
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
1 増田　陸人 青梅市 二小 0:05:46
2 小山　正栄 青梅市 霞台小 0:05:53
3 比嘉　景野 青梅市 河辺小 0:05:55
4 西野　唯渡 青梅市 二小 0:05:55
5 市川　翔梧 青梅市 二小 0:05:55
6 百合　哉也 青梅市 若草小 0:05:58
7 井﨑　晃希 青梅市 新町小 0:05:58
8 武智　大地 青梅市 二小 0:05:59
9 坂本　雅也 青梅市 今井小 0:06:00
10 大沼　星矢 青梅市 霞台小 0:06:02
11 萩野　志海 青梅市 藤橋小 0:06:08
12 尾﨑　大知 青梅市 藤橋小 0:06:09
13 荒井　正太 青梅市 若草小 0:06:10
14 村木　純 青梅市 若草小 0:06:13
15 虻川　幸希 青梅市 若草小 0:06:14
16 間島　悠斗 青梅市 藤橋小 0:06:15
17 今藤　旭 青梅市 藤橋小 0:06:15
18 田畑　健太 青梅市 霞台小 0:06:16
19 佐伯　叶我 青梅市 吹上小 0:06:17
20 安松　大武 青梅市 二小 0:06:18
21 鈴木　翔吾 青梅市 二小 0:06:19
22 浜中　虹希 青梅市 若草小 0:06:20
23 江嵜　温翔 青梅市 若草小 0:06:22
24 佐藤　悠登 青梅市 三小 0:06:22
25 山本　圭祐 青梅市 今井小 0:06:23
26 山本　晴貴 青梅市 霞台小 0:06:23
27 鈴木　健叶 青梅市 二小 0:06:24
28 伊藤　蒼月 青梅市 霞台小 0:06:24
29 留目　夕陽 杉並区 桃井第五小 0:06:28
30 堀江　晃羽 青梅市 今井小 0:06:28
31 堀越　裕一郎 青梅市 河辺小 0:06:31
32 スミス　寛功 青梅市 若草小 0:06:33
33 長田　隆汰 青梅市 霞台小 0:06:34
34 並木　星真 青梅市 霞台小 0:06:35
35 赤羽　陽斗 青梅市 若草小 0:06:36
36 山城　研司 青梅市 霞台小 0:06:37
37 加藤　扇功 青梅市 二小 0:06:37
38 河村　琉央 青梅市 二小 0:06:37
39 石井　大陸 青梅市 今井小 0:06:38
40 小塙　杜阿 青梅市 三小 0:06:38
41 増田　好輝 青梅市 霞台小 0:06:41
42 原　璃音 青梅市 今井小 0:06:41
43 浜中　紀希 青梅市 若草小 0:06:42
44 志村　峻至 青梅市 二小 0:06:42
45 我妻　凜 青梅市 三小 0:06:42
46 猿谷　芳輝 青梅市 河辺小 0:06:43
47 富田　皆成 青梅市 三小 0:06:43
48 齋藤　翔太 青梅市 霞台小 0:06:44
49 横島　虎威 青梅市 今井小 0:06:44
50 斉藤　輝 青梅市 二小 0:06:48
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51 原島　泰成 青梅市 五小 0:06:48
52 渡辺　大翔 青梅市 霞台小 0:06:48
53 澤田　友寿樹 青梅市 霞台小 0:06:50
54 中島　拓海 青梅市 二小 0:06:50
55 廣瀬　龍登 青梅市 若草小 0:06:57
56 杉山　一歩 青梅市 一小 0:06:59
57 田所　大騎 青梅市 二小 0:07:01
58 石井　友貴 青梅市 二小 0:07:01
59 鈴木　碧羽 青梅市 藤橋小 0:07:01
60 中田　優之 青梅市 藤橋小 0:07:01
61 森　真那人 青梅市 今井小 0:07:02
62 神山　零生 青梅市 二小 0:07:03
63 犬伏　涼介 青梅市 若草小 0:07:03
64 髙橋　隼人 青梅市 二小 0:07:04
65 田中　健太 青梅市 二小 0:07:08
66 佐藤　伶於 青梅市 成木小 0:07:09
67 中根　元 青梅市 今井小 0:07:11
68 水野　智之 青梅市 七小 0:07:14
69 大久保　駿 青梅市 河辺小 0:07:15
70 和田　京也 青梅市 河辺小 0:07:22
71 伊藤　隼士 青梅市 河辺小 0:07:24
72 吉原　真尋 青梅市 若草小 0:07:25
73 東　良真 杉並区 桃井第五小 0:07:38
74 佐藤　利於 青梅市 成木小 0:07:46
75 中村　元 青梅市 今井小 0:07:49
76 石川　凌大 青梅市 今井小 0:07:49
77 志村　飛翔 青梅市 五小 0:07:50
78 中尾　佳弥由 青梅市 五小 0:07:50
79 平沼　智基 青梅市 今井小 0:07:56
80 村田　悠輔 青梅市 五小 0:07:57
81 髙橋　優人 青梅市 藤橋小 0:07:58
82 小林　祥大 青梅市 若草小 0:08:03
83 峯岸　快 青梅市 六小 0:08:03
84 水越　望耀 青梅市 霞台小 0:08:04
85 武藤　涼太 青梅市 三小 0:09:58

山中　欧輔 青梅市 新町小
永井　陽樹 青梅市 若草小
山﨑　響 青梅市 若草小
中村　昂大 青梅市 今井小
岡部　凌雅 青梅市 今井小
山崎　寛史 青梅市 若草小
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