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START LIST U16 Boys Championship 3km

  No, 氏　名 所　属

51 馬場　勇一郎 上郷中 愛知県

52 藤宮　歩 大槻中 福島県

53 服部　凱杏 千種中 愛知県

54 前田　陽向 山田東中 大阪府

55 石田　洸介 浅川中 福岡県

56 工藤　巧夢 大田原中 栃木県

501 中西　洸貴 清新ＪＡＣ 東京都

502 酒井　聖 清新ＪＡＣ 東京都

503 磯野　友作 清新ＪＡＣ 東京都

504 野瀬　陽大 清新ＪＡＣ 東京都

505 小林　祐大 清新ＪＡＣ 東京都

506 小林　大晴 清新ＪＡＣ 東京都

507 郷　太耀 清新ＪＡＣ 東京都

508 高柳　優風太 清新ＪＡＣ 東京都

509 大友　一希 清新ＪＡＣ 東京都

510 伊勢　侑一郎 清新ＪＡＣ 東京都

511 川野　宰知 清新ＪＡＣ 東京都

512 佐々木　翔生 清新ＪＡＣ 東京都

513 布施　吉基 清新ＪＡＣ 東京都

514 佐野　眞斗 清新ＪＡＣ 東京都

515 上村　介音 清新ＪＡＣ 東京都

516 高木　颯大 清新ＪＡＣ 東京都

517 市村　竜樹 草加瀬崎中 埼玉県

518 大友　理玖 赤湯中 山形県

519 大友　涼 赤湯中 山形県

520 岩田　伊織 小金中 千葉県

521 芳口　悠大 小金中 千葉県

522 佐藤　一世 小金中 千葉県

523 新井　俊祐 日進中 埼玉県

524 関口　絢太 ＫＭＣ陸上C 東京都

525 片桐　大樹 ＫＭＣ陸上C 東京都

526 下村　柊太郎 ＫＭＣ陸上C 東京都

527 下村　颯次郎 ＫＭＣ陸上C 東京都

528 新井　晴文 ＫＭＣ陸上C 東京都

529 片桐　卓杜 ＫＭＣ陸上C 東京都

530 登坂　翔和 ＫＭＣ陸上C 東京都

531 槇村　勇伸 ＫＭＣ陸上C 東京都

532 齋川　純 立教池袋中 東京都

533 大野　寧央 立教池袋中 東京都

534 鈴木　康也 岩根中 千葉県

535 川村　悠馬 落部 北海道

536 桝田　樹 附属函館 北海道

537 村上　大樹 函館桔 北海道

538 坂口　優真 鶴城中 熊本県

539 内田　征冶 鶴城中 熊本県

540 東原　愛斗 鶴城中 熊本県

541 戸川　一輝 岡崎中 京都府

542 荒井　裕太 岡崎中 京都府

543 木山　陸 岡崎中 京都府

544 武田　和馬 滝沢南中 岩手県

  No, 氏　名 所　属

545 平田　天龍 清和中 千葉県

546 芝崎　貴大 清和中 千葉県

547 菊地　駿介 新座第五中 埼玉県

548 上吉川　颯馬 新座第五中 埼玉県

549 池田　蓮 新座第五中 埼玉県

550 松山　和希 大田原中 栃木県

551 池原　悠月 元総社中 群馬県

552 入沢　世良 元総社中 群馬県

553 栗田　弦哉 元総社中 群馬県

554 店網　周平 元総社中 群馬県

555 鍛冶　晃 ＫＪＲ陸上C 東京都

556 杉原　悠太 ＫＪＲ陸上C 東京都

557 井谷　壮太 ＫＪＲ陸上C 東京都

558 工藤　類 ＫＪＲ陸上C 東京都

559 杉原　将太 ＫＪＲ陸上C 東京都

560 峰村　織 ＫＪＲ陸上C 東京都

561 照井　海翔 花巻湯口中 岩手県

562 小島　健士朗 笠懸南中 群馬県

563 藤掛　凜大 笠懸南中 群馬県

564 髙橋　優斗 笠懸南中 群馬県

565 武井　奏太 前橋第七中 群馬県

566 中林　俊 前橋第七中 群馬県

567 兼子　遼志 前橋第七中 群馬県

568 橋川　和直 富士岡中 静岡県

569 田代　嵩人 富士岡中 静岡県

570 斉藤　翼 富士岡中 静岡県

571 植松　尚哉 富士岡中 静岡県

572 伊藤　雄剛 富士岡中 静岡県

573 川島　稜矢 富士岡中 静岡県

574 須藤　誠太 富士岡中 静岡県

575 井上　柾未 海神中 千葉県

576 秋吉　星弥 泉中 静岡県

577 池上　和真 神崎中 千葉県

578 瀬戸　敦史 泉崎中 福島県

579 石川　蒼人 泉崎中 福島県

580 関根　洸希 泉崎中 福島県

581 田﨑　大智 泉崎中 福島県

582 小玉　瑞葵 泉崎中 福島県

583 鈴木　陽大 泉崎中 福島県

584 西槇　駿祐 泉崎中 福島県

585 本柳　直樹 泉崎中 福島県

586 會田　奏太 泉崎中 福島県

587 池田　知史 大府中 愛知県

588 岸本　健太郎 平野中 兵庫県

589 沼田　良太 Ｍ AＣ 茨城県

590 小松　裕太 上菅田中 神奈川県

591 吉田　健太 上菅田中 神奈川県

592 中沼　俊介 上菅田中 神奈川県

593 小林　剛士 水戸三中 茨城県

594 小野　透 戸田中 埼玉県
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595 井場　広洋 高畠町立高畠 山形県

596 長橋　悠真 小千谷中 新潟県

597 大平　愛陽 小千谷中 新潟県

598 大矢　雄大 小千谷中 新潟県

599 渡辺　藍人 小千谷中 新潟県

600 渡辺　智也 小千谷中 新潟県

601 五十嵐　浩輔 小千谷中 新潟県

602 大渕　凱涼 小千谷中 新潟県

603 渡邉　理央 小千谷中 新潟県

604 髙橋　宏輔 小千谷中 新潟県

605 鈴木　天智 室根中 岩手県

606 橋本　基紀 常盤松中 千葉県

607 柏木　陸也 常盤松中 千葉県

608 山下　陸斗 常盤松中 千葉県

609 石川　湧月 常盤松中 千葉県

610 青柳　空翔 常盤松中 千葉県

611 日向寺　光洋 常盤松中 千葉県

612 今井　優汰 常盤松中 千葉県

613 相澤　拓摩 常盤松中 千葉県

614 加藤　聡太 富岡中 静岡県

615 元村　啓太 高柳中 千葉県

616 浦田　優斗 狭山台中 埼玉県

617 小谷　遥日 六ツ川 神奈川県

618 伊丹　祐斗 六ツ川 神奈川県

619 菅家　大樹 六ツ川 神奈川県

620 猪田　健斗 六ツ川 神奈川県

621 木田　真輝 六ツ川 神奈川県

622 並木　寧音 六ツ川 神奈川県

623 永田　結人 六ツ川 神奈川県

624 菊池　健介 六ツ川 神奈川県

625 並木　偉音 六ツ川 神奈川県

626 宍倉　隆浩 周西南中 千葉県

627 小林　亮介 小見川中 千葉県

628 大辻　頌悟 大島中 茨城県

629 寺島　大樹 富里中 千葉県

630 宮澤　徹 与野南中 埼玉県

631 伊東　大翔 高階 埼玉県

632 柴崎　裕亮 東京城北AC 東京都

633 齋藤　駿斗 東京城北AC 東京都

634 飯塚　陸 東京城北 AC 東京都

635 上原　佑介 東京城北AC 東京都

636 相澤　凱亜 東京城北AC 東京都

637 牧野　海威 白幡中 埼玉県

638 岩﨑　陽生 函南中 静岡県

639 野田　大空 函南中 静岡県

640 岩城　充祐 函南中 静岡県

641 菅沼　翔也 函南中 静岡県

642 安斎　諒真 井草中 東京都

643 赤津　勇進 泉丘中 茨城県

644 橘田　翔 大国陸上C 山梨県
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645 松田　爽 鷹岡 静岡県

646 髙橋　晴翔 川西 山形県

647 鈴木　康太 宮原中 埼玉県

648 向島　央 清水第一中 静岡県

649 瀬川　翔誠 庄西中 富山県

650 富田　陸空 中村中 栃木県

651 青山　竜太郎 福田中 千葉県

652 増田　竣 福田中 千葉県

653 金剛寺　俊介 福田中 千葉県

654 横田 海人ラヒム 福田中 千葉県

655 石井　一希 富里中学 千葉県

656 平家　拓海 RUNRUN 埼玉県

657 赤星　龍舞 RUNRUN 埼玉県

658 菊地　喬一 RUNRUN 埼玉県

659 甲木　康博 RUNRUN 埼玉県

660 堀籠　錬磨 網走第三中 北海道

661 江上　陸 小見川中 千葉県

662 篠原　悠 小見川中 千葉県

663 菊地　悠 小見川中 千葉県

664 久保木　健登 小見川中 千葉県

665 成毛　孝太 小見川中 千葉県

666 本木　寛大 横芝中 千葉県

667 三塚　大幸 宮原中 埼玉県

668 野澤　侑五 日進中 埼玉県

669 二瓶　剛徳 高根中 千葉県

670 松永　伶 前原中 千葉県

671 西来　英太 南郷中 神奈川県

672 松浦　巧 余目中 山形県

673 足立　開 余目中 山形県

674 武田　悠斗 高畠中 山形県

675 岩井　竜雅 貝塚中 千葉県

676 金子　哲也 川西中 山形県

677 片桐　陽和 立科中 長野県

678 北村　勇貴 笠懸南中 群馬県

679 川名　皓詠 大坂上中 東京都

680 竹原　海史 千代台陸上 S 北海道

681 辻　凱玖斗 千代台陸上 S 北海道

682 池田　笙冴 千代台陸上 S 北海道

683 藤嶋　翔馬 千代台陸上 S 北海道

684 堀野　愛斗 千代台陸上 S 北海道

685 小倉　丞正 清和中 千葉県

686 鎗田　大輝 岬中 千葉県

687 鎗田　光希 岬中 千葉県

688 中村　碧海 岬中 千葉県

689 石原　聖也 新宿西戸山中 東京都

690 塙　友汰 富里 千葉県

691 松島　竣成 殖蓮中 群馬県

692 土屋　天海 殖蓮中 群馬県

693 村越　翔 宮原中 埼玉県

694 甘利　光翼 宮原中 埼玉県

  No, 氏　名 所　属

695 秋元　佑斗 川崎中 神奈川県

696 加藤　幸一郎 馬込中 東京都

697 岩島　昇汰 中山中 岐阜県

698 岩島　共汰 中山中 岐阜県

699 石本　湧大 中山中 岐阜県

700 直井　洸翔 中山中 岐阜県

701 直井　亜沙斗 中山中 岐阜県

702 中西　巧麿 いぶすき SC 鹿児島県

703 北薗　元泰 いぶすき SC 鹿児島県

704 金子　泰良 豊橋南稜 愛知県

705 橘　裕樹 ちはら台南中 千葉県

706 井上　瑠政 ちはら台南中 千葉県

707 小安　凌生 五井中学校 千葉県

708 鈴木　健真 見前中 岩手県

709 梅澤　巧 見前中 岩手県

710 谷川　純也 上富良野中 北海道

711 久野　朋哉 上富良野中 北海道

712 國本　空良 上富良野中 北海道

713 日髙　颯太 上富良野中 北海道

714 星野　純輝 上富良野中 北海道

715 門馬　温人 上富良野中 北海道

716 山口　滉介 上富良野中 北海道

717 茅野　友翔 山内中 神奈川県

718 アーサン　新 山内中 神奈川県

719 村瀬　広晃 山内中 神奈川県

720 長行司　翔太 山内中 神奈川県

721 森　大地 山内中 神奈川県

722 森　潤一 山内中 神奈川県

723 加川　莉遠 赤湯中 山形県

724 市川　大輝 岩津中 愛知県

725 十文字　優一 福岡中 岩手県

726 北村　光 川内中 群馬県

727 吉田　匠志 滝沢第二中 岩手県

728 藤森　健伸 滝沢第二中 岩手県

729 井坂　一希 滝沢第二中 岩手県

730 矢内　千尋 滝沢第二中 岩手県

731 大楢　龍輝 利根中 群馬県

732 大江　柊輔 鷲敷中 徳島県

733 和田　倖明 牟岐中 徳島県

734 森川　凜太郎 前橋第三中 群馬県

735 藤井　柊有 前橋第三中 群馬県

736 木村　蓮 前橋第三中 群馬県

737 荒木　日成 置賜駅伝 山形県

738 村上　大樹 阿見中 茨城県

739 宮﨑　陽馬 阿見中 茨城県

740 土赤　本気 小諸東中 長野県

741 丸子　晴樹 赤湯中 山形県

742 皿谷　倖也 赤湯中 山形県

743 市川　慶伍 高畠中 山形県

744 𠮷野　徳海 堀切中 東京都

  No, 氏　名 所　属

745 田中　秀弥 堀切中 東京都

746 小関　真弥 堀切中 東京都

747 伊藤　悠聖 我孫子中 千葉県

748 齋尾　一耀 我孫子中 千葉県

749 佐藤　真優 我孫子中 千葉県

750 相澤　駿輝 我孫子中 千葉県

751 千田　隆真 南城中 岩手県

752 漆畑　徳輝 富士岳陽中 静岡県

753 竹内　暖 立科中 長野県

754 河田　桃弥 葛飾中 千葉県

755 古市　秀翔 葛飾中 千葉県

756 斎藤　敏樹 葛飾中 千葉県

757 森田　昴 葛飾中 千葉県

758 金　澤民 葛飾中 千葉県

759 北原　大揮 葛飾中 千葉県

760 熊谷　拓真 葛飾中 千葉県

761 橋本　賢育 葛飾中 千葉県

762 若三　直太郎 葛飾中 千葉県

763 東　佑飛 葛飾中 千葉県

764 中島　快都 下伊那松川中 長野県

765 瀧澤　健人 鼎中 長野県

766 大峽　謙 鼎中 長野県

767 松﨑　文哉 高森中 長野県

768 本島　尚緒 高森中 長野県

769 熊谷　澪 IS ジュニアC 長野県

770 武内　優大 垂水 兵庫県

771 枝川　大祐 草野中 福島県

772 野村　京太郎 文花中 東京都

773 白土　路人 文花中 東京都

774 天海　創太 文花中 東京都

775 高辻　正広 三原第五 広島県

776 清政　荘太 三原第五 広島県

777 角田　貫耕 三原第五 広島県

778 菅原　蓮斗 三原第五 広島県

779 福田　悠太 三原第五 広島県

780 友村　輝 三原第五 広島県

781 山本　渉真 三原第五 広島県

782 菅原　昇真 三原第五 広島県

783 竹内　智徳 三原第五 広島県

784 小橋　周平 三原第五 広島県

785 野島　隼也 浜須賀中 神奈川県

786 小林　優心 大曽根中 愛知県

787 永岡　佑樹 久慈中 茨城県

788 柳本　和紀 豊橋南稜 愛知県

789 柳本　匡哉 豊橋南稜 愛知県

790 伊藤　大志 赤穂中 長野県

791 椎名　一郎 赤穂中 長野県

792 鈴木　駿平 赤穂中 長野県

793 出澤　周大 赤穂中 長野県

794 保科　大樹 赤穂中 長野県
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  No, 氏　名 所　属

795 伊井　修司 富士見中 群馬県

796 新井　颯人 富士見中 群馬県

797 奈良　康生 富士見中 群馬県

798 城田　優生 富士見中 群馬県

799 小見　貴則 富士見中 群馬県

800 阿久澤　雄太 富士見中 群馬県

801 志塚　泰世 富士見中 群馬県

802 春山　賢太 富士見中 群馬県

803 渡辺　大星 豊橋南稜 愛知県

804 坂神　賢亮 豊橋南稜 愛知県

805 原　龍生 藤岡北 群馬県

806 生島　基記 DeNA RC 東京都

807 井上　天祐 DeNA RC 東京都

808 今井　欧介 DeNA RC 東京都

809 梅原　真生 DeNA RC 東京都

810 片岡　龍哉 DeNA RC 東京都

811 新谷　陸 DeNA RC 東京都

812 薗部　恭大 DeNA RC 東京都

813 三浦　太陽 DeNA RC 東京都

814 長沢　匠人 DeNA RC 東京都

815 稲光　希竜 DeNA RC 東京都

816 落合　直 DeNA RC 東京都

817 北郷　快 DeNA RC 東京都

818 草刈　恭弓 DeNA RC 東京都

819 黒須　涼介 DeNA RC 東京都

820 鹿野　武俊 DeNA RC 東京都

821 鈴木　航平 DeNA RC 東京都

822 林部　斗真 DeNA RC 東京都

823 増永　峰土 DeNA RC 東京都

824 森　悠太郎 DeNA RC 東京都

825 矢口　芽生 DeNA RC 東京都

826 湯野川　創 DeNA RC 東京都

827 佐々木　塁 河南中 岩手県

828 小田中　燦 河南中 岩手県

829 菊地　洸希 佐久長聖中 長野県

830 菅原　美紀 吉川南中 埼玉県

831 佐藤　駿人 吉川南中 埼玉県

832 篠木　珠良 吉川南中 埼玉県

833 佐藤　昂輝 吉川南中 埼玉県

834 尾熊　夢翔 J.VIC 東京都

835 牛久　賢哉 伊勢崎第三中 群馬県

836 工藤　龍之介 宮原中 埼玉県

837 真壁　陽 北上南中 岩手県

838 五十嵐　勇輝 酒田第四中 山形県

839 佐藤　翔琉 酒田第四中 山形県

840 高橋　永吉 酒田第四中 山形県

841 高橋　由伸 酒田第四中 山形県

842 元木　一翔 酒田第四中 山形県

843 小林　聖 酒田第四中 山形県

844 大江　遥人 酒田第四中 山形県

  No, 氏　名 所　属

845 吉村　空真 酒田第四中 山形県

846 菅原　賢哉 酒田第四中 山形県

847 菅原　光喜 酒田第四中 山形県

848 林　生吹 貝塚中 千葉県

849 古川　凛太郎 城山中 富山県

850 吉野　颯汰 新座第二中 埼玉県

851 黒田　光 川口東中 埼玉県

852 吉岡　航 川口東中 埼玉県

853 清田　真一 大貫中 千葉県

854 細家　雅広 昭和中 千葉県

855 折川　勝哉 昭和中 千葉県

856 並木　健介 富里中 千葉県

857 浅尾　友雅 宮原中 埼玉県

858 兼田　蓮 宮原中 埼玉県

859 徳丸　颯太 今宿中 神奈川県

860 亀沢　潮 今宿中 神奈川県

861 山内　脩卯 今宿中 神奈川県

862 菱沼　楓 今宿中 神奈川県

863 田中　尚文 今宿中 神奈川県

864 前田　雄祐 今宿中 神奈川県

865 金澤　颯汰 今宿中 神奈川県

866 平川　大翔 今宿中 神奈川県

867 川前　優斗 今宿中 神奈川県

868 伊藤　惇 今宿中 神奈川県

869 橋屋　憂典 真岡中 栃木県

870 後藤　俊介 東庄 千葉県

871 松尾　翔太 東庄 千葉県

872 大柳　海翔 東庄 千葉県

873 宮内　遼 東庄 千葉県

874 谷口　陸斗 東庄 千葉県

875 栗山　樹希 佐原中 千葉県

876 大崎　友裕 佐原中 千葉県

877 武内　陽大朗 佐原中 千葉県

878 岡野　史弥 佐原中 千葉県

879 五十嵐　秀 松戸第三中 千葉県

880 中澤　崚生 松戸第三中 千葉県

881 野澤　慎平 松戸第三中 千葉県

882 高橋　歩暉 松戸第三中 千葉県

883 堅持　和太 松戸第三中 千葉県

884 込尾　春馬 新座第三中 埼玉県

885 下田　大翔 新座第三中 埼玉県

886 高橋　和希 新座第三中 埼玉県

887 杉島　匠 宮原中 埼玉県

888 渡辺　琉楓 宮原中 埼玉県

889 原田　愛星 在家中 埼玉県

890 川添　健人 鎌ケ谷第五中 千葉県

891 中村　卓実 鎌ケ谷第五中 千葉県

892 東　虎之介 鎌ケ谷第五中 千葉県
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