ ﾘｵ 千葉県
3616 青柳　晴香  0:14:12ブレイブ安藤塾53 ｱｵﾔｷﾞ ﾊﾙｶ 千葉県
3584 品村　緋美  0:14:14たいよう体操クラブ54 ｼﾅﾑﾗ ﾋﾌﾐ 千葉県
3587 伊藤　菫  0:14:14たいよう体操クラブ55 ｲﾄｳ ｽﾐﾚ 千葉県
3654 加古　愛莉  0:14:16成田陸上クラブ56 ｶｺ ｱｲﾘ 千葉県
3681 内田　真緒  0:14:1857 ｳﾁﾀﾞ ﾏｵ 茨城県
3671 神戸　美咲  0:14:19相馬市立中村二小58 ｶﾝﾍﾞ ﾐｻｷ 福島県
3550 浪川　桜愛  0:14:2159 ﾅﾐｶﾜ ｻｸﾗ 千葉県
3571 伊藤　千景  0:14:2360 ｲﾄｳ ﾁｶｹﾞ 千葉県
3522 石橋　さくら  0:14:2761 ｲｼﾊﾞｼ ｻｸﾗ 千葉県
3568 鏑木　星耀  0:14:2762 ｶﾌﾞﾗｷ ｾﾘ 千葉県
3543 白石　和歌乃  0:14:2863 ｼﾗｲｼ ﾜｶﾉ 東京都
3617 青柳　沙弥花  0:14:30ブレイブ安藤塾64 ｱｵﾔｷﾞ ｻﾔｶ 千葉県
3519 柴田　彩名  0:14:3965 ｼﾊﾞﾀ ｱﾔﾅ 千葉県
3657 本多　裕希  0:14:45共和少年剣道団66 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 千葉県
3514 渡辺　花緒里  0:14:46たちばなＭＢＣ67 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ 千葉県
3577 須合　結希  0:14:48たいよう体操クラブ68 ｽｺﾞｳ ﾕｷ 千葉県
3536 平山　七波  0:14:4869 ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾉﾊ 千葉県
3549 向後　美優  0:14:49ｉｍａ　ｋｉｄｓ70 ｺｳｺﾞ ﾐﾕｳ 千葉県
3509 多田　明日香  0:14:50たちばなＭＢＣ71 ﾀﾀﾞ ｱｽｶ 千葉県
3551 新行内　心花  0:14:5172 ｼﾝｷﾞｮｳﾁ ｺｺﾊ 千葉県
3585 石見　多花彩  0:14:53たいよう体操クラブ73 ｲｼﾐ ﾀﾊﾞｻ 千葉県
3624 長谷川　鈴音  0:14:5574 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾝ 茨城県
3631 藤田　桜子  0:14:5675 ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗｺ 千葉県
3644 尾勝　陽美  0:15:00睦岡小６年76 ｵｶﾂ ﾋﾅﾐ 千葉県
3532 宮内　涼奈  0:15:03旭ドリームス77 ﾐﾔｳﾁ ﾘｮｳﾅ 千葉県
3562 小林　美優  0:15:0478 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 千葉県
3547 齊藤　美紗希  0:15:0679 ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ 千葉県
3589 井上　湖春  0:15:06たいよう体操クラブ80 ｲﾉｳｴ ｺﾊﾙ 千葉県
3645 小平　梓  0:15:10マロニーズ81 ｺﾀﾞｲﾗ ｱｽﾞｻ 千葉県
3506 菅澤　芽衣  0:15:12たちばなＭＢＣ82 ｽｶﾞｻﾜ ﾒｲ 千葉県
3524 鈴木　結愛  0:15:1383 ｽｽﾞｷ ﾕｱ 千葉県
3504 越川　晴菜  0:15:15たちばなＭＢＣ84 ｺｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 千葉県
3635 篠塚　遥  0:15:16小見川西小学校85 ｼﾉﾂｶ ﾊﾙｶ 千葉県
3580 品村　直子  0:15:17たいよう体操クラブ86 ｼﾅﾑﾗ ﾅｵｺ 千葉県
3582 渡邉　咲希  0:15:18たいよう体操クラブ87 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 千葉県
3529 小沼　美結  0:15:2388 ｺﾇﾏ ﾐﾕ 千葉県
3542 伊藤　優璃  0:15:2389 ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 千葉県
3625 安元　千夏  0:15:2490 ﾔｽﾓﾄ ﾁﾅﾂ 千葉県
3581 加瀬　真愛  0:15:25たいよう体操クラブ91 ｶｾ ﾏﾘｱ 千葉県
3614 多田　雪生  0:15:3092 ﾀﾀﾞ ﾕｳ 千葉県
3564 石毛　羽南  0:15:31飯岡スポーツ少年団93 ｲｼｹﾞ ﾊﾅ 千葉県
3591 齊藤　ゆき  0:15:34たいよう体操クラブ94 ｻｲﾄｳ ﾕｷ 千葉県
3680 堀内　一花  0:15:35小見川クラブ95 ﾎﾘｳﾁ ｲﾁｶ 茨城県
3598 内山　亜美  0:15:3696 ｳﾁﾔﾏ ｱﾐ 千葉県
3548 手島　里緒  0:15:3797 ﾃｼﾞﾏ ﾘｵ 千葉県
3619 河合　莉愛  0:15:3998 ｶﾜｲ ﾘﾉｱ 千葉県
3647 内山　京香  0:15:42土気ＡＣ99 ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｶ 千葉県
3560 諸持　陽風  0:15:44100 ﾓﾛﾓﾁ ﾊﾙｶ 千葉県
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3630 小川　かりん  0:15:48旭市立矢指小学校３年101 ｵｶﾞﾜ ｶﾘﾝ 千葉県
3535 佐藤　未羽  0:15:49102 ｻﾄｳ ﾐｳ 千葉県
3533 加瀬　生羽  0:15:50103 ｶｾ ｷﾜ 千葉県
3612 永本　実和  0:15:52104 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾐｵ 千葉県
3531 椎名　夏美  0:15:54105 ｼｲﾅ ﾅﾂﾐ 千葉県
3660 樋口　愛美  0:15:55106 ﾋｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 茨城県
3534 佐藤　萌衣  0:15:55107 ｻﾄｳ ﾒｲ 千葉県
3613 多田　菜生  0:15:56108 ﾀﾀﾞ ﾅｵ 千葉県
3597 塚本　望桜  0:15:57109 ﾂｶﾓﾄ ﾐｵ 千葉県
3559 嶋倉　陽菜  0:15:58110 ｼﾏｸﾗ ﾋﾅ 千葉県
3621 藤田　阿生  0:15:59111 ﾌｼﾞﾀ ｱｷ 千葉県
3573 實川　美夢  0:16:01112 ｼﾞﾂｶﾜ ﾐﾕ 千葉県
3669 小松　初菜  0:16:10豊岡小学校113 ｺﾏﾂ ﾊﾅ 千葉県
3583 伊藤　和馨子  0:16:12たいよう体操クラブ114 ｲﾄｳ ﾜｶｺ 千葉県
3628 松尾　にいな  0:16:14115 ﾏﾂｵ ﾆｲﾅ 神奈川県
3528 深田　妃色  0:16:14干潟小学校116 ﾌｶﾀﾞ ﾋｲﾛ 千葉県
3629 林　紅花  0:16:15117 ﾊﾔｼ ｸﾚﾊ 千葉県
3670 高橋　妃南  0:16:16ＦＡＫＥ118 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 千葉県
3538 遠藤　侑那  0:16:20海上マリンキッズ119 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾅ 千葉県
3590 品村　莉杏  0:16:24120 ｼﾅﾑﾗ ﾘｱ 千葉県
3525 諸持　来望  0:16:25121 ﾓﾛﾓﾁ ｴﾂｺ 千葉県
3556 安藤　美海  0:16:25122 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 千葉県
3554 山田　姫蘭  0:16:26ＮＴＴ銚子営業支店123 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾗﾗ 千葉県
3633 嶋田　亜衣子  0:16:28124 ｼﾏﾀﾞ ｱｲｺ 千葉県
3502 伊東　陽菜  0:16:28飯岡ＦＣ125 ｲﾄｳ ﾋﾅ 千葉県
3553 横谷　美佑  0:16:29126 ﾖｺﾔ ﾐﾕ 千葉県
3604 浪川　日向子  0:16:33127 ﾅﾐｶﾜ ﾋﾅｺ 千葉県
3541 松野　夢羽  0:16:34128 ﾏﾂﾉ ﾕﾒﾊ 千葉県
3561 森川　このみ  0:16:36129 ﾓﾘｶﾜ ｺﾉﾐ 千葉県
3545 吉野　友萌  0:16:36130 ﾖｼﾉ ﾕﾒ 千葉県
3646 内山　琉伽  0:16:44土気ＡＣ131 ｳﾁﾔﾏ ﾙｶ 千葉県
3601 江戸　瑞葵  0:16:46132 ｴﾄﾞ ﾐｽﾞｷ 千葉県
3676 飯田　みりい  0:16:47133 ｲｲﾀﾞ ﾐﾘｲ 千葉県
3501 小山田　朱里  0:16:49134 ｵﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾘ 千葉県
3638 飯田　蒼生  0:16:55旭市立滝郷小学校135 ｲｲﾀﾞ ｱｵｲ 千葉県
3574 佐久間　梓  0:16:56136 ｻｸﾏ ｱｽﾞｻ 千葉県
3661 塩入　直生  0:17:12137 ｼｵｲﾘ ﾅｵ 千葉県
3600 江戸　瑶葵  0:17:19138 ｴﾄﾞ ﾀﾏｷ 千葉県
3588 渡邉　美希  0:17:22たいよう体操クラブ139 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 千葉県
3570 熱田　真奈  0:17:34140 ｱﾂﾀ ﾏﾅ 千葉県
3623 清水　向陽花  0:17:35141 ｼﾐｽﾞ ﾋﾏﾜﾘ 千葉県
3576 穴澤　澪  0:17:38142 ｱﾅｻﾞﾜ ﾐｵ 千葉県
3592 林　優那  0:17:38たいよう体操クラブ143 ﾊﾔｼ ﾕｳﾅ 千葉県
3558 和田　瑞希  0:17:40144 ﾜﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 千葉県
3632 嶋田　七菜子  0:17:40145 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾅｺ 千葉県
3684 石井　奏音  0:17:43旭市立三川小146 ｲｼｲ ｶﾅ 千葉県
3520 伊藤　莉菜  0:17:51147 ｲﾄｳ 千葉県
3672 森田　羽乃花  0:18:02148 ﾓﾘﾀ ｳﾉｶ 千葉県
3678 西村　日和子  0:18:02149 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅｺ 千葉県
3516 斉藤　羽寿  0:18:07たちばなＭＢＣ150 ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞ 千葉県
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3517 柳堀　蒼空  0:18:07たちばなＭＢＣ151 ﾔﾅｷﾞﾎﾘ ｿﾗ 千葉県
3636 小林　奈穂  0:18:31152 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾎ 千葉県
3540 木内　香里  0:18:35153 ｷｳﾁ ｶｵﾘ 千葉県
3565 竹内　心海  0:18:41154 ﾀｹｳﾁ ｺｳﾐ 千葉県
3595 吉岡　こころ  0:18:43155 ﾖｼｵｶ ｺｺﾛ 千葉県
3569 坪井　愛莉  0:18:46156 ﾂﾎﾞｲ ｱｲﾘ 千葉県
3674 森田　比女花  0:18:47157 ﾓﾘﾀ ﾋﾒｶ 千葉県
3610 加瀬　由衣  0:18:51158 ｶｾ ﾕｲ 千葉県
3677 西本　葵  0:18:57159 ﾆｼﾓﾄ ｱｵｲ 千葉県
3673 小林　怜奈  0:19:08160 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾅ 千葉県
3575 穴澤　月  0:19:23161 ｱﾅｻﾞﾜ ﾙﾅ 千葉県
3593 加瀬　心優  0:19:23たいよう体操クラブ162 ｶｾ ﾐﾕｳ 千葉県
3675 黒田　奈那  0:19:45163 ｸﾛﾀﾞ ﾅﾅ 千葉県
3578 加瀬　心愛  0:19:47たいよう体操クラブ164 ｶｾ ｺｺｱ 千葉県
3530 田村　こころ  0:19:50165 ﾀﾑﾗ ｺｺﾛ 千葉県
3579 及川　榛花  0:19:53たいよう体操クラブ166 ｵｲｶﾜ ﾊﾙｶ 千葉県
3537 高野　叶多  0:19:56167 ﾀｶﾉ ｶﾅﾀ 千葉県
3618 向後　紗那  0:20:08168 ｺｳｺﾞ ｽｽﾞﾅ 千葉県
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