
中学生男子 １年 ３ｋｍ 
1 290  今野  亘輝  (下瀬谷中学校陸上競技部)10:29 

2 310  関戸  奨真  (南瀬谷中学校)10:33 

3 305  福永  陸翔  (東野中学校陸上競技部)10:48 

4 311  菅原  優輝  (南瀬谷中学校)10:49 

5 302  麻績  壮佑  (東野中学校陸上競技部)10:53 

6 352  露木  陸翔  (東野中学校野球部)11:01 

7 289  渡 部  祐  (瀬谷シニア)11:07 

8 282  干川  悠也  (瀬谷シニア)11:13 

9 291  西野  大貴  (下瀬谷中学校陸上競技部)11:13 

10 300  百合野 雄大  (横浜ヤング侍)11:18 

11 320  北出  祥梧  (原 中 学 校)11:19 

12 298  小椋  大優  (横浜ヤング侍)11:21 

13 296  金井  琥珀  (横浜ヤング侍)11:21 

14 309  保田  悠太  (下瀬谷中学校)11:22 

15 294  荒 川  誠  (横浜ヤング侍)11:22 

16 304  沼  琉 音  (東野中学校陸上競技部)11:24 

17 279  芳賀  暖大  (瀬谷シニア)11:39 

18 314  松﨑  大飛  (南瀬谷中学校)11:48 

19 277  田仁  隆太  (瀬谷シニア)11:50 

20 278  中 川  元  (瀬谷シニア)11:57 

21 283  松 永  琳  (瀬谷シニア)12:00 

22 286  矢澤  魁士  (瀬谷シニア)12:07 

23 273  小林  和正  (瀬谷シニア)12:07 

24 276  滝川  颯人  (瀬谷シニア)12:08 

25 293  大 谷  快  (横浜ヤング侍)12:09 

26 343  廣木  泰陽  (瀬谷中学校)12:17 

27 287  吉田  健汰  (瀬谷シニア)12:20 

28 301  馬場  滉斗  (横浜ヤング侍)12:21 

29 307  金成  智晴  (下瀬谷中学校陸上競技部)12:21 

30 324  石 渡  碧  (原 中 学 校)12:30 

31 306  谷  飛 翼  (東野中学校陸上競技部)12:32 

32 321  五十嵐 翔琉  (原 中 学 校)12:33 

33 342  佐藤  貴洋  (瀬谷中学校)12:33 

34 360  岡澤  優吾  (瀬谷中学校)12:34 

35 351  向山  逢星  (東野中学校野球部)12:38 

36 327  小笠原 優羽  (原 中 学 校)12:39 

37 326  新田  永遠  (原 中 学 校)12:41 

38 323  吉井  渉悟  (原 中 学 校)12:43 

39 295  髙橋  哲平  (横浜ヤング侍)12:44 

40 359  長谷川 恵大  (瀬谷中学校)12:45 

41 348  梅川  翔太  (瀬谷中学校)12:47 

42 333  西 平  純  (さくらランニングクラブ)12:47 
 

 43 313  小西  克宜  (南瀬谷中学校)12:49 

44 345  山本  琉斗  (瀬谷中学校)12:50 

45 346  及川 竜之介  (下瀬谷中学校サッカー部)12:55 

46 275  村主  暁歩  (瀬谷シニア)12:56 

47 341  藤 澤  正  (瀬谷中学校陸上部)12:56 

48 356  岩城 俊太郎  (東野中学校野球部)12:57 

49 284  松本  昂大  (瀬谷シニア)12:58 

50 329  籾山  怜旺  (下瀬谷中学校サッカー部)13:04 

51 271  新井  洸陽  (瀬谷シニア)13:07 

52 315  早 坂  賢  (南瀬谷中学校)13:07 

53 288  吉牟田 真吾  (瀬谷シニア)13:09 

54 336  胡桃  啓希  (下瀬谷中学校野球部)13:10 

55 357  伊藤  大雅  (東野中学校野球部)13:12 

56 347  重田  琉陸  (下瀬谷中学校サッカー部)13:20 

57 335  深澤  謙太  (横浜隼人中学校)13:24 

58 281  平本 上太朗  (瀬谷シニア)13:25 

59 358  渡邊  稜馬  (東野中学校野球部)13:26 

60 322  野口  広人  (原 中 学 校)13:30 

61 340  井上  敢太  (原 中 学 校)13:39 

62 299  大和 虎太郎  (横浜ヤング侍)13:43 

63 331  麻 野  蓮  (下瀬谷中学校サッカー部)13:45 

64 332  大村  泰生  (下瀬谷中学校サッカー部)13:46 

65 316  萩原 琉空斗  (南瀬谷中学校)13:49 

66 272  井上  翔大  (瀬谷シニア)13:49 

67 319  久下沼 大和  (下瀬谷中学校サッカー部)13:51 

68 317  加藤  勇輝  (下瀬谷中学校)13:56 

69 274  五明  元就  (瀬谷シニア)14:01 

70 330  泉  大 輝  (下瀬谷中学校サッカー部)14:06 

71 328  伊 藤  伶  (下瀬谷中学校)14:08 

72 334  島影  李緯  (下瀬谷中学校サッカー部)14:09 

73 312  白﨑  夕理  (南瀬谷中学校)14:12 

74 355  平澤  優成  (東野中学校野球部)14:16 

75 325  渡 邉  龍  (原 中 学 校)14:18 

76 318  桑 原  海  (下瀬谷中学校サッカー部)14:24 

77 344  菱山 シルバ  (瀬谷中学校)14:27 

78 353  森笠  開斗  (東野中学校野球部)14:28 

79 349  中村  悠真  (東野中学校野球部)14:48 

80 280  樋口  慶太  (瀬谷シニア)14:51 

81 285  本木  万尋  (瀬谷シニア)14:57 

82 350  足立  風我  (東野中学校野球部)16:26 

83 354  沼田  侑樹  (東野中学校野球部)16:36 
 

 
 


