
1 2404 野坂　怜央 ﾉｻｶ ﾚｵ 石狩市 とんでんＲＣ 0:07:34
2 2410 重成　來翔 ｼｹﾞﾅﾘ ﾗｲﾄ 恵庭市 　 0:07:47
3 2420 米山　幸汰 ﾖﾈﾔﾏ ｺｳﾀ 千歳市 千歳陸上少年団 0:07:55
4 2414 田中　雄隆 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 白老町 白老小学校 0:07:55
5 2408 斎藤　友哉 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 札幌市 ほのかＳＣ 0:08:04
6 2421 河原　琉生 ｶﾜﾊﾗ ﾙｲ 登別市 室蘭陸上少年団 0:08:04
7 2418 竹本　万廣 ﾀｹﾓﾄ ﾏﾋﾛ 苫小牧市 錦岡小学校 0:08:13
8 2439 藤澤　和輝 ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 苫小牧市 エルボノス 0:08:18
9 2406 藤井　那知 ﾌｼﾞｲ ﾅﾁ 千歳市 千歳日の出小学校 0:08:20

10 2425 寺澤吾依留 ﾃﾗｻﾜ ｱｲﾙ 札幌市 大谷地東小学校 0:08:26
11 2403 清川　侑真 ｷﾖｶﾜ ﾕｳﾏ 苫小牧市 苫小牧ＳＳ連合 0:08:31
12 2429 岩倉　英汰 ｲﾜｸﾗ ｴｲﾀ 千歳市 0:08:33
13 2432 伊藤　蒼太 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 登別市 幌別西小学校 0:08:36
14 2415 髙岡　伊吹 ﾀｶｵｶ ｲﾌﾞｷ 苫小牧市 明野小学校 0:08:38
15 2436 唐牛　颯汰 ｶﾗｳｼ ｿｳﾀ 苫小牧市 拓勇小学校 0:08:40
16 2407 新田颯二郎 ﾆｯﾀ ｿｳｼﾞﾛｳ 白老町 白老小学校 0:08:55
17 2413 三谷　蒼空 ﾐﾀﾆ ｿﾗ 苫小牧市 苫小牧ＳＳ連合 0:08:57
18 2412 伊藤　　節 ｲﾄｳ ｾﾂ 札幌市 0:08:59
19 2411 大谷　夏楓 ｵｵﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 千歳市 泉沢小学校 0:09:01
20 2434 蔦　　颯真 ﾂﾀ ｿｳﾏ 苫小牧市 北光小学校 0:09:02
21 2405 永渕　友悠 ﾅｶﾞﾌﾁ ﾄﾓﾊﾙ 苫小牧市 苫小牧ＳＳ連合 0:09:09
22 2430 伊藤　凌玖 ｲﾄｳ ﾘｸ 苫小牧市 沼ノ端小学校 0:09:10
23 2417 村山　輝将 ﾑﾗﾔﾏ ﾃﾙﾏｻ 苫小牧市 北光小学校 0:09:15
24 2401 栗村　康生 ｸﾘﾑﾗ ｺｳｾｲ 苫小牧市 苫小牧ＳＳ連合 0:09:15
25 2402 鶴谷　悠人 ﾂﾙﾔ ﾕｳﾄ 登別市 幌別西小学校 0:09:16
26 2422 柾本　泰輔 ﾏｻﾓﾄ ﾀｲｽｹ 登別市 幌別西小学校 0:09:21
27 2409 伊藤　翔生 ｲﾄｳ ｼｮｳｷ 白老町 萩野小学校 0:09:27
28 2433 池野　聖曜 ｲｹﾉ ﾏｻｱｷ 苫小牧市 チームいけいけ 0:09:33
29 2419 森本　真翔 ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾅﾄ 札幌市 札幌平岡中央小学校 0:09:58
30 2442 横井　　柚 ﾖｺｲ ﾕｽﾞｷ 苫小牧市 エルボノス 0:10:10
31 2440 丸山　琉楓 ﾏﾙﾔﾏ ﾙｶ 苫小牧市 エルボノス 0:10:16
32 2444 須藤　楓邪 ｽﾄﾞｳ ﾌｳｶﾞ 苫小牧市 錦岡小学校 0:10:18
33 2427 大江陽太郎 ｵｵｴ ﾖｳﾀﾛｳ 苫小牧市 豊川小学校 0:10:41
34 2441 西村　斗吾 ﾆｼﾑﾗ ﾄｱ 苫小牧市 エルボノス 0:10:42
35 2424 杉中　杖助 ｽｷﾞﾅｶ ｼﾞｮｳｽｹ白老町 白老小学校 0:11:16
36 2416 山本　海輝 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｷ 千歳市 高台小学校 0:11:36
37 2443 篠原　　成 ｼﾉﾊﾗ ｼﾞｮｳ 苫小牧市 エルボノス 0:12:19
38 2431 豊年　星太 ﾎｳﾈﾝ ｼｮｳﾀ 苫小牧市 泉野小学校 0:12:42
39 2423 樋江井澄晴 ﾋｴｲ ｽﾊﾞﾙ 白老町 白老小学校 0:12:42


