
ver.20190313

2019年3月24日（日）開催　　StartTime：9:00 距離：34.6Km(6.9km×2周→10.4km×2周)

Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム 登録等

1 12MJ1701487 安藤　優一 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 学校法人高橋学園千葉学芸高等学校 千葉

2 12MJ1702947 大網　建人 ｵｵｱﾐ ｹﾝﾄ 敬愛学園高等学校 千葉

3 12MJ1802086 松﨑　新太 ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾗﾀ 敬愛学園高等学校 千葉

4 27MY1801852 逸崎　瑞喜 ｲﾂｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 堺市立堺高等学校 大阪

5 11MJ1702971 田中　嗣蕗 ﾀﾅｶ ｼﾌﾞｷ 埼玉県立富士見高等学校 埼玉

6 35MY1702414 石村　義仁 ｲｼﾑﾗ ﾖｼﾋﾄ 学校法人三田尻学園誠英高等学校 山口

7 35MJ1801605 下枝　晃也 ｼﾓｴﾀﾞ ｱｷﾔ 学校法人三田尻学園誠英高等学校 山口

8 02MY1701074 伊藤　有一朗 ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 青森山田高等学校 青森

9 28MJ1702330 小寺澤　克 ｺﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾐ 兵庫県立飾磨工業高等学校 兵庫

10 28MJ1802340 大島　正耀 ｵｵｼﾏ ﾏｻｷ 兵庫県立飾磨工業高等学校 兵庫

11 07MY1801959 遠藤　悠太郎 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾛｳ 福島県立平工業高等学校 福島

12 14MJ1703460 鈴木　稜平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県立保土ケ谷高等学校 神奈川

13 13MJ1600250 小川　陽大 ｵｶﾞﾜ ﾖｳﾀﾞｲ 日本大学豊山高等学校 東京

14 13MJ1701938 髙橋　佳大 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 日本大学豊山高等学校 東京

15 13MJ1701936 中村　翼 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 日本大学豊山高等学校 東京

16 13MY1602371 佐藤　光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 日本大学豊山高等学校 東京

17 13MY1801522 袖山　尊 ｿﾃﾞﾔﾏ ﾀｹﾙ 日本大学豊山高等学校 東京

18 13MY1801521 吉川　敬介 ﾖｼｶﾜ ｹｲｽｹ 日本大学豊山高等学校 東京

19 13MJ1700937 北林　大地 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 東京都立八王子桑志高等学校 東京

20 13MJ1600943 澤田　侑児 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾆ 東京都立八王子桑志高等学校 東京

21 13MY1801371 留目　夕陽 ﾄﾄﾞﾒ ﾕｳﾋ 東京都立八王子桑志高等学校 東京

22 33MJ1801655 藤森　康太 ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳﾀ 岡山県立興陽高等学校 岡山

23 45MJ1802220 木下　晧介 ｷﾉｼﾀ ｺｳｽｹ 延岡学園高等学校 宮崎

24 45MJ1802221 牧野　泰河 ﾏｷﾉ ﾀｲｶﾞ 延岡学園高等学校 宮崎

25 45MJ1802222 島村　飛来 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾗｲ 延岡学園高等学校 宮崎

26 45MJ1802870 黒木　鴻 ｸﾛｷﾞ ｺｳ 延岡学園高等学校 宮崎

27 26MJ1801593 平井　杏周 ﾋﾗｲ ｱﾝｼｭｳ 京都府立北稜高等学校 京都

28 27MJ1701981 小野　孝弘 ｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 興國高等学校 大阪

29 27MJ1701979 坂井　翔 ｻｶｲ ｶｹﾙ 興國高等学校 大阪

30 27MJ1801853 永井　笙太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 興國高等学校 大阪

31 27MY1700653 沖本　拓己 ｵｷﾓﾄ ﾀｸﾐ 興國高等学校 大阪

32 34MJ1802140 塩出　皓成 ｼｵﾃﾞ ｺｳｾｲ 崇徳学園崇徳高等学校 広島

33 34MJ1802141 原田　脩五 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 崇徳学園崇徳高等学校 広島

34 13MJ1701203 阿部　耀介 ｱﾍﾞ ﾖｳｽｹ 城北高等学校 東京

35 47MJ1602675 渋谷　一斗 ｼﾌﾞﾔ ｲｯﾄ 沖縄県立普天間高等学校 沖縄

36 47MJ1700853 與古田　龍門 ﾖｺﾀ ﾘｭｳﾄ 沖縄県立与勝高等学校 沖縄

37 47MJ1701169 谷村　寧峰 ﾀﾆﾑﾗ ﾈｲﾎｳ 沖縄県立与勝高等学校 沖縄

38 23MJ1702250 井上　湧稀 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 三重県立朝明高等学校 三重

39 14MJ1702957 西村　行生 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ 慶應義塾高等学校 神奈川

40 26MY1701160 安井　悠真 ﾔｽｲ ﾕｳﾏ 京都府立北桑田高等学校 京都

41 26MJ1800621 藤田　黎明 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾒｲ 京都府立北桑田高等学校 京都

42 26MY1801516 小西　渉 ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ 京都府立北桑田高等学校 京都

43 26MJ1700840 山口　海翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲﾄ 京都府立北桑田高等学校 京都

44 26MJ1801519 岡本　勝哉 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 京都府立北桑田高等学校 京都

45 26MJ1700893 山品　純大 ﾔﾏｼﾅ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 京都府立北桑田高等学校 京都
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46 44MJ1802199 稲毛　脩瑛 ｲﾅｹﾞ ｼｭｳｴｲ 大分県立別府翔青高等学校 大分

47 15MJ1702131 塚原　翔 ﾂｶﾊﾗ ｼｮｳ 山梨県立笛吹高等学校 山梨

48 15MJ1702129 金森　龍志 ｶﾅﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞ 山梨県立笛吹高等学校 山梨

49 27MJ1701298 佐伯　宗一郎 ｻｴｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 大阪府立千里高等学校 大阪

50 24MJ1701450 小谷　稀春 ｺﾀﾆ ｷﾊﾙ 岐阜県立岐南工高等学校 岐阜

51 24MJ1701452 田中　雄大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 岐阜県立岐南工高等学校 岐阜

52 24MJ1701448 三嶋　陸斗 ﾐｼﾏ ﾘｸﾄ 岐阜県立岐南工高等学校 岐阜

53 29MJ1801554 宮田　龍一 ﾐﾔﾀ ﾘｭｳｲﾁ 奈良県立榛生昇陽高等学校 奈良

54 29MJ1801553 福田　大輔 ﾌｸﾀ ﾀﾞｲｽｹ 奈良県立榛生昇陽高等学校 奈良

55 27MY1801686 松下　龍己 ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｷ 大阪府立茨木工科高等学校 大阪

56 27MY1801684 船橋　巧 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾀｸﾐ 大阪府立茨木工科高等学校 大阪

57 36MJ1701560 金子　颯馬 ｶﾈｺ ｿｳﾏ 香川県立高松工芸高等学校 香川

58 36MJ1702519 木村　天哉 ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ 香川県立高松工芸高等学校 香川

59 36MJ1701563 馬渕　泰誠 ﾏﾌﾞﾁ ﾀｲｾｲ 香川県立高松工芸高等学校 香川

60 39MJ1701586 西尾　吏巧 ﾆｼｵ ﾘｸ 高知県立高知工業高等学校 高知

61 47MJ1701099 瑞慶覧　寿 ｽﾞｹﾗﾝ ｼｭｳ 沖縄県立北中城高等学校 沖縄

62 47MJ1802805 砂川　涼 ｽﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳ 沖縄県立北中城高等学校 沖縄

63 28MJ1701557 谷口　海斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｲﾄ 兵庫県立神崎高等学校 兵庫

64 28MY1801953 宮本　幸輝 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 兵庫県立神崎高等学校 兵庫

65 26MY1701101 岡本　友汰 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 京都府立鴨沂高等学校 京都

66 10MJ1702054 野田　英汰 ﾉﾀﾞ ｴｲﾀ 群馬県立高崎工業高等学校 群馬

67 24MJ1701346 石田　拓真 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 学校法人松翠学園岐阜第一高等学校 岐阜

68 24MJ1701348 児玉　虎之介 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 学校法人松翠学園岐阜第一高等学校 岐阜

69 24MJ1701347 村瀨　大和 ﾑﾗｾ ﾔﾏﾄ 学校法人松翠学園岐阜第一高等学校 岐阜

70 24MY1801941 若原　琢磨 ﾜｶﾊﾗ ﾀｸﾏ 学校法人松翠学園岐阜第一高等学校 岐阜

71 10MY1701573 櫻井　優真 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾏ 群馬県立前橋工業高等学校 群馬

72 27MY1500459 横野　甫 ﾖｺﾉ ﾊｼﾞﾒ 初芝富田林高等学校 大阪

73 26MJ1701161 金田　将英 ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 京都府立向陽高等学校 京都

74 26MJ1701164 福原　名月 ﾌｸﾊﾗ ﾅﾂﾞｷ 京都府立向陽高等学校 京都

75 26MJ1701163 見瀬　矩慧 ﾐｾ ﾀﾀﾞｻﾄ 京都府立向陽高等学校 京都

76 47MY1900903 山中　蒼天 ﾔﾏﾅｶ ｿｳﾀ 沖縄県立北中城高等学校 沖縄

77 11MJ1801826 木村　寛己 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 埼玉県立浦和北高等学校 埼玉

78 11MJ1801830 鈴木　拓磨 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 埼玉県立浦和北高等学校 埼玉

79 02MJ1702200 寺澤　勇人 ﾃﾗｻﾜ ﾊﾔﾄ 青森県立八戸工業高等学校 青森

80 43MJ1700767 花香　竜麻 ﾊﾅｶ ﾘｭｳﾏ 九州学院高等学校 熊本

81 43MY1801742 池田　伍功羽 ｲｹﾀﾞ ｺﾞｸｳ 熊本市立千原台高等学校 熊本

82 43MJ1801536 髙木　優亜 ﾀｶｷ ﾕｳｱ 熊本市立千原台高等学校 熊本

83 43MY1801739 德永　大陽 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲﾖｳ 熊本市立千原台高等学校 熊本

84 43MJ1801741 渡邉　天海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾐ 熊本市立千原台高等学校 熊本

85 43MJ1801738 江藤　正人 ｴﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 熊本市立千原台高等学校 熊本

86 43MJ1801740 德永　泰粋 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲｷ 熊本市立千原台高等学校 熊本

87 02MJ1701190 髙橋　翔夢 ﾀｶﾊｼ ｶｹﾑ 八戸工業大学第一高等学校 青森

88 02MJ1701197 北城　純 ｷﾀｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝ 八戸工業大学第一高等学校 青森
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