
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
1 増田　陸人 東京都 二小 0:05:11
2 市川　翔梧 東京都 二小 0:05:14
3 武智　大地 東京都 二小 0:05:17
4 永井　脩登 東京都 四小 0:05:20
5 佐藤　悠登 東京都 二小 0:05:25
6 岡部　凌雅 東京都 今井小 0:05:29
7 萩野　志海 東京都 藤橋小 0:05:33
8 松田　拓巳 東京都 河辺小 0:05:34
9 仮屋　瑞希 東京都 吹上小 0:05:34
10 榎本　匠馬 東京都 河辺小 0:05:35
11 百合　哉也 東京都 若草小 0:05:38
12 荒井　玲央 東京都 五小 0:05:39
13 山本　圭祐 東京都 今井小 0:05:41
14 瀧嶋　亮介 東京都 三小 0:05:43
15 小山　正栄 東京都 霞台小 0:05:43
16 坂本　雅也 東京都 今井小 0:05:45
17 虻川　幸希 東京都 若草小 0:05:45
18 渡邉　疾颯 東京都 五小 0:05:47
19 野崎　大和 東京都 吹上小 0:05:50
20 惣万　嘉瑛 東京都 二小 0:05:50
21 西野　唯渡 東京都 二小 0:05:51
22 宮野　幸乃介 東京都 三小 0:05:52
23 岩本　翔太 東京都 一小 0:05:52
24 田畑　健太 東京都 霞台小 0:05:54
25 堀江　晃羽 東京都 今井小 0:05:55
26 比嘉　景野 東京都 河辺小 0:05:57
27 中村　昂大 東京都 今井小 0:05:58
28 志村　颯斗 東京都 新町小 0:05:59
29 堀越　裕一郎 東京都 河辺小 0:05:59
30 星川　幸大 東京都 五小 0:06:01
31 山中　欧輔 東京都 新町小 0:06:02
32 志村　飛翔 東京都 五小 0:06:02
33 石井　友貴 東京都 二小 0:06:02
34 原　　璃音 東京都 今井小 0:06:03
35 鈴木　暁大 東京都 五小 0:06:03
36 及川　舜介 東京都 吹上小 0:06:05
37 大久保　　駿 東京都 河辺小 0:06:07
38 浅尾　直樹 東京都 河辺小 0:06:09
39 我妻　　凛 東京都 三小 0:06:09
40 杉山　壮志 東京都 五小 0:06:11
41 長澤　滉大 東京都 河辺小 0:06:14
42 内原　巧暉 東京都 三小 0:06:17
43 古森　　楽 東京都 今井小 0:06:17
44 田山　湧作 東京都 新町小 0:06:18
45 阿曽　京也 東京都 河辺小 0:06:18
46 大久保　　諒 東京都 三小 0:06:20
47 塙　　優輝 東京都 四小 0:06:22
48 中尾　佳弥由 東京都 五小 0:06:22
49 宍倉　拓輝 東京都 河辺小 0:06:23
50 長谷川　元喜 東京都 霞台小 0:06:30
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51 佐野　冬彩 東京都 二小 0:06:32
52 中田　優之 東京都 藤橋小 0:06:34
53 内原　快斗 東京都 三小 0:06:40
54 野澤　　輔 東京都 五小 0:06:43
55 内田　優星 東京都 若草小 0:06:44
56 髙橋　優人 東京都 藤橋小 0:06:44
57 池田　健真 東京都 二小 0:06:44
58 廣瀬　龍登 東京都 若草小 0:06:45
59 横島　虎威 東京都 今井小 0:06:45
60 岩田　悠吾 東京都 若草小 0:06:56
61 塩野　遼太 東京都 藤橋小 0:06:57
62 峯岸　　快 東京都 六小 0:06:57
63 濱中　　仁 東京都 六小 0:06:59
64 富田　皆成 東京都 三小 0:07:01
65 水野　智之 東京都 七小 0:07:02
66 松尾　優作 東京都 新町小 0:07:07
67 中瀬　一誠 東京都 若草小 0:14:04
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