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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属ｸﾗﾌﾞ 県 名 記 録

1 5007 田中 愛睦 ﾀﾅｶ ｱｲﾑ 千葉県 0:15:27
2 5005 平山 櫂吏 ﾋﾗﾔﾏ ｶｲﾘ 八日市場二中 千葉県 0:16:11
3 5009 津端 直人 ﾂﾊﾞﾀ ﾅｵﾄ 千葉県 0:16:22
4 5004 中野 大翔 ﾅｶﾉ ﾔﾏﾄ 東金中学校 千葉県 0:16:41
5 5012 佐々木 青空 ｻｻｷ ｾｲｱ 旭二中 千葉県 0:16:58
6 5015 手塚 尚 ﾃﾂﾞｶ ﾅｵ 佐倉東中学校 千葉県 0:17:11
7 5006 井上 裕宣 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾉﾌﾞ 誉田中 千葉県 0:17:21
8 5027 加藤 彬芙 ｶﾄｳ ｱﾙﾌ 東庄中学校 千葉県 0:17:24
9 5011 重城 尚大 ｼﾞｭｳｼﾞｮｳ ﾅｵﾄ 大椎中 千葉県 0:17:26

10 5014 多田 有佑 ﾀﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東庄中学校 千葉県 0:17:33
11 5021 小田原 瑠伊 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾙｲ 旭市立海上中学校 千葉県 0:17:39
12 5028 麻野 匠 ｱｻﾉ ﾀｸﾐ 八街市立八街北中１年 千葉県 0:17:40
13 5017 清水 陽永 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅｶﾞ 東庄中 千葉県 0:17:52
14 5022 木内 空 ｷｳﾁ ｿﾗ 小見川中学校 千葉県 0:17:52
15 5002 平野 豪琉 ﾋﾗﾉ ﾀｹﾙ 旭二中 陸上部 千葉県 0:17:59
16 5024 加瀬 慶太 ｶｾ ｹｲﾀ 旭市立第二中学校 千葉県 0:18:15
17 5013 水村 匠 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾀｸﾐ 埼玉県 0:18:28
18 5039 鈴木 響 ｽｽﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 飯岡中学校陸上部 千葉県 0:18:51
19 5026 水野 頼我 ﾐｽﾞﾉ ﾗｲｶﾞ 海上中学校 千葉県 0:19:03
20 5057 長谷川 直樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 旭市立第二中学校 千葉県 0:19:15
21 5031 山口 拓真 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 千葉県 0:19:19
22 5060 佐藤 聖也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 旭二中 千葉県 0:19:23
23 5019 飯田 陽翔 ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾄ 千葉県 0:19:40
24 5020 伊藤 隼大 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ ｂｏｔｃｈｉ凸 千葉県 0:19:51
25 5033 淺野 開都 ｱｻﾉ ｶｲﾄ 海上中 千葉県 0:20:10
26 5038 仲濱 観汰 ﾅｶﾊﾏ ｶﾝﾀ 飯岡中学校陸上部 千葉県 0:20:15
27 5041 椎名 碧空 ｼｲﾅ ｿﾗ 飯岡中学校陸上部 千葉県 0:20:16
28 5023 加瀬 大翔 ｶｾ ﾔﾏﾄ 旭市立第二中学校 千葉県 0:20:30
29 5018 諸持 勇輝 ﾓﾛﾓﾁ ﾕｳｷ 旭二中 千葉県 0:20:41
30 5037 岩澤 優汰 ｲﾜｻﾜ ﾕｳﾀ 千葉県 0:21:08
31 5058 石橋 汰洋 ｲｼﾊﾞｼ ヒカタチュウガッコウ 千葉県 0:21:24
32 5062 栗栖 悠仁 ｸﾘｽ ﾕｳﾄ 干潟中学校 千葉県 0:21:28
33 5036 前田 拓磨 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾏ 干潟中学校 千葉県 0:22:05
34 5046 岡野 悠翔 ｵｶﾉ ﾊﾙﾄ 干潟中 千葉県 0:22:09
35 5035 小山 凛太朗 ｺﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 千葉県 0:22:11
36 5044 殿岡 琥亮 ﾄﾉｵｶ ｺｳｽｹ 千葉県 0:22:28
37 5063 塚本 健太 ﾂｶﾓﾄ ｹﾝﾀ 千葉県 0:22:34
38 5010 冨川 昌幸 ﾄﾐｶﾜ ﾏｻﾕｷ 東京都 0:23:01
39 5032 大村 知宏 ｵｵﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 干潟中学校 千葉県 0:23:03
40 5045 千田 隼平 ﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 千葉県 0:23:11
41 5047 伊藤 有輝 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 飯岡中学校陸上部 千葉県 0:23:21
42 5034 鈴木 悠斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 千葉県 0:23:24
43 5061 小倉 勇真 ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾏ 千葉県 0:23:24
44 5064 石井 大和 ｲｼｲ ﾔﾏﾄ 飯岡中学校陸上部 千葉県 0:23:31
45 5030 菅谷 一稀 ｽｶﾞﾔ ｲﾂｷ 旭市立干潟中学校 千葉県 0:23:41
46 5001 古橋 結聖 ﾌﾙﾊｼ ﾕｳｾｲ 干潟中学校 千葉県 0:23:45
47 5048 三浦 託未 ﾐｳﾗ ﾀｸﾐ 千葉県 0:25:45
48 5049 岡本 翔馬 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳﾏ 青森西中学校 青森県 0:26:03
49 5051 大河原 佳介 ｵｵｶﾜﾗ ｹｲｽｹ 千葉県 0:26:41
50 5053 有馬 龍斗 ｱﾘﾏ ﾘｭｳﾄ 千葉県 0:26:53
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51 5052 石田 優弥 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 千葉県 0:27:35
52 5054 中山 英星 ﾅｶﾔﾏ ﾋｶﾙ 千葉県 0:27:35
53 5055 伊藤 琥哲 ｲﾄｳ ｺﾃﾂ 千葉県 0:34:35
54 5056 深田 流星 ﾌｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ りゅうＲｕｎズ 千葉県 0:39:57
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