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1 7134 大和田 潤 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 笠間市 友部小学校 0:06:52
2 7171 横山 晴馬 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾏ 千葉県 清新ＪＡＣ 0:06:57
3 7167 鈴木 冨士翔 ｽｽﾞｷ ﾌｼﾞﾄ 北茨城市 日立エーシージュニア 0:07:03
4 7207 染谷 環太 ｿﾒﾔ ｶﾝﾀ 坂東市 野田ジュニア 0:07:06
5 7209 染谷 利央 ｿﾒﾔ ﾘｵ 千葉県 野田市立柳沢小学校 0:07:08
6 7168 加島 陽 ｶｼﾏ ﾊﾙ 北茨城市 日立エーシージュニア 0:07:13
7 7214 吉岡 真之介 ﾖｼｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 龍ｹ崎市 龍ケ崎市立 長山小学校 0:07:16
8 7165 小野 暖和 ｵﾉ ﾊﾙﾄ 北茨城市 日立エーシージュニア 0:07:18
9 7166 小野 真和 ｵﾉ ﾏﾅﾄ 北茨城市 日立エーシージュニア 0:07:23

10 7097 池田 雅寿 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾄ 牛久市 0:07:26
11 7025 池田 剛琉 ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾙ 牛久市 0:07:28
12 7133 村上 我空 ﾑﾗｶﾐ ｶﾞｸ 千葉県 井野小 0:07:29
13 7001 弦巻 奏太 ﾂﾙﾏｷ ｿｳﾀ 千葉県 0:07:30
14 7103 佐賀 翔太 ｻｶﾞ ｼｮｳﾀ 牛久市 0:07:30
15 7062 酒井 勇咲 ｻｶｲ ﾕｳｻｸ 牛久市 0:07:32
16 7164 鈴木 陽満 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾏ つくば市 日本スポーツアカデミー 0:07:33
17 7139 古川 修都 ﾌﾙｶﾜ ﾅｵﾄ 牛久市 0:07:34
18 7051 ＹＡＭＡＤＡ ＨＯＴＡＫＡ ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾀｶ 牛久市 0:07:40
19 7173 武樋 莞大 ﾀｹﾋ ｶﾝﾀ 牛久市 0:07:41
20 7161 横山 悠介 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ 利根町 文間スポ少 0:07:45
21 7163 中村 蓮 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ 利根町 文間スポ少 0:07:45
22 7208 榎本 光希 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｷ 千葉県 野田ジュニア 0:07:47
23 7024 池田 理人 ｲｹﾀﾞ ﾘﾋﾄ 牛久市 0:07:49
24 7162 宮嶋 聖弥 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｻﾔ 利根町 文間スポ少 0:07:50
25 7117 大上 敦士 ｵｵｶﾞﾐ ｱﾂｼ 美浦村 フリーダムＳＣ 0:07:53
26 7091 椎名 博紀 ｼｲﾅ ﾋﾛｷ 牛久市 0:07:55
27 7032 木口 翔太郎 ｷｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 牛久市 0:08:02
28 7212 山﨑 永遠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾜ 阿見町 阿見小学校 0:08:05
29 7013 山崎 希繋 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾂﾞﾅ 牛久市 0:08:06
30 7213 車田 陽登 ｸﾙﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ かすみがうら市 霞ヶ浦陸上クラブ 0:08:06
31 7216 篠塚 和典 ｼﾉﾂｶ ｶｽﾞﾉﾘ 龍ｹ崎市 龍ケ崎西小学校 0:08:10
32 7169 田中 颯晟 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ つくば市 松代小学校 0:08:17
33 7205 根本 淳平 ﾈﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 土浦市 荒川沖小学校 0:08:17
34 7215 篠塚 政典 ｼﾉﾂｶ ﾏｻﾉﾘ 龍ｹ崎市 龍ケ崎西小学校 0:08:18
35 7172 佐藤 天晴 ｻﾄｳ ﾃﾝｾｲ 牛久市 0:08:18
36 7206 倉部 光輝 ｸﾗﾍﾞ ﾐﾂｷ 千葉県 野田ジュニア 0:08:18
37 7119 室町 佑成 ﾑﾛﾏﾁ ﾕｳｾｲ 牛久市 ロクハチランニング 0:08:18
38 7140 細島 遥斗 ﾎｿｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 美浦村 大谷小学校 0:08:20
39 7126 近藤 源 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 牛久市 0:08:22
40 7111 林 優真 ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 牛久市 0:08:23
41 7129 古橋 隼 ﾌﾙﾊｼ ﾊﾔﾄ 牛久市 0:08:24
42 7141 飯塚 龍成 ｲｲﾂｶ ﾘｭｳｾｲ 牛久市 0:08:26
43 7061 小関 唯希 ｺｾｷ ｲﾌﾞｷ 牛久市 向台小 0:08:28
44 7030 大木 簾樹 ｵｵｷ ﾚﾝｼﾞｭ 牛久市 0:08:30
45 7048 藤原 康太 ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳﾀ 牛久市 0:08:31
46 7114 松下 翔汰 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾀ 牛久市 0:08:31
47 7104 坂口 陽向 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 牛久市 0:08:31
48 7158 小澤 蒼伊 ｵｻﾞﾜ ｱｵｲ 牛久市 0:08:33
49 7005 五十嵐 航 ｲｶﾗｼ ｺｳ つくば市 0:08:33
50 7075 鈴木 奏志郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｼﾛｳ 牛久市 0:08:34
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51 7044 橋本 光正 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾏｻ 牛久市 0:08:35
52 7170 坂元 諭 ｻｶﾓﾄ ｻﾄｼ 神奈川県 横須賀レインボーファイターズ 0:08:37
53 7226 小林 俊輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 牛久市 0:08:38
54 7078 新田 丈士 ﾆｯﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ 牛久市 0:08:38
55 7037 佐伯 蒼空 ｻｴｷ ｿﾗ 牛久市 0:08:40
56 7118 山本 晴翔 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ つくば市 ライトニングボルト 0:08:41
57 7004 山崎 祐真 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾏ 阿見町 0:08:41
58 7108 田中 椋也 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾔ 牛久市 0:08:42
59 7147 小嶋 煌世 ｵｼﾞﾏ ｺｳｾｲ 牛久市 0:08:43
60 7079 早坂 友希 ﾊﾔｻｶ ﾄﾓｷ 牛久市 0:08:43
61 7089 齋藤 陽雅 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾏｻ 牛久市 0:08:43
62 7222 樫村 俊良 ｶｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 牛久市 0:08:44
63 7124 近江 大吾 ｵｵﾐ ﾀﾞｲｺﾞ 牛久市 0:08:44
64 7027 上田 悠生 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ 牛久市 0:08:45
65 7174 武樋 兼吾 ﾀｹﾋ ｹﾝｺﾞ 牛久市 0:08:46
66 7041 中島 悠貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 牛久市 0:08:46
67 7110 野口 蒼大郎 ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀﾛｳ 牛久市 0:08:47
68 7026 石井 宏明 ｲｼｲ ﾋﾛｱｷ 牛久市 0:08:47
69 7235 横堀 寿稀 ﾖｺﾎﾞﾘ ｶｽﾞｷ 牛久市 0:08:49
70 7020 菅野 晃生 ｽｶﾞﾉ ｺｳｷ 牛久市 0:08:49
71 7017 橋本 蒼生 ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 牛久市 0:08:50
72 7099 遠藤 侑真 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 牛久市 0:08:50
73 7034 小池 理仁 ｺｲｹ ｱﾔﾄ 牛久市 0:08:51
74 7177 阿久津 蒼太朗 ｱｸﾂ ｿｳﾀﾛｳ 牛久市 牛久リトル 0:08:51
75 7138 塚本 瑛太 ﾂｶﾓﾄ ｴｲﾀ 牛久市 0:08:51
76 7011 落合 拓人 ｵﾁｱｲ ﾀｸﾄ 牛久市 0:08:52
77 7060 鈴木 健心 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ 牛久市 向台小学校 0:08:52
78 7057 中澤 陽希 ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 牛久市 0:08:52
79 7220 小野瀬 斗真 ｵﾉｾ ﾄｳﾏ 牛久市 0:08:53
80 7185 金子 昊 ｶﾈｺ ｿﾗ 牛久市 0:08:53
81 7144 内門 心絆 ｳﾁｶﾄﾞ ｼﾝﾊﾞ 牛久市 0:08:54
82 7233 宮本 英杜 ﾐﾔﾓﾄ ｴｲﾄ 牛久市 0:08:59
83 7056 丹野 敬太 ﾀﾝﾉ ｹｲﾀ 牛久市 0:08:59
84 7227 杉浦 虎輝 ｽｷﾞｳﾗ ｺﾃﾙ 牛久市 0:09:00
85 7018 畠山 煌太郎 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 牛久市 0:09:01
86 7137 竹見 撞依 ﾀｹﾐ ｼｭｲ 牛久市 0:09:01
87 7135 桜庭 晃佑 ｻｸﾗﾊﾞ ｺｳｽｹ 牛久市 0:09:01
88 7090 齋藤 幸雅 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾏｻ 牛久市 0:09:03
89 7031 岡本 遥生 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 牛久市 0:09:03
90 7142 石嶋 一騎 ｲｼｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 牛久市 0:09:05
91 7175 臼井 悠和 ｳｽｲ ﾊﾙﾄ 牛久市 牛久カッパーズ 0:09:09
92 7180 山形 琥珀 ﾔﾏｶﾞﾀ ｺﾊｸ 牛久市 0:09:14
93 7033 結束 翔太 ｹｯｿｸ ｼｮｳﾀ 牛久市 0:09:14
94 7035 小林 裕音 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 牛久市 0:09:15
95 7152 生田目 凌弥 ﾅﾏﾀﾒ ﾘｮｳﾔ 牛久市 0:09:16
96 7160 吉田 楓真 ﾖｼﾀﾞ ﾌｳﾏ 牛久市 0:09:17
97 7106 角田 壮介 ｽﾐﾀﾞ ｿｳｽｹ 牛久市 0:09:17
98 7149 佐藤 凛汰朗 ｻﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 牛久市 0:09:18
99 7157 岡田 圭汰 ｵｶﾀﾞ ｹｲﾀ 牛久市 0:09:19

100 7228 住本 悠真 ｽﾐﾓﾄ ﾕｳﾏ 牛久市 0:09:19
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101 7146 大竹 彩斗 ｵｵﾀｹ ｱﾔﾄ 牛久市 0:09:20
102 7130 横山 海悠 ﾖｺﾔﾏ ｶｲﾕｳ 牛久市 0:09:20
103 7022 関根 貫一郎 ｾｷﾈ ｶﾝｲﾁﾛｳ 牛久市 0:09:21
104 7083 山田 橙磨 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｳﾏ 牛久市 0:09:22
105 7136 白川 隼矢 ｼﾗｶﾜ ｼｭﾝﾔ 牛久市 0:09:22
106 7127 坂本 雄信 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 牛久市 0:09:24
107 7155 福岡 旺芽 ﾌｸｵｶ ｵｳｶﾞ 牛久市 0:09:26
108 7123 市川 新太 ｲﾁｶﾜ ｱﾗﾀ 牛久市 0:09:26
109 7145 大久保 栄人 ｵｵｸﾎﾞ ｴｲﾄ 牛久市 0:09:26
110 7054 荻本 蒼央 ｵｷﾞﾓﾄ ｱｵ 牛久市 牛久市立中根小学校 0:09:27
111 7085 中村 奏太 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾀ 牛久市 ひたち野うしく小学校 0:09:28
112 7150 武内 匠真 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾏ 牛久市 0:09:28
113 7159 福田 涼太 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 牛久市 0:09:29
114 7148 木村 龍生 ｷﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 牛久市 0:09:29
115 7009 佐藤 保志 ｻﾄｳ ﾎｼ 神奈川県 0:09:31
116 7223 加藤 匡翔 ｶﾄｳ ﾏｻﾄ 牛久市 0:09:32
117 7002 泉谷 唯之助 ｲｽﾞﾀﾆ ﾕｲﾉｽｹ 千葉県 0:09:34
118 7156 山越 快人 ﾔﾏｺｼ ｶｲﾄ 牛久市 0:09:35
119 7076 中田 優矢 ﾅｶﾀ ﾕｳﾔ 牛久市 0:09:35
120 7039 高見 航瑠 ﾀｶﾐ ﾜﾀﾙ 牛久市 0:09:36
121 7049 村木 龍生 ﾑﾗｷ ﾘｭｳｷ 牛久市 0:09:36
122 7058 中本 和那 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾅ 牛久市 0:09:37
123 7096 飯間 廉 ｲｲﾏ ﾚﾝ 牛久市 0:09:37
124 7042 中村 航也 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾔ 牛久市 0:09:38
125 7010 中根 陸 ﾅｶﾈ ﾘｸ つくば市 0:09:38
126 7143 上野 瑛大 ｳｴﾉ ｴｲﾀ 牛久市 0:09:38
127 7176 柴山 陽 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾊﾙ 牛久市 0:09:41
128 7019 伊藤 空 ｲﾄｳ ｿﾗ 牛久市 0:09:41
129 7231 藤崎 翔耀 ﾌｼﾞｻｷ ｼｮｳﾖｳ 牛久市 0:09:42
130 7109 中俣 航成 ﾅｶﾏﾀ ｺｳｾｲ 牛久市 0:09:42
131 7067 飯田 唯斗 ｲｲﾀﾞ ﾕｲﾄ 牛久市 0:09:44
132 7073 佐藤 迅音 ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 牛久市 0:09:45
133 7102 小西 啓斗 ｺﾆｼ ｹｲﾄ 牛久市 0:09:46
134 7218 池邉 太一 ｲｹﾉﾍﾞ ﾀｲﾁ 牛久市 0:09:47
135 7128 佐野 龍生 ｻﾉ ﾘｭｳｾｲ 牛久市 0:09:48
136 7101 川又 雄翔 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳﾄ 牛久市 0:09:49
137 7204 田中 晴基 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 牛久市 0:09:49
138 7100 小野瀬 心翔 ｵﾉｾ ﾏﾅﾄ 牛久市 0:09:50
139 7072 河野 有 ｺｳﾉ ﾕｳ 牛久市 0:09:52
140 7014 淀川 創太郎 ﾖﾄﾞｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ 牛久市 0:09:55
141 7224 兼田 瑛斗 ｶﾈﾀﾞ ｴｲﾄ 牛久市 0:09:55
142 7081 松本 知樹 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ 牛久市 0:09:59
143 7188 菊地 柊瑛 ｷｸﾁ ｼｭｳｴｲ 牛久市 0:10:00
144 7066 安部 孝志朗 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 牛久市 0:10:00
145 7113 益子 裕羽 ﾏｼｺ ﾕｳﾜ 牛久市 0:10:00
146 7198 藤村 太陽 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 牛久市 0:10:00
147 7202 吉岡 拓海 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾐ 牛久市 0:10:01
148 7088 青野 壮助 ｱｵﾉ ｿｳｽｹ 牛久市 0:10:07
149 7043 野口 将希 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｷ 牛久市 0:10:10
150 7132 吉田 歩夢 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 土浦市 乙戸小学校 0:10:11
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151 7065 朝日 純平 ｱｻﾋ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 牛久市 0:10:12
152 7112 古澤 大輝 ﾌﾙｻﾜ ﾀﾞｲｷ 牛久市 0:10:14
153 7154 萩原 暖杜 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞﾝﾄ 牛久市 0:10:14
154 7029 内河 優太 ｳﾁｶﾜ ﾕｳﾀ 牛久市 0:10:19
155 7107 高橋 陸斗 ﾀｶﾊｼ ﾘｸﾄ 牛久市 0:10:23
156 7021 砂子坂 虎太 ｽﾅｺｻﾞｶ ｺｳﾀ 牛久市 0:10:28
157 7087 名越 悠真 ﾅｺﾞｼ ﾕｳﾏ 牛久市 ひたち野うしく小学校 0:10:28
158 7071 黒川 弘樹 ｸﾛｶﾜ ｺｳｷ 牛久市 0:10:28
159 7230 長谷川 遼 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 牛久市 0:10:29
160 7098 石井 秀侍 ｲｼｲ ｼｭｳｼﾞ 牛久市 0:10:35
161 7219 大森 琉惺 ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ 牛久市 0:10:37
162 7092 矢川 和輝 ﾔｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 牛久市 0:10:38
163 7151 墳本 圭吾 ﾂｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 牛久市 0:10:39
164 7232 町田 琉唯 ﾏﾁﾀﾞ ﾙｲ 牛久市 0:10:40
165 7012 水竹 遼 ﾐｽﾞﾀｹ ﾘｮｳ 牛久市 0:10:41
166 7063 松倉 雄大 ﾏﾂｸﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 牛久市 0:10:41
167 7040 辻 凰成 ﾂｼﾞ ｵｳｾｲ 牛久市 0:10:43
168 7064 向井 優仁 ﾑｶｲ ﾕｳﾄ 牛久市 神谷小学校 0:10:44
169 7028 上田 将生 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｷ 牛久市 0:10:44
170 7053 野原 昴 ﾉﾊﾗ ｽﾊﾞﾙ 牛久市 中根小 0:10:47
171 7059 浅利 慶介 ｱｻﾘ ｹｲｽｹ 阿見町 向台小学校 0:10:47
172 7153 根本 樹璃 ﾈﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 牛久市 0:10:50
173 7038 太平 悠慎 ﾀｲﾗ ﾕｳﾏ 牛久市 0:10:59
174 7068 井本 智也 ｲﾓﾄ ﾄﾓﾔ 牛久市 0:11:07
175 7121 若山 聖成 ﾜｶﾔﾏ ｾﾅ 牛久市 0:11:12
176 7120 本舘 旺助 ﾓﾄﾀﾞﾃ ｵｳｽｹ 牛久市 0:11:12
177 7178 飯野 慶哉 ｲｲﾉ ｷｮｳﾔ 牛久市 0:11:13
178 7015 相原 琥太朗 ｱｲﾊﾗ ｺﾀﾛｳ 牛久市 0:11:19
179 7046 原 劉乃介 ﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 牛久市 0:11:37
180 7115 宮崎 悠斗 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾄ 牛久市 0:13:18
181 7003 平松 幸雄 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｷｵ 牛久市 0:14:55
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