
3.5km 中学生男子の部

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  4023 ｲｹｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 池澤　悠冬 14 千葉県 柏市 大津ヶ丘中学校 00:11'22"

    2  4033 ﾎｿﾉ ﾅﾂｷ 細野　夏輝 14 群馬県 前橋市 00:11'55"

    3  4004 ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾀ 髙橋　玲太 埼玉県 秩父市 秩父第一中 00:12'08"

    4  4005 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾔﾂｷ 若林　夜月 埼玉県 秩父市 秩父第一中 00:12'12"

    5  4029 ﾈｷﾞｼ ﾏｻｱｷ 根岸　雅晄 13 埼玉県 寄居町 00:12'21"

    6  4024 ﾔｽｴ ﾊﾙﾄ 安江　悠登 14 埼玉県 さいたま市 00:12'24"

    7  4021 ｵｻﾞﾜ ﾕｳ 尾沢　悠 13 埼玉県 深谷市 00:12'51"

    8  4006 ｸﾛｻﾜ ｿｳﾀ 黒沢　颯太 埼玉県 秩父市 秩父第一中 00:12'55"

    9  4008 ｻｶﾓﾄ ｶｲﾄ 坂本　海斗 埼玉県 秩父市 秩父第一中 00:12'59"

   10  4042 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻｷ 神田　雅貴 12 埼玉県 寄居町 00:13'01"

   11  4018 ｲｼｲ ﾋｶﾙ 石井　陽翔 13 埼玉県 行田市 本庄第一中学校 00:13'05"

   12  4010 ﾅﾐｷ ﾋﾅﾀ 双木　陽翔 14 埼玉県 狭山市 入間川中学校 00:13'09"

   13  4013 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 伊藤　隼大 14 千葉県 船橋市 ｂｏｔｃｈｉ凸 00:13'11"

   14  4043 ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 神田　晴貴 12 埼玉県 寄居町 00:13'23"

   15  4030 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾚﾝ 松平　蓮 13 栃木県 佐野市 石川走友会 00:13'24"

   16  4001 ﾀﾊﾞﾀ ｱｵ 太幡　碧 13 埼玉県 秩父市 00:13'30"

   17  4003 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 髙橋　悠斗 埼玉県 秩父市 秩父第一中 00:13'36"

   18  4035 ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝｼﾞ 塚原　蓮士 13 千葉県 野田市 00:13'43"

   19  4036 ﾐﾔﾏｴ ｶｽﾞｼ 宮前　和志 13 埼玉県 寄居町 00:13'52"

   20  4040 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 中山　椋介 12 埼玉県 小鹿野町 00:14'10"

   21  4014 ｵｶ ｻﾄﾔ 岡　悟也 15 栃木県 足利市 00:14'27"

   22  4034 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼｻﾄ 関口　善公 14 埼玉県 川越市 00:14'39"

   23  4007 ｸﾛｻﾜ ﾀｸﾏ 黒澤　巧磨 埼玉県 秩父市 秩父第一中 00:15'04"

   24  4012 ｻﾜﾊﾀ ｶｽﾞﾏ 澤畑　寿真 12 埼玉県 さいたま市 00:15'33"

   25  4026 ｶﾔｼﾏ ｾｲﾔ 萓島　誠也 13 埼玉県 行田市 せいちゃん 00:15'33"

   26  4028 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳｷ 松永　幸樹 13 東京都 武蔵村山市 00:16'28"

   27  4039 ｳｺﾝ ﾘｭｳﾉｽｹ 右近　龍之輔 12 東京都 練馬区 00:16'29"

   28  4017 ｵｵｳﾗ ﾊﾙﾋ 大浦　陽飛 13 群馬県 玉村町 00:17'23"

   29  4016 ｷｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 岸田　龍星 13 埼玉県 北本市 00:18'10"

   30  4020 ｱｷﾔﾏ ﾖｳｽｹ 秋山　陽祐 12 東京都 日の出町 ブルームーン 00:21'25"

   31  4041 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 鈴木　健太 12 東京都 八王子市 00:21'53"

   32  4032 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ 岡田　雪成 15 東京都 葛飾区 00:23'01"


