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1 3009 加瀬 唯翔 ｶｾ ﾕｲﾄ ｉｍａ 千葉県 0:10:12
2 3010 加藤 悠凌 ｶﾄｳ ﾗｳﾙ ＯＡＣ 千葉県 0:10:13
3 3008 宮内 駿汰 ﾐﾔｳﾁ ｼｭﾝﾀ ｉｍａ 千葉県 0:10:13
4 3007 髙橋 佳汰 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ ｉｍａ 千葉県 0:10:16
5 3012 谷田部 來愛 ﾔﾀﾍﾞ ﾗｲｱ 小見川陸上クラブ 千葉県 0:10:18
6 3006 石毛 翔麻 ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾏ 千葉県 0:10:19
7 3004 平野 航大 ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾞｲ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:10:33
8 3003 石井 琉之介 ｲｼｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 茨城県 0:10:54
9 3023 麻野 輝 ｱｻﾉ ﾋｶﾙ 朝陽小学校５年 千葉県 0:10:56

10 3016 大島 大空 ｵｵｼﾏ ﾀｸ 市原ＡＣ 千葉県 0:11:12
11 3048 高澤 颯 ﾀｶｻﾜ ﾊﾔﾃ 千葉市立小倉小学校 千葉県 0:11:21
12 3020 加藤 星磨 ｶﾄｳ ｾｲﾏ 千葉県 0:11:28
13 3035 太田 光翼 ｵｵﾀ ｺｳｽｹ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 0:11:37
14 3062 向後 蓮 ｺｳｺﾞ ﾚﾝ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:11:42
15 3025 林 洸太 ﾊﾔｼ ｺｳﾀ ｉｍａ ｋｉｄｓ 千葉県 0:11:45
16 3014 中野 優星 ﾅｶﾉ ﾕｳｾｲ 市原ＡＣ 千葉県 0:11:46
17 3055 筒井 駿斗 ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ ｉｍａ 千葉県 0:11:47
18 3049 佐々木 陸跡 ｻｻｷ ﾘｸﾄ 市原ＡＣ 千葉県 0:11:48
19 3050 藤田 陸斗 ﾌｼﾞﾀ ﾘｸﾄ 大和田南小学校 千葉県 0:11:49
20 3018 水村 成 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾅﾙﾐ 埼玉県 0:11:52
21 3042 佐野 晄誠 ｻﾉ ｺｳｾｲ 旭ドリームス 千葉県 0:11:53
22 3053 鈴木 耀斗 ｽｽﾞｷ ｱｷﾄ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:11:54
23 3034 矢口 恆作 ﾔｸﾞﾁ ｺｳｻｸ 土気ＡＣ 千葉県 0:11:54
24 3019 山下 匠 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾐ ｉｍａ 千葉県 0:11:55
25 3024 谷口 恵斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲﾄ ｉｍａ 千葉県 0:11:55
26 3037 栃本 響 ﾄﾁﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 小見川陸上 千葉県 0:11:59
27 3060 加瀬 新 ｶｾ ｼﾝ ｉｍａ 千葉県 0:12:00
28 3032 諸持 一光 ﾓﾛﾓﾁ ｶｽﾞｷ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 0:12:00
29 3015 日沼 実瀬 ﾋﾇﾏ ﾐﾗｲ 市原ＡＣ長浦小学校 千葉県 0:12:02
30 3028 齊藤 漣凰 ｻｲﾄｳ ﾚｵﾝ 千葉県 0:12:10
31 3059 鏑木 大和 ｶﾌﾞﾗｷ ﾔﾏﾄ 千葉県 0:12:13
32 3022 齊藤 海斗 ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 千葉県 0:12:13
33 3031 林 爽太 ﾊﾔｼ ｿｳﾀ 千葉県 0:12:16
34 3061 矢口 周作 ﾔｸﾞﾁ ｼｭｳｻｸ 土気ＡＣ 千葉県 0:12:18
35 3112 浪川 千愛 ﾅﾐｶﾜ ﾕｷｱ 海上マリンキッズ 千葉県 0:12:21
36 3029 齊藤 煌大 ｻｲﾄｳ ﾗｲｱ 千葉県 0:12:22
37 3054 堀内 陽帆 ﾎﾘｳﾁ ﾖﾊﾝ 船橋市八栄小学校 千葉県 0:12:27
38 3116 長尾 蒼 ﾅｶﾞｵ ｿｳ 飯岡スポーツ少年団 千葉県 0:12:29
39 3064 根本 航成 ﾈﾓﾄ ｺｳｾｲ ｉｍａ 千葉県 0:12:30
40 3085 荒井 響 ｱﾗｲ ﾋﾋﾞｷ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:12:34
41 3153 菅澤 要仁 ｽｶﾞｻﾜ ｶﾅﾋﾄ 千葉県 0:12:37
42 3072 堀口 和暉 ﾎﾘｸﾞﾁ ｵｷ たいよう体操クラブ 千葉県 0:12:40
43 3030 関 翔梧 ｾｷ ｼｮｳｺﾞ ｉｍａ 千葉県 0:12:41
44 3142 堀内 海志 ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 千葉県 0:12:46
45 3088 大久保 旬 ｵｵｸﾎﾞ ｼｭﾝ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:12:47
46 3073 石井 颯良 ｲｼｲ ｿﾗ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:12:52
47 3052 猪俣 優太 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳﾀ 埼玉県 0:12:54
48 3069 伊藤 裕心 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾝ 銚子マリーナＲＣ 東京都 0:12:54
49 3033 平野 佑和 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾜ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:12:55
50 3056 萱畑 颯馬 ｶﾔﾊﾀ ｿｳﾏ 上志津小学校 千葉県 0:12:56
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51 3039 加瀬 颯佑 ｶｾ ｿｳｽｹ 千葉県 0:12:56
52 3066 平野 蒼士 ﾋﾗﾉ ｿｳｼ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:12:57
53 3040 寺嶋 珀久 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾊｸ 旭ドリームス 千葉県 0:12:57
54 3045 高木 陽登 ﾀｶｷﾞ ﾋﾅﾄ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 0:12:59
55 3068 美藤 天哉 ﾐﾄｳ ﾀｶﾔ 千葉県 0:12:59
56 3163 花香 匠実 ﾊﾅｶ ﾀｸﾐ ｉｍａ 千葉県 0:13:00
57 3102 土屋 優飛 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾋ 海上マリンキッズ 千葉県 0:13:00
58 3077 向後 煉 ｺｳｺﾞ ﾚﾝ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:13:01
59 3134 柴田 啓佑 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 千葉県 0:13:03
60 3166 菅谷 悠天 ｽｶﾞﾔ ﾕﾀｶ 千葉県 0:13:05
61 3041 丸山 大河 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 旭ドリームス 千葉県 0:13:05
62 3138 小澤 一晴 ｵｻﾞﾜ ｲｯｾｲ 千葉県 0:13:08
63 3044 高木 陽彩 ﾀｶｷﾞ ﾋｲﾛ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 0:13:13
64 3089 川口 莉生 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ ブレイブ安藤塾 千葉県 0:13:13
65 3201 椎名 涼介 ｼｲﾅ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 0:13:15
66 3080 髙知尾 奏介 ﾀｶﾁｵ 旭ドリームス 千葉県 0:13:15
67 3129 伊藤 滉人 ｲﾄｳ ｱｷﾄ たいよう体操クラブ 千葉県 0:13:15
68 3130 品村 元紀 ｼﾅﾑﾗ ﾓﾄﾉﾘ たいよう体操クラブ 千葉県 0:13:16
69 3070 伊藤 桜太 ｲﾄｳ ｵｳﾀ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:13:19
70 3057 伊藤 大輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:13:25
71 3145 鈴木 俊 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:13:26
72 3150 野田 流煌 ﾉﾀﾞ ﾙｷﾗ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:13:30
73 3065 西川 智宥 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 0:13:31
74 3120 吉永 萊王 ﾖｼﾅｶﾞ ﾚｵ 旭ドリームス 千葉県 0:13:34
75 3128 矢澤 翔 ﾔｻﾞﾜ ｶｹﾙ 千葉県 0:13:41
76 3063 美藤 隼哉 ﾐﾄｳ ｼｭﾝﾔ 千葉県 0:13:43
77 3075 林 琉生 ﾊﾔｼ ﾙｲ 千葉県 0:13:52
78 3140 辻井 祐稀 ﾂｼﾞｲ ﾕｳｷ 千葉県 0:13:55
79 3190 沼田 志権 ﾇﾏﾀ ｼｹﾝ 千葉県 0:13:55
80 3074 寺嶋 旺生 ﾃﾗｼﾞﾏ ｵｳ 旭ドリームス 千葉県 0:13:59
81 3123 片山 大輔 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 旭ドリームス 千葉県 0:14:00
82 3193 浅間 心桃 ｱｻﾏ ｺﾄ 千葉県 0:14:02
83 3071 向後 春佑 ｺｳｺﾞ ｼｭﾝｽｹ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 0:14:03
84 3086 佐々木 怜矢 ｻｻｷ ﾚｲﾔ 千葉県 0:14:05
85 3152 舘山 純弥 ﾀﾃﾔﾏ ｱﾂｷ 飯岡スポーツ少年団 千葉県 0:14:07
86 3191 岩渕 覇哉 ｲﾜﾌﾞﾁ ｾｲﾔ 千葉県 0:14:09
87 3067 細谷 貫介 ﾎｿﾔ ｶﾝｽｹ ＦＣライズ 千葉県 0:14:10
88 3144 野村 伊織 ﾉﾑﾗ ｲｵﾘ 安藤塾 千葉県 0:14:11
89 3081 柴田 洸琉 ｼﾊﾞﾀ ﾀｹﾙ 千葉県 0:14:13
90 3051 猪俣 優斗 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳﾄ 埼玉県 0:14:14
91 3143 嶋田 凌太 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 旭ジュニア 千葉県 0:14:14
92 3079 松﨑 颯太 ﾏﾂｻﾞｷ ｿｳﾀ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:14:15
93 3177 石毛 和幸 ｲｼｹﾞ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 0:14:21
94 3212 白石 翔 ｼﾗｲｼ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:14:22
95 3098 堀江 絆李 ﾎﾘｴ ﾊﾞﾝﾘ 千葉県 0:14:24
96 3078 石見 翼 ｲｼﾐ ﾂﾊﾞｻ たいよう体操クラブ 千葉県 0:14:24
97 3103 平野 伶歩 ﾋﾗﾉ ﾚｵ 海上マリンキッズ 千葉県 0:14:27
98 3160 出沼 侃 ﾃﾞﾇﾏ ﾂﾖｼ 飯岡スポーツ少年団 千葉県 0:14:29
99 3127 中西 椋哉 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾔ 旭ドリームス 千葉県 0:14:31

100 3108 関根 悠浬 ｾｷﾈ ﾕｳﾘ 海上マリンキッズ 千葉県 0:14:32
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101 3082 高澤 巧 ﾀｶｻﾜ ﾀｸ 千葉市立小倉小学校 千葉県 0:14:35
102 3087 林 立空 ﾊﾔｼ ﾘｯｸｳ ｉｍａ 千葉県 0:14:35
103 3107 土屋 心 ﾂﾁﾔ ｼﾝ 海上マリンキッズ 千葉県 0:14:35
104 3046 髙橋 裕人 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 千葉県 0:14:36
105 3109 本間 蒼空 ﾎﾝﾏ ｿﾗ 海上マリンキッズ 千葉県 0:14:36
106 3100 宮内 敦基 ﾐﾔｳﾁ ｱﾂｷ 千葉県 0:14:37
107 3185 飯島 陽登 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 千葉県 0:14:37
108 3139 森田 敬友 ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ 富里小学校 千葉県 0:14:40
109 3148 髙木 蒼介 ﾀｶｷﾞ ｿｳｽｹ 千葉県 0:14:41
110 3091 菅谷 夷利 ｽｶﾞﾔ ｲｵﾘ 千葉県 0:14:41
111 3147 田向 秋稀斗 ﾀﾑｶｲ ｱｷﾄ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:14:42
112 3183 嶋田 蒼大 ｼﾏﾀﾞ ｱｵﾄ 千葉県 0:14:46
113 3176 越川 蒼空 ｺｼｶﾜ ｿﾗ 千葉県 0:14:49
114 3113 高戸 翔生 ﾀｶﾄ ｶｹﾙ 海上マリンキッズ 千葉県 0:14:50
115 3187 宮内 大翔 ﾐﾔｳﾁ ﾊﾙﾄ 千葉県 0:14:50
116 3184 鈴木 教継 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾂｸﾞ 千葉県 0:14:51
117 3117 向後 海斗 ｺｳｺﾞ ｶｲﾄ 飯岡スポーツ少年団 千葉県 0:14:54
118 3188 間中 隼 ﾏﾅｶ ｼｭﾝ ＳＭＬ Ｒ．Ｃ． 埼玉県 0:14:58
119 3090 木山 遥希 ｷﾔﾏ ﾊﾙｷ 千葉県 0:15:00
120 3058 伊藤 蓮 ｲﾄｳ ﾚﾝ 千葉県 0:15:01
121 3172 越川 夢大 ｺｼｶﾜ ﾕﾒﾄ 千葉県 0:15:04
122 3180 渡邊 竜暉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 旭ドリームス 千葉県 0:15:09
123 3155 野口 詣介 ﾉｸﾞﾁ ｹｲｽｹ ｉｍａ ｋｉｄｓ 千葉県 0:15:09
124 3186 大桑 大知 ｵｵｸﾜ ﾀﾞｲﾁ 千葉県 0:15:10
125 3095 伊藤 嘉彦 ｲﾄｳ ﾖｼﾋｺ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:15:10
126 3115 浪川 陽翔 ﾅﾐｶﾜ ﾋｶﾙ 海上マリンキッズ 千葉県 0:15:13
127 3097 平野 夏輝 ﾋﾗﾉ ﾅﾂｷ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:15:14
128 3210 石橋 新太 ｲｼﾊﾞｼ ｱﾗﾀ 千葉県 0:15:16
129 3124 﨑山 浬 ｻｷﾔﾏ ｶｲﾘ 旭ドリームス 千葉県 0:15:18
130 3118 松戸 琥珀 ﾏﾂﾄﾞ ｺﾊｸ 千葉県 0:15:25
131 3214 五木田 駿 ｺﾞｷﾀ ｼｭﾝ 千葉県 0:15:25
132 3209 島田 楓牙 ｼﾏﾀﾞ ﾌｳｶﾞ ネイバーオート 千葉県 0:15:30
133 3099 日下 零翔 ｸｻｶ ﾚｲﾄ 千葉県 0:15:31
134 3101 﨑山 颯久 ｻｷﾔﾏ ｿﾜ 海上マリンキッズ 千葉県 0:15:34
135 3157 渡辺 崇弐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｽｹ 飯岡スポーツ少年団 千葉県 0:15:36
136 3122 佐藤 壮真 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 旭ドリームス 千葉県 0:15:45
137 3093 佐久間 悠人 ｻｸﾏ ﾊﾙﾄ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:15:52
138 3151 渡邉 宗一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉県 0:15:58
139 3189 八木沼 新 ﾔｷﾞﾇﾏ ｱﾗﾀ 東京都 0:16:07
140 3083 石毛 幹人 ｲｼｹﾞ ﾐｷﾄ 須田小学校 茨城県 0:16:10
141 3161 寺井 春人 ﾃﾗｲ ﾊﾙﾋﾄ 飯岡スポーツ少年団 千葉県 0:16:12
142 3169 熱田 彪寿 ｱﾂﾀ ﾋﾃﾞﾋｻ 飯岡スポーツ少年団 千葉県 0:16:12
143 3215 小関 優羽 ｺｾｷ ﾕｳｳ 0:16:12
144 3192 木村 凰汰 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 千葉県 0:16:16
145 3165 渡邉 晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙ 千葉県 0:16:17
146 3137 椎名 蒔志 ｼｲﾅ ﾏｷｼ 千葉県 0:16:20
147 3179 加瀨 悠賀 ｶｾ ﾕｳｶﾞ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:16:23
148 3168 土屋 絆司 ﾂﾁﾔ ﾊﾞﾝｼﾞ 飯岡スポーツ少年団 千葉県 0:16:26
149 3136 糸賀 光蔵 ｲﾄｶﾞ ｺｳｿﾞｳ 千葉県 0:16:28
150 3211 浪川 大 ﾅﾐｶﾜ ﾀﾞｲ 千葉県 0:16:32
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151 3096 向後 迅 ｺｳｺﾞ ｼﾞﾝ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:16:33
152 3084 西崎 遙人 ﾆｼｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 須田小学校 茨城県 0:16:38
153 3092 小島 礼 ｺｼﾞﾏ ﾚｲ 千葉県 0:16:41
154 3170 菅谷 優太 ｽｶﾞﾔ ﾕｳﾀ 飯岡スポーツ少年団 千葉県 0:16:49
155 3175 向後 良衣 ｺｳｺﾞ ﾗｲ 飯岡スポーツ少年団 千葉県 0:16:49
156 3182 小澤 優盛 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ タッチヤング旭 千葉県 0:16:50
157 3198 福沢 翔 ﾌｸｻﾞﾜ ｼｮｳ 千葉県 0:16:56
158 3207 佐久間 奏多 ｻｸﾏ ｶﾅﾀ 飯岡少年剣道団 千葉県 0:16:58
159 3110 三好 颯汰 ﾐﾖｼ ｿｳﾀ 海上マリンキッズ 千葉県 0:17:02
160 3178 山崎 凛空 ﾔﾏｻｷ ﾘｸ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:17:09
161 3173 出沼 孟 ﾃﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 飯岡スポーツ少年団 千葉県 0:17:10
162 3164 藤崎 雅仁 ﾌｼﾞｻｷ ﾏｻﾋﾄ 千葉県 0:17:16
163 3104 浅野 蒼志 ｱｻﾉ ｿｳｼ 海上マリンキッズ 千葉県 0:17:17
164 3213 五木田 玲 ｺﾞｷﾀ ﾚｲ 千葉県 0:17:22
165 3135 髙橋 優斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 千葉県 0:17:26
166 3114 三好 来輝 ﾐﾖｼ ﾗｲｷ 海上マリンキッズ 千葉県 0:17:31
167 3197 福沢 蓮 ﾌｸｻﾞﾜ ﾚﾝ 千葉県 0:17:36
168 3171 髙木 蒼太 ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ 千葉県 0:17:49
169 3200 若松 孝祐 ﾜｶﾏﾂ ｺｳｽｹ 千葉県 0:17:53
170 3133 嶋田 虎春 ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ 千葉県 0:18:13
171 3167 宮内 凰成 ﾐﾔｳﾁ ｵｳｾｲ 飯岡スポーツ少年団 千葉県 0:18:36
172 3121 渡辺 結士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 旭ドリームス 千葉県 0:18:44
173 3174 髙野 廉喜 ﾀｶﾉ ﾚﾝｷ 飯岡スポーツ少年団 千葉県 0:18:51
174 3146 萱畑 結輝 ｶﾔﾊﾀ ﾕｳｷ 上志津小学校 千葉県 0:19:43
175 3194 黒田 佑汰 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ 千葉県 0:20:10
176 3132 嶋田 蓮士 ｼﾏﾀﾞ ﾚﾝｼﾞ 千葉県 0:20:18
177 3131 山﨑 聖真 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ たいよう体操クラブ 千葉県 0:20:20
178 3205 たなか 来空 ﾀﾅｶ ﾗｸ 東京都 0:20:39
179 3206 佐々木 新 ｻｻｷ ｱﾗﾀ 東京都 0:21:01
180 3105 江波戸 健 ｴﾊﾞﾄ ﾀｹﾙ 海上マリンキッズ 千葉県 0:21:05
181 3203 田中 千惺 ﾀﾅｶ ﾁｾｲ 東京都 0:21:20
182 3204 田中 希宙 ﾀﾅｶ ｷｿﾗ 東京都 0:21:23
183 3196 川口 遥磨 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ 千葉県 0:24:23
184 3181 新行内 琉斗 ｼﾝｷﾞｮｳｳﾁ ﾘｮｳﾄ 千葉県 0:25:47
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