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順位 No

氏 名 氏名ｶﾅ 市町村名 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 3031 前田 慶士 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｼﾞ 愛川町 愛川町立愛川東 0:09:26

2 3006 今井 凜 ｲﾏｲ ﾘﾝ 横浜市 豊田中学校 0:09:26

3 3018 大森 陽生 ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｷ 厚木市 相川中学校 0:09:59

4 3022 柏 篤生 ｶｼﾜ ｱﾂｷ 伊勢原市 山王中学校 0:10:06

5 3014 今門 飛勇 ｲﾏｶﾄﾞ ﾋﾕｳ 平塚市 神明中学校 0:10:08

6 3002 西藤 和貴 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 横浜市 ＳＲＣ 0:10:08

7 3026 米谷 拓磨 ﾖﾈﾔ 伊勢原市 山王中学校 0:10:12

8 3019 磯﨑 直太朗 ｲｿｻﾞｷ ﾅｵﾀﾛｳ 伊勢原市 山王中学校 0:10:14

9 3025 横山 昊佑 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｽｹ 伊勢原市
山王中学校 １年

0:10:15

10 3001 大岩 俊介 ｵｵｲﾜ ｼｭﾝｽｹ 東京都 国分寺一中 0:10:28

11 3027 鈴木 豊 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 伊勢原市 平塚中等 0:10:36

12 3023 中村 隼也 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 伊勢原市 山王中学校 0:10:41

13 3005 増永 涼大 ﾏｽﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ 横浜市 東海大相模 0:10:53

14 3033 成松 謙太郎 ﾅﾘﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ 愛川町 0:10:55

15 3021 伊藤 禅 ｲﾄｳ ｾﾞﾝ 伊勢原市 山王中学校 0:11:04

16 3030 茅 大輝 ｶﾔ ﾀｲｷ 愛川町 愛川東中学校 0:11:10

17 3020 市川 天聖 ｲﾁｶﾜ ﾃﾝｾｲ 伊勢原市 山王中学校 0:11:15

18 3024 降籏 大智 ﾌﾘﾊﾀ ﾀﾞｲﾁ 伊勢原市 山王中学校 0:11:25

19 3029 波多野 響 ﾊﾀﾉ ﾋﾋﾞｷ 愛川町 愛川中学校 0:11:40

20 3032 小野寺 要 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶﾅﾒ 愛川町 0:11:52

21 3017 室田 輝童 ﾑﾛﾀ ｷﾄﾞｳ 厚木市 南毛利中学校 0:11:59

22 3035 井上 倖汰 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 清川村 緑中学校 0:12:08

23 3028 木藤 青空 ｷﾄｳ ｿﾗ 愛川町 愛川中学校 0:12:15

24 3038 澤田 総尚 ｻﾜﾀﾞ ｽﾅｵ 清川村 緑中学校 0:12:28

25 3037 岩澤 巧 ｲﾜｻﾜ ﾀｸﾐ 清川村 緑中学校 0:12:34

26 3011 髙野 蓮斗 ﾀｶﾉ ﾚﾝﾄ 相模原市 清新中学校 0:12:38

27 3044 橋本 武之介 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾉｽｹ 清川村 宮ヶ瀬中学校 0:12:54

28 3007 加藤 陽彦 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋｺ 相模原市 串川中学校 0:12:58

29 3008 源島 大地 ｹﾞｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 相模原市 串川中学校 0:12:59

30 3010 布 恒介 ﾇﾉ ｺｳｽｹ 相模原市 内出中学校 0:13:01

31 3039 千葉 琉士 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｼﾞ 清川村 緑中学校 0:13:25

32 3040 藤田 哉仁 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅﾄ 清川村 緑中学校 0:13:31

33 3034 朝倉 直都 ｱｻｸﾗ ﾅｵﾄ 清川村 緑中学校 0:14:31

34 3043 羽切 新 ﾊｷﾘ ｱﾗﾀ 清川村 宮ヶ瀬中学校 0:14:35

35 3012 松本 恒太 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 相模原市 中沢中学校 0:14:42

36 3036 岩澤 駿弥 ｲﾜｻﾜ ｼｭﾝﾔ 清川村 緑中学校 0:15:19

37 3042 山内 武晴 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾊﾙ 清川村 緑中学校 0:15:35

38 3041 峯尾 拓未 ﾐﾈｵ ﾀｸﾐ 清川村 緑中学校 0:15:36


