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順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

スタート： 9:40:00

会場: 久喜市総合運動公園

主催: 久喜市、久喜市教育委員会、久喜市体育協会

9分34秒1 中野　蒼塁13282 加須昭和中学校ﾅｶﾉ ｱﾙﾑ

9分42秒2 松永 宏樹13023 久喜中陸上部ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｷ

9分44秒3 小島 潤也13016 慈恩寺中学校ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ

9分44秒4 角谷 圭太13019 柏中学校ｶﾄﾞﾔ ｹｲﾀ

9分45秒5 木島　励恩13289 柏市立柏中学校ｷｼﾞﾏ ﾚｵﾝ

9分54秒6 二宮　翔太朗13296 市川市立第二中学校ﾆﾉﾐﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ

9分58秒7 久保 哲汰13030 市川第二中学ｸﾎﾞ ﾃﾂﾀ

9分59秒8 村山 俊輔13024 市川第二中学校ﾑﾗﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ

9分59秒9 飯塚征吾13176 菖蒲南中学校ｲｲﾂﾞｶｾｲｺﾞ

10分05秒10 三浦　空我13275 鷲宮西中学校ﾐｳﾗ ｸｳｶﾞ

10分07秒11 日高 志允13008 久喜中陸上部ﾋﾀｶ ﾕｷﾏｻ

10分08秒12 安藤　修一13288 柏市立柏中学校ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ

10分10秒13 佐藤　友亮13284 柏市立柏中学校ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

10分12秒14 岸　奈緒人13178 菖蒲南中学校ｷｼﾅｵﾄ

10分13秒15 島田純佑13181 菖蒲南中学校ｼﾏﾀﾞｼﾞｭﾝｽｹ

10分14秒16 菅野 天翔13029 久喜市立久喜中ｽｶﾞﾉ ﾀｶﾄ

10分16秒17 五十嵐　啓祐13294 柏中学校ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｽｹ

10分17秒18 山中 碧々13010 久喜中ﾔﾏﾅｶ ﾐｱ

10分17秒19 森　寛太13295 久喜中学校ﾓﾘ ｶﾝﾀ

10分18秒20 石井 暁13034 久喜中学校ｲｼｲ ｱｷﾗ

10分19秒21 白石 雄大13018 昭和中学校ｼﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ

10分21秒22 荒原　大雄13222 鷲宮中学校ｱﾗﾊﾗ ﾀﾞｲﾕｳ

10分23秒23 小泉 孝太朗13036 久喜中ｺｲｽﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ

10分25秒24 岩田 佑13031 久喜中学校ｲﾜﾀ ﾀｽｸ

10分28秒25 三浦　宏太13216 栗橋東中学校ﾐｳﾗ ｺｳﾀ

10分28秒26 太田　遥及13191 栗橋東中学校ｵｵﾀ ﾊﾙﾁｶ

10分31秒27 小川 琉聖13012 桶川加納中ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ

10分34秒28 加藤奨啓13177 菖蒲南中学校ｶﾄｳｼｮｳｹｲ

10分35秒29 伊藤 幸太郎13007 久喜友誠館ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

10分36秒30 青木　颯哉13257 鷲宮西中学校ｱｵｷ ﾊﾔﾃ

10分36秒31 竹見　英泰13286 柏中学校ﾀｹﾐ ﾋﾃﾞﾔｽ

10分37秒32 星野 信玄13028 久喜中ﾎｼﾉ ｼﾝｹﾞﾝ

10分42秒33 蟹江 達樹13020 高萩北中ｶﾆｴ ﾀﾂｷ

10分45秒34 柴田　竜成13279 鷲宮西中学校ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ

10分45秒35 斉藤　雄太13086 久喜東中学校ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ

10分45秒36 向井　和哉13217 栗橋東中学校ﾑｶｲ ｶｽﾞﾔ

10分46秒37 神山 司13009 久喜中学校ｶﾐﾔﾏ ﾂｶｻ

10分48秒38 坂田　飛翔13226 鷲宮中学校ｻｶﾀ ﾂﾊﾞｻ

10分51秒39 矢富　優輝13133 久喜東中学校ﾔﾄﾐ ﾕｳｷ

10分53秒40 山本　凌13285 柏中学校ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ

10分53秒41 福島　壮馬13213 栗橋東中学校ﾌｸｼﾏ ｿｳﾏ

10分54秒42 三木　裕登13130 久喜東中学校ﾐｷ ﾕｳﾄ

10分54秒43 松木 慧13002 中学校市川市立第二中学校ﾏﾂｷ ｹｲ

10分54秒44 高橋　洋樹13297 市川第二中学校ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ

10分55秒45 荒井　環13168 菖蒲中学校陸上部ｱﾗｲ ﾀﾏｷ

10分55秒46 沼田 大樹13041 久喜中学校ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｷ

10分55秒47 明石 樹生13026 久喜中陸上部ｱｶｼ ﾀﾂｷ

10分56秒48 丹野　圭裕13109 久喜東中学校ﾀﾝﾉ ｹｲﾕｳ

11分01秒49 岸　凌也13264 鷲宮西中学校ｷｼ ﾘｮｳﾔ

11分01秒50 海老澤　瑠弥13261 鷲宮西中学校ｴﾋﾞｻﾜ ﾘｭｳﾔ
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11分02秒51 岩井　大輝13223 鷲宮中学校ｲﾜｲ ﾀﾞｲｷ

11分04秒52 白石　嵯京13204 栗橋東中学校ｼﾗｲｼ ｻｷｮｳ

11分06秒53 高村 慧13011 開智未来ﾀｶﾑﾗ ｻﾄﾙ

11分07秒54 丹野　晴仁13210 栗橋東中学校ﾀﾝﾉ ﾊﾙﾄ

11分08秒55 神野　滉希13077 久喜東中学校ｶﾐﾉ ﾋﾛｷ

11分08秒56 山﨑　堅斗13140 太東中学校ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾄ

11分08秒57 吉澤　颯斗13219 栗橋東中学校ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ

11分10秒58 関口　勝也13206 栗橋東中学校ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾔ

11分11秒59 清水秀樹13182 菖蒲南中学校ｼﾐｽﾞﾋﾃﾞｷ

11分12秒60 永井聖路13183 菖蒲南中学校ﾅｶﾞｲｾｲｼﾞ

11分12秒61 山口 暁史13139 太東中学校ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾌﾐ

11分12秒62 藤田 望夢13022 東海中学校ﾌｼﾞﾀ ﾉｿﾞﾑ

11分13秒63 福富　弓人13231 鷲宮中学校ﾌｸﾄﾐ ﾕﾐﾄ

11分14秒64 長谷川　颯人13281 久喜中学校ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

11分14秒65 竹見　昇悟13287 柏中学校ﾀｹﾐ ｼｮｳｺﾞ

11分14秒66 根岸 祐弥13042 久喜中学校ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾔ

11分15秒67 瀬畑　慧大13228 鷲宮中学校ｾﾊﾀ ｹｲﾀ

11分18秒68 齋藤良太郎13180 菖蒲南中学校ｻｲﾄｳﾘｮｳﾀﾛｳ

11分19秒69 飯島　康生13260 鷲宮西中学校ｲｲｼﾞﾏ ｺｳｾｲ

11分21秒70 有賀　翔太13259 鷲宮西中学校ｱﾘｶﾞ ｼｮｳﾀ

11分22秒71 小沼　聖司13072 久喜東中学校ｵﾇﾏ ｾｲｼﾞ

11分22秒72 本田　瑛大13272 鷲宮西中学校ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾄ

11分23秒73 鈴木　唯斗13267 鷲宮西中学校ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ

11分23秒74 富田　恭平13211 栗橋東中学校ﾄﾐﾀ ｷｮｳﾍｲ

11分24秒75 田中　志恩13300 ﾀﾅｶ ｼｵﾝ

11分27秒76 久我　忠澄13197 栗橋東中学校ｸｶﾞ ﾀﾀﾞｽﾐ

11分29秒77 関根　康13268 鷲宮西中学校ｾｷﾈ ｺｳ

11分30秒78 井上　空13067 久喜東中学校ｲﾉｳｴ ｿﾗ

11分30秒79 阿部　駿也13258 鷲宮西中学校ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ

11分30秒80 丸山　洋13274 鷲宮西中学校ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ

11分31秒81 杉森 未來13014 鷲宮東中学校ｽｷﾞﾓﾘ ﾐﾗｲ

11分32秒82 内田　武蔵13045 久喜南中学校ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ

11分32秒83 保科　謙伸13124 久喜東中学校ﾎｼﾅ ｹﾝｼﾝ

11分34秒84 山野辺　怜司13134 久喜東中学校ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾚｲｼﾞ

11分36秒85 山崎航大13186 菖蒲南中学校ﾔﾏｻﾞｷｺｳﾀ

11分37秒86 吉田　樹13277 鷲宮西中学校ﾖｼﾀﾞ ｲﾂｷ

11分38秒87 百瀬拓海13185 菖蒲南中学校ﾓﾓｾﾀｸﾐ

11分39秒88 加藤　悠音13263 鷲宮西中学校ｶﾄｳ ﾕｳﾄ

11分41秒89 後藤扶哉13179 菖蒲南中学校ｺﾞﾄｳﾓﾄﾔ

11分41秒90 小西　京介13265 鷲宮西中学校ｺﾆｼ ｷｮｳｽｹ

11分43秒91 永島　駿13116 久喜東中学校ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭﾝ

11分43秒92 鳩貝 琉斗13021 五霞中学校ﾊﾄｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ

11分44秒93 髙松　憲士郎13054 久喜南中学校ﾀｶﾏﾂ ｹﾝｼﾛｳ

11分45秒94 菊地　凌史13173 菖蒲中学校陸上部ｷｸﾁ ﾘｮｳｼﾞ

11分45秒95 牧田　凌典13273 鷲宮西中学校ﾏｷﾀ ﾘｮｳｽｹ

11分46秒96 多田　大輝13306 鷲宮西中学校ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

11分48秒97 関根　優輝13101 久喜東中学校ｾｷﾈ ﾕｳｷ

11分48秒98 箕輪　剛士13298 市川市立第二中学校ﾐﾉﾜ ﾂﾖｼ

11分49秒99 村岡　悟琉13132 久喜東中学校ﾑﾗｵｶ ｻﾄﾙ

11分51秒100 鈴木　大翔13158 菖蒲中学校サッカー部ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ
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11分51秒101 大熊 徳史13032 久喜中学校ｵｵｸﾏ ﾄｸｼ

11分53秒102 柴田　大輝13090 久喜東中学校ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ

11分54秒103 松本　翔太13128 久喜東中学校ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ

11分55秒104 金崎　広透13194 栗橋東中学校ｶﾈｻﾞｷ ﾋﾛﾄ

11分55秒105 市川　航平13189 栗橋東中学校ｲﾁｶﾜ ｺｳﾍｲ

11分57秒106 加賀　優介13073 久喜東中学校ｶｶﾞ ﾕｳｽｹ

11分58秒107 中西　優友13117 久喜東中学校ﾅｶﾆｼ ﾕｳｽｹ

12分00秒108 米田　翔空13221 栗橋東中学校ﾖﾈﾀﾞ ﾄｱ

12分01秒109 渋谷　奈且13091 久喜東中学校ｼﾌﾞﾔ ﾀﾞｲｽｹ

12分02秒110 進藤　嵩史13096 久喜東中学校ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

12分02秒111 小林　拓夢13082 久喜東中学校ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾑ

12分04秒112 小岩　亮裕13051 久喜南中学校ｺｲﾜ ｱｷﾋﾛ

12分04秒113 川東　勇斗13299 久喜市立太東中学校ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾊﾔﾄ

12分05秒114 利根川 巧磨13027 久喜中陸上部ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀｸﾏ

12分06秒115 ｸﾞｴﾝ　ｺﾝ　ｿﾝ13224 鷲宮中学校ｸﾞｴﾝ ｺﾝ ｿﾝ

12分10秒116 戸ヶ崎　惠太13056 久喜南中学校ﾄｶﾞｻｷ ｹｲﾀ

12分11秒117 岡島　　輝13047 久喜南中学校ｵｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ

12分13秒118 田口　凌大朗13269 鷲宮西中学校ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ

12分13秒119 水越　知哉13276 鷲宮西中学校ﾐｽﾞｺｼ ﾄﾓﾔ

12分14秒120 松井　公佑13292 柏中学校ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ

12分15秒121 山上　理貴13254 鷲宮東中学校ﾔﾏｶﾞﾐ ﾘｷ

12分16秒122 冨田　直哉13057 久喜南中学校ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ

12分18秒123 貴田　俊哉13050 久喜南中学校ｷﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

12分19秒124 諸喜田　瑞貴13095 久喜東中学校ｼｮｷﾀ ﾐｽﾞｷ

12分20秒125 河田　聖吾13172 菖蒲中学校陸上部ｶﾜﾀ ｾｲｺﾞ

12分21秒126 中里　里緒13115 久喜東中学校ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｵ

12分22秒127 山﨑　　樹13059 久喜南中学校ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂｷ

12分22秒128 森田　佳月13058 久喜南中学校ﾓﾘﾀ ｶﾂﾞｷ

12分22秒129 中里　愁飛13248 鷲宮東中学校ﾅｶｻﾞﾄ ｼｭｳﾄ

12分22秒130 鷲見　拓哉13205 栗橋東中学校ｽﾐ ﾀｸﾔ

12分23秒131 岡田　雄斗13192 栗橋東中学校ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ

12分23秒132 坂田　真之介13087 久喜東中学校ｻｶﾀ ｼﾝﾉｽｹ

12分24秒133 君島　泰輝13079 久喜東中学校ｷﾐｼﾏ ﾀｲｷ

12分24秒134 小川　大喜13193 栗橋東中学校ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

12分26秒135 斎藤　凪杜13242 鷲宮東中学校ｻｻﾊﾗ ﾕｳｷ

12分26秒136 鈴木　志音13156 菖蒲中学校サッカー部ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ

12分27秒137 田村　光希13107 久喜東中学校ﾀﾑﾗ ｺｳｷ

12分27秒138 高山　凌嘉13104 久喜東中学校ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ

12分29秒139 清和 悠芽13040 久喜中学校ｾｲﾜ ﾕｳｶﾞ

12分30秒140 前田　竜大13125 久喜東中学校ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ

12分31秒141 田村　伸介13108 久喜東中学校ﾀﾑﾗ ｼﾝｽｹ

12分31秒142 田村　優護13209 栗橋東中学校ﾀﾑﾗ ﾕｳｺﾞ

12分33秒143 島田　拓実13266 鷲宮西中学校ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ

12分35秒144 前島　康祐13233 鷲宮中学校ﾏｴｼﾞﾏ ｺｳｽｹ

12分37秒145 渡邊　達也13138 久喜東中学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ

12分37秒146 染谷　捷太13207 栗橋東中学校ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ

12分38秒147 浜多 恵韻13037 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲﾝ

12分39秒148 村松　嵩13218 栗橋東中学校ﾑﾗﾏﾂ ｼｭｳ

12分39秒149 比良　琉星13161 菖蒲中学校サッカー部ﾋﾗ ﾘｭｳｾｲ

12分39秒150 川端　遥斗13196 栗橋東中学校ｶﾜﾊﾞﾀ ﾊﾙﾄ
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会場: 久喜市総合運動公園

主催: 久喜市、久喜市教育委員会、久喜市体育協会

12分40秒151 小島　一真13199 栗橋東中学校ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏ

12分40秒152 長谷川悠斗13160 菖蒲中学校サッカー部ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ

12分40秒153 本橋　礼汰13164 菖蒲中学校サッカー部ﾓﾄﾊｼ ﾚｲﾀ

12分42秒154 玉那覇　友蔵13271 鷲宮西中学校ﾀﾏﾅﾊ ﾕｳｿﾞｳ

12分43秒155 吉澤　　恭13061 久喜南中学校ﾖｼｻﾞﾜ ｷｮｳ

12分43秒156 真田　夢大13203 栗橋東中学校ｻﾅﾀﾞ ﾕｳﾄ

12分45秒157 忍田　幸太郎13048 久喜南中学校ｵｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

12分47秒158 松本　祥太13235 鷲宮中学校ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ

12分50秒159 塚野　伊吹13055 久喜南中学校ﾂｶﾉ ｲﾌﾞｷ

12分52秒160 小林　侑樹13052 久喜南中学校ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ

12分53秒161 岩崎　春輝13143 菖蒲中学校サッカー部ｲﾜｻｷ ﾊﾙｷ

12分54秒162 太田　　睦13046 久喜南中学校ｵｵﾀ ﾑﾂﾐ

12分56秒163 中島　輝一13175 菖蒲中学校陸上部ﾅｶｼﾞﾏ ｷｲﾁ

12分57秒164 細谷　郁人13305 鷲宮中学校ﾎｿﾔ ﾌﾐﾄ

12分57秒165 須田　真奈浩13227 鷲宮中学校ｽﾀﾞ ﾏﾅﾋﾛ

12分58秒166 関谷　俊太13102 久喜東中学校ｾｷﾔ ｼｭﾝﾀ

12分59秒167 竹田　昂輔13230 鷲宮中学校ﾀｹﾀﾞ ｺｳｽｹ

12分59秒168 野田　幸佑13122 久喜東中学校ﾉﾀﾞ ｺｳｽｹ

13分04秒169 楠本　遼祐13198 栗橋東中学校ｸｽﾓﾄ ﾘｮｳﾕｳ

13分06秒170 五十嵐　仁和13188 栗橋東中学校ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾏｻ

13分07秒171 北尾　悠人13078 久喜東中学校ｷﾀｵ ﾊﾙﾄ

13分07秒172 増田　爽良13126 久喜東中学校ﾏｽﾀﾞ ｿﾗ

13分12秒173 伊藤　光騎13066 久喜東中学校ｲﾄｳ ｺｳｷ

13分12秒174 狩野　恵太13195 栗橋東中学校ｶﾉｳ ｹｲﾀ

13分13秒175 藤田　智也13302 栗橋東中学校ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ

13分16秒176 松岡　拓未13127 久喜東中学校ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ

13分17秒177 雪田　朋樹13060 久喜南中学校ﾕｷﾀ ﾄﾓｷ

13分19秒178 小池 祥馬13017 ｺｲｹ ｼｮｳﾏ

13分22秒179 山本　凌13255 鷲宮東中学校ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ

13分22秒180 中田　雅也13301 栗橋東中学校ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾔ

13分26秒181 沢辺　みなと13088 久喜東中学校ｻﾜﾍﾞ ﾐﾅﾄ

13分27秒182 荒井　理玖13169 菖蒲中学校陸上部ｱﾗｲ ﾘｸ

13分28秒183 上野　臣13069 久喜東中学校ｳｴﾉ ｵﾐ

13分29秒184 石﨑　朱羅13064 久喜東中学校ｲｼｻﾞｷ ｼｭﾗ

13分31秒185 下山　海斗13094 久喜東中学校ｼﾓﾔﾏ ｶｲﾄ

13分32秒186 中山　彪冴13118 久喜東中学校ﾅｶﾔﾏ ﾋｮｳｶﾞ

13分32秒187 寺田　智紀13111 久喜東中学校ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ

13分33秒188 松本　一弥13215 栗橋東中学校ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

13分34秒189 小林　敏也13083 久喜東中学校ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ

13分34秒190 鈴木　悠人13053 久喜南中学校ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

13分34秒191 成清　敦13250 鷲宮東中学校ﾅﾘｷﾖ ｱﾂｼ

13分35秒192 渡辺　桜々介13137 久喜東中学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｵｽｹ

13分37秒193 持村　勇太13253 鷲宮東中学校ﾓﾁﾑﾗ ﾕｳﾀ

13分40秒194 阪谷　倭13201 栗橋東中学校ｻｶﾀﾆ ﾔﾏﾄ

13分42秒195 大洞　雄暉13304 菖蒲中学校ｵｵﾎﾞﾗ ﾕｳｷ

13分51秒196 庭　佑輝13120 久喜東中学校ﾆﾜ ﾕｳｷ

13分56秒197 佐藤　潤13280 久喜ジュニア陸上クラブｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ

13分59秒198 稲生　愼一13044 久喜南中学校ｲﾅｵ ｼﾝｲﾁ

13分59秒199 島田　侑輝13092 久喜東中学校ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

14分09秒200 内田　太陽13190 栗橋東中学校ｳﾁﾀﾞ ﾀｲﾖｳ
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14分13秒201 齊藤　正輝13200 栗橋東中学校ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ

14分17秒202 斉藤　正己13085 久喜東中学校ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ

14分18秒203 平井　元太13123 久喜東中学校ﾋﾗｲ ｹﾞﾝﾀ

14分27秒204 臺　壮汰13159 菖蒲中学校サッカー部ﾀﾞｲ ｿｳﾀ

14分31秒205 秋元　健太郎13187 栗橋東中学校ｱｷﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

14分31秒206 島田　匠13243 鷲宮東中学校ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ

14分36秒207 阿部 光佑13013 鷲宮西中ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ

14分43秒208 杉村 知宏13035 陸上部ｽｷﾞﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

14分44秒209 山田　夏也13166 菖蒲中学校サッカー部ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂﾔ

14分46秒210 荻野　士織13262 鷲宮西中学校ｵｷﾞﾉ ｼｵﾘ

14分48秒211 中川　康祐13114 久喜東中学校ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ

14分48秒212 長　晴輝13110 久喜東中学校ﾁｮｳ ﾊﾙｷ

14分48秒213 鈴木　智也13157 菖蒲中学校サッカー部ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ

14分49秒214 菊地　将弘13150 菖蒲中学校サッカー部ｷｸﾁ ﾏｻﾋﾛ

14分50秒215 河野　　蓮13049 久喜南中学校ｶﾜﾉ ﾚﾝ

15分04秒216 池上　晃敏13142 菖蒲中学校サッカー部ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾄ

15分06秒217 渡邊　隼輔13256 鷲宮東中学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ

15分07秒218 藤原　拓真13252 鷲宮東中学校ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ

15分07秒219 杉森 朝日13015 鷲宮東中学校ｽｷﾞﾓﾘ ｱｻﾋ

15分11秒220 遠藤　結太13239 鷲宮東中学校ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ

15分12秒221 栃澤　昌太13247 鷲宮東中学校ﾄﾁｻﾜ ｼｮｳﾀ

15分12秒222 安藤　直士13063 久喜東中学校ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ

15分16秒223 金子　昌樹13148 菖蒲中学校サッカー部ｶﾈｺ ﾏｻｷ

15分17秒224 野口　文詩13121 久喜東中学校ﾉｸﾞﾁ ﾌﾞﾝｼﾞ

15分26秒225 内藤　剛13113 久喜東中学校ﾅｲﾄｳ ｺﾞｳ

15分26秒226 渡部　桜弥13167 菖蒲中学校サッカー部ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｻｸﾔ

15分30秒227 田口　秀明13229 鷲宮中学校ﾀｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ

15分30秒228 鈴木　心13097 久喜東中学校ｽｽﾞｷ ｼﾝ

15分32秒229 藤　亜友人13162 菖蒲中学校サッカー部ﾌｼﾞ ｱﾕﾄ

15分33秒230 金子　将大13076 久喜東中学校ｶﾈｺ ｿｳﾀ

15分34秒231 斉藤　友輝13153 菖蒲中学校サッカー部ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

15分35秒232 前嶋　颯汰13234 鷲宮中学校ﾏｴｼﾞﾏ ｿｳﾀ

15分38秒233 北原　波月13151 菖蒲中学校サッカー部ｷﾀﾊﾗ ﾊｽﾞｷ

15分39秒234 齋藤　蓮13154 菖蒲中学校サッカー部ｻｲﾄｳ ﾚﾝ

15分41秒235 松本　崚13303 菖蒲中学校サッカー部ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ

15分57秒236 戎本　賢人13071 久喜東中学校ｴﾋﾞｽﾓﾄ ｹﾝﾄ

16分09秒237 ズッシ　怜旺13100 久喜東中学校ｽﾞｯｼ ﾚｵ

16分11秒238 賀嶋　悠稀13074 久喜東中学校ｶｼﾏ ﾕｳｷ

16分16秒239 宮川　尚13131 久喜東中学校ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵ

16分17秒240 鈴木　遥翔13099 久喜東中学校ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ

16分21秒241 吉田　聡輝13135 久喜東中学校ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｷ

16分21秒242 矢部　駿13165 菖蒲中学校サッカー部ﾔﾍﾞ ｼｭﾝ

16分22秒243 青木　大成13141 菖蒲中学校サッカー部ｱｵｷ ﾋﾛﾅﾘ

16分26秒244 神野　陽生13240 鷲宮東中学校ｺｳﾉ ﾋﾅｾ

16分26秒245 内野　翔13237 鷲宮東中学校ｳﾁﾉ ﾂﾊﾞｻ

16分26秒246 須賀　楓太13244 鷲宮東中学校ｽｶﾞ ﾌｳﾀ

16分30秒247 鈴木　隆広13098 久喜東中学校ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

16分37秒248 樫山　蒼大13075 久喜東中学校ｶｼﾔﾏ ｿｳﾀ

16分38秒249 内堀　陽平13238 鷲宮東中学校ｳﾁﾎﾞﾘ ﾖｳﾍｲ

16分46秒250 三浦　涼雅13129 久喜東中学校ﾐｳﾗ ﾘｮｳｶﾞ
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16分47秒251 岩岬　玲央13236 鷲宮東中学校ｲﾜｻｷ ﾚｵ

16分47秒252 大友　省岳13171 菖蒲中学校陸上部ｵｵﾄﾓ ﾐﾀｶ

16分47秒253 岩﨑　龍人13068 久喜東中学校ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｼﾞﾝ

16分47秒254 岩戸　魁里13170 菖蒲中学校陸上部ｲﾜﾄ ｶｲﾘ

16分53秒255 絹谷　聡生13152 菖蒲中学校サッカー部ｷﾇﾔ ｿｳｾｲ

16分54秒256 土屋　柊樹13246 鷲宮東中学校ﾂﾁﾔ ｼｭｳｷ

17分06秒257 武井　快利13106 久喜東中学校ﾀｹｲ ｶｲﾘ

17分08秒258 宇田川　萌13070 久喜東中学校ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ

17分09秒259 若沢　航希13136 久喜東中学校ﾜｶｻﾜ ｺｳｷ

17分35秒260 陸　広樹13145 菖蒲中学校サッカー部ｵｶ ﾋﾛｷ

17分36秒261 岡野　草太13147 菖蒲中学校サッカー部ｵｶﾉ ｿｳﾀ

17分36秒262 遠藤　玄大13144 菖蒲中学校サッカー部ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾀ

17分37秒263 中里　羽空13174 菖蒲中学校陸上部ﾅｶｻﾞﾄ ﾊｸ

17分40秒264 島村　輝13093 久喜東中学校ｼﾏﾑﾗ ﾋｶﾙ

18分06秒265 野尻　悠生13251 鷲宮東中学校ﾉｼﾞﾘ ﾕｳ

18分06秒266 鷹屋敷　航平13245 鷲宮東中学校ﾀｶﾔｼｷ ｺｳﾍｲ

18分17秒267 小島　彪太13081 久喜東中学校ｺｼﾞﾏ ﾋｮｳﾀ

18分56秒268 川島　淳史13149 菖蒲中学校サッカー部ｶﾜｼﾏ ｱﾂｼ

23分25秒269 坂本　駿介13155 菖蒲中学校サッカー部ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

23分25秒270 岡戸　颯良13146 菖蒲中学校サッカー部ｵｶﾄﾞ ｿﾗ

25分15秒271 高木 壮一朗13005 菖蒲中ﾀｶｷﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ
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