
3km 中学生男子

 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  8322 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｽｹ 児玉　康介 千葉県 柏市 柏市立柏中学校 00:09'07"

    2  8329 ｺｾ ｹﾝﾀ 小瀬　堅大 埼玉県 川口市 川口市立芝東中学校 00:09'09"

    3  8327 ﾊﾗ ﾕｳｷ 原　悠貴 埼玉県 川口市 川口市立芝東中学校 00:09'09"

    4  8320 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 吉田　勇磨 千葉県 松戸市 松戸市立常盤平中学校 00:09'09"

    5  8337 ｲｹｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 池澤　悠冬 千葉県 柏市 大津ヶ丘中学校 00:09'19"

    6  8371 ﾖｼﾉ ｱｵｲ 吉野　碧 千葉県 松戸市 松戸市立常盤平中学校 00:09'19"

    7  8270 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 渡辺　大雅 埼玉県 八潮市 大原中 00:09'21"

    8  8372 ﾊﾏﾀﾆ ｺｳﾀﾞｲ 濱谷　昂大 千葉県 松戸市 松戸市立常盤平中学校 00:09'29"

    9  8248 ﾖｼｸﾗ ﾅﾔﾌﾞﾅｵｷ 吉倉　ナヤブ直希 埼玉県 草加市 草加中学校 00:09'37"

   10  8262 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾋﾛ 中澤　真大 埼玉県 川越市 なかなかＲＣ 00:09'38"

   11  8261 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 加藤　大雅 長野県 佐久市 00:09'38"

   12  8343 ｾｼﾓ ｶｲﾄ 瀬下　開斗 埼玉県 越谷市 越谷市立武蔵野中学校 00:09'41"

   13  8253 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 加藤　大晴 埼玉県 宮代町 宮代町立前原中学校 00:09'46"

   14  8339 ﾓﾘﾄﾞﾐ ﾘｮｳ 森富　諒 埼玉県 越谷市 越谷南中学校 00:09'47"

   15  8274 ﾐﾔｹ ﾏｻﾄ 三宅　誠人 埼玉県 川口市 川口市立芝東中学校 00:09'47"

   16  8342 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾐﾁ 田川　紘道 埼玉県 三郷市 三郷市立栄中学校 00:09'48"

   17  8252 ﾂﾁﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 土田　隼司 埼玉県 川口市 川口市立芝東中学校 00:09'53"

   18  8375 ｲﾀﾔ ﾘｭｳｾｲ 板谷　柳星 埼玉県 吉川市 吉川南中学校 00:09'58"

   19  8325 ﾖｺﾀ ﾕｳﾀ 横田　雄太 埼玉県 川口市 川口市立芝東中学校 00:10'03"

   20  8357 ﾅﾝﾊﾞ ﾏｻﾄ 南波　将人 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:10'05"

   21  8301 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 飯島　優輝 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:10'14"

   22  8331 ｺｵﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝｷ 郡山　隼季 埼玉県 川口市 川口市立芝東中学校 00:10'15"

   23  8244 ｻﾄｳ ｷｲﾄ 佐藤　生都 埼玉県 松伏町 松伏第二中学校 00:10'16"

   24  8332 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 山田　賢矢朗 埼玉県 越谷市 越谷南中学校 00:10'17"

   25  8239 ｴﾉｷ ﾘｭｳｾｲ 榎　竜聖 埼玉県 川口市 川口市立芝東中学校 00:10'28"

   26  8237 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 小川　丈翔 千葉県 流山市 流山南部 00:10'36"

   27  8338 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 田口　優磨 千葉県 柏市 柏市立柏中学校 00:10'39"

   28  8238 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾋﾛ 藤原　伴禮 埼玉県 川越市 川越市高階中 00:10'42"

   29  8221 ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 松﨑　覇躍斗 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:10'42"

   30  8344 ｱｻｺ ｼｭﾝｷ 浅古　瞬希 埼玉県 越谷市 武蔵野中学校 00:10'44"

   31  8323 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 鈴木　香平 埼玉県 越谷市 越谷武蔵野中 00:10'44"

   32  8346 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾘﾔ 樋口　陽也 埼玉県 越谷市 越谷市立武蔵野中学校 00:10'50"

   33  8341 ｸﾄﾞｳ ｼｭｳｺﾞ 工藤　柊吾 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:10'51"

   34  8336 ｵﾊﾞﾅ ﾕｳｷ 尾花　優樹 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:10'53"

   35  8363 ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾄ 塩沢　大翔 埼玉県 三郷市 三郷早稲田中 00:10'53"

   36  8240 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳｻｸ 山形　雄作 埼玉県 三郷市 三郷市立前川中 00:11'07"

   37  8300 ｽﾞｩﾝ ﾐﾝ ｳﾞ ズゥン　ミン　ヴ 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:11'08"

   38  8334 ｱﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ 新井　雄大 埼玉県 ふじみ野市 葦原中学 00:11'09"

   39  8286 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｵｲ 川畑　昊希 埼玉県 三郷市 三郷早稲田中 00:11'15"

   40  8257 ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ 木村　遥登 千葉県 流山市 流山南部 00:11'15"

   41  8282 ｱﾗｲ ﾀｲﾄ 新井　大翔 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:11'19"

   42  8222 ｶﾀｷﾞﾘ ﾘｮｳ 片桐　諒 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:11'20"

   43  8216 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 新井　優輝 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:11'30"

   44  8259 ｵｶﾀﾞ ﾅﾂｷ 岡田　夏樹 千葉県 流山市 流山南部 00:11'31"

   45  8215 ｱﾗｲ ﾀｲｷ 新井　泰輝 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:11'34"

   46  8255 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 中村　匠汰 埼玉県 三郷市 前川中学校 00:11'36"

   47  8330 ｵﾋﾞ ﾕｳﾄ 小尾　夢翔 埼玉県 三郷市 前川中学 00:11'36"

   48  8288 ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 前田　圭太郎 埼玉県 三郷市 三郷早稲田中 00:11'39"

   49  8268 ﾏﾝｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ 万城　統也 埼玉県 三郷市 前川中学校 00:11'41"

   50  8335 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 鈴木　豪 千葉県 流山市 流山南部 00:11'43"
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   51  8229 ｼﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 嶋﨑　悠太　 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:11'44"

   52  8293 ｳｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 上田　響輝 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:11'44"

   53  8271 ﾀｶｼｶ ﾂﾊﾞｻ 高鹿　翼 埼玉県 三郷市 前川中学校 00:11'45"

   54  8256 ﾅｶﾀﾞｲ ｺﾊｸ 中台　琥珀 千葉県 酒々井町 酒々井中学校 00:11'46"

   55  8224 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾜｾｲ 川端　和世 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:11'50"

   56  8324 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 清水　翔太 埼玉県 三郷市 三郷市立前川中学校 00:11'51"

   57  8358 ﾏｷﾉ ｹｲｼﾞｭ 牧野　圭寿 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:11'54"

   58  8340 ｸｼﾛ ﾊﾙｷ 久代　晴己 千葉県 流山市 00:11'54"

   59  8250 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 高橋　稜大 千葉県 流山市 流山南部 00:11'55"

   60  8347 ﾄﾖﾀﾞ ｱｷﾄ 豊田　瑛仁 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:11'57"

   61  8369 ﾆｼﾉﾊﾗ ﾊﾙﾄ 西之原　悠大 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:11'58"

   62  8260 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 鈴木　匠冴 埼玉県 三郷市 彦成中バド部 00:11'59"

   63  8266 ｲﾏｼﾛ ｱﾕﾑ 今城　歩 千葉県 流山市 流山南部 00:12'03"

   64  8245 ﾐﾄ ﾊﾙｷ 水戸　春樹 千葉県 流山市 流山南部 00:12'03"

   65  8361 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳﾏ 西原　佑真 埼玉県 三郷市 三郷早稲田中 00:12'04"

   66  8299 ﾖｺｼﾏ ﾊﾙ 横島　波留 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:12'05"

   67  8305 ﾀﾃﾉ ｶｲﾄ 舘野　快斗 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:12'06"

   68  8265 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙﾄ 杉本　悠人 千葉県 流山市 流山南部 00:12'08"

   69  8202 ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾀﾙ 松元　航 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:12'10"

   70  8241 ｵｵｳﾐ ﾊﾔﾄ 大海　颯斗 埼玉県 三郷市 前川中学校 00:12'15"

   71  8207 ﾎｿﾇﾏ ﾀｸﾔ 細沼　拓矢 埼玉県 三郷市 00:12'15"

   72  8304 ｸﾘﾔﾏ ｶｲﾄ 栗山　海斗 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:12'17"

   73  8289 ﾀｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ 髙戸　元気 埼玉県 三郷市 三郷早稲田中 00:12'17"

   74  8290 ﾔﾏﾉｲ ｵﾄ 山野井　音飛 埼玉県 三郷市 三郷早稲田中 00:12'18"

   75  8295 ﾅﾏｲ ﾄﾓﾔ 生井　智也 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:12'23"

   76  8217 ｼﾏﾈ ｷﾗﾄ 島根　輝斗 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:12'23"

   77  8201 ｲﾉｳ ﾊﾙｷ 稲生　遥希 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:12'23"

   78  8374 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 鈴木　和也 埼玉県 三郷市 00:12'25"

   79  8292 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 島田　琉翔 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:12'25"

   80  8367 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 池田　夢叶 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:12'26"

   81  8352 ﾊﾔｼ ｼﾞｪﾈﾙ 林　ジェネル 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:12'29"

   82  8273 ｶﾘﾔ ﾂｸﾞﾙ 狩谷　調 千葉県 流山市 流山南部 00:12'30"

   83  8267 ｱｵﾔﾏ ﾊﾔﾄ 青山　隼 埼玉県 三郷市 00:12'38"

   84  8206 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 野口　煌生 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田中学校 00:12'39"

   85  8307 ﾐﾜ ﾏﾋﾛ 三輪　真広 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:12'42"

   86  8366 ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 後藤　颯斗 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:12'47"

   87  8313 ﾐﾔﾀ ﾖｼﾄ 宮田　佳人 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:12'51"

   88  8205 ﾔｺｳ ﾄﾓﾔ 谷古宇　友哉 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:12'52"

   89  8283 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 前田　敬寛 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:12'56"

   90  8236 ﾂﾂﾐ ﾕｳ 堤　優生 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:13'00"

   91  8294 ｼﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 島村　勇輝 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:13'04"

   92  8314 ﾐｽﾞｻﾜ ﾏｻﾀｶ 水沢　優鷹 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:13'06"

   93  8296 ｷﾐｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 君島　尊 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:13'10"

   94  8264 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 渡邉　将人 千葉県 流山市 流山南部 00:13'11"

   95  8310 ｵｵｽｶﾞ ﾊﾙﾄ 大須賀　晴士 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:13'13"

   96  8391 ﾋﾗﾔﾏ　ｶｽﾞﾏｻ 平山　利正 00:13'13"

   97  8326 ﾈｲ ｺｰｾｰ ネイ　コーセー 埼玉県 三郷市 彦成中陸上部 00:13'18"

   98  8302 ｲｹﾀﾞ ﾄﾜ 池田　憧羽 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:13'23"

   99  8328 ｿﾉ ｶｲﾄ 園　海音 埼玉県 三郷市 彦成中バド部 00:13'24"

  100  8254 ﾅﾒｶﾜ ﾚﾝﾄ 滑川　蓮斗 埼玉県 三郷市 前川中学校　陸上部 00:13'25"
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  101  8209 ｵｵﾑﾗ ﾐﾉﾘ 大村　心士 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:13'30"

  102  8214 ｺﾝﾉ ｷﾐｶｽﾞ 今野　君一 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:13'33"

  103  8285 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 岡本　浩樹 埼玉県 三郷市 三郷早稲田中 00:13'38"

  104  8373 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾄﾑ 藤田　基夢 東京都 江戸川区 安田学園 00:13'41"

  105  8210 ｴｯﾀﾀﾞﾜｰ エッタダワー 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:13'49"

  106  8231 ﾄｳｹﾞ ﾊﾙﾄ 峠　晴人 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:13'59"

  107  8319 ﾀｶﾅﾐ ﾃﾙｱｷ 髙浪　晃彰 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'10"

  108  8298 ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｷ 松下　竜耀 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:14'12"

  109  8312 ｻｶｲ ﾘｭｳﾀﾞｲ 堺　龍大 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'14"

  110  8226 ｼﾏﾈ ﾕｳﾄ 島根　悠湖 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'14"

  111  8227 ｱｷﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ 秋谷　蒼一郎 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'15"

  112  8354 ｴｹﾞｰ エゲー 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:14'17"

  113  8272 ﾀﾞｰ ﾎﾟｰ ダー　ポー 埼玉県 三郷市 彦成中陸上部 00:14'19"

  114  8311 ｺﾝﾉ ﾊﾙﾄ 昆野　悠人 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'20"

  115  8315 ｻﾄｳ ｺｳ 佐藤　呼生 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'20"

  116  8348 ﾁﾊﾞ ﾕｳｷ 千葉　裕貴 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:14'21"

  117  8365 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｴｲ 坂本　慈瑛 埼玉県 三郷市 三郷早稲田中 00:14'29"

  118  8225 ﾔｺｳ ｵｳﾀ 谷古宇　桜太 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'32"

  119  8308 ﾊﾗﾅｶ ｱｷﾉｼﾝ 原中　亮之進 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'32"

  120  8297 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 伊藤　大生 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:14'35"

  121  8251 ｺｶﾞ ﾋﾛﾄ 古賀　大翔 千葉県 流山市 流山南部 00:14'36"

  122  8306 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀ 寺田　虎泰 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'36"

  123  8235 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳｽｹ 大久保　亮佑 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'37"

  124  8284 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｷ 松村　遥輝 埼玉県 三郷市 三郷早稲田中 00:14'48"

  125  8356 ｽｷﾞﾔﾏ ﾆｲﾄ 杉山　弐人 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:14'51"

  126  8362 ｲｼﾔﾏ ｺｳﾔ 石山　航也 埼玉県 三郷市 三郷早稲田中 00:14'51"

  127  8353 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ 中村　功誠 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:14'52"

  128  8287 ﾌﾙｶﾜ ﾔﾏﾄ 古川　倭 埼玉県 三郷市 三郷早稲田中 00:15'03"

  129  8316 ﾔﾏｷﾞﾜ ｶﾅﾀ 山際　奏汰 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:15'16"

  130  8359 ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 佐藤　瑠輝 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:15'17"

  131  8349 ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｻ 山本　一冴 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:15'19"

  132  8350 ﾐﾀﾆ ﾀﾂｷ 三谷　樹生 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:15'20"

  133  8351 ｵｲｶﾜ ｼﾝｲﾁ 及川　榛一 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:15'22"

  134  8246 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 杉村　知宏 埼玉県 越谷市 00:15'41"

  135  8243 ﾀｶｶﾞｷ ｿｳﾀ 高垣　颯斗 埼玉県 三郷市 彦成中陸上部 00:15'58"

  136  8269 ｲﾅﾑﾗ ﾘｸﾄ 稲村　陸人 埼玉県 三郷市 彦成中バド部 00:15'59"

  137  8263 ﾐﾑﾗ ﾏｷﾄ 三村　蒔人 埼玉県 三郷市 彦成中陸上部 00:16'26"

  138  8368 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 山本　健太 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:16'34"

  139  8211 ｵﾏﾀ ﾄｳﾔ 小俣　斗也 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:16'44"

  140  8279 ｾｷﾈ ｺｳﾀ 関根　孝汰 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:17'05"

  141  8355 ｺｼﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ 小嶋　修司 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:17'06"

  142  8276 ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 池田　慧護 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:17'46"

  143  8208 ﾐｽﾞｵﾁ ﾖｳﾀ 水落　陽太 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:17'47"

  144  8232 ﾊﾌﾞｶ ｻｸﾄ 羽深　咲人 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:17'48"

  145  8204 ﾃｼﾏ ﾊﾙﾄ 手嶋　暖人 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:17'48"

  146  8228 ﾅｶﾉ ｵﾄﾋｺ 中野　吟彦 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:19'04"

  147  8291 ﾐﾔﾀ ｺｳｽｹ 宮田　康佑 埼玉県 三郷市 三郷早稲田中 00:19'29"

  148  8364 ｱﾍﾞ ﾀｲﾖｳ 阿部　太陽 埼玉県 三郷市 三郷早稲田中 00:19'29"

  149  8392 ﾌｼﾞﾄ　ｼｭｳｲﾁ 藤戸　秀一 00:19'36"

  150  8203 ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ 松井　春輝 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:19'50"



3km 中学生男子

 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

  151  8234 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 鈴木　悠斗 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:19'50"

  152  8280 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 田中　健太郎 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:21'06"

  153  8278 ﾐﾝｿｰ ミンソー 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:21'06"

  154  8281 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾕｳﾔ 水沼　優也 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:21'06"

  155  8277 ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 菅野　幸太郎 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:21'06"

  156  8321 ﾌｸﾀﾆ ﾊﾙﾄ 福谷　春智 埼玉県 三郷市 00:24'52"


