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順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 市町村県名 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 5089 石井 琉之介 ｲｼｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 利根町 布佐中 0:08:51
2 5082 櫻井 裕夢 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾑ 土浦市 土浦日大中等 0:08:56
3 5096 馬場 柚 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 埼玉県 春日部江戸川中 0:09:03
4 5113 山本 真慧 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ つくば市 谷田部中学校 0:09:35
5 5085 柴崎 悠広 ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳﾄ 日立市 大久保中学校 0:09:50
6 5112 木村 英太 ｷﾑﾗ ｴｲﾀ つくば市 谷田部中学校 0:09:52
7 5090 山﨑 丈瑠 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾙ 守谷市 御所ケ丘中 0:10:03
8 5093 鳥取 優作 ﾄｯﾄﾘ ﾕｳｻｸ つくば市 春日学園 0:10:15
9 5094 舘田 開 ﾀﾃﾀﾞ ｶｲ つくば市 春日学園 0:10:19

10 5087 杉山 龍太郎 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉県 大津ヶ丘中学校 0:10:24
11 5092 河合 悠 ｶﾜｲ ﾕｳ 日立市 日立エーシージュニア 0:10:27
12 5111 工藤 賢信 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｼﾝ 龍ｹ崎市 竜ヶ崎一高附属中 0:10:29
13 5114 鈴木 蒼一朗 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ つくば市 谷田部中学校 0:10:40
14 5091 鈴木 道翔 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾄ つくば市 日本スポーツアカデミー 0:10:41
15 5043 横川 十樹 ﾖｺｶﾜ ﾄｷ 牛久市 0:10:45
16 5086 関根 廉悟 ｾｷﾈ ﾚﾝｺﾞ 日立市 大久保中学校 0:10:48
17 5061 櫻田 関太 ｻｸﾗﾀﾞ ｶﾝﾀ 牛久市 0:10:48
18 5081 大能 修星 ｵｵﾉ ｼｭｳｾｲ 利根町 利根中 0:10:51
19 5016 神崎 健介 ｺｳｻﾞｷ ｹﾝｽｹ 牛久市 0:10:57
20 5073 森 悠真 ﾓﾘ ﾕｳﾏ 牛久市 0:11:04
21 5040 平田 大輔 ﾋﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ 牛久市 0:11:05
22 5049 松尾 翼 ﾏﾂｵ ﾂﾊﾞｻ 牛久市 0:11:08
23 5072 村田 遥太郎 ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾀﾛｳ 牛久市 0:11:34
24 5027 淀野 虎太郎 ﾖﾄﾞﾉ ｺﾀﾛｳ 牛久市 0:11:35
25 5030 有福 颯太 ｱﾘﾌｸ ｿｳﾀ 牛久市 牛久第一中学校 0:11:36
26 5022 泊 世称 ﾄﾏﾘ ｾﾄﾅ 牛久市 0:11:41
27 5052 安部 恵仁朗 ｱﾍﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 牛久市 0:11:41
28 5058 小谷 真士 ｺﾀﾆ ｼﾝｼﾞ 牛久市 0:11:46
29 5050 齋藤 蒼 ｻｲﾄｳ ｿｳ 牛久市 牛久南中 0:11:51
30 5115 小室 佑希哉 ｵﾑﾛ ﾕｷﾔ 鉾田市 鉾田南中学校 0:11:53
31 5103 小森 陽介 ｺﾓﾘ ﾖｳｽｹ 牛久市 0:12:05
32 5057 小島 莉斗 ｺｼﾞﾏ ﾘﾄ 牛久市 0:12:05
33 5066 長谷川 大晟 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 牛久市 0:12:08
34 5070 松本 悠聖 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｾｲ 牛久市 0:12:11
35 5034 谷津 雄大 ﾔﾂ ﾕｳﾀﾞｲ 牛久市 0:12:13
36 5031 一ノ瀬 翔太 ｲﾁﾉｾ ｼｮｳﾀ 牛久市 牛久第一中学校 0:12:15
37 5019 庄司 悠太 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾀ 牛久市 0:12:18
38 5078 吉田 大夢 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾑ 土浦市 東洋大牛久 0:12:19
39 5056 五木田 橙空 ｺﾞｷﾀ ﾀﾞｲｱ 牛久市 0:12:21
40 5063 東海林 陽彩 ｼｮｳｼﾞ ﾋｲﾛ 牛久市 0:12:22
41 5077 畑 太陽 ﾊﾀ ﾀｲﾖｳ 牛久市 0:12:29
42 5044 渡辺 圭輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 牛久市 0:12:31
43 5014 北川 将吾 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 牛久市 0:12:34
44 5065 陳 展 ﾁﾝ ﾃﾝ 牛久市 0:12:35
45 5074 若狭 晃平 ﾜｶｻ ｺｳﾍｲ 牛久市 0:12:36
46 5105 根岸 正剛 ﾈｷﾞｼ ｾｲｺﾞｳ 牛久市 0:12:36
47 5071 宮田 將生 ﾐﾔﾀ ﾏｻｷ 牛久市 0:12:43
48 5001 広瀬 柊 ﾋﾛｾ ｼｭｳ つくば市 0:12:49
49 5013 菅野 健介 ｶﾝﾉ ｹﾝｽｹ 牛久市 0:12:50
50 5041 水越 俊汰 ﾐｽﾞｺｼ ｼｭﾝﾀ 牛久市 0:12:57

2023/01/09第45回 牛久シティマラソン



3km中学生男子

Print: 2023/01/10 10:29:59 2 / 2 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 市町村県名 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

51 5008 榎本 奏多 ｴﾉﾓﾄ ｶﾅﾀ 牛久市 0:12:57
52 5080 赤尾 羚 ｱｶｵ ﾚｲ 牛久市 0:12:59
53 5038 岡野 耕達 ｵｶﾉ ｺｳﾀﾂ 牛久市 0:13:09
54 5098 本間 暁翔 ﾎﾝﾏ ｱｷﾄ 取手市 江戸川学園取手 0:13:13
55 5102 小貫山 昇汰 ｺﾇｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ 牛久市 0:13:15
56 5005 糸賀 賢吾 ｲﾄｶﾞ ｹﾝｺﾞ 牛久市 0:13:17
57 5039 菰原 章太郎 ｺﾓﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 牛久市 0:13:17
58 5004 伊藤 颯希 ｲﾄｳ ｻﾂｷ 牛久市 0:13:18
59 5018 下山 溜貴 ｼﾓﾔﾏ ﾙｷ 牛久市 0:13:24
60 5009 大場 冬馬 ｵｵﾊﾞ ﾄｳﾏ 牛久市 0:13:24
61 5028 渡邊 誠矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 牛久市 0:13:25
62 5106 藤岡 慎也 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝﾔ 牛久市 0:13:28
63 5110 高見 颯一 ﾀｶﾐ ﾊﾔﾄ 牛久市 0:13:31
64 5020 丹野 龍綺 ﾀﾝﾉ ﾘｭｳｷ 牛久市 0:13:34
65 5026 柳澤 怜 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚｲ 牛久市 0:13:59
66 5108 若山 陸 ﾜｶﾔﾏ ﾘｸ 牛久市 0:14:02
67 5107 宮崎 幹太 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾝﾀ 牛久市 0:14:02
68 5015 五井 直行 ｺﾞｲ ﾅｵﾕｷ 牛久市 0:14:04
69 5062 渋谷 健介 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｽｹ 牛久市 0:14:13
70 5032 落合 悠敬 ｵﾁｱｲ ﾋｻﾉﾘ 牛久市 0:14:15
71 5017 後藤 勇成 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｾｲ 牛久市 0:14:17
72 5104 佐伯 陽源 ｻｴｷ ﾋｹﾞﾝ 牛久市 0:14:18
73 5060 酒井 遥琉 ｻｶｲ ﾊﾙ 牛久市 0:14:31
74 5076 荻原 杏吏 ｵｷﾞﾜﾗ ｱﾝﾘ 牛久市 0:14:32
75 5024 飛田 健登 ﾋﾀﾞ ｹﾝﾄ 牛久市 0:14:39
76 5003 佐藤 咲朗 ｻﾄｳ ｻｸﾛｳ 神奈川県 0:14:39
77 5007 岩間 海音 ｲﾜﾏ ｶｲﾄ 牛久市 0:14:53
78 5045 岡本 虎次朗 ｵｶﾓﾄ ｺｼﾞﾛｳ 牛久市 0:15:15
79 5033 七久保 真智 ﾅﾅｸﾎﾞ ﾏｻﾄ 牛久市 0:15:19
80 5023 名垣 晴郁 ﾅｶﾞｷ ﾊﾙﾌﾐ 牛久市 0:15:19
81 5037 石川 煌士郎 ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾛｳ 牛久市 0:15:25
82 5036 飯島 瑛都 ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾄ 牛久市 0:15:30
83 5021 露原 健人 ﾂﾕﾊﾗ ｹﾝﾄ 牛久市 0:15:40
84 5100 鎌田 悠生 ｶﾏﾀ ﾕｳｷ 牛久市 0:15:41
85 5099 色川 涼哉 ｲﾛｶﾜ ﾘｮｳﾔ 牛久市 0:16:05
86 5109 寺崎 風輝 ﾃﾗｻｷ ﾌｳｷ 牛久市 0:16:05
87 5051 秋谷 湊介 ｱｷﾔ ｿｳｽｹ 牛久市 0:17:06
88 5025 森 皇太郎 ﾓﾘ ｺｳﾀﾛｳ 牛久市 0:18:56
89 5069 細谷 虎太郎 ﾎｿﾔ ｺﾀﾛｳ 牛久市 0:18:57
90 5011 片野 透真 ｶﾀﾉ ﾄｳﾏ 牛久市 0:19:14
91 5006 岩瀬 生楓 ｲﾜｾ ｲﾌﾞｷ 牛久市 0:19:14
92 5047 佐藤 晃誠 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 牛久市 0:19:39
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