
中学生男子の部
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

1 花岡　隆起 東京都 御堂中 0:09:29
2 白瀬　賢也 東京都 中瀬中 0:09:33
3 橋本　章央 東京都 国学院久我山中 0:09:43
4 堤　翔大 東京都 あきる野東中 0:09:50
5 江場　隆真 東京都 国学院久我山中 0:09:52
6 田中　優軌 東京都 御堂中 0:09:54
7 菅沼　拓哉 東京都 あきる野西中 0:09:55
8 高石　萩 東京都 あきる野西中 0:10:05
9 根本　勇紀 東京都 あきる野東中 0:10:14
10 野島　僚太 東京都 あきる野東中 0:10:15
11 乙津　悠人 東京都 吹上中 0:10:24
12 富村　太悟 東京都 御堂中 0:10:25
13 綾部　陸 東京都 あきる野東中 0:10:26
14 師岡　倫聖 東京都 吹上中 0:10:31
15 采原　周弥 東京都 国学院久我山中 0:10:38
16 永渕　樹 東京都 二中 0:10:38
17 大西　優克 東京都 中瀬中 0:10:40
18 横田　哲太 東京都 御堂中 0:10:44
19 伊藤　拓海 東京都 あきる野西中 0:10:45
20 鬼頭　神威 東京都 福生第三中 0:10:49
21 西村　広樹 東京都 羽村第二中 0:10:51
22 田中　幸大 東京都 御堂中 0:10:52
23 荒木　正剛 東京都 一中 0:10:52
24 橋本　龍 東京都 泉中 0:10:52
25 鈴木　晟矢 東京都 あきる野東中 0:10:53
26 西村　琉太 東京都 霞台中 0:10:54
27 和田　朋之 東京都 国学院久我山中 0:10:55
28 鈴木　淳平 東京都 羽村第二中 0:10:55
29 館岡　由優 東京都 中瀬中 0:10:57
30 宇津木　淳哉 東京都 二中 0:10:57
31 瀧嶋　亮介 東京都 三中 0:10:58
32 堀江　開斗 東京都 霞台中 0:10:59
33 陶山　財 東京都 御堂中 0:11:02
34 小山　正栄 東京都 泉中 0:11:03
35 黒山　裕矢 東京都 あきる野西中 0:11:03
36 増田　陸人 東京都 二中 0:11:06
37 吉永　藍衣 東京都 御堂中 0:11:06
38 及川　舜介 東京都 吹上中 0:11:07
39 古川　輪 東京都 三中 0:11:08
40 恩田　大輝 東京都 吹上中 0:11:08
41 岸口　祐太 東京都 御堂中 0:11:12
42 亀山　陽向 東京都 御堂中 0:11:13
43 阿部　勇人 東京都 霞台中 0:11:15
44 二宮　璃有 東京都 新町中 0:11:15
45 萩野　志海 東京都 新町中 0:11:15
46 上杉　悠斗 東京都 あきる野東中 0:11:18
47 廣瀬　龍登 東京都 泉中 0:11:18
48 飯塚　柊耶 東京都 国学院久我山中 0:11:18
49 中村　駿佑 東京都 新町中 0:11:20
50 森田　魁星 東京都 吹上中 0:11:20
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51 宿谷　怜央 東京都 立川国際中 0:11:20
52 井手　晶敏 東京都 立川国際中 0:11:20
53 守屋　光瑠 東京都 三中 0:11:22
54 宮野　幸乃介 東京都 三中 0:11:23
55 小堺　稜太 東京都 泉中 0:11:28
56 留目　夕陽 東京都 中瀬中 0:11:33
57 宮原　和司 東京都 あきる野西中 0:11:36
58 竹嶋　修也 東京都 御堂中 0:11:36
59 濵中　康佑 東京都 三中 0:11:39
60 須﨑　柊斗 東京都 泉中 0:11:40
61 澤田　歩斗 東京都 西中 0:11:41
62 宍倉　拓輝 東京都 霞台中 0:11:49
63 村國　海衣 東京都 吹上中 0:11:49
64 谷岡　和幸 東京都 あきる野東中 0:11:50
65 奈良野　淳也 東京都 二中 0:11:50
66 久保　凌雅 東京都 西中 0:11:52
67 並木　大成 東京都 泉中 0:11:54
68 林部　拓海 東京都 泉中 0:11:55
69 寄主　嗣恩 東京都 霞台中 0:11:56
70 水野　智之 東京都 六中 0:11:59
71 惣万　嘉瑛 東京都 二中 0:12:03
72 佐藤　悠登 東京都 二中 0:12:03
73 石井　碧音 東京都 二中 0:12:03
74 宮尾　正希 東京都 泉中 0:12:05
75 中村　竜也 東京都 新町中 0:12:06
76 渡辺　敬介 東京都 国学院久我山中 0:12:06
77 内田　優星 東京都 泉中 0:12:08
78 ショソン　ジャイラ　ジョセフ 東京都 泉中 0:12:09
79 田代　康将 東京都 あきる野西中 0:12:09
80 河野　圭吾 東京都 霞台中 0:12:11
81 池田　健真 東京都 二中 0:12:12
82 原　航太 東京都 二中 0:12:13
83 苗村　隼富 東京都 二中 0:12:14
84 小山　航楠 東京都 中瀬中 0:12:16
85 桑原　将臣 東京都 三中 0:12:19
86 雨宮　瑞樹 東京都 御堂中 0:12:21
87 半田　莉音 東京都 霞台中 0:12:23
88 上沼　響 東京都 あきる野東中 0:12:25
89 福島　和茂 東京都 西中 0:12:25
90 大井　海斗 東京都 新町中 0:12:29
91 西野　唯渡 東京都 二中 0:12:31
92 髙橋　空太朗 東京都 泉中 0:12:32
93 山村　武蔵 東京都 中瀬中 0:12:34
94 山本　悠太 東京都 三中 0:12:34
95 藤野　晃勢 東京都 泉中 0:12:37
96 増田　好輝 東京都 泉中 0:12:38
97 冨田　玄大 東京都 一中 0:12:39
98 井上　舜介 東京都 中瀬中 0:12:43
99 須﨑　快助 東京都 西中 0:12:46
100 近藤　遼河 東京都 秋多中 0:12:51
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101 今井　勇人 東京都 霞台中 0:12:56
102 本橋　優希 東京都 中瀬中 0:12:59
103 中村　庄吾 東京都 泉中 0:13:02
104 知名　修大 東京都 秋多中 0:13:07
105 岩田　悠吾 東京都 泉中 0:13:09
106 島崎　烈 東京都 泉中 0:13:14
107 飯野　真尋 東京都 御堂中 0:13:16
108 東　良真 東京都 中瀬中 0:13:18
109 原島　一樹 東京都 三中 0:13:18
110 北島　陽統 東京都 三中 0:13:19
111 中尾　晴輝 東京都 新町中 0:13:22
112 濱野　雅也 東京都 霞台中 0:13:25
113 中村　和樹 東京都 二中 0:13:27
114 梅村　一太 東京都 中瀬中 0:13:31
115 中島　潤也 東京都 霞台中 0:13:33
116 山本　貢央 東京都 御堂中 0:13:35
117 田中　万裕 東京都 霞台中 0:13:35
118 金森　悠 東京都 一中 0:13:35
119 小林　祥大 東京都 泉中 0:13:36
120 山浦　慧斗 東京都 御堂中 0:13:40
121 石上　新之助 東京都 三中 0:13:41
122 堀篭　康平 東京都 二中 0:13:41
123 清水　魁 東京都 霞台中 0:13:46
124 大前　周平 東京都 霞台中 0:13:53
125 星野　隼澄 東京都 三中 0:13:54
126 斉藤　隼斗 東京都 霞台中 0:13:56
127 木下　遥斗 東京都 二中 0:13:57
128 田端　一晴 東京都 泉中 0:14:03
129 三田　時生 東京都 二中 0:14:06
130 衛藤　圭吾 東京都 泉中 0:14:07
131 川口　耀人 東京都 二中 0:14:23
132 渡邉　大樹 東京都 三中 0:14:32
133 菅　稜太 東京都 中瀬中 0:14:41
134 小野　天照 東京都 霞台中 0:14:43
135 川村　玲依 東京都 三中 0:14:45
136 吉松　遥人 東京都 二中 0:14:46
137 髙木　暁月 東京都 二中 0:14:54
138 吉原　綾我 東京都 二中 0:14:58
139 藤原　怜央 東京都 二中 0:14:59
140 出口　拓哉 東京都 二中 0:15:03
141 前田　直樹 東京都 泉中 0:15:04
142 鈴木　悠貴 東京都 三中 0:15:04
143 眞田　嵩史 東京都 二中 0:15:59
144 坂本　智哉 東京都 霞台中 0:16:27
145 須藤　大樹 東京都 羽村第一中 0:16:48
146 髙野橋　慈 東京都 霞台中 0:18:10
147 田島　智仁 東京都 霞台中 0:18:15
148 黒田　そら 東京都 霞台中 0:19:13


