
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
1 小松　幹汰 東京都 五小 0:05:13
2 大島　駿 東京都 新町小 0:05:14
3 矢野　智宏 東京都 菅生学園
初等学校 0:05:18
4 池田　愛祈 東京都 新町小 0:05:21
5 吉﨑　皓代 東京都 三小 0:05:23
6 戸塚　絢心 東京都 吹上小 0:05:23
7 田中　義恩 東京都 三小 0:05:23
8 田中　翔瑛 東京都 二小 0:05:28
9 田中　映利 東京都 吹上小 0:05:30
10 野村　勇翔 東京都 新町小 0:05:35
11 川鍋　一翔 東京都 新町小 0:05:37
12 武藤　翔悟 東京都 友田小 0:05:37
13 公門　悠 東京都 若草小 0:05:38
14 新浦　凌碧 東京都 六小 0:05:39
15 西野　雅渡 東京都 二小 0:05:39
16 酒井　弘矢 東京都 三小 0:05:40
17 髙橋　爽太 東京都 吹上小 0:05:40
18 田中　雅乙 東京都 新町小 0:05:41
19 中村　光希 東京都 二小 0:05:41
20 中村　仁 東京都 二小 0:05:42
21 黒松　嵩冬 東京都 若草小 0:05:42
22 桜井　琢己 東京都 新町小 0:05:45
23 林　蒼磨 東京都 六小 0:05:46
24 富田　涼真 東京都 四小 0:05:46
25 古屋　輝樹 東京都 二小 0:05:48
26 田中　壱星 東京都 霞台小 0:05:49
27 福泉　利軌 東京都 六小 0:05:51
28 小室　真也 東京都 友田小 0:05:53
29 宮野　陽世利 東京都 二小 0:05:55
30 杉原　匠 東京都 四小 0:05:55
31 清水　瑛斗 東京都 二小 0:05:55
32 片野　隼輔 東京都 若草小 0:05:56
33 中野　慈斗 東京都 若草小 0:05:58
34 村田　亮 東京都 六小 0:06:01
35 山内　大桔 東京都 新町小 0:06:03
36 相馬　智宏 東京都 六小 0:06:05
37 日野　晴登 東京都 若草小 0:06:06
38 野村　奏太 東京都 若草小 0:06:07
39 岡部　勇斗 東京都 河辺小 0:06:07
40 藤原　拓己 東京都 新町小 0:06:08
41 相樂　莉望 東京都 六小 0:06:08
42 石田　琉 東京都 五小 0:06:09
43 立川　空太 東京都 六小 0:06:09
44 中島　星空 東京都 河辺小 0:06:11
45 渡邉　勇永 東京都 五小 0:06:14
46 岡　優成 東京都 新町小 0:06:16
47 荒井　遼大 東京都 新町小 0:06:16
48 原嶋　蓮 東京都 四小 0:06:16
49 大久保　柊 東京都 三小 0:06:17
50 渡辺　皐 東京都 新町小 0:06:18
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51 河村　颯人 東京都 河辺小 0:06:20
52 吉原　陸 東京都 若草小 0:06:23
53 志村　光太郎 東京都 新町小 0:06:24
54 土肥　風輝 東京都 四小 0:06:24
55 田口　登夢 東京都 四小 0:06:26
56 川杉　友也 東京都 三小 0:06:29
57 門田　航輝 東京都 若草小 0:06:35
58 河内　謙心 東京都 若草小 0:06:45
59 柏柳　祐翔 東京都 河辺小 0:06:45
60 林　希美 東京都 若草小 0:06:48
61 関塚　一輝 東京都 六小 0:07:06
62 青砥　叶夢 東京都 三小 0:07:14
63 本橋　駿透 東京都 三小 0:07:16
64 林　勇和 東京都 吹上小 0:07:17
65 河内　海人 東京都 若草小 0:07:50
66 神田　悠貴 東京都 今井小 0:07:52
67 松本　康介 東京都 河辺小 0:07:54
68 清水　大地 東京都 二小 0:07:56
69 山本　秋也 東京都 吹上小 0:07:59
70 山下　真輝 東京都 河辺小 0:08:07
71 篠崎　莉空 東京都 四小 0:08:24
72 岸　連太朗 東京都 若草小 0:08:58
73 関塚　凜 東京都 羽村特別支援 0:11:19
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