
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
1 松本　　航 東京都 あきる野西中 0:09:22
2 栃木　穂高 東京都 あきる野西中 0:09:24
3 中村　　翼 東京都 あきる野西中 0:09:39
4 伊藤　　竜 東京都 あきる野西中 0:09:40
5 小野木　里紀 東京都 井草中 0:09:43
6 岡部　翔真 東京都 あきる野西中 0:09:50
7 佐藤　周平 東京都 あきる野西中 0:09:55
8 花岡　隆起 東京都 御堂中 0:10:04
9 町屋　伸龍 東京都 あきる野西中 0:10:05
10 鈴木　大也 東京都 阿佐ヶ谷中 0:10:12
11 松田　俊樹 東京都 吹上中 0:10:12
12 田好　愛基 東京都 阿佐ヶ谷中 0:10:17
13 堀内　大生 東京都 國學院大學久我山中 0:10:24
14 仁井　遼太郎 東京都 國學院大學久我山中 0:10:28
15 木嶋　陸斗 東京都 三中 0:10:32
16 長田　誠希 東京都 御堂中 0:10:34
17 斎藤　友成 東京都 あきる野東中 0:10:36
18 坂田　　岳 東京都 二中 0:10:37
19 高石　　萩 東京都 あきる野西中 0:10:38
20 大月　類偉 東京都 國學院大學久我山中 0:10:38
21 岸口　虎太郎 東京都 御堂中 0:10:38
22 菅沼　拓哉 東京都 あきる野西中 0:10:39
23 守屋　隼輔 東京都 泉中 0:10:42
24 石井　大貴 東京都 阿佐ヶ谷中 0:10:47
25 上野　拓也 東京都 泉中 0:10:47
26 杉本　琉緯 東京都 泉中 0:10:49
27 鬼頭　神威 東京都 福生三中 0:10:50
28 市川　竜輝 東京都 御堂中 0:10:51
29 浜中　健太 東京都 二中 0:10:51
30 木村　竜輝 東京都 御堂中 0:10:51
31 橋本　直哉 東京都 あきる野東中 0:10:51
32 益若　大翔 東京都 御堂中 0:10:56
33 木嶋　勇輔 東京都 泉中 0:10:57
34 大久保　勇介 東京都 御堂中 0:10:59
35 中島　陸斗 東京都 霞台中 0:11:01
36 石井　汰樹 東京都 二中 0:11:02
37 田代　啓将 東京都 あきる野西中 0:11:05
38 小松　春介 東京都 阿佐ヶ谷中 0:11:08
39 荻野　真也 東京都 御堂中 0:11:08
40 宮野　順生 東京都 御堂中 0:11:10
41 村上　智哉 東京都 泉中 0:11:11
42 折戸　空我 東京都 西中 0:11:12
43 前田　凱耶 東京都 御堂中 0:11:14
44 田中　和洋 東京都 西中 0:11:17
45 松本　雅翔 東京都 二中 0:11:18
46 森田　駿介 東京都 泉中 0:11:19
47 小峯　　類 東京都 秋多中 0:11:21
48 立川　悠真 東京都 三中 0:11:24
49 木下　宗哉 東京都 三中 0:11:26
50 石川　　諒 東京都 二中 0:11:30
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51 小川　諒也 東京都 吹上中 0:11:31
52 黒田　涼太 東京都 御堂中 0:11:31
53 堤　　翔大 東京都 あきる野東中 0:11:32
54 内山　智博 東京都 泉中 0:11:35
55 山﨑　琉生 東京都 吹上中 0:11:36
56 長嶋　拓海 東京都 二中 0:11:39
57 由利　将也 東京都 西中 0:11:43
58 櫻澤　隆翔 東京都 御堂中 0:11:43
59 前田　椋亮 東京都 御堂中 0:11:44
60 木村　　匠 東京都 泉中 0:11:46
61 宮田　広輝 東京都 吹上中 0:11:47
62 森山　功稀 東京都 新町中 0:11:50
63 奥村　優貴 東京都 泉中 0:11:57
64 安藤　雅祥 東京都 泉中 0:11:58
65 玉川　仁太 東京都 二中 0:12:01
66 原　　　航 東京都 あきる野東中 0:12:02
67 中村　龍翔 東京都 二中 0:12:02
68 千葉　　匡 東京都 泉中 0:12:03
69 松井　祐太朗 東京都 霞台中 0:12:03
70 今野　純途 東京都 二中 0:12:04
71 西山　　倫 東京都 二中 0:12:06
72 千葉　幹斗 東京都 西中 0:12:08
73 河野　颯太 東京都 泉中 0:12:09
74 藤原　秀星 東京都 二中 0:12:09
75 山﨑　賢人 東京都 泉中 0:12:10
76 鈴木　那佑太 東京都 三中 0:12:12
77 駒木野　照太 東京都 吹上中 0:12:13
78 猪又　健吾 東京都 二中 0:12:15
79 川野　勝史 東京都 二中 0:12:17
80 島津　宇粒 東京都 泉中 0:12:19
81 鈴木　貴之 東京都 泉中 0:12:22
82 木村　太緒 東京都 泉中 0:12:22
83 西村　竜輝 東京都 あきる野東中 0:12:23
84 三部　篤志 東京都 二中 0:12:27
85 降籏　湧希 東京都 泉中 0:12:27
86 小松　龍斗 東京都 泉中 0:12:28
87 平野　達也 東京都 あきる野東中 0:12:29
88 八木　皓太 東京都 泉中 0:12:30
89 沼田　優斗 東京都 新町中 0:12:33
90 横島　龍偉 東京都 三中 0:12:33
91 酒井　高行 東京都 三中 0:12:46
92 宮崎　叶伍 東京都 泉中 0:12:56
93 髙橋　一心 東京都 二中 0:12:59
94 谷口　龍之介 東京都 西中 0:13:00
95 渡辺　将功 東京都 西中 0:13:04
96 渋谷　夢叶 東京都 二中 0:13:09
97 黒松　聖冬 東京都 泉中 0:13:24
98 新條　拓也 東京都 泉中 0:13:24
99 佐野　陽彩 東京都 二中 0:13:26
100 木下　直也 東京都 泉中 0:13:40
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101 参田　大樹 東京都 東京賢治ｼｭﾀｲﾅｰ学校 0:13:52
102 坂田　健造 東京都 二中 0:13:54
103 中村　一晴 東京都 三中 0:13:54
104 田中　泰平 東京都 霞台中 0:13:58
105 中村　俊哉 東京都 二中 0:14:00
106 元永　寛勢 東京都 立川国際中等教育学校 0:14:03
107 飯田　海翔 東京都 霞台中 0:14:13
108 上條　詩音 東京都 あきる野東中 0:14:20
109 永見　恵大 東京都 西中 0:14:27
110 岩本　　衛 東京都 二中 0:14:36
111 小野　天照 東京都 霞台中 0:16:21
112 飯田　冬威 東京都 霞台中 0:16:21
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