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1 8677 金子 夏輝 ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 戸塚綾瀬小学校 0:07:35
2 8813 萩原 駿希 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭﾝｷ ウイングス 0:07:44
3 8869 望月 光太 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾀ 0:07:44
4 8637 伊藤 輝 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 前川小学校 0:07:46
5 8812 野本 奏太 ﾉﾓﾄ ｶﾅﾀ キッカーズ 0:07:47
6 8665 小笠原 慶翔 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｹｲﾄ 前川東小 0:07:48
7 8696 熊野 遼大郎 ｸﾏﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 0:07:48
8 8633 伊藤 芯太朗 ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 0:07:53
9 8649 梅原 巧磨 ｳﾒﾊﾗ ﾀｸﾏ バンビーニＡＣ 0:07:54

10 8612 五十嵐 晴 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙ 0:07:56
11 8777 塚本 颯真 ﾂｶﾓﾄ ｿｳﾏ 飯塚サッカー 0:07:57
12 8868 毛利 槇獅 ﾓｳﾘ ﾏｷｼ 鳩ヶ谷小学校 0:07:59
13 8889 山本 晴斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 芝西小 0:08:02
14 8774 玉城 遼 ﾀﾏｼﾛ ﾘｮｳ 川口ミナミ 0:08:06
15 8709 小林 柊斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾄ アルコイリス 0:08:07
16 8659 大嶋 康太 ｵｵｼﾏ ｺｳﾀ 0:08:07
17 8818 長谷部 太郎 ﾊｾﾍﾞ ﾀﾛｳ 原町小 0:08:07
18 8899 若林 祥汰 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 0:08:09
19 8870 本橋 颯 ﾓﾄﾊｼ ｶｹﾙ 前川東小学校 0:08:13
20 8674 金光 桜佑 ｶﾅﾐﾂ ｵｳｽｹ 0:08:14
21 8859 三上 晄 ﾐｶﾐ ｺｳ バンビーニＡＣ 0:08:14
22 8764 竹内 勇人 ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ 新郷南小学校 0:08:16
23 8891 山本 雷治 ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲｼﾞ 芝中央小 0:08:16
24 8810 野村 光璃 ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 0:08:17
25 8775 丹沢 瞬煌 ﾀﾝｼﾞ ｼｭﾝｷ 青北ウィングス 0:08:17
26 8623 石田 柊斗 ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾄ 0:08:18
27 8776 近松 暖人 ﾁｶﾏﾂ ﾊﾙﾄ 上青木小学校 0:08:18
28 8705 後藤 太輝 ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ 元郷南 0:08:19
29 8710 小林 珀斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸﾄ アルコイリス 0:08:21
30 8684 川村 雄飛 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾋ 0:08:22
31 8866 向 令雄 ﾑｶｲ ﾚｵ 神根東小学校 0:08:22
32 8787 飛田 響 ﾄﾋﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 本町スプラウツ 0:08:23
33 8898 米澤 蒼 ﾖﾈｻﾞﾜ ｿｳ 0:08:24
34 8691 北村 大樹 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ 中居小学校 0:08:24
35 8834 藤木 康太 ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ 根岸小学校 0:08:24
36 8620 石井 陽向 ｲｼｲ ﾋﾅﾀ 上青木小学校 0:08:25
37 8716 近藤 佑磨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 飯仲小 0:08:26
38 8824 早田 蓮 ﾊﾔﾀ ﾚﾝ 上青木ポニーズ 0:08:26
39 8805 滑川 大暉 ﾅﾒｶﾜ ﾀﾞｲｷ 0:08:26
40 8667 小野田 颯 ｵﾉﾀﾞ ﾊﾔﾃ 上青木南小学校 0:08:28
41 8773 田巻 賢一 ﾀﾏｷ ｹﾝｲﾁ 仲町小学校 0:08:28
42 8702 小瀧 夏維 ｺﾀｷ ｶｲ バンビーニＡＣ 0:08:28
43 8739 島宗 庚成 ｼﾏﾑﾈ ﾔｽﾋﾃﾞ 0:08:29
44 8719 斎藤 峻 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 0:08:29
45 8686 神戸 琳太郎 ｶﾝﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 0:08:29
46 8601 青木 翔成 ｱｵｷ ｶﾅﾙ 飯塚ＦＣ 0:08:30
47 8848 町田 翔琉 ﾏﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 朝日東 0:08:30
48 8607 阿部 暖示 ｱﾍﾞ ﾀﾞﾝｼﾞ 川口ミナミＦＣ 0:08:32
49 8839 星野 盛 ﾎｼﾉ ｾｲ 並木小学校 0:08:32
50 8856 松前谷 賢汰 ﾏﾂﾏｴﾔ ｹﾝﾀ 0:08:32
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51 8747 鈴木 貫太 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 0:08:35
52 8606 阿部 琥太朗 ｱﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 0:08:35
53 8821 浜口 雄旬 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼｭﾝ ＦＣアレグリ 0:08:36
54 8642 上田 誠仁 ｳｴﾀﾞ ｾｲｼﾞ 川口市辻小学校 0:08:37
55 8652 鰭沼 睦矢 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾄﾓﾔ 0:08:37
56 8883 山田 颯真 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ 飯塚小学校 0:08:37
57 8631 伊藤 虹成 ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 十二月田小学校 0:08:38
58 8796 中西 優太 ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾀ 本町スプラウツ 0:08:38
59 8748 鈴木 煌真 ｽｽﾞｷ ｺｳﾏ 青北ウィングス 0:08:39
60 8833 福田 翔琉 ﾌｸﾀﾞ ｶｹﾙ 前川小 0:08:40
61 8816 橋本 拓蔵 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸｿﾞｳ バンビーニＡＣ 0:08:40
62 8670 笠井 晴伍 ｶｻｲ ｾｲｺﾞ 0:08:40
63 8621 石川 叶和 ｲｼｶﾜ ﾄﾜ 元郷南小学校 0:08:41
64 8756 瀬戸 駿大郎 ｾﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ 0:08:41
65 8628 伊勢田 蓮 ｲｾﾀﾞ ﾚﾝ 0:08:41
66 8749 鈴木 漸 ｽｽﾞｷ ｾﾞﾝ バンビーニＡＣ 0:08:43
67 8726 佐々木 啓輔 ｻｻｷ ｹｲｽｹ 幸町小学校 0:08:45
68 8826 原 稜真 ﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 0:08:45
69 8737 柴田 飛成 ｼﾊﾞﾀ ﾋｾｲ 青木中央小学校 0:08:45
70 8629 市川 琥太郎 ｲﾁｶﾜ ｺﾀﾛｳ 飯塚ＦＣ 0:08:46
71 8661 大野 颯星 ｵｵﾉ ﾊﾔｾ 0:08:46
72 8900 早稲田 優太 ﾜｾﾀﾞ ﾕｳﾀ 0:08:48
73 8762 高橋 元太 ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝﾀ ウイングス 0:08:48
74 8903 綿貫 直翔 ﾜﾀﾇｷ ﾅｵﾄ 里小学校 0:08:49
75 8676 金子 大輝 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ 元郷南 0:08:50
76 8635 伊藤 颯真 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 幸町小学校 0:08:50
77 8636 伊東 直樹 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 西公民館 0:08:52
78 8841 細木 晴斗 ﾎｿｷ ﾊﾙﾄ 0:08:52
79 8766 田﨑 空太 ﾀｻｷ ｿﾗﾀ 川口ミナミ 0:08:52
80 8858 丸重 幹太 ﾏﾙｼｹﾞ ｶﾝﾀ 0:08:53
81 8770 田中 玲都 ﾀﾅｶ ﾚｲﾄ 大相模小学校 0:08:53
82 8644 宇賀神 翔太 ｳｶﾞｼﾞﾝ ｼｮｳﾀ 0:08:53
83 8673 加藤 侑來 ｶﾄｳ ﾕﾗ 塚越 0:08:53
84 8645 内田 爽太 ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀ 戸田第二小学校 0:08:54
85 8654 圓 直樹 ｴﾝ ﾅｵｷ 飯塚小学校 0:08:56
86 8761 高橋 亜月 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｷ 0:08:56
87 8828 半澤 寿雪 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 芝南 0:08:56
88 8880 山城 旺雅 ﾔﾏｼﾛ ｵｳｶﾞ 幸町小学校 0:08:57
89 8901 渡辺 有達 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 0:08:58
90 8867 村井 直 ﾑﾗｲ ﾅｵ 安行東小 0:08:58
91 8835 藤本 佑志 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼ 戸塚北小 0:08:59
92 8875 柳元 倖太朗 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 0:08:59
93 8861 三宅 祥太 ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 芝樋ノ爪小学校 0:09:00
94 8744 杉本 翔琉 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｹﾙ 朝日東小学校 0:09:00
95 8609 荒井 陽真 ｱﾗｲ ﾊﾙﾏ 上青木南小 0:09:00
96 8850 松尾 龍太郎 ﾏﾂｵ ﾘｭｳﾀﾛｳ 飯塚ＦＣ 0:09:01
97 8800 中村 太陽 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 中居小学校 0:09:01
98 8703 小谷 泰雅 ｺﾀﾆ ﾀｲｶﾞ 芝西小 0:09:02
99 8640 岩崎 亮樹 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｷ 川口ミナミＦＣ 0:09:03

100 8798 中美 太陽 ﾅｶﾐ ﾀｲﾖｳ 0:09:03
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101 8634 伊藤 蒼太 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 0:09:03
102 8671 形浦 涼太 ｶﾀｳﾗ ﾘｮｳﾀ 芝西小学校 0:09:04
103 8882 山田 晃平 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 幸町小学校 0:09:05
104 8887 山之内 健留 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾀｹﾙ 飯塚ＦＣ 0:09:05
105 8759 高倉 航 ﾀｶｸﾗ ｺｳ 0:09:05
106 8840 星野 璃玖 ﾎｼﾉ ﾘｸ バンビーニＡＣ 0:09:06
107 8864 宮嶋 遵 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 飯塚小学校 0:09:06
108 8646 内田 悠太 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 戸田第二小学校 0:09:07
109 8847 舛永 凌太郎 ﾏｽﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 幸町小学校 0:09:07
110 8615 池田 幹大 ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾀ 0:09:08
111 8658 大澤 慶人 ｵｵｻﾜ ﾖｼﾋﾄ 0:09:08
112 8694 帰山 怜旺 ｷﾔﾏ ﾚｵ ウイングス 0:09:08
113 8846 増田 翔琉 ﾏｽﾀﾞ ｶｹﾙ 飯仲小学校 0:09:09
114 8724 櫻井 寛之 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 0:09:09
115 8890 山本 紘路 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛ 0:09:11
116 8648 ウバ ウィンフリー ｳﾊﾞ ｳｨﾝﾌﾘｰ 青北ウィングス 0:09:12
117 8753 須藤 寛彦 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛﾋｺ 川口市立里小 0:09:12
118 8815 橋本 朱右 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ 川口ハンド 0:09:13
119 8871 森泉 大馳 ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 石原塾 0:09:13
120 8732 佐藤 優介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 幸町小学校 0:09:14
121 8765 武正 元希 ﾀｹﾏｻ ｹﾞﾝｷ 飯塚ＦＣ 0:09:14
122 8838 星野 穣志 ﾎｼﾉ ｼﾞｮｳｼﾞ 原町小学校 0:09:14
123 8651 榎原 暖人 ｴﾉﾊﾗ ﾊﾙﾄ 戸塚綾瀬 0:09:18
124 8825 早舩 昊冴 ﾊﾔﾌﾈ ｺｳｻﾞ 0:09:20
125 8784 董 宇飛 ﾄｳ ｳﾋ 飯仲小学校 0:09:20
126 8675 金光 颯佑 ｶﾅﾐﾂ ｿｳｽｹ 0:09:20
127 8735 篠本 力汰 ｼﾉﾓﾄ ﾘｷﾀ 川口ミナミＦＣ 0:09:20
128 8706 後藤 僚介 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 上青木ポニーズ 0:09:21
129 8742 須賀 涼介 ｽｶﾞ ﾘｮｳｽｹ じんじくん 0:09:21
130 8736 柴田 要 ｼﾊﾞﾀ ｶﾅﾒ 前川小 0:09:21
131 8746 鈴木 海翔 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 飯仲小学校 0:09:22
132 8743 菅沼 灯 ｽｶﾞﾇﾏ ﾄﾓﾙ 0:09:22
133 8897 吉田 琉希也 ﾖｼﾀﾞ ﾙｷﾔ 差間小学校 0:09:22
134 8854 松田 優輝 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ ミナミＦＣ 0:09:23
135 8690 北爪 貢稀 ｷﾀﾂﾞﾒ ｺｳｷ 0:09:23
136 8632 伊東 駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 飯塚ＦＣ 0:09:24
137 8622 石黒 秀輔 ｲｼｸﾞﾛ ｼｭｳｽｹ 神根東 0:09:24
138 8608 網野 和志 ｱﾐﾉ ｶｽﾞｼ 戸塚東小学校 0:09:24
139 8852 松坂 翠人 ﾏﾂｻﾞｶ ｽｲﾄ 青北ウイングス 0:09:24
140 8817 長谷川 優志 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｼ 埼大附属小学校 0:09:25
141 8711 小林 寛哉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾔ 0:09:26
142 8643 上原 光翔 ｳｴﾊﾗ ﾐﾂﾄ 青北ウイングス 0:09:27
143 8619 石井 蒼真 ｲｼｲ ｿｳﾏ 戸塚綾瀬小学校 0:09:28
144 8638 井上 泰成 ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 戸塚小学校 0:09:28
145 8799 中村 駿 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 上青木ポニーズ 0:09:29
146 8751 鈴木 遥真 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾏ 飯塚ＦＣ 0:09:29
147 8700 河本 直旺 ｺｳﾓﾄ ﾅｵ 0:09:29
148 8785 遠山 航平 ﾄｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ 0:09:32
149 8814 箱崎 寛太 ﾊｺｻﾞｷ ｶﾝﾀ 本町小学校 0:09:33
150 8872 森澤 央太 ﾓﾘｻﾜ ｵｳﾀ 0:09:35
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151 8603 赤穗 光俐 ｱｺｳ ﾋｶﾘ 元郷南小学校 0:09:36
152 8741 神保 虎次郎 ｼﾞﾝﾎﾞ ｺｼﾞﾛｳ 0:09:37
153 8725 佐々木 郁 ｻｻｷ ｶｵﾙ 飯塚ＦＣ 0:09:39
154 8778 塚本 大誠 ﾂｶﾓﾄ ﾀｲｾｲ 0:09:39
155 8618 石井 晴也 ｲｼｲ ｾｲﾔ 朝日東小 0:09:40
156 8713 小林 陸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 前川小学校 0:09:41
157 8881 山田 鴻 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳ 本町スプラウツ 0:09:41
158 8669 角田 玲欧 ｶｸﾀ ﾚｵ 0:09:41
159 8758 高久 柚月紀 ﾀｶｸ ﾕﾂﾞｷ 上青木南小 0:09:42
160 8876 山川 晃輝 ﾔﾏｶﾜ ｺｳｷ 本町小学校 0:09:43
161 8896 田 琥大郎 ﾖｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 朝日東小学校 0:09:43
162 8660 太田 諒 ｵｵﾀ ﾘｮｳ 0:09:44
163 8681 川口 蔵智 ｶﾜｸﾞﾁ ｸﾗﾄ 0:09:45
164 8668 加々見 恵吾 ｶｶﾞﾐ ｹｲｺﾞ 里小学校 0:09:46
165 8699 高 廣新 ｺｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 青木北少年団 0:09:46
166 8769 田中 陸斗 ﾀﾅｶ ﾘｸﾄ 並木小学校 0:09:47
167 8723 佐川 晄 ｻｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 元郷南小学校 0:09:47
168 8760 髙田 琉太 ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 0:09:47
169 8624 石田 蒼凉 ｲｼﾀﾞ ｿｳｽｹ 0:09:48
170 8683 川嵜 樹 ｶﾜｻｷ ｲﾂｷ 朝日東小学校 0:09:49
171 8789 永井 康太郎 ﾅｶﾞｲ ｺｳﾀﾛｳ 川口ミナミＦＣ 0:09:49
172 8731 佐藤 陽彩 ｻﾄｳ ﾋﾛ 神根小学校 0:09:50
173 8616 池田 諒 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 0:09:50
174 8745 杉山 晴樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ 舟戸小 0:09:50
175 8663 大松 隆馬 ｵｵﾏﾂ ﾘｭｳﾏ 飯塚ＦＣ 0:09:51
176 8662 大場 晴哉 ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾔ 飯塚ＦＣ 0:09:51
177 8831 平井 渉雅 ﾋﾗｲ ｱﾕﾏ 0:09:51
178 8860 三上 大晴 ﾐｶﾐ ﾀﾞｲｾｲ 0:09:53
179 8685 川良 啓太 ｶﾜﾗ ｹｲﾀ 神根小学校 0:09:55
180 8822 濱野 琉克 ﾊﾏﾉ ﾘｭｳｶ 青北ウイングス 0:09:55
181 8655 大石 優真 ｵｵｲｼ ﾕｳﾏ 0:09:56
182 8772 谷口 穂岳 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾎﾀｶ 飯仲小 0:09:57
183 8639 岩上 勇知 ｲﾜｶﾐ ﾕｳﾁ 0:09:57
184 8888 山村 悠惺 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｾｲ 十二月田小学校 0:09:58
185 8611 飯利 夏葵 ｲｲﾘ ﾅﾂｷ 青北ウィングス 0:09:58
186 8695 熊谷 旭陽 ｸﾏｶﾞｲ ｱｻﾋ 辻小学校 0:09:58
187 8682 川口 継智 ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲﾄ 0:09:59
188 8895 吉田 光佑 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 0:10:00
189 8862 宮崎 想大 ﾐﾔｻﾞｷ ｿｳﾀ 0:10:02
190 8708 小林 啓人 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ ウイングス 0:10:04
191 8653 海老原 秀積 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾎﾂﾞﾐ アレグリ 0:10:04
192 8717 齊藤 幸生 ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ 青木中央小学校 0:10:04
193 8780 土田 柊晴 ﾂﾁﾀﾞ ｼｭｳｾｲ 0:10:05
194 8790 中川 天陽 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ 前川東 0:10:05
195 8823 林 遼河 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ 0:10:06
196 8672 加藤 颯 ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 飯塚ＦＣ 0:10:06
197 8715 小山 瑛斗 ｺﾔﾏ ｴｲﾄ 戸塚南小 0:10:06
198 8687 喜久 領太 ｷｸ ﾘｮｳﾀ 飯仲小学校 0:10:06
199 8734 塩原 壱剣 ｼｵﾊﾞﾗ ｲﾂﾞﾙ 0:10:07
200 8752 鈴木 蓮 ｽｽﾞｷ ﾚﾝ 野村証券（株） 0:10:07
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201 8763 高橋 悠心 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾝ 辻小学校ー 0:10:08
202 8617 石合 琉太 ｲｼｱｲ ﾘｭｳﾀ 柳崎小学校 0:10:10
203 8857 松村 航平 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ 0:10:10
204 8688 岸本 颯斗 ｷｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 前川小学校 0:10:11
205 8666 荻原 波琉 ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙ 0:10:11
206 8829 坂東 祐守 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 舟戸小学校 0:10:11
207 8865 宮本 悠生 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 芝南小学校 0:10:11
208 8641 岩瀬 陸斗 ｲﾜｾ ﾘｸﾄ 0:10:12
209 8613 池上 航汰 ｲｹｶﾞﾐ ｺｳﾀ 0:10:12
210 8844 馬越 祐孝 ﾏｺﾞｼ ﾏｻﾀｶ 0:10:12
211 8701 小芝 悟生 ｺｼﾊﾞ ｻﾄｷ ウイングス 0:10:12
212 8830 樋口 結斗 ﾋｸﾞﾁ ﾕｲﾄ 青木中央小学校 0:10:13
213 8704 児玉 悠斗 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾄ 0:10:13
214 8721 坂下 悠希 ｻｶｼﾀ ﾕｳｷ 飯仲 0:10:14
215 8873 矢嶋 太一 ﾔｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 里小学校 0:10:14
216 8728 佐々木 理粋 ｻｻｷ ﾘｷ 並木小学校 0:10:15
217 8782 鶴見 齊衡 ﾂﾙﾐ ﾅﾘﾋﾗ バンビーニＡＣ 0:10:16
218 8779 辻 悠希 ﾂｼﾞ ﾊﾙｷ 0:10:17
219 8804 名倉 孝英 ﾅｸﾞﾗ ｺｳｴｲ 戸塚北小 0:10:19
220 8894 吉岡 颯志 ﾖｼｵｶ ｿｳｼ 0:10:19
221 8614 池上 侑希 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳｷ 上青木南小 0:10:20
222 8884 山田 貴裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 安行小学校 0:10:22
223 8795 中西 巧海 ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ 0:10:22
224 8836 渕田 祥平 ﾌﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 石原塾 0:10:25
225 8698 黒川 大翔 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛﾄ 0:10:26
226 8855 松原 想眞 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳﾏ 芝西小学校 0:10:26
227 8730 佐藤 翔ノ介 ｻﾄｳ ｼｮｳﾉｽｹ 0:10:26
228 8781 坪 歩睦 ﾂﾎﾞ ｱﾕﾑ 上青木小学校 0:10:28
229 8768 田中 頼希 ﾀﾅｶ ﾗｲｷ 芝西小 0:10:28
230 8740 荘司 遥生 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｷ 元郷南小学校 0:10:28
231 8885 山田 珀斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾊｸﾄ 青北ウィングス 0:10:28
232 8630 伊藤 音澄 ｲﾄｳ ｵﾄ 青北ウイングス 0:10:29
233 8792 中里 大雅 ﾅｶｻﾄ ﾀｲｶﾞ 飯塚小学校 0:10:29
234 8794 長瀬 由直 ﾅｶﾞｾ ﾖｼﾅｵ 十二月田小学校 0:10:29
235 8664 大森 選 ｵｵﾓﾘ ｾﾝ 上青木ポニーズ 0:10:32
236 8851 松岡 秀敏 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 0:10:33
237 8832 平井 連獅 ﾋﾗｲ ﾚﾝｼﾞ 0:10:33
238 8727 佐々木 悠太郎 ｻｻｷ ﾕｳﾀﾛｳ コンフィアンサ 0:10:34
239 8738 島田 倖典 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 0:10:36
240 8886 山野井 悠太 ﾔﾏﾉｲ ﾕｳﾀ 戸塚南小 0:10:38
241 8811 野村 浬夢 ﾉﾑﾗ ﾘﾑ 仲町小学校 0:10:39
242 8863 宮澤 珀寿 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊｸﾄ 辻小学校 0:10:40
243 8806 西村 尚希 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｷ 0:10:41
244 8650 梅本 稜大 ｳﾒﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 上青木南小学校 0:10:42
245 8656 大熊 風輝 ｵｵｸﾏ ﾌｳｷ 中居小学校 0:10:43
246 8602 明平 和己 ｱｹﾋﾗ ｶｽﾞｷ 上青木ポニーズ 0:10:45
247 8707 小林 篤史 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 仲町小学校 0:10:47
248 8626 石路 善基 ｲｼﾛ ﾖｼｷ 上青木ポニーズ 0:10:49
249 8625 石橋 拓空 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾄ 0:10:50
250 8793 中條 祐輝 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾕｳﾘ 川口市立在家小 0:10:50
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251 8714 小松 大馳 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ 飯塚ＦＣ 0:10:50
252 8878 山崎 浩輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ 十二月田小学校 0:10:51
253 8783 寺原 洸太 ﾃﾗﾊﾗ ｺｳﾀ 新郷小学校 0:10:52
254 8722 坂本 蒼馬 ｻｶﾓﾄ ｿｳﾏ 0:10:53
255 8808 野口 颯太 ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ 辻小学校 0:10:54
256 8718 齋藤 誠悟 ｻｲﾄｳ ｾｲｺﾞ 0:10:58
257 8678 金永 朋頼 ｶﾈﾅｶﾞ ﾄﾓﾉﾘ 上青木ポニーズ 0:10:59
258 8712 小林 祐稀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 仲町小学校 0:11:00
259 8647 ウバ ウィンゲート ｳﾊﾞ ｳｨﾝｹﾞｰﾄ 青北ウィングス 0:11:01
260 8791 中河原 悠 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾕｳ 0:11:02
261 8802 長屋 裕太 ﾅｶﾞﾔ ﾕｳﾀ 十二月田小学校 0:11:07
262 8809 野口 裕喜 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 朝日西 0:11:14
263 8750 鈴木 晴斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 前川東小学校 0:11:15
264 8697 蔵山 智也 ｸﾗﾔﾏ ﾄﾓﾔ 0:11:19
265 8693 木村 藍斗 ｷﾑﾗ ｱｲﾄ 0:11:21
266 8803 中山 晃来 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ 辻小学校 0:11:37
267 8657 大澤 輝人 ｵｵｻﾜ ﾃﾙﾋﾄ 0:11:51
268 8820 服部 英樹 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾃﾞｷ 0:12:02
269 8771 谷口 幸清 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 元郷南小学校 0:12:04
270 8720 斎藤 祐仁 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 上青木ポニーズ 0:12:05
271 8610 安藤 卓翔 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸｼｮｳ 0:12:06
272 8849 松浦 綾祐 ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 上青木ポニーズ 0:12:08
273 8679 上村 優成 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｾｲ 中居小学校 0:12:22
274 8827 針金 優弥 ﾊﾘｶﾞﾈ ﾕｳﾔ 舟戸小学校 0:12:23
275 8877 山崎 海晴 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲｾｲ 0:12:25
276 8893 横澤 勇佑 ﾖｺｻﾜ ﾕｳｽｹ 青木北小学校 0:12:54
277 8902 渡邉 龍之介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 特別支援学校 0:12:56
278 8786 遠山 琥太郎 ﾄｵﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 仲町小学校 0:13:00
279 8874 柳川 竜輝 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾘｭｳｷ 丹波ＢＢＱ 0:13:04
280 8729 佐瀬 夏樹 ｻｾ ﾅﾂｷ 上青木南小学校 0:13:10
281 8801 中村 優仁 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 0:14:50

2019年12月1日


