
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

1 横倉　和弥 東京都 友田小 0:05:27

2 佐野　元輝 東京都 四小 0:05:29

3 田邉　澪 東京都 三小 0:05:47

4 神目　優大 東京都 六小 0:05:49

5 荒井　拓真 東京都 新町小 0:05:49

6 川口　然 東京都 成木小 0:05:51

7 松川　岳司 東京都 五小 0:05:53

8 内田　勘太 東京都 二小 0:05:55

9 冨田　昌吾 東京都 一小 0:05:59

10 安斉　拓真 東京都 桃井第四小 0:06:00

11 田中　湧大 東京都 新町小 0:06:00

12 大野　空樹 東京都 六小 0:06:00

13 鈴木　晴弥 東京都 二小 0:06:01

14 佐藤　奏 東京都 霞台小 0:06:02

15 藤田　唯純 東京都 今井小 0:06:04

16 志村　聡斗 東京都 新町小 0:06:06

17 加藤　康太 東京都 三小 0:06:06

18 森　直輝 東京都 二小 0:06:08

19 川本　遥希 東京都 若草小 0:06:09

20 俵谷　遥空 東京都 新町小 0:06:09

21 阿部　義人 東京都 四小 0:06:10

22 町田　和樹 東京都 河辺小 0:06:10

23 野澤　竜生 東京都 新町小 0:06:10

24 宮野　太楊 東京都 二小 0:06:12

25 木村　昇永 東京都 七小 0:06:15

26 森　裕輝 東京都 二小 0:06:15

27 篠田　煌 東京都 二小 0:06:16

28 百合　脩真 東京都 若草小 0:06:18

29 竹下　大航 東京都 二小 0:06:19

30 吉岡　蓮 東京都 五小 0:06:20

31 安達　頼応 東京都 二小 0:06:21

32 前迫　柊威 東京都 藤橋小 0:06:22

33 飯田　啓太郎 東京都 新町小 0:06:22

34 高木　優磨 東京都 今井小 0:06:23

35 小林　優介 東京都 五小 0:06:24

36 浅井　七星 東京都 二小 0:06:25

37 大平　優一 東京都 河辺小 0:06:25

38 柳橋　航 東京都 七小 0:06:26

39 荒井　泉弥 東京都 一小 0:06:28

40 西山　賢人 東京都 二小 0:06:28

41 中村　至穏 東京都 新町小 0:06:31

42 石田　京太郎 東京都 三小 0:06:31

43 小峰　達也 東京都 藤橋小 0:06:35

44 須田　琉央 東京都 三小 0:06:35

45 八木　遥 東京都 五小 0:06:36

46 髙橋　瑶宇 東京都 河辺小 0:06:37

47 由利　修斗 東京都 五小 0:06:39

48 三浦　吉平 東京都 新町小 0:06:39

49 峯岸　大 東京都 新町小 0:06:39

50 宿谷　亮成 東京都 七小 0:06:40
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51 弦間　陸 東京都 三小 0:06:40

52 内田　皓太郎 東京都 今井小 0:06:41

53 渡邉　遥疾 東京都 五小 0:06:42

54 栗原　颯 東京都 新町小 0:06:44

55 松永　恵育 東京都 新町小 0:06:46

56 清水　野真 東京都 一小 0:06:46

57 井上　知啓 東京都 河辺小 0:06:50

58 島田　大夢 東京都 今井小 0:06:50

59 伊藤　優希 東京都 霞台小 0:06:51

60 山田　雄太 東京都 河辺小 0:06:52

61 宮野　翔月 東京都 吹上小 0:06:53

62 島崎　晃一 東京都 七小 0:06:54

63 林　泰地 東京都 二小 0:06:54

64 村石　晴登 東京都 五小 0:06:54

65 小檜山　健太郎 東京都 河辺小 0:06:57

66 野口　春来 東京都 吹上小 0:06:58

67 大田　聖奈 東京都 二小 0:07:06

68 丸山　幸希 東京都 河辺小 0:07:07

69 高山　諄平 東京都 河辺小 0:07:07

70 髙岡　大生 東京都 二小 0:07:08

71 新井　岳大 東京都 二小 0:07:08

72 平岡　多聞 東京都 四小 0:07:09

73 小山　暖平 東京都 河辺小 0:07:09

74 三尾　春翠 東京都 藤橋小 0:07:10

75 島田　旅歌 東京都 二小 0:07:13

76 秋葉　幹太 東京都 三小 0:07:16

77 星野　拓斗 東京都 三小 0:07:17

78 新堀　仁 東京都 藤橋小 0:07:22

79 吉澤　蒼空 東京都 四小 0:07:28

80 中里　瑠維 東京都 新町小 0:07:30

81 宇佐美　拓海 東京都 五小 0:07:31

82 岡部　弘 東京都 河辺小 0:07:34

83 大谷　晟 東京都 二小 0:07:39

84 藤島　仁 東京都 五小 0:07:42

85 榎戸　日向 東京都 吹上小 0:07:50

86 小林　佐輔 東京都 五小 0:08:03

87 大極　陽介 東京都 二小 0:08:04

88 橋本　航汰 東京都 河辺小 0:08:06

89 小倉　直紘 東京都 五小 0:09:03

90 坂本　智也 東京都 五小 0:09:22


