
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
1 棚田　翼 青梅市 河辺小 0:05:14
2 山口　璃空 青梅市 霞台小 0:05:30
3 森山　功稀 青梅市 新町小 0:05:35
4 神田　樹輝 青梅市 河辺小 0:05:35
5 井手　晶敏 青梅市 河辺小 0:05:35
6 片野　紘輔 青梅市 若草小 0:05:40
7 櫻井　晴人 青梅市 三小 0:05:41
8 鹿島　琉緯 青梅市 霞台小 0:05:42
9 中島　陸斗 青梅市 四小 0:05:44
10 大野　光太 青梅市 三小 0:05:46
11 上原　宏太 青梅市 三小 0:05:46
12 倉都　滉生 青梅市 若草小 0:05:48
13 由利　将也 青梅市 五小 0:05:49
14 酒井　高行 青梅市 三小 0:05:53
15 坂田　岳 青梅市 友田小 0:05:53
16 高木　琉偉 青梅市 今井小 0:05:53
17 佐野　洸太 青梅市 二小 0:05:55
18 磯部　拓磨 青梅市 五小 0:05:56
19 久保　悠人 青梅市 二小 0:06:00
20 矢口　裕大 青梅市 若草小 0:06:00
21 十文字　朔也 青梅市 霞台小 0:06:00
22 中村　隼人 青梅市 友田小 0:06:01
23 大田　優真 青梅市 二小 0:06:03
24 倉都　颯人 青梅市 若草小 0:06:03
25 浅見　秀治 青梅市 新町小 0:06:03
26 今別府　颯麻 青梅市 河辺小 0:06:05
27 鈴木　大地 青梅市 四小 0:06:06
28 中村　一晴 青梅市 今井小 0:06:07
29 新井　博也 青梅市 七小 0:06:08
30 長嶋　拓海 青梅市 二小 0:06:09
31 桑原　将臣 青梅市 今井小 0:06:09
32 横倉　海弥 青梅市 友田小 0:06:10
33 伊藤　圭吾 青梅市 二小 0:06:12
34 松川　幹司 青梅市 五小 0:06:13
35 川口　楽斗 青梅市 二小 0:06:13
36 武谷　大輝 青梅市 新町小 0:06:14
37 川野　勝史 青梅市 二小 0:06:14
38 神田　幸聖 青梅市 新町小 0:06:14
39 八木　皓太 青梅市 若草小 0:06:14
40 齋藤　寛也 青梅市 二小 0:06:15
41 齋藤　玲皇 青梅市 三小 0:06:16
42 浜中　健太 青梅市 友田小 0:06:18
43 加藤　亘 青梅市 友田小 0:06:18
44 先﨑　輝仁 青梅市 今井小 0:06:19
45 島田　輝 青梅市 二小 0:06:19
46 草野　隼介 青梅市 今井小 0:06:20
47 大西　紘士朗 青梅市 吹上小 0:06:20
48 天野　光翔 青梅市 二小 0:06:21
49 久下　キャン汰 青梅市 二小 0:06:24
50 中村　航葵 青梅市 今井小 0:06:24
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51 坂本　葵 青梅市 二小 0:06:25
52 山崎　駿 青梅市 河辺小 0:06:25
53 村上　智哉 青梅市 若草小 0:06:25
54 横井　颯 青梅市 藤橋小 0:06:25
55 清水　碧真 青梅市 三小 0:06:26
56 近藤　悠真 青梅市 今井小 0:06:28
57 森　郁人 青梅市 今井小 0:06:29
58 三浦　佑 青梅市 今井小 0:06:30
59 宿谷　怜央 青梅市 若草小 0:06:30
60 木村　俊介 青梅市 今井小 0:06:32
61 四條　陸人 青梅市 五小 0:06:33
62 小川　諒也 青梅市 四小 0:06:33
63 大澤　俊介 青梅市 河辺小 0:06:34
64 小抜　翔太 青梅市 今井小 0:06:35
65 平原　俊輔 青梅市 河辺小 0:06:36
66 桑田　憂佑 青梅市 河辺小 0:06:36
67 河野　颯太 青梅市 若草小 0:06:38
68 塩野　広太 青梅市 若草小 0:06:39
69 神永　竜馬 青梅市 三小 0:06:39
70 及川　智也 青梅市 今井小 0:06:40
71 宮越　大誠 青梅市 五小 0:06:44
72 大谷　翔太 青梅市 二小 0:06:44
73 永見　恵大 青梅市 六小 0:06:45
74 森田　大河 青梅市 今井小 0:06:47
75 吉永　泰健 青梅市 今井小 0:06:48
76 橋本　英紀 青梅市 五小 0:06:48
77 小泉　翔希 青梅市 霞台小 0:06:49
78 八木　一樹 青梅市 新町小 0:06:51
79 渋谷　夢叶 青梅市 二小 0:06:51
80 古矢　剣大 青梅市 新町小 0:06:51
81 辻　康平 青梅市 若草小 0:06:55
82 飛田　直樹 青梅市 新町小 0:06:56
83 須﨑　飛翔 青梅市 五小 0:06:56
84 松岡　陸空 青梅市 藤橋小 0:06:57
85 原島　樹那 奥多摩町 古里小 0:07:03
86 飯田　冬威 青梅市 三小 0:07:13
89 駒木野　照太 青梅市 吹上小 0:07:48
90 大倉　直人 青梅市 五小 0:07:59
91 小野　天照 青梅市 若草小 0:08:33

立川　悠真 青梅市 三小
福田　康太 青梅市 今井小
福田　健太 青梅市 今井小
岩瀬　優太 青梅市 若草小
田嶋　祥多 青梅市 二小
荒内　陽樹 青梅市 若草小
久保　栄二 青梅市 二小
浜中　拓希 青梅市 若草小
鈴木　時弥 青梅市 二小
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加藤　凌功 青梅市 二小
篠田　基晴 青梅市 今井小
野﨑　稜凱 青梅市 今井小
川口　貴也 青梅市 二小
伊藤　隆太郎 青梅市 若草小
久保　拓海 青梅市 二小
中川　友貴 青梅市 三小
町田　永遠 青梅市 五小
米山　豪 青梅市 五小
山名　悠斗 青梅市 五小
島立　陸 青梅市 五小
中村　聖英 青梅市 吹上小
大久保　陽斗 青梅市 友田小
新井　颯 青梅市 六小
並木　大祐 青梅市 若草小
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