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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属クラブ 都市名 記 録

1 131 吉川 一希 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 日高市 0:13:36
2 144 花田 大和 ﾊﾅﾀﾞ ﾔﾏﾄ 所沢市 0:13:42
3 156 藤澤 春希 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 入間市 0:14:00
4 141 井坂 康助 ｲｻｶ ｺｳｽｹ 所沢市 0:14:02
5 106 植原 裕也 ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾔ 狭山市 0:14:12
6 142 井上 恵翔 ｲﾉｳｴ ｹｲﾄ 坂戸市 0:14:22
7 107 岩岡 一暉 ｲﾜｵｶ ｶｽﾞｷ 昌平中学校 越谷市 0:14:32
8 136 石森 涼太 ｲｼﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 飯能市 0:14:45
9 130 田上 遼佑 ﾀｶﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 入間市 0:14:54
10 143 遠藤 光流 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 狭山市 0:15:03
11 155 入江 陽希 ｲﾘｴ ﾊﾙｷ ＳＳＡＣ 川越市 0:15:21
12 112 髙橋 吾朗 ﾀｶﾊｼ ｺﾞﾛｳ 向原中学校 入間市 0:15:25
13 139 春日 陽太 ｶｽｶﾞ ﾖｳﾀ 狭山市 0:15:28
14 127 榎本 大地 ｴﾉﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 飯能市立南高麗中学校 飯能市 0:15:33
15 102 植村 磐音 ｳｴﾑﾗ ｲﾜﾈ 堀兼中学校 狭山市 0:15:41
16 116 沼田 雄大 ﾇﾏﾀ ﾀｹﾋﾛ 狭山台中学校 狭山市 0:15:43
17 160 三浦 合毅 ﾐｳﾗ ｱｲｷ 入間市 0:15:45
18 157 大中 湊介 ｵｵﾅｶ ｿｳｽｹ 川越市 0:15:46
19 111 庄子 和孝 ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞﾀｶ 狭山市 0:15:52
20 101 大井川 輝 ｵｵｲｶﾞﾜ ﾃﾙ 狭山市 0:15:54
21 123 佐藤 一期 ｻﾄｳ ｲﾁｺﾞ 入間川中学校 陸上部 狭山市 0:15:56
22 138 西 駿太 ﾆｼ ｼｭﾝﾀ 飯能市 0:15:57
23 148 宮川 旺輔 ﾐﾔｶﾞﾜ ｵｳｽｹ 東大附属 東京都 0:15:58
24 146 小口 蓮 ｵｸﾞﾁ ﾚﾝ 東大附属 東京都 0:15:58
25 124 村木 大輔 ﾑﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ 飯能市立南高麗中学校 飯能市 0:15:59
26 164 常盤 慎太郎 ﾄｷﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 入間市 0:16:01
27 137 河田 千晴 ｶﾜﾀ ﾁﾊﾙ 飯能市 0:16:03
28 119 増田 康太 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀ 狭山台中学校 狭山市 0:16:08
29 140 鈴鹿 迅 ｽｽﾞｶ ｼﾞﾝ 狭山市 0:16:13
30 149 矢部 有理 ﾔﾍﾞ ｱｻﾄ 東大附属 東京都 0:16:20
31 135 松岡 佑朔 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｻｸ 狭山市 0:16:23
32 162 山内 遥斗 ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙﾄ 入間市 0:16:24
33 120 村山 大空 ﾑﾗﾔﾏ ｿﾗ 狭山台中学校 狭山市 0:16:34
34 147 千葉 雄太 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 東大附属 東京都 0:16:38
35 153 竹田 凌悟 ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｺﾞ 東大附属 東京都 0:16:52
36 150 兵藤 快飛 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｶｲﾄ 東大附属 東京都 0:16:52
37 122 鍬原 来龍 ｸﾜﾊﾗ ﾗｲﾛﾝ 入間川中学校 狭山市 0:17:05
38 151 髙木 俊汰 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝﾀ 東大附属 東京都 0:17:12
39 125 山村 笑生 ﾔﾏﾑﾗ ｼｮｳｾｲ 飯能市立南高麗中学校 飯能市 0:17:13
40 154 山本 旺楽 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 東大附属 東京都 0:17:34
41 108 高梨 瑞己 ﾀｶﾅｼ ﾐｽﾞｷ 所沢市 0:17:35
42 145 牛久保 達哉 ｳｼｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 東大附属 東京都 0:17:38
43 163 小口 璃空 ｵｸﾞﾁ ﾘｸ 狭山市 0:17:58
44 133 安原 啓太 ﾔｽﾊﾗ ｹｲﾀ 狭山市 0:18:01
45 121 山田 悠斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 狭山台中学校 狭山市 0:18:14
46 158 金子 晴輝 ｶﾈｺ ﾊﾙｷ 川越市 0:18:29
47 152 松田 錬之介 ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾉｽｹ 東大附属 東京都 0:18:31
48 129 清水 太麒 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 狭山市 0:18:41
49 161 畊野 空駕 ｺｳﾉ ｸｳｶﾞ 狭山市 0:19:14
50 159 黒木 佑弥 ｸﾛｷ ﾕｳﾔ 狭山市 0:19:21
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51 128 安藤 寧音 ｱﾝﾄﾞｳ ﾈｵ 飯能市立南高麗中学校 飯能市 0:19:28
52 105 森内 優 ﾓﾘｳﾁ ﾕｳ 山王中学校 狭山市 0:19:30
53 132 中畑 智基 ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓｷ 狭山市 0:19:45
54 110 髙橋 大和 ﾀｶﾊｼ ﾔﾏﾄ 飯能市 0:21:58
55 109 須﨑 翔汰 ｽｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 飯能市 0:25:10
56 117 黒田 明心 ｸﾛﾀﾞ ﾒｲｼﾝ 狭山台中学校 狭山市 0:27:10
57 113 松本 煌大 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 飯能第一中学校 飯能市 0:27:10
58 118 黒田 清心 ｸﾛﾀﾞ ｾｲｼﾝ 狭山台中学校 狭山市 0:27:49
59 104 後藤 謙太 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ 埼玉県立狭山特別支援学校 飯能市 0:30:11
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