
1 1010 田中　雄隆 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 白老町 白老小学校 0:03:50

2 1015 米山　幸汰 ﾖﾈﾔﾏ ｺｳﾀ 千歳市 千歳陸上少年団 0:03:51

3 1002 野坂　怜央 ﾉｻｶ ﾚｵ 石狩市 南線小学校 0:03:53

4 1014 斎藤　友哉 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 札幌市 ほのかSC 0:03:59

5 1017 永渕　友悠 ﾅｶﾞﾌﾁ ﾄﾓﾊﾙ 苫小牧市 苫小牧SS連合 0:04:01

6 1035 船越　　葵 ﾌﾅｺｼ ｱｵｲ 白老町 白老小学校 0:04:02

7 1043 竹本　万廣 ﾀｹﾓﾄ ﾏﾋﾛ 苫小牧市 苫小牧ジェッツ 0:04:02

8 1038 藤澤　和輝 ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 苫小牧市 ＦＣエルボノス 0:04:02

9 1029 伊藤　蒼太 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 登別市 幌別西小学校 0:04:06

10 1024 唐牛　颯汰 ｶﾗｳｼ ｿｳﾀ 苫小牧市　　　　　　　　拓勇小学校 0:04:10

11 1005 喜尾　壮丞 ｷｵ ｿｳｽｹ 白老町 白老小学校 0:04:11

12 1003 清川　侑真 ｷﾖｶﾜ ﾕｳﾏ 苫小牧市 苫小牧SS連合 0:04:12

13 1018 藤井　那知 ﾌｼﾞｲ ﾅﾁ 千歳市 千歳陸上少年団 0:04:13

14 1026 野崎　友稀 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｷ 札幌市 とんでんRC 0:04:19

15 1020 三谷　蒼空 ﾐﾀﾆ ｿﾗ 苫小牧市 苫小牧SS連合 0:04:21

16 1004 伊藤　千輝 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 白老町 白老小学校 0:04:22

17 1046 伊藤　　翔 ｲﾄｳ ｶｹﾙ 白老町 厚賀小学校 0:04:24

18 1039 坪田　蒼汰 ﾂﾎﾞﾀ ｿｳﾀ 苫小牧市 ＦＣエルボノス 0:04:26

19 1007 佐々木　蓮 ｻｻｷ ﾚﾝ 白老町 白老小学校 0:04:27

20 1016 鶴谷　悠人 ﾂﾙﾔ ﾕｳﾄ 登別市 幌別西小学校 0:04:28

21 1012 山丸　滉介 ﾔﾏﾏﾙ ｺｳｽｹ 白老町 白老小学校 0:04:30

22 1001 栗村　康生 ｸﾘﾑﾗ ｺｳｾｲ 苫小牧市 苫小牧SS連合 0:04:34

23 1040 新谷龍ノ介 ｱﾗﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 苫小牧市 苫小牧ジェッツ 0:04:35

24 1032 池野　聖曜 ｲｹﾉ ﾏｻｱｷ 苫小牧市 チームイケイケ 0:04:45

25 1022 竹田　朱吾 ﾀｹﾀﾞ ｼｭｱ 苫小牧市 チームコスモ木 0:04:50

26 1028 真木　湊都 ﾏｷ ﾐﾅﾄ 千歳市 北栄小学校 0:04:53

27 1027 柾本　泰輔 ﾏｻﾓﾄ ﾀｲｽｹ 登別市 幌別西小学校 0:04:54

28 1030 宮崎　惇生 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾂｷ 苫小牧市 拓勇小学校 0:05:03

29 1042 兜森　蒼磨 ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ｱｵﾏ 苫小牧市 苫小牧ジェッツ 0:05:05

30 1021 竹田　志温 ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ 苫小牧市 拓進小学校 0:05:07

31 1019 村山　輝将 ﾑﾗﾔﾏ ﾃﾙﾏｻ 苫小牧市 北光小学校 0:05:12

32 1037 冨家　一颯 ﾄﾐﾔ ｲｯｻ 苫小牧市 ＦＣエルボノス 0:05:17

33 1036 木戸　由翔 ｷﾄﾞ ﾕｳﾄ 苫小牧市 ＦＣエルボノス 0:05:18

34 1025 豊年　星太 ﾎｳﾈﾝ ｼｮｳﾀ 苫小牧市 チームコスモ木 0:05:25

35 1006 佐々木麻晴 ｻｻｷ ﾏﾊﾛ 白老町 白老小学校 0:05:26

36 1013 千葉　鷹史 ﾁﾊﾞ ﾀｶﾌﾐ 白老町 萩野小学校 0:05:27

37 1033 大江陽太郎 ｵｵｴ ﾖｳﾀﾛｳ 苫小牧市 0:05:27
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38 1031 八木橋永真 ﾔｷﾞﾊｼ ﾄｳﾏ 苫小牧市 北光小学校 0:05:32

39 1023 山本　海輝 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｷ 千歳市 祝梅小学校 0:05:37

40 1009 武田　　湊 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾅﾄ 白老町 白老小学校 0:05:37

41 1008 杉中　杖助 ｽｷﾞﾅｶ ｼﾞｮｳｽｹ 白老町 白老小学校 0:06:00

42 1011 樋江井澄晴 ﾋｴｲ ｽﾊﾞﾙ 白老町 白老小学校 0:06:05


