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1 5047 木村 快 ｷﾑﾗ ｶｲ 神奈川県 0:04:58

2 5081 黒沼 城壱 ｸﾛﾇﾏ ｼﾞｮｳｲﾁ ＫＪＭ 鴻巣市 0:05:07

3 5095 佐藤 響 ｻﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 城南クラブ 寄居町 0:05:11

4 5082 堀 鷹一郎 ﾎﾘ ﾖｳｲﾁﾛｳ 福原陸上 川越市 0:05:14

5 5050 茂木 公志 ﾓｷﾞ ｻﾄｼ 群馬県 0:05:15

6 5100 平野 和也 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾔ ＫＪＭ．ＲＣ 滑川町 0:05:18

7 5080 諸貫 陽向 ﾓﾛﾇｷ ﾋﾅﾀ ＫＪＭ．ＲＣ 滑川町 0:05:21

8 5049 久保田 歩夢 ｸﾎﾞﾀ ｱﾕﾑ 群馬県 0:05:27

9 5112 新井 陽翔 ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ ファイト川越 ふじみ野市 0:05:28

10 5009 太幡 碧 ﾀﾊﾞﾀ ｱｵ 秩父市 0:05:33

11 5012 小門 昊 ｺｶﾄﾞ ｿﾗ 秩父市 0:05:35

12 5056 塚原 惟歩 ﾂｶﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 川越市 0:05:37

13 5109 甲野藤 好範 ｺｳﾉﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 熊谷市大麻生小学校 熊谷市 0:05:45

14 5068 中島 遙希 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 本庄市 0:05:48

15 5087 杉田 琉空 ｽｷﾞﾀ ﾘｸ 青梅ジュニア 東京都 0:05:50

16 5101 松平 蓮 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾚﾝ 石川走友会 栃木県 0:05:51

17 5020 金子 陽紀 ｶﾈｺ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:05:57

18 5075 市川 龍 ｲﾁｶﾜ ﾘｭｳ 東京都 0:06:00

19 5071 嘉瀬 優輝 ｶｾ ﾕｳｷ 伊奈町 0:06:01

20 5002 前嶋 ゆず ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｽﾞ 和光市 0:06:03

21 5034 原 安嗣 ﾊﾗ ｱﾝｼﾞ ＦＣ影森スポーツ少年団 秩父市 0:06:03

22 5007 大類 士和 ｵｵﾙｲ ﾄﾜ 秩父市 0:06:05

23 5086 齋藤 航汰 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ ゲットかみたの 秩父市 0:06:05

24 5060 石川 太郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ 秩父市 0:06:11

25 5011 田隝 秀有 ﾀｼﾞﾏ ｼｭｳ 秩父市 0:06:13

26 5105 田中 謙信 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾝ 川越市 0:06:15

27 5066 植原 裕也 ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾔ 狭山市 0:06:17

28 5118 峯岸 侑惟士 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｲﾄ よしいＡＣ 群馬県 0:06:18

29 5070 右近 龍之輔 ｳｺﾝ ﾘｭｳﾉｽｹ 東京都 0:06:21

30 5072 関口 翔太 ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 秩父市 0:06:21

31 5051 伊藤 宙 ｲﾄｳ ｿﾗ 狭山市 0:06:23

32 5026 伊古田 詩朗 ｲｺﾀ ｼﾛｳ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:06:26

33 5093 高橋 由伸 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 新座市 0:06:28

34 5074 斉藤 和志 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｼ 秩父市 0:06:32

35 5107 岩澤 翼希 ｲﾜｻﾜ ﾀｽｷ おおままＡ．Ｃ 群馬県 0:06:32

36 5003 新井 啓太 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 秩父市 0:06:34

37 5084 澤畑 寿真 ｻﾜﾊﾀ ｶｽﾞﾏ さいたま市 0:06:34

38 5098 望月 日葵 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 八王子市立館小学校 東京都 0:06:35

39 5092 根岸 靖晄 ﾈｷﾞｼ ﾔｽｱｷ 寄居町 0:06:38

40 5091 宮崎 快兜 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｲﾄ さいたま市 0:06:39

41 5028 齊藤 隼世 ｻｲﾄｳ ﾊﾔｾ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:06:39

42 5025 中田 興我 ﾅｶﾀﾞ ｺｳｶﾞ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:06:39

43 5029 林 怜央 ﾊﾔｼ ﾚｵ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:06:41

44 5031 冨田 綾汰 ﾄﾐﾀ ﾘｮｳﾀ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:06:42

45 5010 權太 将利 ｺﾞﾝﾀ ｼｮｳﾘ 秩父市 0:06:46

46 5021 新井 汰聖 ｱﾗｲ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:06:51

47 5065 磯田 琉衣 ｲｿﾀﾞ ﾙｲ 秩父市 0:06:52

48 5078 山口 陽太 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾀ 皆野町 0:06:52

49 5111 藤元 喜康 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾔｽ 春日部市立武里南小学校 春日部市 0:06:54

50 5030 武内 翔 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:06:56
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51 5014 原島 康 ﾊﾗｼﾏ ｺｳ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:00

52 5005 村田 悠人 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 秩父市 0:07:01

53 5037 島崎 宗真 ｼﾏｻﾞｷ ｿｳﾏ 原谷柔道会 秩父市 0:07:01

54 5055 上野 唯斗 ｳｴﾉ ﾕｲﾄ さいたま市 0:07:02

55 5054 塚原 浬 ﾂｶﾊﾗ ｶｲﾘ 千葉県 0:07:02

56 5036 根岸 汰地 ﾈｷﾞｼ ﾀｲﾁ 原谷柔道会 秩父市 0:07:04

57 5001 勅使河原 昊 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｺｳ 秩父市 0:07:05

58 5015 大島 滉平 ｵｵｼﾏ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:07

59 5099 小川 就也 ｵｶﾞﾜ ﾅﾙﾔ 深谷市 0:07:08

60 5059 浅海 柚哉 ｱｻｳﾐ ﾕｽﾞﾔ 秩父市 0:07:10

61 5018 水戸部 魁成 ﾐﾄﾍﾞ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:10

62 5096 大塚 翔太 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ チームおおつか 群馬県 0:07:11

63 5019 小澤 日向 ｵｻﾞﾜ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:12

64 5094 山形 大容 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｲﾖｳ るーざーず 日高市 0:07:12

65 5013 若林 琉偉 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 秩父市 0:07:13

66 5090 谷川 佳吾 ﾀﾆｶﾜ ｹｲｺﾞ タニカワ宗佳会 さいたま市 0:07:13

67 5061 西條 友基 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 入間市 0:07:13

68 5083 立石 宗佑 ﾀﾃｲｼ ｿｳｽｹ 仲本小学校 さいたま市 0:07:14

69 5027 矢代 蒼生 ﾔｼﾛ ｱｵｲ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:07:17

70 5023 黒澤 由博 ｸﾛｻﾜ ﾕｷﾋﾛ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:17

71 5104 山口 櫂斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲﾄ 吉見小学校 熊谷市 0:07:17

72 5069 番場 一樹 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｶｽﾞｷ 秩父市 0:07:17

73 5016 鈴木 隆介 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｽｹ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:18

74 5043 荒船 優磨 ｱﾗﾌﾈ ﾕｳﾏ ＮＯＲＴＨ 秩父市 0:07:20

75 5032 若林 恭佑 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｽｹ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:07:25

76 5048 島 海斗 ｼﾏ ｶｲﾄ 群馬県 0:07:27

77 5022 新井 幹織 ｱﾗｲ ﾐｷｵ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:29

78 5006 勅使河原 蒼太 ﾃｼｶﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 秩父市 0:07:29

79 5064 江口 優之介 ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾉｽｹ 東京都 0:07:31

80 5041 浅見 颯汰 ｱｻﾞﾐ ｿｳﾀ ＮＯＲＴＨ 秩父市 0:07:34

81 5103 岸田 龍星 ｷｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 中丸小 北本市 0:07:35

82 5042 坂本 空 ｻｶﾓﾄ ｿﾗ ＮＯＲＴＨ 秩父市 0:07:36

83 5063 峯 光琉 ﾐﾈ ﾋｶﾙ 茨城県 0:07:36

84 5040 堀口 龍将 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾂﾏｻ ＮＯＲＴＨ 秩父市 0:07:39

85 5044 柳沢 雷磨 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾗｲﾏ ＮＯＲＴＨ 秩父市 0:07:42

86 5035 菅間 涼斗 ｽｶﾞﾏ ﾘｮｳﾄ 原谷柔道会 秩父市 0:07:42

87 5097 大塚 寛太 ｵｵﾂｶ ｶﾝﾀ チームおおつか 群馬県 0:07:51

88 5038 吉田 幸樹 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 原谷柔道会 秩父市 0:07:54

89 5008 倉林 龍成 ｸﾗﾊﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 秩父市 0:07:56

90 5106 高橋 そうや ﾀｶﾊｼ ｿｳﾔ 群馬県 0:07:59

91 5045 笠原 徠樹 ｶｻﾊﾗ ﾗｲｷ ＮＯＲＴＨ 秩父市 0:08:08

92 5058 齋藤 嵐 ｻｲﾄｳ ｱﾗｼ 秩父市 0:08:14

93 5073 坂本 皓煌 ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ 秩父市 0:08:16

94 5004 齋藤 勇太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 秩父市 0:08:20

95 5024 笠原 涼汰 ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:08:20

96 5113 鈴木 健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 八王子市横山第一小学校 東京都 0:08:25

97 5085 秋山 陽祐 ｱｷﾔﾏ ﾖｳｽｹ 東京都 0:08:32

98 5089 川崎 碧陸 ｶﾜｻｷ ﾘｸ 東京都 0:08:37

99 5039 荒船 歩 ｱﾗﾌﾈ ｱﾕﾑ 原谷柔道会 秩父市 0:08:51

100 5046 井上 祥太 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ ＮＯＲＴＨ 秩父市 0:08:52
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101 5079 新井 航太郎 ｱﾗｲ ｺｳﾀﾛｳ 秩父市 0:08:52

102 5017 上原 捷汰 ｳｴﾊﾗ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:09:24
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1 5562 中村 愛花 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅｶ 群馬県 0:05:05

2 5590 大畑 希來 ｵｵﾊﾀ ｷﾗ 千葉県 0:05:11

3 5586 杉山 雫 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｽﾞｸ 東葛ＲＣ 千葉県 0:05:23

4 5577 山田 古都音 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾈ 東葛ＲＣ 千葉県 0:05:28

5 5599 池澤 茜 ｲｹｻﾞﾜ ｱｶﾈ チーム柏 千葉県 0:05:33

6 5601 宮崎 陽葵 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾏﾘ ファイトマラソン 川越市 0:05:34

7 5595 竹内 朝日 ﾀｹｳﾁ ｱｻ 川越市 0:05:36

8 5580 久米 律月 ｸﾒ ﾘﾂｷ 清武クラブ 川越市 0:05:37

9 5573 諸貫 姫乃 ﾓﾛﾇｷ ﾋﾒﾉ ＫＪＭ．ＲＣ 滑川町 0:05:37

10 5578 瀬上 莉杏 ｾｶﾞﾐ ﾘｱﾝ ＫＪＭ．ＲＣ 滑川町 0:05:37

11 5587 武藤 七彩 ﾑﾄｳ ﾅﾅｾ ＫＪＭ 鴻巣市 0:05:42

12 5563 落合 湧菜 ｵﾁｱｲ ﾜｶﾅ 寄居町 0:05:48

13 5552 濱田 亜妃 ﾊﾏﾀﾞ ｱｷ 滑川町 0:05:48

14 5581 吉田 紅那 ﾖｼﾀﾞ ｸﾚﾅ 上小岩第二 東京都 0:05:52

15 5570 東 希美 ｱｽﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 五日市小学校 東京都 0:05:54

16 5506 勅使河原 仁菜 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾆﾅ 横瀬町 0:06:02

17 5591 浅見 帆香 ｱｻﾐ ﾎﾉｶ ＫＪＭ．ＲＣ 滑川町 0:06:06

18 5596 田中 葉月 ﾀﾅｶ ﾊﾂﾞｷ 川越市 0:06:07

19 5511 太幡 そら ﾀﾊﾞﾀ ｿﾗ 秩父市 0:06:09

20 5579 千葉 南穂 ﾁﾊﾞ ﾅｵ 川越市 0:06:10

21 5543 新嶋 里依 ﾆｲｼﾞﾏ ｻｴ 熊谷市 0:06:12

22 5503 渋沢 弥央 ｼﾌﾞｻﾜ ﾐｵ 秩父市 0:06:14

23 5575 江田 歩未 ｴﾀﾞ ｱﾕﾐ 羽川小学校 栃木県 0:06:18

24 5551 相山 柚葉 ｱｲﾔﾏ ﾕｽﾞﾊ 山梨県 0:06:22

25 5538 永田 在 ﾅｶﾞﾀ ｱﾙ 秩父ジュニアＳＴＣスポーツ少年団 秩父市 0:06:27

26 5513 児玉 清空 ｺﾀﾞﾏ ｾﾗ 秩父市 0:06:29

27 5606 町田 涼香 ﾏﾁﾀﾞ ｽｽﾞｶ 秩父市 0:06:30

28 5549 齊藤 花音 ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 川越市 0:06:33

29 5592 浅見 芽里 ｱｻﾐ ﾒｲﾘ ＫＪＭ．ＲＣ 滑川町 0:06:38

30 5509 大塚 春璃 ｵｵﾂｶ ｼｭﾝﾘ 秩父市 0:06:40

31 5569 齊藤 梓凪 ｻｲﾄｳ ｱｽﾅ 秩父市 0:06:40

32 5594 上東 碧 ｼﾞｮｳﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 0:06:40

33 5516 合沢 愛衣 ｺﾞｳｻﾞﾜ ﾒｲ 秩父市 0:06:40

34 5554 市村 優実 ｲﾁﾑﾗ ﾕﾐ 熊谷市 0:06:44

35 5522 関根 莉々 ｾｷﾈ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:06:49

36 5602 山崎 詩月 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｽﾞｸ 東大和８小 東京都 0:06:49

37 5588 新井 晴香 ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 皆野小学校 皆野町 0:06:51

38 5526 荒舩 春陽 ｱﾗﾌﾈ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:06:54

39 5512 水品 璃子 ﾐｽﾞｼﾅ ﾘｺ 秩父市 0:06:54

40 5517 新井 みなみ ｱﾗｲ ﾐﾅﾐ 秩父市 0:06:55

41 5571 伊藤 心音 ｲﾄｳ ｺｺﾈ ｂｏｔｃｈｉ凸 千葉県 0:06:55

42 5558 根本 美空 ﾈﾓﾄ ﾐｿﾗ 秩父市 0:06:56

43 5566 山添 結衣子 ﾔﾏｿﾞｴ ﾕｲｺ 東京都 0:06:59

44 5527 黒澤 佐智 ｸﾛｻﾜ ｻﾁ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:00

45 5555 二瓶 由唯 ﾆﾍｲ ﾕｲ 東松山市 0:07:00

46 5521 山口 はな ﾔﾏｸﾞﾁ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:01

47 5518 高野 奈緒 ﾀｶﾉ ﾅｵ 秩父市 0:07:02

48 5520 倉林 結愛 ｸﾗﾊﾞﾔｼ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:02

49 5545 堀澤 凪 ﾎﾘｻﾜ ﾅｷﾞ 川島町 0:07:02

50 5514 児玉 幸萌 ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾒ 秩父市 0:07:03
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51 5585 岡本 菜々心 ｵｶﾓﾄ ﾅﾅﾐ 東京都 0:07:04

52 5598 茂木 桃華 ﾓｷﾞ ﾓﾓｶ 宮郷小学校 群馬県 0:07:04

53 5557 為貝 実愛 ﾀﾒｶﾞｲ ﾐｱ 本庄市 0:07:06

54 5519 島田 碧空 ｼﾏﾀﾞ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:06

55 5600 中川 晶 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾗ 富士見台小学校 東京都 0:07:08

56 5609 山田 悠 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳ 坂戸市 0:07:09

57 5534 宮下 結衣 ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 吉田スポーツ少年団 秩父市 0:07:11

58 5583 小指 みなみ ｺｻﾞｽ ﾐﾅﾐ 日高市 0:07:13

59 5574 立石 紗良 ﾀﾃｲｼ ｻﾗ 仲本小学校 さいたま市 0:07:14

60 5548 山岸 める愛 ﾔﾏｷﾞｼ ﾒﾙｱ 神川町 0:07:15

61 5515 髙野 珠希 ﾀｶﾉ ﾀﾏｷ 秩父市 0:07:15

62 5593 桑原 杏佳 ｸﾜﾊﾗ ｷｮｳｶ 東京都 0:07:16

63 5531 稲垣 芽愛 ｲﾅｶﾞｷ ﾒｲ 吉田スポーツ少年団 秩父市 0:07:19

64 5530 小櫃 蘭 ｵﾋﾞﾂ ﾗﾝ 吉田スポーツ少年団 秩父市 0:07:19

65 5502 平野 彩心 ﾋﾗﾉ ｱﾐ 秩父市 0:07:24

66 5544 岡部 心音 ｵｶﾍﾞ ｺｺﾈ 川島町 0:07:25

67 5589 田中 璃唯 ﾀﾅｶ ﾘｲ ゆいりーず 川越市 0:07:26

68 5532 新井 彩葉 ｱﾗｲ ｲﾛﾊ 吉田スポーツ少年団 秩父市 0:07:27

69 5582 小指 結依 ｺｻﾞｽ ﾕｲ 日高市 0:07:28

70 5576 村山 さくら ﾑﾗﾔﾏ ｻｸﾗ 入間市 0:07:30

71 5584 吉田 渓花 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｶ 一区遊走部 入間市 0:07:30

72 5535 磯田 莉々華 ｲｿﾀﾞ ﾘﾘｶ 吉田スポーツ少年団 秩父市 0:07:32

73 5528 大平 かなみ ｵｵﾋﾗ ｶﾅﾐ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:33

74 5510 貝崎 実穂 ｶｲｻﾞｷ ﾐﾎ 秩父市 0:07:36

75 5564 斉藤 凜花 ｻｲﾄｳ ﾘﾝｶ 秩父市 0:07:36

76 5539 大嶋 和栗 ｵｵｼﾏ ﾜｸﾘ 秩父ジュニアＳＴＣスポーツ少年団 秩父市 0:07:37

77 5560 冨田 涼寧 ﾄﾐﾀ ｽｽﾞﾈ 秩父市 0:07:39

78 5550 池田 りり ｲｹﾀﾞ ﾘﾘ 秩父市 0:07:41

79 5608 谷本 幸咲 ﾀﾆﾓﾄ ﾐｻｷ さいたま市 0:07:42

80 5605 根岸 まひる ﾈｷﾞｼ ﾏﾋﾙ 深谷市 0:07:43

81 5567 成田 桜月 ﾅﾘﾀ ｻﾂｷ 本庄市 0:07:44

82 5523 関根 結衣 ｾｷﾈ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:45

83 5537 小櫃 怜奈 ｵﾋﾞﾂ ﾚﾅ 吉田スポーツ少年団 秩父市 0:07:48

84 5533 小池 美羽 ｺｲｹ ﾐｳ 吉田スポーツ少年団 秩父市 0:07:50

85 5559 荻野 百世 ｵｷﾞﾉ ﾓﾓｾ 群馬県 0:07:50

86 5529 根岸 心結 ﾈｷﾞｼ ﾐﾕｳ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:07:55

87 5561 新井 梨沙 ｱﾗｲ ﾘｻ 秩父市 0:08:02

88 5547 梶谷 莉央 ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｵ 東京都 0:08:04

89 5501 市川 瑠珂 ｲﾁｶﾜ ﾙｶ 秩父市 0:08:07

90 5572 伊藤 奏音 ｲﾄｳ ｶﾅﾈ ｂｏｔｃｈｉ凸 千葉県 0:08:07

91 5508 金原 瑠香 ｷﾝﾊﾞﾗ ﾙｶ 秩父市 0:08:09

92 5507 福田 実桜 ﾌｸﾀﾞ ﾐｵ 秩父市 0:08:09

93 5504 梅澤 美波 ｳﾒｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 秩父市 0:08:27

94 5604 小林 真夕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ ＷＨＡＬＥＳ 東京都 0:08:38

95 5597 澤山 結衣 ｻﾜﾔﾏ ﾕｲ ランランル～ 秩父市 0:08:41

96 5546 林 実来 ﾊﾔｼ ﾐｸ 秩父市 0:08:47

97 5536 小柏 愛華 ｵｶﾞｼﾜ ｱｲｶ 吉田スポーツ少年団 秩父市 0:08:51

98 5568 浅見 麻由 ｱｻﾐ ﾏﾕ 秩父市 0:08:57

99 5556 清水 萌那 ｼﾐｽﾞ ﾓﾅ 本庄市 0:09:24

100 5541 久保 虹直 ｸﾎﾞ ﾆﾁｶ 原谷柔道会 秩父市 0:09:44
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101 5540 小鹿原 光香 ｵｶﾞﾊﾗ ﾋﾛｶ 原谷柔道会 小鹿野町 0:09:44
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1 6069 中村 遼 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 群馬県 0:05:39

2 6101 狩野 夢翔 ｶﾉｳ ﾕﾒﾄ アラマキッズ 群馬県 0:05:42

3 6104 佐藤 環 ｻﾄｳ ﾀﾏｷ 城南クラブ 寄居町 0:05:48

4 6086 堀 隼二郎 ﾎﾘ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ 福原陸上 川越市 0:05:50

5 6035 植松 遼 ｳｴﾏﾂ ﾘｮｳ 鶴ヶ島市 0:05:51

6 6102 杉山 龍太郎 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東葛ＲＣ 千葉県 0:05:55

7 6056 中島 快人 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 群馬県 0:06:01

8 6068 中島 逞真 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 本庄市 0:06:02

9 6047 塚原 冬伍 ﾂｶﾊﾗ ﾄｳｺﾞ 千葉県 0:06:08

10 6036 小井沼 陸王 ｵｲﾇﾏ ﾘｸｵｳ 栃木県 0:06:15

11 6050 宮田 尊琉 ﾐﾔﾀ ﾀｹﾙ 春日部市 0:06:18

12 6048 塚原 泰志 ﾂｶﾊﾗ ﾀｲｼ 川越市 0:06:19

13 6018 田代 喜信 ﾀｼﾛ ﾊﾙﾉﾌﾞ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:06:20

14 6115 脇川 大輝 ﾜｷｶﾜ ﾀﾞｲｷ 脇川ファミリー 東京都 0:06:24

15 6095 杉山 青翔 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙﾄ 桶川市 0:06:26

16 6020 木本 優輝 ｷﾓﾄ ﾕｳｷ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:06:28

17 6067 近藤 輝來 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾙ 秩父市 0:06:29

18 6011 小門 嵐 ｺｶﾄﾞ ｱﾗｼ 秩父市 0:06:30

19 6085 東 翼作 ｱｽﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 五日市小学校 東京都 0:06:31

20 6090 伊藤 明斗 ｲﾄｳ ﾐﾝﾄ 東京都 0:06:32

21 6037 篠原 健太朗 ｼﾉﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鶴ヶ島市 0:06:36

22 6059 柴崎 要輔 ｼﾊﾞｻｷ ﾖｳｽｹ 秩父市 0:06:37

23 6111 石井 捺葵 ｲｼｲ ﾅﾂｷ 行田市立須加小学校 行田市 0:06:40

24 6052 齊藤 那音 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾄ 川越市 0:06:40

25 6063 鈴木 將太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 熊谷市 0:06:42

26 6015 石渡 壬尋 ｲｼﾜﾀ ﾐﾋﾛ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:06:42

27 6022 山本 創太 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ ＦＣ影森スポーツ少年団 秩父市 0:06:43

28 6062 松澤 拓和 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 秩父市 0:06:43

29 6106 岩井 逸夢 ｲﾜｲ ｲﾂﾑ 桜山小学校 群馬県 0:06:43

30 6025 大野 佑樹 ｵｵﾉ ﾕｳｷ ＦＣ影森スポーツ少年団 秩父市 0:06:43

31 6043 梶谷 崇仁 ｶｼﾞﾀﾆ ﾀｶﾋﾄ 東京都 0:06:46

32 6034 髙橋 幸聖 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾄ ふじみ野市 0:06:48

33 6083 小松原 悠真 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾏ 秩父市 0:06:52

34 6060 為貝 真陽 ﾀﾒｶﾞｲ ﾏﾋﾙ 本庄市 0:06:52

35 6108 門平 夢叶 ｶﾄﾞﾋﾗ ﾕﾒﾄ 秩父市 0:06:56

36 6003 勅使河原 壮 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾀｹﾙ 横瀬町 0:06:57

37 6078 中島 龍也 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾔ 皆野町 0:06:58

38 6061 櫻井 大耀 ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｷ 皆野町 0:06:59

39 6073 齋藤 琉来 ｻｲﾄｳ ﾘｸ 秩父市 0:07:00

40 6051 石川 竜大 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾀ 秩父市 0:07:02

41 6031 黒沢 龍吾 ｸﾛｻﾜ ﾘｭｳｺﾞ 原谷柔道会 秩父市 0:07:04

42 6100 宮崎 宏兜 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾄ さいたま市 0:07:05

43 6041 磯 貴博 ｲｿ ﾀｶﾋﾛ 鶴ヶ島市 0:07:07

44 6075 深田 遥結 ﾌｶﾀ ﾊﾙｲ 秩父市 0:07:07

45 6109 門平 琉汰 ｶﾄﾞﾋﾗ ﾘｭｳﾀ 秩父市 0:07:10

46 6014 船崎 晃輪 ﾌﾅｻﾞｷ ｺｳﾜ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:13

47 6001 平野 惺和 ﾋﾗﾉ ｾﾅ 秩父市 0:07:13

48 6049 森 悠太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 川越市 0:07:14

49 6088 中畑 治大 ﾅｶﾊﾀ ﾊﾙﾄ 東京都 0:07:18

50 6054 磯田 瑛太 ｲｿﾀﾞ ｴｲﾀ 秩父市 0:07:19
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51 6093 依田 遼平 ﾖﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 群馬県 0:07:19

52 6046 丸茂 海璃 ﾏﾙﾓ ｶｲﾘ 深谷市 0:07:20

53 6098 新井 大輝 ｱﾗｲ ﾋﾛｷ 桶川市 0:07:21

54 6072 山浦 大志 ﾔﾏｳﾗ ﾀｲｼ 秩父市 0:07:23

55 6082 成田 蒼空 ﾅﾘﾀ ｿｳｽｹ 本庄市 0:07:25

56 6058 稲垣 侑真 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳﾏ 鶴ヶ島市 0:07:25

57 6096 藤川 颯馬 ﾌｼﾞｶﾜ ｿｳﾏ 桶川市 0:07:26

58 6057 上野 奨太 ｳｴﾉ ｼｮｳﾀ 熊谷市 0:07:30

59 6038 武田 康平 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 栃木県 0:07:31

60 6076 新井 伯 ｱﾗｲ ﾊｸ 秩父市 0:07:33

61 6042 田中 陽太 ﾀﾅｶ ﾖｳﾀ 鶴ヶ島市 0:07:33

62 6084 越 颯太 ｺｼ ｿｳﾀ 東京都 0:07:37

63 6065 新子 凱 ｱﾀﾗｼ ﾄｷ 熊谷市 0:07:39

64 6033 内田 琉都 ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾄ ＮＯＲＴＨ 秩父市 0:07:40

65 6019 関根 快人 ｾｷﾈ ｶｲﾄ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:07:40

66 6024 井上 涼太 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ ＦＣ影森スポーツ少年団 秩父市 0:07:40

67 6070 根岸 俊太朗 ﾈｷﾞｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 小鹿野町 0:07:43

68 6112 桑原 史亘 ｸﾜﾊﾗ ｼﾉﾌﾞ 東京都 0:07:44

69 6017 茂木 謙臣 ﾓﾃｷﾞ ｹﾝｼﾝ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:07:46

70 6023 矢野 光希 ﾔﾉ ｺｳｷ ＦＣ影森スポーツ少年団 秩父市 0:07:46

71 6032 笠原 柊弥 ｶｻﾊﾗ ｼｭｳﾔ ＮＯＲＴＨ 秩父市 0:07:50

72 6110 山口 遼人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 皆野町 0:07:53

73 6006 彦久保 丈瑠 ﾋｺｸﾎﾞ ﾀｹﾙ 秩父市 0:07:54

74 6005 宮原 善久朗 ﾐﾔﾊﾗ ｾﾞﾝｸﾛｳ 秩父市 0:07:54

75 6045 吉村 隼之右 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 東京都 0:07:57

76 6103 武井 迪 ﾀｹｲ ｲﾀﾙ 東京都 0:07:58

77 6114 岡部 央次郎 ｵｶﾍﾞ ｵｳｼﾞﾛｳ ちちぶＭＭＣ ＪＲ 秩父市 0:07:59

78 6004 神田 漱介 ｶﾝﾀﾞ ｿｳｽｹ 秩父市 0:07:59

79 6007 田丸 光哉 ﾀﾏﾙ ｺｳﾔ 秩父市 0:08:00

80 6008 新井 泰造 ｱﾗｲ ﾀｲｿﾞｳ 秩父市 0:08:00

81 6030 福西 志月 ﾌｸﾆｼ ｼﾂﾞｷ 原谷柔道会 秩父市 0:08:02

82 6116 脇川 稜央 ﾜｷｶﾜ ﾘｮｳ 脇川ファミリー 東京都 0:08:05

83 6081 田畑 海信 ﾀﾊﾞﾀ ｶｲｼﾝ 入間市 0:08:05

84 6099 新井 陸 ｱﾗｲ ﾘｸ 桶川市 0:08:06

85 6028 小林 渉吾 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺﾞ 原谷柔道会 秩父市 0:08:06

86 6080 山添 蒼生 ﾔﾏｿﾞｴ ｱｵｲ 東京都 0:08:21

87 6055 齊藤 総之助 ｻｲﾄｳ ｿｳﾉｽｹ 深谷市 0:08:21

88 6066 荻野 世武 ｵｷﾞﾉ ｾｲﾌﾞ 群馬県 0:08:24

89 6113 平 楓雅 ﾀｲﾗ ﾌｳｶﾞ 本庄市 0:08:25

90 6079 鎌田 悠生 ｶﾏﾀ ﾕｳｷ 皆野町 0:08:27

91 6107 田中 隼翔 ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾄ ゆいりーず 川越市 0:08:28

92 6089 澤畑 陽真 ｻﾜﾊﾀ ﾊﾙﾏ さいたま市 0:08:30

93 6039 小暮 悠叶 ｺｸﾞﾚ ﾊﾙﾄ 深谷市 0:08:32

94 6010 松村 和希 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ 秩父市 0:08:34

95 6064 新子 蒼 ｱﾀﾗｼ ｱｵ 熊谷市 0:08:37

96 6012 島崎 蓮 ｼﾏｻﾞｷ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:08:46

97 6013 小川 恋 ｵｶﾞﾜ ﾚﾝ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:08:46

98 6074 中 悠大 ﾅｶ ﾊﾙﾄ 横瀬町 0:08:50

99 6021 大澤 宗剛 ｵｵｻﾜ ｿｳｺﾞ 秩父大田サッカースポーツ少年団 秩父市 0:08:54

100 6029 小林 南斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾄ 原谷柔道会 秩父市 0:09:17
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101 6071 高田 颯 ﾀｶﾀﾞ ﾊﾔﾃ 秩父市 0:09:19

102 6094 依田 哲平 ﾖﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 群馬県 0:09:48

103 6026 山中 翔生 ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳｾｲ 原谷柔道会 秩父市 0:10:19

104 6087 立石 泰佑 ﾀﾃｲｼ ﾀｲｽｹ 仲本小学校 さいたま市 0:10:20

105 6092 菅野 廉士 ｶﾝﾉ ﾚﾝｼﾞ 深谷市 0:10:20

106 6027 齋藤 壱暉 ｻｲﾄｳ ｲｯｷ 原谷柔道会 秩父市 0:10:38

107 6009 髙野 愛仁 ﾀｶﾉ ﾏﾅﾄ 小鹿野町 0:10:42

108 6097 新井 優輝 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 桶川市 0:10:43
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1 6545 金嶋 ゆうか ｶﾅｼﾏ ﾕｳｶ アラマキッズ 群馬県 0:06:20

2 6528 田口 倖菜 ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 伊奈町 0:06:25

3 6535 宮前 梓佐 ﾐﾔﾏｴ ｱｽﾞｻ 寄居町 0:06:27

4 6531 森 日満里 ﾓﾘ ﾋﾏﾘ 熊谷市 0:06:37

5 6539 江田 朋未 ｴﾀﾞ ﾄﾓﾐ 羽川小学校 栃木県 0:06:42

6 6532 二瓶 久実 ﾆﾍｲ ｸﾐ 東松山市 0:06:43

7 6559 青木 美知瑠 ｱｵｷ ﾐﾁﾙ 加須大利根東小 加須市 0:06:44

8 6502 渋沢 莉央 ｼﾌﾞｻﾜ ﾘｵ 秩父市 0:06:50

9 6536 小島 芽唯 ｺｼﾞﾏ ﾒｲ 寄居町 0:06:52

10 6549 桑原 花歩 ｸﾜﾊﾗ ｶﾎ 東京都 0:07:05

11 6537 笠原 萌恵 ｶｻﾊﾗ ﾓｴ 寄居町 0:07:07

12 6521 岡部 杏音 ｵｶﾍﾞ ｱﾝﾈ 川島町 0:07:11

13 6560 島田 帆乃美 ｼﾏﾀﾞ ﾎﾉﾐ 鶴ヶ島市 0:07:12

14 6505 宮原 爽月 ﾐﾔﾊﾗ ｻﾂｷ 秩父市 0:07:13

15 6518 村松 みなみ ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾅﾐ 戸田市 0:07:15

16 6552 田村 夏穂 ﾀﾑﾗ ｶﾎ 南台小学校 東京都 0:07:20

17 6544 高橋 枇衣那 ﾀｶﾊｼ ﾋｲﾅ 鶴ヶ島市 0:07:21

18 6553 仁宮 心季 ﾆﾉﾐﾔ ｼｷ ＴＣＡ 川島町 0:07:22

19 6540 大浦 南美 ｵｵｳﾗ ﾐﾅﾐ 群馬県 0:07:24

20 6533 浜田 和香 ﾊﾏﾀﾞ ﾜｶ 秩父市 0:07:30

21 6513 小川 恋菜 ｵｶﾞﾜ ﾚﾅ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:31

22 6551 伊藤 紗愛莉 ｲﾄｳ ｻｴﾘ 深谷市 0:07:31

23 6548 小高 花菜 ｵﾀﾞｶ ﾊﾅ ニッポンランナーズＪｒ． 千葉県 0:07:34

24 6515 行本 心結 ﾕｷﾓﾄ ﾐﾕ ＦＣ影森スポーツ少年団 秩父市 0:07:42

25 6530 伊藤 唯夏 ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 秩父市 0:07:43

26 6509 合沢 茉羽 ｺﾞｳｻﾞﾜ ﾏｳ 秩父市 0:07:44

27 6524 長島 一華 ﾅｶﾞｼﾏ ｲﾁｶ 皆野町 0:07:45

28 6558 渡邉 りこ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ 栃木第四小学校 栃木県 0:07:45

29 6541 舘山 雛 ﾀﾃﾔﾏ ﾋﾅ るーざーず 日高市 0:07:45

30 6514 大野 咲倭 ｵｵﾉ ｻﾜ 影森ミニバススポーツ少年団 秩父市 0:07:52

31 6508 髙野 静菜 ﾀｶﾉ ｼｽﾞﾅ 秩父市 0:07:56

32 6523 請川 雪羽 ｳｹｶﾞﾜ ﾕｳ 皆野町 0:07:56

33 6503 引間 美羽 ﾋｷﾏ ﾐｳ 毛呂山町 0:08:00

34 6512 原 栞那 ﾊﾗ ｶﾝﾅ 秩父市 0:08:00

35 6504 勅使河原 三綺 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾐｷ 秩父市 0:08:11

36 6517 髙橋 和瑚 ﾀｶﾊｼ ﾜｺ ふじみ野市 0:08:11

37 6547 新井 美空 ｱﾗｲ ﾐｿﾗ 皆野小学校 皆野町 0:08:13

38 6550 上東 映里奈 ｼﾞｮｳﾄｳ ｴﾘﾅ 東京都 0:08:20

39 6546 染矢 実紅 ｿﾒﾔ ﾐｸ 川島町 0:08:21

40 6501 市川 莉帆 ｲﾁｶﾜ ﾘﾎ 秩父市 0:08:21

41 6522 関根 千桜 ｾｷﾈ ﾁｵ 秩父市 0:08:23

42 6510 松本 七星 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｾ 秩父市 0:08:26

43 6511 新井 樹 ｱﾗｲ ｲﾂｷ 秩父市 0:08:30

44 6557 小林 莉子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｺ ＷＨＡＬＥＳ 東京都 0:08:31

45 6543 杉山 桜乃 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙﾉ 桶川市 0:08:34

46 6519 鳥成 美帆 ﾄﾘﾅﾘ ﾐﾎ 鶴ヶ島市 0:08:34

47 6554 仁宮 心乃 ﾆﾉﾐﾔ ｼﾉ ＴＣＡ 川島町 0:08:36

48 6506 木本 葵彩 ｷﾓﾄ ｱｵｲ 秩父市 0:08:42

49 6526 原島 菜子 ﾊﾗｼﾏ ﾅｺ 秩父市 0:08:55

50 6525 齋藤 優芽 ｻｲﾄｳ ﾕﾒ 秩父市 0:09:31
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51 6538 日向 夏希 ﾋｭｳｶﾞ ﾅﾂｷ 小鹿野町 0:10:24

52 6556 豊嶋 莞奈 ﾄﾖｼﾏ ｶﾝﾅ 東京都 0:10:29

53 6516 久保 風直 ｸﾎﾞ ｶﾅｵ 原谷柔道会 秩父市 0:10:44

54 6507 勅使河原 未來 ﾃｼｶﾞﾊﾗ ﾐｸ 秩父市 1:00:59


