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(03009060) 黒岩 孝光       嬬恋中学校                     179.111011

(03010594) 今井 駿         南牧中学校                     161.651022

(03010820) 永田 嵐         獨協中学校                     126.971033

(03010320) 柳 瑛人         松之山中学校                   203.851044

(03009299) 鈴木 修太郎     早稲田実業中学校               171.521055

(03011424) 福岡 利悦       早稲田実業中学校               179.921066

(03009566) 黒岩 永吉       嬬恋中学校                     180.541077

(03009133) 石渡 健         武蔵野市立第一中学校           133.151088

(03010628) 加藤 一         弦巻中学校                     176.441099

(03009104) 本部 斗聖       立教池袋中学校                 159.5511010

(03011374) 田続 渉         東海大浦安中等部               190.8411111

(03010593) 中島 剛流       南牧中学校                     145.8011212

(03010511) 篠原 広大       成蹊中学校                     152.2311313

(03009305) 宮崎 尚太朗     法政二中                       153.1111414

(03007631) 伴 健太郎       ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC                 181.8711515

(03011375) 田続 陸         東海大浦安中等部               206.0811616

(03011894) 木村 知仁       暁星中学校                     211.4211717

(03009045) 西山 海斗       暁星中学校                     219.5811818

(03009301) 西尾 一輝       東綾瀬中学校                   227.3411919

(03012931) 甲田 聖志郎     日野四中                       233.8312020

(03009103) 栗山 一輝       明星中学校                     239.2112121

(03009047) 田中 一輝       暁星中学校                     243.4712222

(03012077) 今野 太朗       開進第三中学校                 246.5612323

(03013066) 綱澤 徹成       美作中学校                     248.4912424

(03010458) 亀屋 夢月       さいたま木崎中学校             256.5712525

(03011454) 松宮 弘忠       東京都市大学付属中             279.2812626

(03010501) 淀渡 元貴       鶴ヶ峯中学校                   282.4812727

(03012050) 松田 笙太郎     獨協中学校                     294.5612828

(03012941) 依田 星也       ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC                 304.8312929

(03012069) 富久尾 真輝     本郷中学校                     319.4113030

(03012049) 石井 啓太       獨協中学校                     324.1913131

(03011401) 百瀬 彬洸       聖光学院中学校                 333.4413232

(03012911) 前田 湧作       砧南中学校                     335.8313333

(03010991) 北原 貴太       獨協中学校                     344.9413434

(03011332) 上野 雄平       獨協中学校                     398.1113535

(03012795) 本山 貴大       法政大学中学                   506.4313636

(03012791) 中村 将大       法政大学中学                   588.5313737

(03012793) 小野 晃暉       法政大学中学                   636.4613838

(03012792) 藤原 耕輔       法政大学中学                   648.2313939

(03012796) 早道 奏喜       法政大学中学                   699.7514040

(03012838) 秋本 健太       佃中学校                       14141

(03012829) 吉武 竜輝       京華中学校                     14242

(03011801) 山口 凌佑       ｳﾞｪｰﾃﾞﾙﾝSC                     14343

(03010637) 仁神 隆志       南ヶ丘中学校                   14444

(03011468) 高杉 豪         ｽｷｰｻｰｸﾙｽﾘﾑ                     14545

(03011820) 幸得 凌大       本田中学校                     14646

(03010638) 萩生田 純宇     真光寺中学校                   14747

(03012765) 青木 智洋       小山中学校                     14848

(03012835) 荒井 元気       東村山第七中学校               14949

(03013345) 藤本 智仁       巣鴨中学校                     15050
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(03011819) 山田 大雅       府中第九中学校                 15151

(03011273) 小野塚 岳人     松之山中学校                   15252

(03011640) 黒岩 秀成       嬬恋中学校                     15353

(03011499) 村越 公平       つきみ野中学校                 15454

(03010561) 坂本 嵐士       ﾊﾞﾃﾞｨｰSC                       15555

(03012790) 内藤 亮介       法政大学中学                   15656

(03011119) ミーナン 海     ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ              15757

(03012826) 鈴木 朋哉       東海大学菅生中学校             15858

(03013785) 康野 皓嗣       暁星中学校                     15959

(03011639) 宮﨑 裕         嬬恋中学校                     16060

(03012878) 金田 和也       本郷中学校                     16161

(03012933) 一ノ瀬 丞       みなみ野中学校                 16262

(03013058) 神崎 塁         豊郷中学校                     16363

(03009304) 宮崎 稜平       前橋市立東中学校               16464

(03010205) 島村 隆矩       菅生中学校                     16565

(03012932) 窪島 竜太       ｽﾉｰﾏﾝ                          16666

(03012061) 増田 蒼         高陵中学校                     16767

(03011345) 新名 亮太       青山学院中学校                 16868

(03012834) 深谷 真央       調布市立第八中学校             16969

<< (0059)東京都チルドレンK2男子GS >> 2頁開催日 2013/01/27

2013/01/26 17:05:19 年度2013 菅平高原


