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1 6097 和田 隆之介 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 松葉中学校 0:09:56
2 6050 高澤 侑世 ﾀｶｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 安行中学 0:10:06
3 6034 小林 慎乃祐 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾉｽｹ 0:10:30
4 6052 高橋 幸輝 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 0:10:32
5 6081 堀 響生 ﾎﾘ ﾋﾋﾞｷ 川口市立南中学校 0:10:32
6 6026 川嵜 空 ｶﾜｻｷ ｿﾗ 十二月田中学校 0:10:54
7 6011 今井 颯汰 ｲﾏｲ ﾌｳﾀ 八幡木中学校 0:10:58
8 6067 西島 駿 ﾆｼｼﾞﾏ ｼｭﾝ 上青木中学校 0:11:07
9 6083 前田 和希 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ バンビーニＡＣ 0:11:08

10 6039 佐藤 駿太 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀ 八幡木中学校 0:11:12
11 6009 井上 拓海 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 麻布中学校 0:11:14
12 6015 岩村 海樹 ｲﾜﾑﾗ ｶｲｷ 0:11:14
13 6096 和田 蒼生 ﾜﾀﾞ ｱｵｲ 柏の葉中学校 0:11:18
14 6098 渡辺 匠達 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾄ 0:11:23
15 6045 鈴木 崚真 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ 小野中学校 0:11:24
16 6002 赤石 大翔 ｱｶｲｼ ﾀｲｼｮｳ 野田市立福田中 0:11:28
17 6022 落合 優太 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾀ 上青木中学校 0:11:28
18 6051 高角 康河 ﾀｶﾂﾉ ｺｳｶﾞ 埼大附属中学校 0:11:33
19 6005 東 陸太 ｱﾂﾞﾏ ﾘｸﾀ ＣＡピカード 0:11:49
20 6078 平松 拓人 ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾛﾄ 上青木中学校 0:12:00
21 6085 宮島 佑輔 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 0:12:05
22 6029 北山 煌 ｷﾀﾔﾏ ｺｳ 小谷場中学校 0:12:12
23 6036 小山 典杏 ｺﾔﾏ ﾉｱ バンビーニＡＣ 0:12:19
24 6091 柳沢 響木 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾋﾞｷ 在家中学校 0:12:25
25 6068 野嶋 大暉 ﾉｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 獨協中学校 0:12:29
26 6065 西馬 大生 ﾆｼｳﾏ ﾀﾞｲｷ 0:12:30
27 6038 坂本 優太 ｻｶﾓﾄ ｳﾀ 0:12:30
28 6089 八木 智也 ﾔｷﾞ ﾄﾓﾔ 0:12:36
29 6014 岩根 柊斗 ｲﾜﾈ ｼｭｳﾄ 赤羽岩淵中学校 0:12:56
30 6071 橋本 尚弥 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾔ 川口支援学校 0:12:58
31 6048 園田 龍聖 ｿﾉﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 赤羽岩淵中学校 0:12:59
32 6049 園田 龍汰 ｿﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 赤羽岩淵中学校 0:12:59
33 6092 柳館 勇太 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾃ ﾕｳﾀ 上青木中学校 0:13:23
34 6090 矢島 健太朗 ﾔｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 赤羽岩淵中学校 0:13:49
35 6016 上村 瑶 ｳｴﾑﾗ ﾊﾙ ＣＡピカード 0:13:53
36 6010 今井 陽太 ｲﾏｲ ﾊﾙﾀ 小谷場中学校 0:13:53
37 6064 中村 聖龍 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾘｭｳ 赤羽岩淵中学校 0:13:56
38 6093 山内 錬 ﾔﾏｳﾁ ﾚﾝ 戸塚西中学校 0:14:02
39 6031 桑原 颯汰 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 元郷中学校 0:14:10
40 6040 島田 勇人 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 赤羽岩淵中学校 0:14:26
41 6018 遠藤 悠太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 0:14:30
42 6028 川田 智哉 ｶﾜﾀ ﾄﾓﾔ 元郷中学校 0:14:31
43 6013 岩木 陽之進 ｲﾜｷ ﾊﾙﾉｼﾝ 小谷場中 0:14:54
44 6017 恵美須屋 尚仁 ｴﾋﾞｽﾔ ﾀｶﾋﾄ 赤羽岩淵中学校 0:15:03
45 6062 中島 晴斗 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 赤羽岩淵中学校 0:15:04
46 6070 萩原 昭久 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｷﾋｻ 戸塚西中学校 0:15:06
47 6073 馬場 裕大 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ 0:15:08
48 6003 阿久津 唯斗 ｱｸﾂ ﾕｲﾄ 元郷中学校 0:15:18
49 6055 田中 廉太郎 ﾀﾅｶ ﾚﾝﾀﾛｳ 戸塚西中学校 0:15:23
50 6035 小林 大輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 戸塚西中学校 0:15:25
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51 6094 山崎 暖斗 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 北中 0:15:32
52 6012 岩井 響生 ｲﾜｲ ﾋﾋﾞｷ 元郷中学校 0:16:15
53 6046 関口 央 ｾｷｸﾞﾁ ｱｷﾗ ステップ 0:16:25
54 6063 中村 尚英 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 赤羽岩淵中学校 0:16:26
55 6056 中鉢 聡 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｻﾄｼ 戸塚西中学校 0:16:48
56 6074 林 幹大 ﾊﾔｼ ｶﾝﾀ 赤羽岩淵中学校 0:16:56
57 6095 笠 聲太 ﾘｭｳ ｹｲﾀ 元郷中学校 0:16:56
58 6076 原子 悠誠 ﾊﾗｺ ﾕｳｾｲ 元郷中学校 0:17:07
59 6054 髙橋 大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 元郷中学校 0:17:22
60 6024 金子 泰輔 ｶﾈｺ ﾀｲｽｹ 戸塚西中学校 0:17:26
61 6061 長崎 悠茉 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳﾏ 戸塚西中 0:17:30
62 6080 堀 悟也 ﾎﾘ ｻﾄﾔ 元郷中学校 0:17:40
63 6001 赤井 莉久 ｱｶｲ ﾘｸ 0:18:36
64 6008 石田 大翔 ｲｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ 元郷中学校 0:18:45
65 6021 小平 健太 ｵﾀﾞｲﾗ ｹﾝﾀ 戸塚西中学校 0:19:23
66 6033 國分 昴 ｺｸﾌﾞﾝ ｽﾊﾞﾙ 戸塚西中学校 0:19:25
67 6027 川島 優希 ｶﾜｼﾏ ﾕｳｷ 0:19:50
68 6087 村山 太陽 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 赤羽岩淵中学校 0:21:08
69 6059 都丸 匡斗 ﾄﾏﾙ ﾀｸﾄ 戸塚西中学校 0:22:29
70 6086 村田 歩 ﾑﾗﾀ ｱﾕﾑ 赤羽岩淵中学校 0:22:43
71 6047 芹野 翔 ｾﾘﾉ ｼｮｳ 草加かがやき 0:26:44
72 6066 西澤 奏 ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅﾃﾞ 赤羽岩淵中学校 0:26:54
73 6025 河合 隼晴 ｶﾜｲ ｼｭﾝｾｲ 元郷中学校 1:04:13
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