
1.5km 小学生高学年男子の部

 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  5041 ｲｼｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 石井　琉之介 11 茨城県 利根町 東葛ＲＣ 00:05'11"

    2  5065 ﾃﾗﾑﾗ ｱｷﾗ 寺村　亮 11 埼玉県 川越市 ファイト川越 00:05'13"

    3  5080 ﾂｶﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 塚原　惟歩 11 埼玉県 川越市 00:05'14"

    4  5054 ﾓﾛﾇｷ ﾋﾅﾀ 諸貫　陽向 12 埼玉県 滑川町 ＫＪＭ．ＲＣ 00:05'16"

    5  5036 ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ 新井　陽翔 10 埼玉県 ふじみ野市 ファイト川越 00:05'22"

    6  5045 ﾀｹｶﾜ ｺｳﾔ 武川　航也 12 埼玉県 本庄市 北泉小学校 00:05'29"

    7  5084 ｷﾑﾗ ﾚﾝｼﾞｭ 木村　漣寿 10 群馬県 太田市 00:05'34"

    8  5055 ｵｶﾀﾞ ｱｵﾊﾞ 岡田　碧馬 11 埼玉県 滑川町 ＫＪＭ．ＲＣ 00:05'34"

    9  5068 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｲﾄ 峯岸　侑惟士 12 群馬県 高崎市 00:05'36"

   10  5073 ﾀﾆｲ ｼﾝｺﾞ 谷井　紳悟 11 埼玉県 新座市 00:05'38"

   11  5104 ｳｴﾏﾂ ﾘｮｳ 植松　遼 9 埼玉県 鶴ヶ島市 00:05'41"

   12  5069 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ 石川　太郎 12 埼玉県 秩父市 00:05'43"

   13  5058 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾝ 田中　謙信 10 埼玉県 川越市 ファイト川越 00:05'46"

   14  5100 ｾｷﾈ ﾕｳﾄ 関根　優斗 9 埼玉県 川越市 00:05'48"

   15  5079 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾏ 橋本　将真 11 埼玉県 寄居町 00:05'51"

   16  5026 ｸﾛｻﾜ ﾕｷﾋﾛ 黒澤　由博 埼玉県 秩父市 影森ミニバスケットボールクラ00:05'53"

   17  5074 ｵｵﾉ ｿｳﾀ 大野　颯太 11 埼玉県 飯能市 00:05'55"

   18  5076 ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 関口　翔太 11 埼玉県 秩父市 00:05'56"

   19  5053 ﾈｷﾞｼ ﾔｽｱｷ 根岸　靖晄 10 埼玉県 寄居町 00:05'56"

   20  5052 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾄ 小林　絃人 10 群馬県 藤岡市 上州アスリートクラブ 00:05'56"

   21  5075 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾄ 望月　暁翔 11 埼玉県 川越市 00:05'58"

   22  5046 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 小林　蒼空 11 千葉県 野田市 東葛ＲＣ 00:05'59"

   23  5056 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 佐藤　和貴 10 埼玉県 滑川町 ＫＪＭ．ＲＣ 00:05'59"

   24  5038 ｲﾜｻﾜ ﾀｽｷ 岩澤　翼希 10 群馬県 みどり市 おおままＡ．Ｃ 00:06'00"

   25  5067 ﾖﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 依田　遼平 9 群馬県 藤岡市 00:06'01"

   26  5096 ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 野村　悠樹 9 群馬県 高崎市 00:06'04"

   27  5033 ﾜｷｶﾜ ﾀﾞｲｷ 脇川　大輝 9 東京都 練馬区 脇川家 00:06'04"

   28  5047 ｵｲﾇﾏ ﾘｸｵｳ 小井沼　陸王 9 栃木県 栃木市 00:06'07"

   29  5066 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｺﾞ 山崎　颯冴 9 栃木県 佐野市 00:06'11"

   30  5086 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 小林　蓮 10 埼玉県 寄居町 00:06'19"

   31  5015 ﾀｼﾛ ﾊﾙﾉﾌﾞ 田代　喜信 埼玉県 秩父市 秩父大田サッカースポーツ少年00:06'28"

   32  5018 ｷﾓﾄ ﾕｳｷ 木本　優輝 埼玉県 秩父市 秩父大田サッカースポーツ少年00:06'29"

   33  5029 ﾌﾅｻﾞｷ ｺｳﾜ 船崎　晃輪 埼玉県 秩父市 影森ミニバスケットボールクラ00:06'29"

   34  5001 ｺｶﾄﾞ ｱﾗｼ 小門　嵐 9 埼玉県 秩父市 00:06'29"

   35  5090 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾄ 髙橋　幸聖 10 埼玉県 ふじみ野市 00:06'29"

   36  5027 ｵｵｼﾏ ｺｳﾍｲ 大島　滉平 埼玉県 秩父市 影森ミニバスケットボールクラ00:06'29"

   37  5087 ﾂｶﾊﾗ ｶｲﾘ 塚原　浬 10 千葉県 野田市 00:06'30"

   38  5020 ｲｼﾜﾀ ﾐﾋﾛ 石渡　壬尋 埼玉県 秩父市 影森ミニバスケットボールクラ00:06'31"

   39  5097 ｼﾊﾞｻｷ ﾖｳｽｹ 柴崎　要輔 9 埼玉県 秩父市 00:06'34"

   40  5035 ｱｷﾔﾏ ﾀﾂﾉｽｹ 秋山　辰ノ助 9 東京都 板橋区 緑小学校 00:06'40"

   41  5091 ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 根岸　亮太 10 埼玉県 秩父市 00:06'40"

   42  5094 ﾋﾗﾉ ｾﾅ 平野　惺和 9 埼玉県 秩父市 00:06'42"

   43  5006 ﾐﾅﾐ ｿﾗ 南　空翔 11 埼玉県 秩父市 00:06'45"

   44  5103 ｼﾉﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 篠原　健太朗 9 埼玉県 鶴ヶ島市 00:06'47"

   45  5005 ﾖｼｶﾜ ｼｭﾝﾄ 吉川　惇翔 10 埼玉県 皆野町 00:06'48"

   46  5081 ｶﾄﾞﾋﾗ ｺｳﾀﾞｲ 門平　幸大 11 埼玉県 皆野町 00:06'51"

   47  5062 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 新井　優輝 10 埼玉県 桶川市 桶川西小学校 00:06'53"

   48  5039 ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳ 尾沢　諒 9 埼玉県 深谷市 00:06'53"

   49  5010 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 村田　悠人 10 埼玉県 秩父市 00:06'55"

   50  5008 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾀｹﾙ 勅使河原　壮 9 埼玉県 横瀬町 00:06'56"
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   51  5044 ｸﾎﾞ ｶﾅﾒ 久保　要 10 埼玉県 熊谷市 00:07'00"

   52  5012 ﾄﾐﾀ ﾘｮｳﾀ 冨田　綾汰 埼玉県 秩父市 秩父大田サッカースポーツ少年00:07'02"

   53  5032 ｶｸﾀﾞﾃ ｼｮｳｲﾁ 角舘　祥一 9 東京都 板橋区 チームカクダテ 00:07'03"

   54  5082 ｱｻｳﾐ ﾕｽﾞﾔ 浅海　柚哉 11 埼玉県 秩父市 00:07'03"

   55  5007 ﾐﾅﾐ ﾕﾒﾄ 南　夢翔 10 埼玉県 秩父市 00:07'04"

   56  5099 ﾔﾏｼﾞ ｲｽﾞﾐ 山路　唯純 9 埼玉県 本庄市 00:07'07"

   57  5095 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 森　悠太 9 埼玉県 川越市 00:07'08"

   58  5024 ｱｻﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 浅田　涼介 埼玉県 秩父市 影森ミニバスケットボールクラ00:07'10"

   59  5013 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｽｹ 若林　恭佑 埼玉県 秩父市 秩父大田サッカースポーツ少年00:07'12"

   60  5022 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ 井上　涼太 埼玉県 秩父市 影森ミニバスケットボールクラ00:07'13"

   61  5030 ｺｻﾞｻ ｹﾝｼﾝ 小笹　堅真 埼玉県 秩父市 影森ミニバスケットボールクラ00:07'13"

   62  5011 ﾃｼｶﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 勅使河原　蒼太 10 埼玉県 秩父市 00:07'16"

   63  5098 ｲｿﾀﾞ ｴｲﾀ 磯田　瑛太 9 埼玉県 秩父市 00:07'17"

   64  5023 ｱﾗｲ ﾐｷｵ 新井　幹織 埼玉県 秩父市 影森ミニバスケットボールクラ00:07'19"

   65  5051 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 武田　康平 9 栃木県 宇都宮市 平石中央小 00:07'20"

   66  5060 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙﾄ 杉山　青翔 9 埼玉県 桶川市 桶川小学校 00:07'21"

   67  5003 ｶﾝﾀﾞ ｿｳｽｹ 神田　漱介 9 埼玉県 秩父市 00:07'28"

   68  5002 ﾑﾗﾅｶ ﾕﾒﾄ 村中　夢斗 11 埼玉県 秩父市 00:07'29"

   69  5028 ｵｶﾞﾜ ﾚﾝ 小川　恋 埼玉県 秩父市 影森ミニバスケットボールクラ00:07'35"

   70  5061 ﾌｼﾞｶﾜ ｿｳﾏ 藤川　颯馬 9 埼玉県 桶川市 桶川西小学校 00:07'36"

   71  5016 ﾓﾃｷﾞ ｹﾝｼﾝ 茂木　謙臣 埼玉県 秩父市 秩父大田サッカースポーツ少年00:07'40"

   72  5040 ｵｵﾂｶ ｶﾝﾀ 大塚　寛太 10 群馬県 高崎市 チームおおつか 00:07'40"

   73  5063 ｱﾗｲ ﾋﾛｷ 新井　大輝 10 埼玉県 桶川市 桶川西小学校 00:07'42"

   74  5064 ﾌｼﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 藤田　鉄平 11 埼玉県 狭山市 00:07'43"

   75  5025 ﾔﾏﾅｶ ﾕｲﾄ 山中　結斗 埼玉県 秩父市 影森ミニバスケットボールクラ00:07'43"

   76  5059 ｻｸﾆ ｼｭﾝｽｹ 佐国　春祐 10 埼玉県 深谷市 00:07'48"

   77  5092 ﾄｲﾀﾞ ｼﾝ 戸井田　慎 10 埼玉県 美里町 00:07'58"

   78  5085 ﾐﾈ ﾋｶﾙ 峯　光琉 10 茨城県 古河市 00:08'03"

   79  5014 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｴｲﾀ 若林　永汰 埼玉県 秩父市 秩父大田サッカースポーツ少年00:08'10"

   80  5088 ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ 坂本　皓煌 10 埼玉県 秩父市 00:08'11"

   81  5034 ｲﾜｻｷ ｶｲｴｲ 岩﨑　海瑛 10 東京都 板橋区 富士見台小学校 00:08'15"

   82  5017 ｾｷﾈ ｶｲﾄ 関根　快人 埼玉県 秩父市 秩父大田サッカースポーツ少年00:08'21"

   83  5004 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ 松村　和希 9 埼玉県 秩父市 00:08'35"

   84  5089 ｴﾀﾞ ｷｽﾞﾅ 江田　絆 10 埼玉県 秩父市 00:08'44"

   85  5019 ｵｵｻﾜ ｿｳｺﾞ 大澤　宗剛 埼玉県 秩父市 秩父大田サッカースポーツ少年00:09'52"

   86  5049 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 松永　拓樹 9 東京都 武蔵村山市 00:11'28"

   87  5031 ﾀﾆｶﾜ ｹｲｺﾞ 谷川　佳吾 10 埼玉県 さいたま市 タニカワ宗佳会 00:36'14"


