
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 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  8204 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 00:09'21"     -

    2  8203 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 渡辺　大雅 埼玉県 八潮市 八潮市大原中 00:09'22"     -

    3  8238 ｷﾑﾗ ｿｳｷ 木村　蒼希 栃木県 下野市 00:09'35"     -

    4  8201 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ 渡邉　樹 千葉県 柏市 松葉中 00:10'05"     -

    5  8215 ﾄﾘｶｲ ﾀﾞｲﾄ 鳥飼　大翔 千葉県 柏市 TRC2019 00:10'06"     -

    6  8213 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾄ 渡邊　義仁 埼玉県 越谷市 越谷栄進中 00:10'07"     -

    7  8245 ｲｼﾀﾞ ｷﾗﾄ 石田　煌人 埼玉県 越谷市 大相模中学校 00:10'19"     -

    8  8244 ｱｻｲ ﾚｲ 浅井　怜 埼玉県 越谷市 日本大学第一中学校 00:10'21"     -

    9  8234 ｺﾊｸ ﾖｳﾀ 小白　陽太 埼玉県 久喜市 久喜東中学校 00:10'35"     -

   10  8269 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00:10'37"     -

   11  8217 ﾌｼﾞﾀ ｲｯｻ 藤田　一颯 千葉県 佐倉市 00:10'41"     -

   12  8392 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 山口　翔矢 千葉県 流山市 常盤松中学校 00:10'50"     -

   13  8256 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 田中　洋輝 埼玉県 三郷市 前川中学校 00:11'06"     -

   14  8218 ｸﾘﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 栗原　翼 埼玉県 越谷市 三郷ボーイズ 00:11'07"     -

   15  8221 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｷ 馬場　孝樹 埼玉県 草加市 三郷ボーイズ 00:11'09"     -

   16  8306 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｹﾙ 吉澤　駈 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:11'17"     -

   17  8289 ﾏﾙﾓ ﾕｳｷ 丸茂　優希 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:11'17"     -

   18  8260 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00:11'20"     -

   19  8261 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00:11'21"     -

   20  8362 ｽｶﾞﾀ ﾘｸ 菅田　陸 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:11'22"     -

   21  8321 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｵｲ 川畑　昊希 埼玉県 三郷市 早稲田中学校 00:11'22"     -

   22  8328 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 00:11'26"     -

   23  8211 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 野口　煌生 埼玉県 三郷市 早稲田中ソフトテニス 00:11'27"     -

   24  8293 ﾎﾘｷﾘ ｼｮｳｺﾞ 堀切　翔悟 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:11'35"     -

   25  8323 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝﾀ 杉山　健太 埼玉県 三郷市 00:11'37"     -

   26  8307 ｵｷ ﾘｮｳﾀ 沖　亮太 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:11'38"     -

   27  8257 ﾏﾝｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ 万城　統也 埼玉県 三郷市 00:11'38"     -

   28  8233 ｱﾝｻﾞｲ ｷﾖﾏｻ 安西　清正 埼玉県 三郷市 前川中学校 00:11'41"     -

   29  8214 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 中村　匠汰 埼玉県 三郷市 前川中学校 00:11'42"     -

   30  8339 ﾎｿﾇﾏ ﾀｸﾔ 細沼　拓矢 埼玉県 三郷市 00:11'48"     -

   31  8271 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00:11'49"     -

   32  8224 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾔ 松本　優也 埼玉県 草加市 三郷ボーイズ 00:11'49"     -

   33  8282 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00:11'50"     -

   34  8255 ﾀｶｼｶ ﾂﾊﾞｻ 高鹿　翼 埼玉県 三郷市 前川中学校 00:11'53"     -

   35  8220 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 遠藤　麟太郎 埼玉県 吉川市 三郷ボーイズ 00:11'53"     -

   36  8227 ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲ 山田　竜生 埼玉県 吉川市 三郷ボーイズ 00:11'54"     -

   37  8226 ﾏｴﾉ ﾀｶﾄ 前野　孝仁 埼玉県 越谷市 三郷ボーイズ 00:11'55"     -

   38  8273 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00:11'58"     -

   39  8297 ｱﾍﾞ ﾘｸ 阿部　浬空 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:12'00"     -

   40  8242 ﾌｼﾞﾋﾗ ｿﾗ 藤平　空良 東京都 世田谷区 00:12'01"     -

   41  8247 ｷｸﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ 菊原　輝久 埼玉県 三郷市 三郷市立南中学校 00:12'04"     -

   42  8361 ﾊﾗﾉ ﾃﾝ 原野　天 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:12'06"     -

   43  8285 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾏ 西村　拓真 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:12'07"     -

   44  8243 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 坂本　大介 埼玉県 三郷市 前川中学校 00:12'09"     -

   45  8290 ﾖｼｻﾞﾜ ｹｲﾀ 吉澤　渓太 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:12'13"     -

   46  8250 ｼﾐｽﾞ ﾘｸﾄ 清水　陸斗 埼玉県 三郷市 三郷市立南中学校 00:12'18"     -

   47  8319 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅﾄ 島田　愛翔 埼玉県 三郷市 00:12'18"     -

   48  8296 ｾﾉｳ ﾘｮｳｷ 瀬能　崚希 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:12'19"     -

   49  8320 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 島田　琉翔 埼玉県 三郷市 00:12'20"     -

   50  8318 ﾄﾊﾞﾘ ﾚﾝ 戸張　廉 埼玉県 三郷市 00:12'21"     -



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 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

   51  8292 ｼﾊﾞｲ ｼｭｳﾏ 芝井　秀真 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:12'23"     -

   52  8314 ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 前田　圭太郎 埼玉県 三郷市 早稲田中学校 00:12'30"     -

   53  8253 ｶﾄｳ ﾚﾝ 加藤　蓮 埼玉県 三郷市 00:12'31"     -

   54  8349 ﾅﾙｶﾜ ｺｳﾀ 成川　昊汰 埼玉県 三郷市 00:12'32"     -

   55  8333 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 中村　健太郎 埼玉県 三郷市 早稲田中学校 00:12'33"     -

   56  8391 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 阪口　琢磨 埼玉県 三郷市 00:12'35"     -

   57  8219 ｲｼｲ ﾕｳ 石井　優 千葉県 柏市 三郷ボーイズ 00:12'38"     -

   58  8280 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00:12'38"     -

   59  8268 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00:12'40"     -

   60  8249 ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 塚田　優斗 埼玉県 三郷市 三郷市立南中学校 00:12'41"     -

   61  8358 ｻﾒｼﾏ ﾚｲﾔ 鮫嶋　伶哉 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:12'47"     -

   62  8228 ｾｷﾈ ﾄｷﾔ 関根　季哉 埼玉県 吉川市 三郷ボーイズ 00:12'49"     -

   63  8343 ﾓﾘ ﾘｭｳﾀ 森　隆太 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:12'53"     -

   64  8276 ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾏｻ 平山　和正　 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:12'54"     -

   65  8332 ｻﾄｳ ﾘﾂｷ 佐藤　律稀 埼玉県 三郷市 00:12'57"     -

   66  8236 ﾑﾗﾓﾄ ｼｷ 村元　詩季 埼玉県 三郷市 三郷市立前川中学校 00:12'59"     -

   67  8324 ｻﾒｼﾏ ﾘｮｳﾀ 鮫嶋　亮太 埼玉県 三郷市 00:13'01"     -

   68  8299 ｼﾏﾂﾞ ﾕｳｷ 嶋津　侑希 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:13'02"     -

   69  8325 ﾆｼﾑﾗ ｱﾕﾄ 西村　歩都 埼玉県 三郷市 00:13'02"     -

   70  8309 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 鈴木　悠一郎 埼玉県 三郷市 三郷市立瑞穂中学校 00:13'03"     -

   71  8356 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ 川島　諒大 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:13'04"     -

   72  8237 ｻﾄｳ ﾀﾞｲ 佐藤　橙 埼玉県 三郷市 三郷市立前川中学校 00:13'04"     -

   73  8286 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 髙橋　麟太郎 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:13'04"     -

   74  8275 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00:13'05"     -

   75  8345 ｷｳﾁ ｶｲﾄ 木内　海斗 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:13'07"     -

   76  8209 ｲﾘｴ ﾔﾏﾄ 入江　和 埼玉県 三郷市 三郷市立栄中学校 00:13'10"     -

   77  8212 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ 高橋　一心 埼玉県 三郷市 三郷市立前川中学校 00:13'21"     -

   78  8284 ｶﾜﾉ ﾊﾙﾖｼ 河野　悠慶 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:13'22"     -

   79  8342 ﾅｶﾑﾗ ｺﾃﾂ 中村　虎鉄 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:13'22"     -

   80  8208 ｼﾌﾞﾔ ﾘｭｳｾｲ 渋谷　竜星 埼玉県 三郷市 三郷市立前川中学校 00:13'25"     -

   81  8348 ﾓﾓｾ ｶｲﾘ 百瀬　海里 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:13'30"     -

   82  8341 ﾅｶﾑﾗ ｼﾄﾞｳ 中村　獅童 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:13'31"     -

   83  8315 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 岡本　浩樹 埼玉県 三郷市 早稲田中学校 00:13'37"     -

   84  8251 ｵｵｳﾐ ﾊﾔﾄ 大海　颯斗 埼玉県 三郷市 前川中学校 00:13'37"     -

   85  8272 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00:13'40"     -

   86  8366 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝ 藤原　健 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:13'43"     -

   87  8254 ﾆｼｶﾜ ﾘｸﾄ 西川　陸斗 埼玉県 三郷市 00:13'46"     -

   88  8232 ﾋﾛﾓﾘ ﾀﾞﾝ 広盛　暖 千葉県 流山市 三郷ボーイズ 00:13'46"     -

   89  8267 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00:13'50"     -

   90  8313 ﾌﾙｶﾜ ﾔﾏﾄ 古川　倭 埼玉県 三郷市 早稲田中学校 00:13'52"     -

   91  8352 ｶｹｶﾞﾜ ﾌｳﾏ 掛川　楓真 埼玉県 三郷市 00:13'54"     -

   92  8288 ｶﾔﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 榧場　大地 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'01"     -

   93  8355 ｼﾏﾑﾗ ﾏﾅﾄ 島村　優斗 埼玉県 三郷市 00:14'03"     -

   94  8231 ﾌﾁﾀﾞ ｹﾝｽｹ 淵田　賢介 千葉県 流山市 三郷ボーイズ 00:14'08"     -

   95  8287 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾏ 村田　悠眞 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'09"     -

   96  8248 ﾜｷﾀ ﾘｭｳｶﾞ 脇田　琉雅 埼玉県 三郷市 三郷市立南中学校 00:14'13"     -

   97  8229 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 田中　裕喜 埼玉県 吉川市 三郷ボーイズ 00:14'13"     -

   98  8295 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 渡邊　悠太 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'15"     -

   99  8274 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"     -

  100  8235 ﾄｸﾔﾏ ｹｲﾄ 徳山　慶斗 埼玉県 三郷市 南中学校 00:14'19"     -
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  101  8298 ﾀﾜﾗﾔ ｼｭｳｾｲ 俵谷　秀誠 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'20"     -

  102  8252 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲ 山田　風海 埼玉県 三郷市 00:14'22"     -

  103  8246 ｻｸﾗｲ ｶﾅﾒ 櫻井　要 埼玉県 三郷市 三郷市立南中学校 00:14'29"     -

  104  8241 ﾀﾞｰ ﾎﾟｰ ダー　ポー 埼玉県 三郷市 00:14'33"     -

  105  8301 ｼﾓｱｶ ﾀﾞｲｷﾁ 下赤　大吉 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:14'36"     -

  106  8230 ﾏｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 槙村　賢斗 埼玉県 吉川市 三郷ボーイズ 00:14'39"     -

  107  8334 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 00:14'40"     -

  108  8338 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 00:14'40"     -

  109  8327 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 00:14'42"     -

  110  8363 ﾔｺｳ ﾕｳｾｲ 谷古宇　勇成 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:14'47"     -

  111  8225 ｱﾘﾏ ﾅｵﾔ 有馬　尚哉 埼玉県 越谷市 三郷ボーイズ 00:14'50"     -

  112  8222 ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾐ 西川　拓海 埼玉県 吉川市 三郷ボーイズ 00:15'04"     -

  113  8337 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 00:15'07"     -

  114  8311 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 00:15'07"     -

  115  8239 ﾀｶｶﾞｷ ｿｳﾀ 高垣　颯斗 埼玉県 三郷市 00:15'30"     -

  116  8322 ﾐﾝｿｰ ミンソー 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:15'30"     -

  117  8331 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 00:15'33"     -

  118  8240 ﾐﾑﾗ ﾏｷﾄ 三村　蒔人 埼玉県 三郷市 00:15'40"     -

  119  8223 ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 金澤　樟也 埼玉県 吉川市 三郷ボーイズ 00:15'41"     -

  120  8302 ﾋﾗｶﾜ ｹｲﾀ 平川　恵大 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:15'47"     -

  121  8258 ﾏﾂﾏﾙ ﾏｻｷ 松丸　正樹 埼玉県 三郷市 前川中学校 00:15'49"     -

  122  8368 ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾔ 中村　朔哉 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:15'56"     -

  123  8330 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 00:16'12"     -

  124  8310 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 伊藤　匠海 埼玉県 三郷市 00:16'18"     -

  125  8359 ｻﾄｳ ｴｲﾀ 佐藤　瑛太 埼玉県 三郷市 00:16'19"     -

  126  8294 ｻｲﾄｳ ｱｻﾄ 斎藤　旭登 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:16'31"     -

  127  8278 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00:16'32"     -

  128  8303 ｱｲｶﾜ ｼﾞｭﾝ 相川　淳 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:16'32"     -

  129  8353 ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾄ 大場　優斗 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:16'53"     -

  130  8351 ｵｶﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 尾形　和也 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:16'56"     -

  131  8305 ｻｲﾄｳ ﾚﾝ 齊藤　蓮 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:17'34"     -

  132  8365 ｵｶﾀﾞ ｺﾃﾂ 岡田　虎鉄 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:17'37"     -

  133  8346 ﾏﾘｯｸﾅﾋﾞｰﾄ マリックナビート 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:17'43"     -

  134  8367 ｲｹﾊﾀ ﾔﾏﾄ 池端　大和 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:18'03"     -

  135  8350 ｶﾜｼﾏ ﾘﾑ 川嶋　鯉夢 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:18'03"     -

  136  8344 ｲｿﾊﾗ ﾀｲｾｲ 磯原　大青 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:18'44"     -

  137  8360 ｷﾞﾏ ｶｲﾄ 儀間　海音 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:19'07"     -

  138  8317 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 00:19'19"     -

  139  8277 ﾌｼﾞﾄ ｼｭｳｲﾁ 藤戸　秀一 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　卓球部00:19'24"     -

  140  8265 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00:20'04"     -

  141  8270 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00:20'04"     -

  142  8263 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00:20'14"     -

  143  8262 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00:20'15"     -

  144  8281 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00:21'33"     -

  145  8329 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 00:22'11"     -


