
E　チャレンジラン3km　中学生　男子の部
順位 No.カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 性別

1 702 0:09:57 佐藤　蓮 ｻﾄｳ ﾚﾝ 中1年 男
2 707 0:10:06 高橋　琉未 ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 中2年 男
3 727 0:10:16 髙野　海斗 ﾀｶﾉ ｶｲﾄ 中1年 男
4 741 0:10:25 内山　暖和 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾅﾀ 中2年 男
5 735 0:10:42 関　芽生 ｾｷ ｲﾌﾞｷ 中2年 男
6 745 0:11:04 松本　幸将 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 中1年 男
7 722 0:11:04 小林　大輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 中1年 男
8 733 0:11:05 星野　友郎 ﾎｼﾉ ﾄﾓﾛｳ 中3年 男
9 732 0:11:20 戸嶋　隼人 ﾄｼﾏ ﾊﾔﾄ 中2年 男
10 737 0:11:21 阿部　凌武 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾑ 中2年 男
11 730 0:11:31 野上　智誠 ﾉｶﾞﾐ ﾄﾓｱｷ 中2年 男
12 721 0:11:36 小川　綜太 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀ 中1年 男
13 703 0:11:37 太田　航大 ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ 中1年 男
14 728 0:11:39 土田　光輝 ﾂﾁﾀﾞ ｺｳｷ 中2年 男
15 729 0:11:40 矢嶋　恵太 ﾔｼﾞﾏ ｹｲﾀ 中2年 男
16 754 0:11:44 吉田　慎太郎 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 中2年 男
17 731 0:11:46 篠宮　凌汰 ｼﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 中1年 男
18 720 0:11:50 清水　理夢 ｼﾐｽﾞ ﾘﾑ 中2年 男
19 751 0:11:53 佐藤　輝 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 中2年 男
20 701 0:12:05 増子　昂星 ﾏｽｺ ｺｳｾｲ 中1年 男
21 738 0:12:08 河内　颯 ｶﾜｳﾁ ﾊﾔﾃ 中2年 男
22 747 0:12:10 石田　慎悟 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 中3年 男
23 704 0:12:32 中野　元稀 ﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ 中1年 男
24 742 0:12:37 吉田　哲志 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 中2年 男
25 734 0:12:40 石黒　吹 ｲｼｸﾞﾛ ﾌｷ 中1年 男
26 705 0:12:57 松平　佑玖 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾀｽｸ 中1年 男
27 736 0:13:00 横山　奏貴 ﾖｺﾔﾏ ｶﾅﾀ 中1年 男
28 740 0:13:11 佐藤　湊 ｻﾄｳ ﾐﾅﾄ 中1年 男
29 746 0:13:20 野澤　明聡 ﾉｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 中2年 男
30 716 0:14:49 杉野　拓斗 ｽｷﾞﾉ ﾀｸﾄ 中3年 男
31 718 0:14:49 関　宥哉 ｾｷ ﾕｳﾔ 中3年 男
32 706 0:14:49 近藤　彪月 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ 中2年 男
33 759 0:15:25 佐藤　颯人 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾄ 中2年 男
34 753 0:15:25 田村　綺瑠 ﾀﾑﾗ ｱﾔﾙ 中2年 男
35 744 0:15:31 長谷川　湧輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 中1年 男
36 756 0:15:58 須佐　海飛 ｽｻ ｶｲﾄ 中2年 男
37 755 0:15:59 菅原　七星 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾅｾ 中2年 男
38 752 0:15:59 佐藤　亮汰 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 中2年 男
39 743 0:16:00 山賀　渉 ﾔﾏｶﾞ ﾜﾀﾙ 中2年 男
40 758 0:16:02 小山　夏生 ｺﾔﾏ ﾅﾂｵ 中2年 男
41 748 0:16:12 小川　晃平 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 中1年 男
42 757 0:17:15 阿部　糧平 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 中2年 男
43 750 0:17:22 小池　武瑠 ｺｲｹ ﾀｹﾙ 中2年 男
44 739 0:17:55 小林　直輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 中1年 男

F　チャレンジラン3km　中学生　女子の部
順位 No.カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 性別

1 825 0:12:00 大滝　夏姫 ｵｵﾀｷ ﾅﾂｷ 中2年 女
2 828 0:12:04 渡辺　あかり ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 中2年 女
3 818 0:12:32 髙橋　ひよ ﾀｶﾊｼ ﾋﾖ 中1年 女
4 819 0:12:47 渡辺　ひかり ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ 中1年 女
5 811 0:13:02 筒井　ひより ﾂﾂｲ ﾋﾖﾘ 中1年 女
6 815 0:13:24 廣田　結 ﾋﾛﾀ ﾕｲ 中2年 女
7 806 0:13:48 渡辺　寛子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｺ 中1年 女
8 807 0:13:48 小林　莉香子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｶｺ 中1年 女
9 805 0:14:13 杵淵　心花 ｷﾈﾌﾁ ｺﾉﾊ 中1年 女



10 808 0:14:16 長谷川　友彩 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｲ 中1年 女
11 810 0:14:44 中村　夢実 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒﾐ 中2年 女
12 801 0:14:58 荒木　珠里愛 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾘｱ 中2年 女
13 803 0:14:58 藤崎　柚夏 ﾌｼﾞｻｷ ﾕｽﾞｶ 中2年 女
14 822 0:15:22 錦織　春菜 ﾆｼｷｵﾘ ﾊﾙﾅ 中1年 女
15 817 0:15:22 青木　萌花 ｱｵｷ ﾓｴｶ 中1年 女
16 809 0:15:42 羽鳥　翔子 ﾊﾄﾘ ｼｮｳｺ 中1年 女
17 823 0:15:53 髙橋　友唯 ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 中2年 女
18 829 0:15:53 小田　心 ｵﾀﾞ ｺｺﾛ 中2年 女
19 824 0:15:58 保苅　ちひろ ﾎｶﾘ ﾁﾋﾛ 中2年 女
20 813 0:16:03 山田　優里愛 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘｱ 中2年 女
21 814 0:16:04 伊藤　なの ｲﾄｳ ﾅﾉ 中2年 女
22 820 0:16:12 五十嵐　文乃 ｲｶﾗｼ ｱﾔﾉ 中1年 女
23 827 0:17:49 早津　美穂 ﾊﾔﾂ ﾐﾎ 中2年 女
24 826 0:17:49 杉原　望琉 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾙﾎ 中2年 女


