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1 1102 牛島 夢貴 ｳｼｼﾞﾏ ﾕﾒｷ ＫＪＲ・ 東京都 0:05:03

2 1099 古田 丈耀 ﾌﾙﾀ ﾀｹﾃﾙ ＫＪＲ・ 東京都 0:05:07

3 1101 増田 陸斗 ﾏｽﾀﾞ ﾘｸﾄ ＫＪＲ・ 東京都 0:05:08

4 1103 山内 虎次郎 ﾔﾏｳﾁ ｺｼﾞﾛｳ ＫＪＲ・ 東京都 0:05:08

5 1093 石井 陽翔 ｲｼｲ ﾋｶﾙ 須加小学校 行田市 0:05:19

6 1064 工藤 陸 ｸﾄﾞｳ ﾘｸ どりかむ太田 群馬県 0:05:19

7 1095 木村 快 ｷﾑﾗ ｶｲ 中沢小学校 神奈川県 0:05:20

8 1094 河瀬 奏琉 ｶﾜｾ ｶﾅﾙ 玉縄小学校 神奈川県 0:05:20

9 1073 小山 和生 ｺﾔﾏ ｶｽﾞｷ 明峰小学校 所沢市 0:05:21

10 1100 樋口 総司 ﾋｸﾞﾁ ｿｳｼﾞ ＫＪＲ・ 東京都 0:05:26

11 1054 久保田 歩夢 ｸﾎﾞﾀ ｱﾕﾑ 群馬県 0:05:26

12 1089 高橋 海心 ﾀｶﾊｼ ｶﾝ アラマキッズ 群馬県 0:05:29

13 1050 田川 誠志郎 ﾀｶﾞﾜ ｾｲｼﾛｳ 東京都 0:05:29

14 1084 諸貫 陽向 ﾓﾛﾇｷ ﾋﾅﾀ 滑川町 0:05:37

15 1003 深田 遥 ﾌｶﾀ ﾊﾙ 秩父市 0:05:39

16 1056 内山 遥人 ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾄ 群馬県 0:05:43

17 1066 杉田 隆翔 ｽｷﾞﾀ ﾘｭｳｼｮｳ 伊勢崎広瀬小 群馬県 0:05:48

18 1090 大森 一樹 ｵｵﾓﾘ ｲﾂｷ 群馬県 0:05:53

19 1065 工藤 要 ｸﾄﾞｳ ｶﾅﾒ どりかむ太田 群馬県 0:05:56

20 1006 小門 昊 ｺｶﾄﾞ ｿﾗ 秩父市 0:05:57

21 1076 市村 樹生 ｲﾁﾑﾗ ﾀﾂｷ 北本市 0:06:02

22 1091 宮下 明也 ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾅﾘ アラマキッズ 群馬県 0:06:02

23 1060 右近 龍之輔 ｳｺﾝ ﾘｭｳﾉｽｹ 東京都 0:06:09

24 1031 筒井 叶羽 ﾂﾂｲ ﾄﾜ 秩父市 0:06:12

25 1088 岩井 風駕 ｲﾜｲ ﾌｳｶﾞ 桜山小学校 群馬県 0:06:14

26 1055 杉田 琉空 ｽｷﾞﾀ ﾘｸ 東京都 0:06:18

27 1045 小堀 嵩矢 ｺﾎﾞﾘ ｼｭｳﾔ 鴻巣市 0:06:19

28 1049 森本 拓真 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸﾏ 東京都 0:06:21

29 1085 宮崎 裕大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ スマイルＹ＆Ｎ 群馬県 0:06:21

30 1052 市川 龍 ｲﾁｶﾜ ﾘｭｳ 東京都 0:06:23

31 1098 嘉瀬 優輝 ｶｾ ﾕｳｷ 伊奈町 0:06:23

32 1077 高木 朝陽 ﾀｶｷﾞ ｱｻﾋ 北本市 0:06:23

33 1075 石川 太郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ 秩父第一小学校 秩父市 0:06:23

34 1067 杉田 海翔 ｽｷﾞﾀ ｶｲﾄ 伊勢崎広瀬小 群馬県 0:06:24

35 1008 関口 翔太 ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 秩父市 0:06:25

36 1023 金子 陽紀 ｶﾈｺ ﾊﾙｷ 秩父市 0:06:25

37 1024 橋本 逞人 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾄ 秩父市 0:06:26

38 1046 平野 泰輝 ﾋﾗﾉ ﾀｲｷ 秩父市 0:06:27

39 1043 岸 凛平 ｷｼ ﾘﾝﾍﾟｲ さいたま市 0:06:27

40 1092 摩庭 一翔 ﾏﾆﾜ ｲﾁｶ アラマキッズ 群馬県 0:06:28

41 1032 茂木 優臣 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｼﾝ 秩父市 0:06:30

42 1039 冨田 綾汰 ﾄﾐﾀ ﾘｮｳﾀ 秩父市 0:06:31

43 1028 渡辺 歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ 秩父市 0:06:33

44 1042 岸 蒼太朗 ｷｼ ｿｳﾀﾛｳ さいたま市 0:06:34

45 1033 伊古田 詩朗 ｲｺﾀ ｼﾛｳ 秩父市 0:06:34

46 1009 田中 俊至 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｼﾞ 秩父市 0:06:35

47 1048 平井 陽 ﾋﾗｲ ﾊﾙ 東京都 0:06:36

48 1080 岡野 彪琉 ｵｶﾉ ﾀｹﾙ 所沢小 所沢市 0:06:36

49 1051 田川 勇志郎 ﾀｶﾞﾜ ﾕｳｼﾛｳ 東京都 0:06:37

50 1096 三木 翔太 ﾐｷ ｼｮｳﾀ 館林第二小学校 群馬県 0:06:43
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51 1025 大嶋 宙飛 ｵｵｼﾏ ｿﾗﾋ 秩父市 0:06:47

52 1058 島 海斗 ｼﾏ ｶｲﾄ 群馬県 0:07:00

53 1044 荻野 弘幸 ｵｷﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ 横瀬町 0:07:00

54 1038 林 怜央 ﾊﾔｼ ﾚｵ 秩父市 0:07:02

55 1078 宮崎 快兜 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｲﾄ 大砂小学校 さいたま市 0:07:02

56 1072 大塚 翔太 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ チームおおつか 群馬県 0:07:04

57 1097 松本 昊也 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾔ 鳩山今宿小学校 鳩山町 0:07:04

58 1070 松永 幸樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳｷ 武蔵村山第二小 東京都 0:07:05

59 1004 寺澤 優 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳ 秩父市 0:07:05

60 1035 齊藤 隼世 ｻｲﾄｳ ﾊﾔｾ 秩父市 0:07:10

61 1047 江口 優之介 ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾉｽｹ 東京都 0:07:10

62 1001 勅使河原 昊 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｺｳ 秩父市 0:07:13

63 1040 武内 翔 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳ 秩父市 0:07:14

64 1014 吉田 幸樹 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 秩父市 0:07:17

65 1081 遠藤 功樹 ｴﾝﾄﾞｳ ｲｻｷ 東京都 0:07:18

66 1026 中島 琉真 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾏ 秩父市 0:07:19

67 1059 吉村 鴻之介 ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ 東京都 0:07:24

68 1007 若林 琉偉 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 秩父市 0:07:24

69 1062 斉藤 和志 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｼ 秩父市 0:07:25

70 1021 加藤 嵩之典 ｶﾄｳ ｺｳﾉｽｹ 秩父市 0:07:26

71 1019 原島 康 ﾊﾗｼﾏ ｺｳ 秩父市 0:07:26

72 1057 丸山 晃生 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 皆野町 0:07:28

73 1037 中田 興我 ﾅｶﾀ ｺｳｶﾞ 秩父市 0:07:29

74 1082 川﨑 蒼空 ｶﾜｻｷ ｿﾗ 一区遊走部 東京都 0:07:33

75 1027 島田 和羽 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 秩父市 0:07:34

76 1020 伊藤 瑞稀 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 秩父市 0:07:36

77 1074 秋山 陽祐 ｱｷﾔﾏ ﾖｳｽｹ チーム太陽 東京都 0:07:39

78 1022 森田 直輝 ﾓﾘﾀ ﾅｵｷ 秩父市 0:07:39

79 1036 矢代 蒼生 ﾔｼﾛ ｱｵｲ 秩父市 0:07:56

80 1029 守屋 來真 ﾓﾘﾔ ﾗｲﾏ 秩父市 0:07:57

81 1071 岸田 龍星 ｷｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 中丸小学校 北本市 0:08:06

82 1002 倉林 龍成 ｸﾗﾊﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 秩父市 0:08:11

83 1005 伊藤 颯真 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 秩父市 0:08:17

84 1041 坂本 昂史 ｻｶﾓﾄ 秩父市 0:08:20

85 1034 笠原 涼汰 ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 秩父市 0:08:33

86 1083 川崎 碧陸 ｶﾜｻｷ ﾘｸ 一区遊走部 東京都 0:08:35

87 1013 島﨑 宗真 ｼﾏｻﾞｷ ｿｳﾏ 秩父市 0:08:41

88 1011 新見 隼矢 ﾆｲﾐ ｼｭﾝﾔ 秩父市 0:08:47

89 1012 浅見 拓海 ｱｻﾐ ﾀｸﾐ 秩父市 0:08:47

90 1015 辻本 陽春 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｳｼｭﾝ 秩父市 0:09:08

91 1017 岩崎 虹飛 ｲﾜｻｷ ﾅﾅﾄ 秩父市 0:09:22

92 1016 久保 洸祥 ｸﾎﾞ ｺｳｼｮｳ 秩父市 0:09:48

93 1018 井上 颯太 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 秩父市 0:10:29
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1 2104 堀井 海 ﾎﾘｲ ｳﾐ ＫＪＲ 東京都 0:05:05

2 2100 保坂 萌 ﾎｻｶ ﾓｴ ＫＪＲ 東京都 0:05:05

3 2102 茂野 葉湖 ｼｹﾞﾉ ﾊｺ ＫＪＲ 東京都 0:05:09

4 2057 長谷 心優 ﾅｶﾞﾔ ｺｺﾕ 滑川町 0:05:25

5 2090 茂木 華珂 ﾓｷﾞ ﾊﾅｶ 伊勢崎クラブ 群馬県 0:05:32

6 2105 田中 美豊 ﾀﾅｶ ﾐﾋﾛ ＫＪＲ 東京都 0:05:33

7 2076 望月 萌百 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾓﾓ ＦＫ 東京都 0:05:34

8 2093 池澤 茜 ｲｹｻﾞﾜ ｱｶﾈ チーム柏 千葉県 0:05:35

9 2063 天田 野乃椛 ｱﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ 群馬県 0:05:40

10 2103 川越 花実 ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾅﾐ ＫＪＲ 東京都 0:05:41

11 2101 杉原 伶奈 ｽｷﾞﾊﾗ ﾚｲﾅ ＫＪＲ 東京都 0:05:42

12 2106 柏井 心乃 ｶｼﾜｲ ｺｺﾉ ＫＪＲ 東京都 0:05:57

13 2068 松田 有加 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｶ 寄居町 0:06:00

14 2073 瀬上 莉杏 ｾｶﾞﾐ ﾘｱﾝ なめがわ陸上 滑川町 0:06:05

15 2002 勅使河原 仁菜 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾆﾅ 横瀬町 0:06:16

16 2034 牛越 春香 ｳｼｺﾞｴ ﾊﾙｶ 秩父市 0:06:18

17 2085 関口 立椛 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｶ 皆野小学校 皆野町 0:06:19

18 2020 佐藤 花音 ｻﾄｳ ｶﾉﾝ 秩父市 0:06:32

19 2054 相山 柚葉 ｱｲﾔﾏ ﾕｽﾞﾊ 山梨県 0:06:38

20 2062 森田 真央 ﾓﾘﾀ ﾏﾅｶ 深谷市 0:06:40

21 2072 江田 歩未 ｴﾀﾞ ｱﾕﾐ 羽川小学校 栃木県 0:06:40

22 2070 斉藤 奏帆 ｻｲﾄｳ ｶﾎ 秩父市 0:06:40

23 2099 上東 碧 ｼﾞｮｳﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 0:06:41

24 2029 新井 鈴菜 ｱﾗｲ ﾘﾝﾅ 秩父市 0:06:44

25 2008 豊田 美佳 ﾄﾖﾀﾞ ﾐｶ 小鹿野町 0:06:47

26 2098 樋口 陽葵 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 群馬県 0:06:52

27 2035 船崎 妃更 ﾌﾅｻﾞｷ ｷｻﾗ 秩父市 0:06:54

28 2033 牛越 照葉 ｳｼｺﾞｴ ﾃﾙﾊ 秩父市 0:06:55

29 2019 山本 悠未 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐ 秩父市 0:06:57

30 2075 今井 千夏 ｲﾏｲ ﾁﾅﾂ 本庄市 0:06:59

31 2059 太田 凜香 ｵｵﾀ ﾘﾝｶ 皆野町 0:07:00

32 2053 新井 杜和 ｱﾗｲ ﾄﾜ 本庄市 0:07:03

33 2003 髙野 珠希 ﾀｶﾉ ﾀﾏｷ 秩父市 0:07:06

34 2038 三浦 玲奈 ﾐｳﾗ ﾚﾅ 秩父市 0:07:07

35 2071 斉藤 梓凪 ｻｲﾄｳ ｱｽﾅ 秩父市 0:07:07

36 2010 合沢 愛衣 ｺﾞｳｻﾞﾜ ﾒｲ 秩父市 0:07:07

37 2001 水品 璃子 ﾐｽﾞｼﾅ ﾘｺ 秩父市 0:07:07

38 2081 伊藤 心音 ｲﾄｳ ｺｺﾈ ｂｏｔｃｈｉ凸 千葉県 0:07:09

39 2091 茂木 桃華 ﾓｷﾞ ﾓﾓｶ 伊勢崎クラブ 群馬県 0:07:11

40 2028 新井 花菜 ｱﾗｲ ﾊﾅ 秩父市 0:07:11

41 2087 吉田 渓花 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｶ 一区遊走部 入間市 0:07:11

42 2030 新井 彩葉 ｱﾗｲ ｲﾛﾊ 秩父市 0:07:12

43 2069 山添 結衣子 ﾔﾏｿﾞｴ ﾕｲｺ 東京都 0:07:13

44 2061 中川 晶 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾗ 東京都 0:07:15

45 2004 栗原 葵 ｸﾘﾊﾗ ｱｵｲ 秩父市 0:07:18

46 2092 大橋 智珠 ｵｵﾊｼ ｻﾄﾐ 横瀬小学校 秩父市 0:07:20

47 2066 冨田 涼寧 ﾄﾐﾀ ｽｽﾞﾈ 秩父市 0:07:23

48 2007 児玉 幸萌 ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾒ 秩父市 0:07:25

49 2006 新井 みなみ ｱﾗｲ ﾐﾅﾐ 秩父市 0:07:25

50 2080 岡 咲樹 ｵｶ ｻｷ 栃木県 0:07:29
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51 2017 山口 奈那 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ 秩父市 0:07:29

52 2058 平野 彩心 ﾋﾗﾉ ｱﾐ 秩父市 0:07:34

53 2055 高橋 知里 ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 群馬県 0:07:35

54 2041 新井 麻絢 ｱﾗｲ ﾏｱﾔ 秩父市 0:07:35

55 2082 立石 紗良 ﾀﾃｲｼ ｻﾗ さいたま市 0:07:38

56 2015 若林 美生星 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｳﾙ 秩父市 0:07:38

57 2016 猪野 ちひろ ｲﾉ ﾁﾋﾛ 小鹿野町 0:07:38

58 2095 小山 実久 ｺﾔﾏ ﾐｸ 青梅末広クラブ 東京都 0:07:42

59 2086 新井 晴香 ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 皆野小学校 皆野町 0:07:42

60 2094 加藤 美寿希 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ チーム寿々子 桶川市 0:07:46

61 2056 小野 心咲 ｵﾉ ｺｺﾛ 川越市 0:07:46

62 2031 強矢 葵依 ｽﾈﾔ ｱｵｲ 秩父市 0:07:48

63 2025 小池 美羽 ｺｲｹ ﾐｳ 秩父市 0:07:50

64 2027 宮下 結衣 ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 秩父市 0:07:50

65 2032 新井 鈴奈 ｱﾗｲ ｽｽﾞﾅ 秩父市 0:07:52

66 2026 磯田 莉々華 ｲｿﾀﾞ ﾘﾘｶ 秩父市 0:07:54

67 2088 梶谷 莉央 ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｵ 拝島第一小学校 東京都 0:08:07

68 2083 新井 妃菜音 ｱﾗｲ ﾋﾅﾉ 新井家 長瀞町 0:08:08

69 2077 小指 結依 ｺｻﾞｽ ﾕｲ 日高市 0:08:09

70 2018 石川 愛萌 ｲｼｶﾜ ﾏﾎ 秩父市 0:08:11

71 2107 桑原 杏佳 ｸﾜﾊﾗ ｷｮｳｶ 第三吾嬬小 東京都 0:08:12

72 2084 田嶋 心寧 ﾀｼﾞﾏ ｺｺﾈ 横瀬町 0:08:12

73 2022 新井 妙野 ｱﾗｲ ﾀｴﾉ 秩父市 0:08:13

74 2097 中島 遥香 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 所沢市 0:08:20

75 2039 堀口 愛心 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 秩父市 0:08:22

76 2037 黒澤 佐智 ｸﾛｻﾜ ｻﾁ 秩父市 0:08:22

77 2036 荒舩 春陽 ｱﾗﾌﾈ ﾊﾙﾋ 秩父市 0:08:22

78 2040 坂本 舞凜花 ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｶ 秩父市 0:08:22

79 2011 住吉 春花 ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 秩父市 0:08:38

80 2064 小林 真夕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 東京都 0:08:51

81 2013 鈴木 千代 ｽｽﾞｷ ﾁﾖ 秩父市 0:08:53

82 2014 大嶋 和栗 ｵｵｼﾏ ﾜｸﾘ 秩父市 0:09:10

83 2023 小松 理桜 ｺﾏﾂ ﾘｵ 秩父市 0:09:11

84 2024 島﨑 花英 ｼﾏｻﾞｷ ｶｴ 秩父市 0:09:13

85 2012 大久保 あいみ ｵｵｸﾎﾞ ｱｲﾐ 秩父市 0:09:30

86 2009 磯田 沙良 ｲｿﾀﾞ ｻﾗ 秩父市 0:09:54

87 2067 木村 沙良 ｷﾑﾗ ｻﾗ 深谷市 0:10:00

88 2021 坂本 真麻 ｻｶﾓﾄ ﾏｱｻ 秩父市 0:15:39



2017/06/12 10:11:05 1 / 2 ページ Official Timer & Result By RECS

1 3067 小林 莉空 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ なめがわ 滑川町 0:05:32

2 3062 北山 俊太朗 ｷﾀﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 千寿第八小学校 東京都 0:05:39

3 3025 塚原 惟歩 ﾂｶﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 川越市 0:05:54

4 3043 本間 太雲 ﾎﾝﾏ ﾀｸﾓ 川越市 0:06:08

5 3077 大岩 幸太郎 ｵｵｲﾜ ｺｳﾀﾛｳ アラマキッズ 群馬県 0:06:15

6 3044 吉田 大晴 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 川口市 0:06:15

7 3060 新井 啓大 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 秩父市 0:06:15

8 3046 天田 一孝 ｱﾏﾀﾞ ｲｯｺｳ 群馬県 0:06:22

9 3087 宮下 晴也 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙﾅﾘ アラマキッズ 群馬県 0:06:22

10 3082 福島 優生 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ 藤岡第二 群馬県 0:06:23

11 3034 草薙 輝弥 ｸｻﾅｷﾞ ﾃﾙﾔ 神奈川県 0:06:27

12 3035 植松 遼 ｳｴﾏﾂ ﾘｮｳ 鶴ヶ島市 0:06:27

13 3063 大貫 廉 ｵｵﾇｷ ﾚﾝ 群馬県 0:06:31

14 3066 望月 日葵 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾋﾞｷ ＦＫ 東京都 0:06:43

15 3085 古川 遥翔 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙﾄ アラマキッズ 群馬県 0:06:49

16 3036 浅海 柚哉 ｱｻｳﾐ ﾕｽﾞﾔ 秩父市 0:06:50

17 3038 荻野 春 ｵｷﾞﾉ ｼｭﾝ 横瀬町 0:06:54

18 3068 岸 凌市 ｷｼ ﾘｮｳｲﾁ 群馬県 0:06:55

19 3076 上原 将 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾙ 戸塚東小学校 川口市 0:06:58

20 3073 市村 充輝 ｲﾁﾑﾗ ﾐﾂｷ 北本市 0:07:00

21 3026 塚原 泰志 ﾂｶﾊﾗ ﾀｲｼ 川越市 0:07:01

22 3086 加藤 寿暁 ｶﾄｳ ﾄｼｱｷ チーム寿々子 桶川市 0:07:03

23 3011 新井 千世 ｱﾗｲ ﾁﾄｾ 横瀬町 0:07:03

24 3028 髙橋 幸聖 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾄ ふじみ野市 0:07:08

25 3006 前嶋 ゆず ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｽﾞ 和光市 0:07:10

26 3014 若林 蒼涼 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 秩父市 0:07:12

27 3055 柴崎 要輔 ｼﾊﾞｻｷ ﾖｳｽｹ 秩父市 0:07:14

28 3010 小門 嵐 ｺｶﾄﾞ ｱﾗｼ 秩父市 0:07:14

29 3023 石渡 壬尋 ｲｼﾜﾀ ﾐﾋﾛ 秩父市 0:07:15

30 3004 勅使河原 壮 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾀｹﾙ 横瀬町 0:07:23

31 3027 柴崎 響 ｼﾊﾞｻｷ ﾋﾋﾞｷ 東京都 0:07:26

32 3078 梶谷 崇仁 ｶｼﾞﾀﾆ ﾀｶﾋﾄ 拝島第一小学校 東京都 0:07:28

33 3090 門平 夢叶 ｶﾄﾞﾋﾗ ﾕﾒﾄ 秩父市 0:07:28

34 3032 高橋 宗也 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾔ 群馬県 0:07:28

35 3033 杉山 青翔 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙﾄ 桶川市 0:07:31

36 3001 門平 航祐 ｶﾄﾞﾋﾗ ｺｳｽｹ 横瀬町 0:07:31

37 3030 大窪 海 ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ 深谷市 0:07:31

38 3003 水品 龍也 ﾐｽﾞｼﾅ ﾘｭｳﾔ 秩父市 0:07:32

39 3020 黒澤 由博 ｸﾛｻﾜ ﾕｷﾋﾛ 秩父市 0:07:34

40 3042 平野 惺和 ﾋﾗﾉ ｾﾅ 秩父市 0:07:34

41 3013 冨田 凌雅 ﾄﾐﾀ ﾘｮｳｶﾞ 秩父市 0:07:35

42 3054 番場 一樹 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｶｽﾞｷ 秩父市 0:07:38

43 3039 磯田 瑛太 ｲｿﾀﾞ ｴｲﾀ 秩父市 0:07:43

44 3075 立石 宗佑 ﾀﾃｲｼ ｿｳｽｹ さいたま市 0:07:44

45 3089 樋口 陽希 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 群馬県 0:07:51

46 3069 大塚 寛太 ｵｵﾂｶ ｶﾝﾀ チームおおつか 群馬県 0:07:51

47 3056 界外 篤大 ｶｲｹﾞ ｱﾂﾋﾛ 北本市 0:07:53

48 3002 深田 舜 ﾌｶﾀ ｼｭﾝ 秩父市 0:07:53

49 3019 新井 幹織 ｱﾗｲ ﾐｷｵ 秩父市 0:07:54

50 3009 小久保 公平 ｺｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ 横瀬町 0:07:54
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51 3083 岩井 逸夢 ｲﾜｲ ｲﾂﾑ 桜山小学校 群馬県 0:07:57

52 3079 依田 遼平 ﾖﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 群馬県 0:07:57

53 3051 谷川 佳吾 ﾀﾆｶﾜ ｹｲｺﾞ さいたま市 0:08:01

54 3017 根岸 汰地 ﾈｷﾞｼ ﾀｲﾁ 秩父市 0:08:02

55 3048 安江 愛登 ﾔｽｴ ﾏﾅﾄ さいたま市 0:08:03

56 3007 勅使河原 蒼太 ﾃｼｶﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 秩父市 0:08:07

57 3037 齋藤 嵐 ｻｲﾄｳ ｱﾗｼ 秩父市 0:08:10

58 3052 吉村 隼之右 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 東京都 0:08:11

59 3074 宮崎 宏兜 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 大砂小学校 さいたま市 0:08:23

60 3018 船崎 晃輪 ﾌﾅｻﾞｷ ｺｳﾜ 秩父市 0:08:24

61 3045 上野 奨太 ｳｴﾉ ｼｮｳﾀ 熊谷市 0:08:28

62 3015 浅見 海渡 ｱｻﾐ ｶｲﾄ 秩父市 0:08:31

63 3061 中畑 治大 ﾅｶﾊﾀ ﾊﾙﾄ 清明小学校 東京都 0:08:35

64 3047 山浦 大志 ﾔﾏｳﾗ ﾀｲｼ 秩父市 0:08:40

65 3059 末永 聖 ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ 上尾市 0:08:42

66 3041 小野 結己 ｵﾉ ﾕｳｷ 川越市 0:08:42

67 3016 菅間 涼斗 ｽｶﾞﾏ ﾘｮｳﾄ 秩父市 0:08:52

68 3040 中里 友哉 ﾅｶｻﾞﾄ ﾄﾓﾔ 飯能市 0:08:56

69 3084 永浦 心優 ﾅｶﾞｳﾗ ｼｭｳ 東京都 0:09:00

70 3008 江田 絆 ｴﾀﾞ ｷｽﾞﾅ 秩父市 0:09:05

71 3091 門平 琉汰 ｶﾄﾞﾋﾗ ﾘｭｳﾀ 秩父市 0:09:05

72 3024 長澤 康成 ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳｾｲ 秩父市 0:09:10

73 3022 島崎 蓮 ｼﾏｻﾞｷ ﾚﾝ 秩父市 0:09:30

74 3050 新井 航太郎 ｱﾗｲ ｺｳﾀﾛｳ 秩父市 0:09:42

75 3012 田丸 光哉 ﾀﾏﾙ ｺｳﾔ 秩父市 0:09:49

76 3057 山添 蒼生 ﾔﾏｿﾞｴ ｱｵｲ 東京都 0:09:51

77 3021 小川 恋 ｵｶﾞﾜ ﾚﾝ 秩父市 0:10:12

78 3058 斉藤 壱暉 ｻｲﾄｳ ｲｯｷ 秩父市 0:10:23

79 3005 髙野 愛仁 ﾀｶﾉ ﾏﾅﾄ 小鹿野町 0:11:17
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1 4048 猪俣 優来 ｲﾉﾏﾀ ﾕﾗ 栃木県 0:06:24

2 4031 齊藤 花音 ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 川越市 0:06:28

3 4042 浅見 友結 ｱｻﾐ ﾕｲ 深谷市 0:06:48

4 4001 門平 結菜 ｶﾄﾞﾋﾗ ﾕｲﾅ 横瀬町 0:06:51

5 4032 市村 優実 ｲﾁﾑﾗ ﾕﾐ 熊谷市 0:07:02

6 4034 児玉 清空 ｺﾀﾞﾏ ｾﾗ 秩父市 0:07:06

7 4014 永田 在 ﾅｶﾞﾀ ｱﾙ 秩父市 0:07:10

8 4039 江田 朋未 ｴﾀﾞ ﾄﾓﾐ 羽川小学校 栃木県 0:07:12

9 4007 貝崎 実穂 ｶｲｻﾞｷ ﾐﾎ 秩父市 0:07:25

10 4055 桑原 花歩 ｸﾜﾊﾗ ｶﾎ 第三吾嬬小 東京都 0:07:34

11 4023 髙橋 和瑚 ﾀｶﾊｼ ﾜｺ ふじみ野市 0:07:34

12 4041 小指 みなみ ｺｻﾞｽ ﾐﾅﾐ 日高市 0:07:49

13 4033 関根 瑠花 ｾｷﾈ ﾙｶ 秩父市 0:07:50

14 4029 森本 彩希 ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ 東京都 0:07:52

15 4026 山岸 める愛 ﾔﾏｷﾞｼ ﾒﾙｱ 神川町 0:07:53

16 4053 ディン ニャットアン ﾃﾞｨﾝ ﾆｬｯﾄｱﾝ 上尾市 0:07:56

17 4052 ディン ゴクカインフエン ﾃﾞｨﾝ ｺﾞｸｶｲﾝﾌｴﾝ 上尾市 0:07:57

18 4045 伊藤 奏音 ｲﾄｳ ｶﾅﾈ ｂｏｔｃｈｉ凸 千葉県 0:08:02

19 4047 高橋 枇衣那 ﾀｶﾊｼ ﾋｲﾅ 鶴ヶ島市 0:08:03

20 4004 髙野 静菜 ﾀｶﾉ ｼｽﾞﾅ 秩父市 0:08:04

21 4037 斉藤 凜花 ｻｲﾄｳ ﾘﾝｶ 秩父市 0:08:04

22 4021 島田 柚葉 ｼﾏﾀﾞ 小鹿野町 0:08:17

23 4044 奥木 紗帆 ｵｸｷﾞ ｻﾎ 群馬県 0:08:18

24 4024 石塚 さち ｲｼﾂﾞｶ ｻﾁ さいたま市 0:08:18

25 4002 富田 結衣 ﾄﾐﾀ ﾕｲ 横瀬町 0:08:19

26 4003 浜田 和香 ﾊﾏﾀﾞ ﾜｶ 秩父市 0:08:24

27 4009 冨田 幸来 ﾄﾐﾀ ｻﾗ 秩父市 0:08:26

28 4008 堀内 美咲 ﾎﾘｳﾁ ﾐｻｷ 秩父市 0:08:28

29 4028 伊藤 唯夏 ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 秩父市 0:08:38

30 4054 渡邊 愛衣乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾉ さいたま市 0:08:50

31 4038 梅澤 美波 ｳﾒｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 秩父市 0:09:04

32 4030 小林 莉子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｺ 東京都 0:09:05

33 4013 鈴木 瑠花 ｽｽﾞｷ ﾙｶ 秩父市 0:09:06

34 4027 齋藤 優芽 ｻｲﾄｳ ﾕﾒ 秩父市 0:09:06

35 4025 杉山 桜乃 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙﾉ 桶川市 0:09:10

36 4018 大野 咲倭 ｵｵﾉ ｻﾜ 秩父市 0:09:13

37 4006 市川 瑠珂 ｲﾁｶﾜ ﾙｶ 秩父市 0:09:16

38 4012 笠原 李緒 ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 秩父市 0:09:27

39 4046 田嶋 葵 ﾀｼﾞﾏ ｱｵｲ 横瀬町 0:09:33

40 4017 小川 恋菜 ｵｶﾞﾜ ﾚﾅ 秩父市 0:10:12

41 4011 合沢 茉羽 ｺﾞｳｻﾞﾜ ﾏｳ 秩父市 0:10:39

42 4016 久保 虹直 ｸﾎﾞ ﾆﾁｶ 秩父市 0:11:16

43 4015 久保 風直 ｸﾎﾞ ｶﾅｵ 秩父市 0:11:17

44 4005 倉林 すみれ ｸﾗﾊﾔｼ ｽﾐﾚ 秩父市 0:11:29


