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1 4018 森 基 ﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ 熊谷市 0:11:29

2 4035 関 駿斗 ｾｷ ﾊﾔﾄ アラマキッズ 群馬県 0:11:36

3 4039 池澤 悠冬 ｲｹｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 大津ヶ丘中学校 千葉県 0:11:49

4 4010 髙橋 玲太 ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾀ 秩父第一中学校 秩父市 0:12:10

5 4003 木村 駿佑 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 皆野中学校 皆野町 0:12:25

6 4005 豊田 真広 ﾄﾖﾀﾞ ﾏﾋﾛ 皆野中学校 皆野町 0:12:39

7 4020 市村 律己 ｲﾁﾑﾗ ﾘﾂｷ 熊谷市 0:12:45

8 4019 若林 夜月 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾔﾂｷ 秩父市 0:12:46

9 4016 髙橋 悠斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 秩父第一中学校 秩父市 0:12:51

10 4006 千嶋 祐輝 ﾁｼﾏ ﾕｳｷ 皆野中学校 皆野町 0:12:57

11 4030 根岸 雅晄 ﾈｷﾞｼ ﾏｻｱｷ 寄居町 0:13:07

12 4004 丸山 智己 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 皆野中学校 皆野町 0:13:09

13 4041 新井 雄大 ｱﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ 葦原中学 ふじみ野市 0:13:25

14 4002 新井 真斗 ｱﾗｲ ﾏｻﾄ 飯能市立名栗中学校 飯能市 0:13:26

15 4013 櫻井 優也 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾔ 秩父第一中学校 秩父市 0:13:41

16 4025 伊藤 隼大 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ ｂｏｔｃｈｉ凸 千葉県 0:13:42

17 4022 石井 陽翔 ｲｼｲ ﾋｶﾙ 行田市 0:13:45

18 4009 櫻井 拓 ｻｸﾗｲ ﾀｸ 秩父第一中学校 秩父市 0:13:48

19 4014 黒沢 颯太 ｸﾛｻﾜ ｿｳﾀ 秩父第一中学校 秩父市 0:13:58

20 4021 竹内 大貴 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｷ 秩父市 0:14:07

21 4037 山口 隼人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 大里中学校 熊谷市 0:14:09

22 4015 黒澤 巧磨 ｸﾛｻﾜ ﾀｸﾏ 秩父第一中学校 秩父市 0:14:26

23 4034 岡 悟也 ｵｶ ｻﾄﾔ 栃木県 0:14:27

24 4012 伊古田 賢 ｲｺﾀ ｻﾄｼ 秩父第一中学校 秩父市 0:16:32

25 4028 松永 幸樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳｷ 武蔵第一中 東京都 0:16:55

26 4031 高橋 祐太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 新座市 0:17:05

27 4001 髙野 遥月 ﾀｶﾉ ﾊﾙｷ 小鹿野町 0:20:16
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1 4112 倉林 瑠奈 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 秩父第一中学校 秩父市 0:12:54

2 4132 青木 歩乃瑠 ｱｵｷ ﾎﾉﾙ 大利根中学 加須市 0:13:10

3 4117 松田 有加 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｶ 寄居町 0:13:33

4 4106 山田 彩名 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾅ 皆野中学校 皆野町 0:13:51

5 4123 日比 那美梨 ﾋﾋﾞ ﾅﾁｭﾘ 上尾市立原市中学校 上尾市 0:14:12

6 4125 望月 萌百 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾓﾓ 八王子市立館中学校 東京都 0:14:26

7 4114 関口 立椛 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｶ 皆野町 0:14:28

8 4127 茂木 華珂 ﾓｷﾞ ﾊﾅｶ 宮郷中学校 群馬県 0:14:54

9 4102 用 那桜 ﾓﾁｲ ﾅｵ 飯能市立名栗中学校 飯能市 0:15:07

10 4124 杉山 舞桜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｵ 東葛ＲＣ 千葉県 0:15:19

11 4104 小島 涼美 ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞﾐ 飯能市立名栗中学校 飯能市 0:15:49

12 4103 佐野 幸音 ｻﾉ ﾕｷﾈ 飯能市立名栗中学校 飯能市 0:15:59

13 4111 髙橋 凜花 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝｶ 秩父第一中学校 秩父市 0:16:42

14 4120 向井 七海 ﾑｶｲ ﾅﾅﾐ 皆野町 0:16:50

15 4133 斎藤 凜 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 富士見中学 東京都 0:16:51

16 4122 中島 花菜 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅ 川越市 0:16:53

17 4115 杉田 迪夏 ｽｷﾞﾀ ﾐﾁｶ 東京都 0:17:47

18 4110 西山 侑実 ﾆｼﾔﾏ ｳﾐ 秩父第一中学校 秩父市 0:17:52

19 4121 近藤 風花 ｺﾝﾄﾞｳ ﾌｳｶ 東京都 0:18:10

20 4131 小山 実久 ｺﾔﾏ ﾐｸ 青梅末広クラブ 東京都 0:20:07


