
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
1 発田　志音 杉並区 西田小 0:04:50
2 山口　凌 青梅市 今井小 0:05:05
3 西田　隆聖 青梅市 三小 0:05:14
4 城山　慧 青梅市 友田小 0:05:19
5 木下　柊哉 青梅市 二小 0:05:23
6 塩野　優 青梅市 二小 0:05:24
7 舟越　凱哉 青梅市 三小 0:05:24
8 大澤　龍生 練馬区 桃井第四小 0:05:26
9 中野　正太 青梅市 河辺小 0:05:28
10 窪野　雄哉 青梅市 河辺小 0:05:31
11 清水　巧 青梅市 河辺小 0:05:32
12 百合　泰斗 青梅市 若草小 0:05:34
13 福島　啓亜 青梅市 新町小 0:05:35
14 松田　俊樹 青梅市 四小 0:05:38
15 川口　竜平 青梅市 新町小 0:05:40
16 大木　湧司 青梅市 六小 0:05:41
17 小池　亮雅 青梅市 霞台小 0:05:45
18 石井　汰樹 青梅市 友田小 0:05:47
19 竹内　涼真 青梅市 河辺小 0:05:47
20 鈴木　寛大 青梅市 五小 0:05:48
21 山内　一聖 青梅市 新町小 0:05:48
22 山中　知葉 青梅市 新町小 0:05:49
23 青田　俊昭 青梅市 新町小 0:05:49
24 中原　龍一 青梅市 若草小 0:05:50
25 中村　優佑 青梅市 新町小 0:05:53
26 米口　大翔 青梅市 新町小 0:05:56
27 福島　大貴 青梅市 河辺小 0:05:56
28 安藤　友也 青梅市 今井小 0:05:57
29 奥村　優貴 青梅市 若草小 0:05:58
30 藤原　昇大 青梅市 新町小 0:06:01
31 坂本　高也 青梅市 今井小 0:06:01
32 横島　龍偉 青梅市 今井小 0:06:02
33 北　大樹 青梅市 五小 0:06:03
34 石田　舜 青梅市 五小 0:06:04
35 田野倉　輝 青梅市 若草小 0:06:05
36 進藤　真史 青梅市 河辺小 0:06:07
37 細谷　陸 青梅市 新町小 0:06:10
38 松井　優 青梅市 新町小 0:06:12
39 田中　伶音 青梅市 河辺小 0:06:12
40 三部　篤志 青梅市 友田小 0:06:13
41 黒松　聖冬 青梅市 若草小 0:06:16
42 榎戸　亮太 青梅市 河辺小 0:06:16
43 澤本　龍高 青梅市 河辺小 0:06:16
44 千葉　匡 青梅市 若草小 0:06:17
45 吉川　真大 青梅市 吹上小 0:06:18
46 横山　侑哉 青梅市 河辺小 0:06:18
47 原　浩太 練馬区 桃井第四小 0:06:19
48 中村　恭大 青梅市 河辺小 0:06:20
49 藤原　秀星 青梅市 二小 0:06:21
50 宿谷　洋平 青梅市 新町小 0:06:21
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51 木崎　悠翔 青梅市 河辺小 0:06:23
52 長谷川　優生 青梅市 吹上小 0:06:25
53 目黒　竜太郎 青梅市 五小 0:06:28
54 宮崎　公輔 青梅市 四小 0:06:29
55 山宮　佳欄 青梅市 二小 0:06:31
56 峯岸　晃生 青梅市 新町小 0:06:33
57 内山　智博 青梅市 若草小 0:06:33
58 平原　幹太 青梅市 二小 0:06:34
59 小山内　遥大 青梅市 今井小 0:06:34
60 井上　智裕 青梅市 吹上小 0:06:40
61 原島　遥大 青梅市 一小 0:06:42
62 中井　孝雄 青梅市 今井小 0:06:43
63 菊地　烈 青梅市 二小 0:06:47
64 町田　塁 青梅市 一小 0:06:49
65 伊藤　佑太朗 青梅市 一小 0:07:00
66 原田　滉平 青梅市 新町小 0:07:05
67 飯田　海翔 青梅市 三小 0:07:06
68 濱中　凱 青梅市 六小 0:07:09
69 池山　優輝 青梅市 霞台小 0:07:11
70 田中　優輝 青梅市 吹上小 0:07:16
71 伊藤　渉 青梅市 河辺小 0:07:30
72 富田　龍ノ介 青梅市 三小 0:07:49
73 中川　冬馬 青梅市 吹上小 0:07:59
74 濱中　仁 青梅市 六小 0:08:32

藤田　嵩介 杉並区 桃井第四小
小串　洋斗 青梅市 新町小
鴻池　悠真 杉並区 桃井第四小
渡辺　優真 青梅市 三小
竹村　優 青梅市 五小
越沼　龍生 青梅市 友田小
田中　歩 青梅市 二小
西尾　颯大 青梅市 二小
鈴木　信吾 青梅市 二小
山崎　航平 青梅市 新町小
伊藤　至人 青梅市 新町小
山田　彪賀 青梅市 三小

小学6年生男子


