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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 カ ナ 所属クラブ 記 録

1 3029 白浜 友惺 ｼﾗﾊﾏ ﾕｳｾｲ 高志小学校 0:07:03
2 3012 横山 真治郎 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝｼﾞﾛｳ 新井ジュニア陸上 0:07:05
3 3046 竹田 健太郎 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 妙高高原南小学校 0:07:06
4 3040 飯塚 慎 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｺﾄ 新井ジュニア 0:07:07
5 3001 松井 晴輝 ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ あらい陸上クラブ 0:07:22
6 3045 松矢 陽希 ﾏﾂﾔ ﾊﾙｷ 直江津南小学校 0:07:28
7 3028 田中 丈太郎 ﾀﾅｶ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 新井小学校 0:07:30
8 3034 上谷 泰輝 ｶﾐﾔ ﾀｲｷ 糸魚川小学校 0:07:30
9 3025 内田 理翔 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 矢代Ｊｓｃ 0:07:33

10 3036 臼井 翔真 ｳｽｲ ｼｮｳﾏ 春日小学校 0:07:38
11 3041 竹田 渉祐 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｽｹ 妙高高原南小学校 0:07:39
12 3018 亀井 陽向 ｶﾒｲ ﾋﾅﾀ 新井中央小 0:07:39
13 3044 中原 彩翔 ﾅｶﾊﾗ ｱﾔﾄ ＵＥＢ 0:07:42
14 3008 石井 智瑛 ｲｼｲ ﾁｱｷ 見沼小学校 0:07:44
15 3019 市川 新 ｲﾁｶﾜ ｱﾗﾀ 0:07:55
16 3033 徳武 大暉 ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 戸隠小学校 0:07:58
17 3043 榊原 遼太朗 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上教大附属小 0:07:59
18 3038 内山 翔矢 ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾔ 0:08:00
19 3006 久保田 翔人 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾄ 谷浜小学校 0:08:03
20 3030 野呂 琉也 ﾉﾛ ﾘｭｳﾔ 妙高高原南小学校 0:08:04
21 3021 望月 翔太 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ あらいジュニア 0:08:05
22 3017 小野 良悠 ｵﾉ ﾘｮｳﾕｳ 0:08:10
23 3020 大山 颯斗 ｵｵﾔﾏ ﾊﾔﾄ 万代長嶺小学校 0:08:10
24 3009 石田 悠眞 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾏ 新井小学校 0:08:12
25 3051 清水 心穂 ｼﾐｽﾞ ﾐﾉﾙ 0:08:18
26 3005 飛田 奏斗 ﾋﾀﾞ ｶﾅﾄ あらい陸上クラブ 0:08:26
27 3014 柴田 珠生 ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳ 新井中央小学校 0:08:29
28 3035 岡田 翔希 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｷ 0:08:37
29 3011 大野 楓馬 ｵｵﾉ ﾌｳﾏ 0:08:37
30 3049 池田 壮太 ｲｹﾀﾞ ｿｳﾀ 0:08:38
31 3002 江口 想真 ｴｸﾞﾁ ｿｳﾏ 0:08:40
32 3013 余野 虹輝 ﾖﾉ ｺｳｷ 0:08:43
33 3027 小嶋 健太 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 0:08:46
34 3042 山岸 羚 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳ ＵＥＢ 0:08:55
35 3024 宮下 息颯 ﾐﾔｼﾀ ｲﾌﾞｷ 妙高小学校 0:08:57
36 3004 宮下 煌介 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 0:08:57
37 3015 岩崎 瑛偉治 ｲﾜｻｷ ｴｲｼﾞ 0:09:04
38 3003 横田 聖之助 ﾖｺﾀ ｼｮｳﾉｽｹ 春日小学校 0:09:07
39 3023 伊藤 飛偉 ｲﾄｳ ﾄｲ 0:09:08
40 3039 松本 高太朗 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 新井中央小学校 0:09:08
41 3007 岩崎 大和 ｲﾜｻｷ ﾔﾏﾄ 豊原小学校 0:09:17
42 3026 恩田 康輝 ｵﾝﾀﾞ ｺｳｷ 新井小学校 0:09:25
43 3047 嶌田 志絆 ｼﾏﾀﾞ ｼｷ 0:09:43
44 3032 霜鳥 健太郎 ｼﾓﾄﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 斐太北 0:10:04
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