
 タイム 順位

16 島谷 尚季 しまたに なおき 千葉県 少年男子 43 3'47 1

14 渡辺 数馬 わたなべ かずま 千葉県 成年男子 38 + 3'59 2

13 村井 隆一 むらい りゅういち 千葉県 成年男子 38 4'22 3

10 飯田 譲 いいだ ゆずる 千葉県 少年男子 37 + 3'41 4

11 佐々木 原 ささき げん 千葉県 少年男子 33 4'18 5

8 本間 大靖 ほんま たいせい 埼玉県 オープン 27 4'33 6

12 坂本 祐樹 さかもと ゆうき 千葉県 少年男子 23 + 2'24 7

9 大里 拓己 おおさと たくみ 千葉県 オープン 12 1'12 8

1 小西 桂 こにし かつら 神奈川県 オープン 12 1'30 9

7 千葉 悠 ちば ゆう 千葉県 オープン 11 + 0'49 10

17 篠原 一馬 しのはら かずま 千葉県 少年男子 11 + 0'52 11

6 天笠 颯太 あまがさ そうた 神奈川県 オープン 11 + 1'29 12

15 西浦 諒人 にしうら りょうと 千葉県 少年男子 11 + 1'30 13

4 野末 遼太 のずえ りょうた 千葉県 オープン 11 0'57 14

2 ZOURDANI  KADER ゾルダーニ カデール 東京都 オープン 11 1'21 15

3 高島 悠吾 たかしま ゆうご 千葉県 オープン 10 + 1'22 16

5 貝原 亜太 かいはら あた 千葉県 オープン 10 + 1'54 17

タイム 順位

7 竹内 彩佳 たけうち あやか 千葉県 成年女子 36 3'22 1

12 菊沢 絢 きくさわ あや 千葉県 少年女子 35 4'09 2

8 目次 容子 めつぎ ようこ 千葉県 成年女子 34 + 3'12 3

11 清水 夏子 しみず なつこ 千葉県 少年女子 34 + 3'48 4

4 西田 朱李 にしだ しゅり 千葉県 オープン 34 + 4'55 5

14 飯田 あづみ いいだ あづみ 千葉県 成年女子 34 3'49 6

6 番場 香月 ばんば かつき 千葉県 少年女子 33 + 3'57 7

13 竹下 瑛美李 たけした えみり 千葉県 成年女子 33 + 4'07 8

2 風間 慧美 かざま えみ 千葉県 オープン 33 + 4'41 9

10 杉原 夏鈴 すぎはら かりん 千葉県 少年女子 33 3'48 10

3 望月 香菜子 もちづき かなこ 栃木県 オープン 33 4'16 11

1 渡邊 亜梨沙 わたなべ ありさ 静岡県 オープン 33 4'28 12

9 板谷 眞梨奈 いたや まりな 千葉県 少年女子 30 + 4'58 13

5 垣内 瑞希 かいと みずき 千葉県 オープン 10 + 0'46 14
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