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1 8073 北山 俊太朗 ｷﾀﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 千寿第八小５年 0:06:39
2 8166 土橋 遼大 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ 十二月田小学校 0:06:47
3 8165 利根川 悠樹 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾊﾙｷ プラチナＡＣ 0:06:48
4 8076 木下 将希 ｷﾉｼﾀ ﾏｻｷ 芝南ＳＣ 0:06:49
5 8049 大橋 蓮太郎 ｵｵﾊｼ ﾚﾝﾀﾛｳ 里小学校 0:06:55
6 8213 堀内 幸太朗 ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾀﾛｳ 川口ミナミＦＣ 0:06:57
7 8064 加藤 穏 ｶﾄｳ ﾉﾄﾞｶ 加藤家 0:07:05
8 8219 松澤 尭慎 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾁｶ 0:07:11
9 8001 相川 大和 ｱｲｶﾜ ﾔﾏﾄ 幸町小学校 0:07:16

10 8169 冨田 脩陽 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾔ エリオスＦＣ 0:07:16
11 8058 小野寺 栄斗 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴｲﾄ 川口ミナミ 0:07:17
12 8187 橋詰 琉生 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾙｲ 幸町小学校 0:07:18
13 8129 鈴木 蒼央 ｽｽﾞｷ ｱｵ 朝日東小学校 0:07:19
14 8214 堀田 駿哉 ﾎﾘﾀ ｼｭﾝﾔ 十二月田小学校 0:07:19
15 8253 吉田 大晴 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 十二月田小学校 0:07:20
16 8245 山越 拓登 ﾔﾏｺﾞｼ ﾀｸﾄ 川口ミナミＦＣ 0:07:24
17 8098 小松崎 柊 ｺﾏﾂｻﾞｷ ｼｭｳ 並木小 0:07:26
18 8184 沼上 悠真 ﾇﾏｶﾞﾐ ﾕｳﾏ 十二月田バンビ 0:07:26
19 8152 近松 心 ﾁｶﾏﾂ ｺｺﾛ 上青木小学校 0:07:27
20 8053 岡本 陽向 ｵｶﾓﾄ ﾋﾅﾀ 並木小学校 0:07:28
21 8141 武内 優也 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ 川口ミナミ 0:07:29
22 8154 津郷 那智 ﾂｺﾞｳ ﾅﾁ 青木北小 0:07:30
23 8223 松本 新 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾗﾀ 飯仲小学校 0:07:30
24 8215 本多 悠真 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ 十二月田小学校 0:07:31
25 8224 三浦 勇太 ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 蕨市立西小 0:07:31
26 8066 加藤 悠惟人 ｶﾄｳ ﾕｲﾄ 東淵江小学校 0:07:31
27 8134 鈴木 琉惺 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 飯仲小学校 0:07:32
28 8190 濱中 海里 ﾊﾏﾅｶ ｶｲﾘ 川口ミナミｆｃ 0:07:33
29 8203 平山 和輝 ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞｷ 十二月田小学校 0:07:34
30 8175 中里 太海 ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｲｶﾞ バンビーニ 0:07:36
31 8221 松野 蒼太 ﾏﾂﾉ ｿｳﾀ 本町スプラウツ 0:07:37
32 8075 木下 蒼希 ｷﾉｼﾀ ｱｲｷ 蕨東小 0:07:37
33 8029 伊藤 瑠生人 ｲﾄｳ ﾙｳﾄ 仲町小学校 0:07:38
34 8167 飛田 琉可 ﾄﾋﾞﾀ ﾙｶ 本町スプラウツ 0:07:39
35 8220 松田 青大 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙﾄ 川口ミナミ 0:07:41
36 8192 林 夏輝 ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 川口ミナミＦＣ 0:07:42
37 8069 唐川 甚弥 ｶﾗｶﾜ ｼﾞﾝﾔ 川口ミナミＦＣ 0:07:44
38 8024 泉 太陽 ｲｽﾞﾐ ﾀｲﾖｳ 並木小学校 0:07:46
39 8019 生田 海翔 ｲｸﾀ ｶｲﾄ 0:07:49
40 8059 尾本 想太 ｵﾓﾄ ｿｳﾀ 0:07:50
41 8254 吉永 考佑 ﾖｼﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 戸塚綾瀬小学校 0:07:51
42 8082 栗原 健伍 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝｺﾞ アヴェントーラ 0:07:52
43 8193 林 琉耶 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾔ 青北ウイングス 0:07:53
44 8007 朝倉 悠介 ｱｻｸﾗ ﾕｳｽｹ 0:07:53
45 8136 関 凪斗 ｾｷ ﾅｷﾞﾄ 仲町小学校 0:07:55
46 8205 福留 向輝 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｷ 0:07:55
47 8216 前田 隆太 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 0:08:00
48 8189 服部 有樹 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｷ 0:08:01
49 8178 奈良 正太郎 ﾅﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 青木中央小 0:08:01
50 8085 黒沼 好輝 ｸﾛﾇﾏ ｺｳｷ 0:08:01
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51 8116 柴田 羽京 ｼﾊﾞﾀ ｳｷｮｳ 青木中央小学校 0:08:04
52 8021 池田 悠太 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 石原塾 0:08:04
53 8232 宗像 宏樹 ﾑﾅｶﾀ ﾋﾛｷ 0:08:04
54 8157 津田 真杜 ﾂﾀﾞ ﾏｺﾄ 本町スプラウツ 0:08:05
55 8079 串崎 裕飛 ｸｼｻﾞｷ ﾕｳﾄ 0:08:06
56 8010 荒井 順翔 ｱﾗｲ ﾅｵﾄ 川口ミナミＦＣ 0:08:07
57 8238 安丸 優利 ﾔｽﾏﾙ ﾏｻﾄｼ 神根ＦＣ 0:08:07
58 8108 佐藤 孟史 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 川口ミナミＦＣ 0:08:07
59 8236 安田 海斗 ﾔｽﾀﾞ ｶｲﾄ 上青木小学校 0:08:07
60 8120 清水 佑哉 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 十二月田小 0:08:08
61 8052 岡田 友朗 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾛｳ 上青木ポニーズ 0:08:08
62 8016 飯田 悠斗 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 青北ウィングス 0:08:09
63 8128 杉山 敦哉 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾂﾔ 石原塾 0:08:09
64 8047 大嶋 伶弥 ｵｵｼﾏ ﾚｲﾔ 0:08:10
65 8241 栁田 耀登 ﾔﾅｷﾞﾀ ｱｷﾄ 上青木ポニーズ 0:08:10
66 8153 塚本 匠海 ﾂｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 川口南ＦＣ 0:08:11
67 8239 谷内 侑樹 ﾔﾁ ﾕｳｷ 並木小学校 0:08:12
68 8186 萩原 温久 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾊﾙﾋｻ 石原塾 0:08:13
69 8151 丹沢 大成 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 青木北ウイング 0:08:13
70 8111 澤田 蒼大 ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ 十二月田小学校 0:08:14
71 8191 早川 龍武 ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳﾑ 川口ハンド 0:08:14
72 8229 宮島 颯吾 ﾐﾔｼﾞﾏ ｿｳｺﾞ 芝西小学校 0:08:14
73 8048 太田 唯一翔 ｵｵﾀ ﾕｲﾄ 戸塚北小学校 0:08:15
74 8144 田中 桜太 ﾀﾅｶ ｵｳﾀ 青北ウィングス 0:08:16
75 8067 金子 遥貴 ｶﾈｺ ﾊﾙｷ 戸塚小学校 0:08:16
76 8227 水野 然太 ﾐｽﾞﾉ ｾﾞﾝﾀ 0:08:16
77 8071 川端 啓太 ｶﾜﾊﾞﾀ ｹｲﾀ 0:08:16
78 8025 板倉 康平 ｲﾀｸﾗ ｺｳﾍｲ 青木北小学校 0:08:17
79 8127 杉林 大誠 ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ 0:08:18
80 8159 鉄村 陽向 ﾃﾂﾑﾗ ﾋﾅﾀ 十二月田小学校 0:08:18
81 8257 鷲林 航 ﾜｼﾊﾞﾔｼ ｺｳ 青北ウィングス 0:08:19
82 8008 阿部 皇成 ｱﾍﾞ ｵｳｾ 川口ミナミＦＣ 0:08:20
83 8197 飛岡 知祥 ﾋｵｶ ﾄﾓﾖｼ 0:08:21
84 8072 木内 善 ｷｳﾁ ｾﾞﾝ バンビーニＡＣ 0:08:21
85 8057 落合 俊太 ｵﾁｱｲ ｼｭﾝﾀ 上青木小学校 0:08:23
86 8185 野尻 直誠 ﾉｼﾞﾘ ﾅｵﾏｻ 安行東小学校 0:08:23
87 8092 小林 孝輝 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 芝南小学校 0:08:24
88 8135 清野 凰生 ｾｲﾉ ｵｳｾｲ 川口ミナミＦＣ 0:08:24
89 8233 村田 遥斗 ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾄ 戸田新曽小学校 0:08:25
90 8252 吉川 慶 ﾖｼｶﾜ ｹｲ 川口ミナミ 0:08:25
91 8100 斎 元翼 ｻｲ ｹﾞﾝｽｹ 青木ウィングス 0:08:27
92 8243 山口 万葉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾊ 本町小学校 0:08:28
93 8114 篠本 匡汰 ｼﾉﾓﾄ ｺｳﾀ 川口ミナミＦＣ 0:08:29
94 8137 関根 諒太郎 ｾｷﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 川口ハンド 0:08:30
95 8204 福田 陸登 ﾌｸﾀﾞ ﾘｸﾄ 前川東小 0:08:30
96 8060 春日部 太智 ｶｽｶﾍﾞ ﾀｲﾁ 芝南小学校 0:08:30
97 8117 渋谷 颯志 ｼﾌﾞﾔ ｿｳｼ 0:08:30
98 8078 草尾 七唯斗 ｸｻｵ ﾅｲﾄ 飯仲小学校 0:08:31
99 8081 倉冨 朔 ｸﾗﾄﾐ ﾊｼﾞﾒ 0:08:32

100 8013 飯島 新音 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾗﾄ 川口ミナミＦＣ 0:08:32
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101 8181 西村 日向 ﾆｼﾑﾗ ﾋｭｳｶﾞ 川口ミナミ 0:08:33
102 8084 黒澤 怜 ｸﾛｻﾜ ﾚﾝ 青北ウイングス 0:08:34
103 8005 明平 拓也 ｱｹﾋﾗ ﾀｸﾔ 上青木ポニーズ 0:08:35
104 8104 佐々木 清楽 ｻｻｷ ｾﾗ 並木小学校 0:08:36
105 8194 早部 快一 ﾊﾔﾍﾞ ｶｲ 根岸小 0:08:36
106 8103 櫻井 蓮太郎 ｻｸﾗｲ ﾚﾝﾀﾛｳ 川口ミナミ 0:08:36
107 8164 戸沢 蓮 ﾄｻﾞﾜ ﾚﾝ ジョイフルＦＣ 0:08:36
108 8217 松尾 泰芽 ﾏﾂｵ ﾀｲｶﾞ 0:08:37
109 8201 平田 政斗羅 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾄﾗ 青北ウィングス 0:08:37
110 8247 山下 瑛登 ﾔﾏｼﾀ ｴｲﾄ 0:08:37
111 8161 寺本 晄 ﾃﾗﾓﾄ ｺｳ 川口ハンド 0:08:38
112 8231 宮本 涼矢 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 芝南小学校 0:08:38
113 8208 古谷 琉真 ﾌﾙﾔ ﾘｭｳｼﾝ 川口ハンド 0:08:40
114 8096 小林 龍斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ 前川小学校 0:08:41
115 8099 小山 颯太朗 ｺﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ 0:08:41
116 8132 鈴木 渚琉 ｽｽﾞｷ ﾅﾙ 石原塾 0:08:42
117 8202 平松 慎之介 ﾋﾗﾏﾂ ｼﾝﾉｽｹ 上青木小学校 0:08:44
118 8077 紀平 竜哉 ｷﾋﾗ ﾘｭｳﾔ チームブー 0:08:45
119 8068 亀谷 虎希 ｶﾒﾔ ｺｳｷ 西公民館 0:08:45
120 8037 岩淵 暁臣 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱｷｵﾐ 0:08:46
121 8018 五十嵐 涼 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 0:08:46
122 8006 浅井 唯翔 ｱｻｲ ﾕｲﾄ 0:08:48
123 8207 藤光 謙五 ﾌｼﾞﾐﾂ ｹﾝｺﾞ 西公民館Ｊｒ 0:08:49
124 8242 柳谷 琉麒 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ﾙｷ しらこばと 0:08:51
125 8046 大澤 瑛介 ｵｵｻﾜ ｴｲｽｹ 0:08:53
126 8228 三苫 諒英 ﾐﾄﾏ ﾘｮｳｴｲ 0:08:53
127 8009 荒井 汰翔 ｱﾗｲ ﾀｲｶﾞ 0:08:53
128 8070 川尻 皓太 ｶﾜｼﾞﾘ ｺｳﾀ 芝西小学校 0:08:53
129 8211 細木 虹汰 ﾎｿｷ ｺｳﾀ 0:08:54
130 8248 山下 凜久 ﾔﾏｼﾀ ﾘｸ 川口ハンド 0:08:54
131 8063 加藤 司 ｶﾄｳ ﾂｶｻ 朝日東小 0:08:54
132 8056 納 碧斗 ｵｻﾒ ｱｵﾄ 川口ハンド 0:08:55
133 8011 新井 颯 ｱﾗｲ ﾊﾔﾃ 0:08:55
134 8045 大木 碧 ｵｵｷ ｱｵ 川口ＳＣ 0:08:56
135 8080 熊谷 優祐 ｸﾏｶﾞﾔ ﾕｳｽｹ 前川小学校 0:08:57
136 8083 黒澤 仁 ｸﾛｻﾜ ｼﾞﾝ 0:08:57
137 8131 鈴木 大吉 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷﾁ 鳩ヶ谷小 0:08:58
138 8004 明平 修 ｱｹﾋﾗ ｼｭｳ 上青木ポニーズ 0:08:58
139 8043 榎原 唯 ｴﾉﾊﾗ ﾕｲ 神根小学校 0:09:00
140 8200 平井 悠雅 ﾋﾗｲ ﾕｳｶﾞ 0:09:01
141 8250 横山 慶多 ﾖｺﾔﾏ ｹｲﾀ 安行東小学校 0:09:01
142 8145 田中 凌斗 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾄ 大相模小学校 0:09:01
143 8188 服部 太恒 ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾁ 0:09:02
144 8222 松原 由眞 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾞﾝ 芝西小学校 0:09:02
145 8034 今瀬 蒼葉 ｲﾏｾ ｱｵﾊﾞ 0:09:03
146 8118 渋谷 怜音 ｼﾌﾞﾔ ﾚｲﾄ 青北ウイングス 0:09:04
147 8240 栁川 一晟 ﾔﾅｶﾞﾜ ｲｯｾｲ 青北ウィングス 0:09:05
148 8172 友寄 翔馬 ﾄﾓﾖｾ ｼｮｳﾏ ＢＡＧＵＳ男子 0:09:05
149 8158 土田 琉晴 ﾂﾁﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 0:09:07
150 8036 岩波 柊斗 ｲﾜﾅﾐ ｼｭｳﾄ 上青木南小学校 0:09:08
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151 8038 上杉 優心 ｳｴｽｷﾞ ﾕｳｼﾝ 0:09:10
152 8209 星野 翔太郎 ﾎｼﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 0:09:10
153 8182 西脇 悠真 ﾆｼﾜｷ ﾕｳｼﾝ 0:09:12
154 8106 佐藤 一樹 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 十二月田小学校 0:09:13
155 8199 平井 響 ﾋﾗｲ ﾋﾋﾞｷ 戸塚小学校 0:09:13
156 8119 島崎 凌久 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｸ 石原塾 0:09:14
157 8246 山崎 真弥 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝﾔ 幸町小学校 0:09:14
158 8196 原 優司 ﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 0:09:14
159 8139 高松 虎ノ介 ﾀｶﾏﾂ ﾄﾗﾉｽｹ 前川東小 0:09:14
160 8061 鹿渡 龍之介 ｶﾄﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 0:09:17
161 8051 岡田 大輝 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 前川小学校 0:09:17
162 8130 鈴木 海惺 ｽｽﾞｷ ｶｲｾｲ 青北ウィングス 0:09:18
163 8022 石井 優斗 ｲｼｲ ﾕｳﾄ 在家小 0:09:18
164 8195 原 伊吹 ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 西公民館Ｊｒ 0:09:20
165 8113 篠原 虎太郎 ｼﾉﾊﾗ ｺﾀﾛｳ 西公民館Ｊｒ 0:09:20
166 8138 高橋 柊成 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾘ 極真川口道場 0:09:21
167 8163 登坂 大地 ﾄｻｶ ﾀﾞｲﾁ 0:09:23
168 8168 冨田 杏弥 ﾄﾐﾀ ｷｮｳﾔ 0:09:25
169 8255 米村 広翔 ﾖﾈﾑﾗ ﾋﾛﾄ 青北ウイングス 0:09:25
170 8093 小林 俊輝 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｷ 十二月田小 0:09:25
171 8050 岡田 勇那 ｵｶﾀﾞ ｲｻﾅ 西公民館Ｊｒ 0:09:26
172 8149 玉川 羽琉 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 十二月田小 0:09:26
173 8225 三上 諒大 ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾀ 0:09:29
174 8020 池浦 宗志 ｲｹｳﾗ ｿｳｼ 上青木ポニーズ 0:09:31
175 8256 若林 俊作 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｻｸ 0:09:31
176 8094 小林 陽輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 西公民館Ｊｒ 0:09:33
177 8126 菅澤 周 ｽｶﾞｻﾜ ｼｭｳ 0:09:34
178 8107 佐藤 伸一郎 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 0:09:34
179 8251 吉岡 煌矢 ﾖｼｵｶ ｺｳﾔ 0:09:35
180 8198 平井 蒼馬 ﾋﾗｲ ｿｳﾏ 0:09:35
181 8122 庄子 有貴 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｷ 桜町小 0:09:35
182 8062 加藤 颯馬 ｶﾄｳ ｿｳﾏ 桜町小学校 0:09:35
183 8102 坂本 祐吾 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 0:09:39
184 8105 笹崎 陽悠 ｻｻｻﾞｷ ﾋﾕｳ 西剣道クラブ 0:09:40
185 8097 小林 倫太朗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 西公民館Ｊｒ 0:09:40
186 8040 上野 遼太郎 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 川口市立原町小 0:09:40
187 8110 沢田 京佑 ｻﾜﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ＳＷ 0:09:42
188 8109 佐藤 颯 ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 0:09:42
189 8176 中林 弦希 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ 0:09:42
190 8177 生井 貴裕 ﾅﾏｲ ﾀｶﾋﾛ 中居小学校 0:09:44
191 8041 内海 珊 ｳﾂﾐ ｻﾝ 川口ハンド 0:09:46
192 8032 井上 大地 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 南鳩ヶ谷小 0:09:48
193 8143 田中 惇希 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 芝西小学校 0:09:48
194 8148 谷川 翔太郎 ﾀﾆｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 上青木ポニーズ 0:09:50
195 8121 庄司 大起 ｼｮｳｼﾞ ﾀｲｷ 芝南小学校 0:09:52
196 8156 津田 奈優多 ﾂﾀﾞ ﾅﾕﾀ 中居小学校 0:09:54
197 8147 谷川 航太郎 ﾀﾆｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 上青木ポニーズ 0:09:54
198 8170 冨田 琉希 ﾄﾐﾀ ﾘｭｳｷ 芝南小 0:09:56
199 8133 鈴木 陽斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 0:09:57
200 8015 飯田 瞬己 ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝｷ 0:10:00
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201 8179 奈良 隼颯 ﾅﾗ ﾊﾔﾃ 上青木小学校 0:10:00
202 8035 岩井 勇喜 ｲﾜｲ ﾕｳｷ 上青木ポニーズ 0:10:00
203 8087 古久保 希勇 ｺｸﾎﾞ ｷﾕｳ 上青木ポニーズ 0:10:01
204 8125 末吉 礼人 ｽｴﾖｼ ｱﾔﾄ 中居小学校 0:10:01
205 8173 内藤 正士 ﾅｲﾄｳ ﾏｻｼ 仲町小学校 0:10:02
206 8115 芝﨑 寛人 ｼﾊﾞｻｷ ﾋﾛﾄ 0:10:02
207 8031 稲垣 凌 ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳ 0:10:02
208 8027 伊藤 碧 ｲﾄｳ ｱｵ 青北ウイングス 0:10:03
209 8226 御子柴 匠音 ﾐｺｼﾊﾞ ﾀｸﾄ 0:10:07
210 8089 後藤 啓太 ｺﾞﾄｳ ｹｲﾀ 美園北小学校 0:10:09
211 8160 寺原 直希 ﾃﾗﾊﾗ ﾅｵｷ 新郷小学校 0:10:09
212 8210 細川 航平 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ 0:10:10
213 8234 森 桜介 ﾓﾘ ｵｳｽｹ 0:10:12
214 8095 小林 裕史郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾛｳ 戸塚綾瀬小 0:10:13
215 8030 稲垣 葵羽 ｲﾅｶﾞｷ ｱｵﾊﾞ 上青木南小学校 0:10:14
216 8012 荒井 颯斗 ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ 上青木南小 0:10:15
217 8123 神保 虎太郎 ｼﾞﾝﾎﾞ ｺﾀﾛｳ 川口ハンド 0:10:17
218 8150 玉置 大和 ﾀﾏｷ ﾔﾏﾄ チームたまき 0:10:18
219 8183 新里 葵月 ﾆｯｻﾄ ﾘﾂ バグース 0:10:19
220 8088 小島 佑太 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 0:10:20
221 8033 今井 大貴 ｲﾏｲ ﾀｲｷ 0:10:23
222 8086 河野 輝樹 ｺｳﾉ ｺｳｷ 0:10:24
223 8091 小林 奏太 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ ウイングス 0:10:27
224 8230 宮本 一慧 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯｹｲ 里小学校 0:10:33
225 8155 辻 凛太朗 ﾂｼﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 0:10:39
226 8023 石田 倫太郎 ｲｼﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 0:10:41
227 8206 福山 達也 ﾌｸﾔﾏ ﾀﾂﾔ ピュアホームズ 0:10:42
228 8124 須江 航太郎 ｽｴ ｺｳﾀﾛｳ 元郷南小 0:10:43
229 8044 海老澤 功樹 ｴﾋﾞｻﾜ ｺｳｷ 在家小学校 0:10:44
230 8055 奥原 雄平 ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 0:10:46
231 8140 田杭 翔 ﾀｸﾞｲ ｼｮｳ 0:10:49
232 8003 秋山 滉斗 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾄ 0:10:56
233 8074 城處 祥汰 ｷﾄﾞｺﾛ ｼｮｳﾀ 上青木小学校 0:10:57
234 8054 小川 健介 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｽｹ 青木中央小学校 0:11:01
235 8002 秋山 翼 ｱｷﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 0:11:16
236 8212 堀内 一真 ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞﾏ 芝南小学校 0:11:16
237 8101 斉藤 拓人 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ 青北ウイングス 0:13:20
238 8039 上田 弦門 ｳｴﾀﾞ ｹﾞﾝﾄ 青北ウイングス 0:23:24
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