
小学4年生男子の部

順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

1 川口　祐 東京都 新町小 0:05:34

2 谷口　悠成 東京都 新町小 0:05:35

3 髙村　魁 東京都 三小 0:05:36

4 河村　陸央 東京都 二小 0:05:38

5 四元　零大 東京都 新町小 0:05:39

6 原島　謙伍 東京都 今井小 0:05:41

7 谷口　昊成 東京都 新町小 0:05:42

8 保坂　彪音 東京都 二小 0:05:43

9 髙木　玲 東京都 三小 0:05:45

10 國分　韻生 東京都 霞台小 0:05:46

11 大峯　将吾 東京都 四小 0:05:46

12 堀　宏駕 東京都 霞台小 0:05:47

13 小野　駿 東京都 今井小 0:05:47

14 鈴木　翼 東京都 三小 0:05:51

15 田鎖　愛翔 東京都 五小 0:05:53

16 石井　倫弥 東京都 友田小 0:05:54

17 田中　亘 東京都 吹上小 0:05:56

18 小島　翔太 東京都 若草小 0:05:57

19 宮林　彪真 東京都 藤橋小 0:05:57

20 佐々木　悠眞 東京都 新町小 0:05:58

21 今泉　空 東京都 友田小 0:06:01

22 眞下　凛 東京都 河辺小 0:06:02

23 中村　将馬 東京都 二小 0:06:02

24 柳川　義喜 東京都 今井小 0:06:03

25 加藤　羽琉 東京都 今井小 0:06:04

26 前原　秀哉 東京都 若草小 0:06:05

27 枝久保　大和 東京都 一小 0:06:07

28 木村　快都 東京都 新町小 0:06:08

29 瀬尾　大誠 東京都 新町小 0:06:09

30 加藤　向晃 東京都 吹上小 0:06:12

31 竹島　拓飛 東京都 若草小 0:06:15

32 吉岡　賢吾 東京都 若草小 0:06:16

33 山口　空 東京都 今井小 0:06:20

34 髙橋　歩希 東京都 成木小 0:06:21

35 小松　謡汰 東京都 五小 0:06:21

36 髙橋　研二 東京都 霞台小 0:06:23

37 小室　壮太 東京都 三小 0:06:23

38 杉本　遼汰 東京都 若草小 0:06:24

39 志村　悠登 東京都 五小 0:06:24

40 原島　蒼 東京都 今井小 0:06:25

41 髙谷　大和 東京都 今井小 0:06:25

42 石川　輝 東京都 五小 0:06:25

43 三好　絢人 東京都 新町小 0:06:26

44 青木　一真 東京都 二小 0:06:28

45 佐藤　樹 東京都 吹上小 0:06:29

46 小澤　咲太 東京都 今井小 0:06:31

47 小山　雅也 東京都 霞台小 0:06:31

48 加藤　和 東京都 藤橋小 0:06:32

49 池田　大地 東京都 二小 0:06:32

50 梅林　蓮斗 東京都 友田小 0:06:33



小学4年生男子の部

順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

51 志村　太一 東京都 新町小 0:06:34

52 安藤　遥空 東京都 今井小 0:06:35

53 寺坂　旺介 東京都 二小 0:06:35

54 板倉　蓮翔 東京都 藤橋小 0:06:37

55 藤谷　侃太 東京都 二小 0:06:38

56 鈴木　煉 東京都 四小 0:06:38

57 後藤　大河 東京都 若草小 0:06:39

58 野嵜　然新 東京都 二小 0:06:39

59 吉田　碧 東京都 四小 0:06:41

60 清水　匠 東京都 二小 0:06:42

61 本間　道輝 東京都 四小 0:06:42

62 松田　怜 東京都 一小 0:06:43

63 吉澤　璃空 東京都 二小 0:06:43

64 佐々木　丞 東京都 二小 0:06:44

65 布田　遼汰 東京都 三小 0:06:44

66 澤藤　虎太朗 東京都 二小 0:06:44

67 伊藤　來夢 東京都 今井小 0:06:44

68 清水　烈 東京都 河辺小 0:06:45

69 岩浪　武尊 東京都 二小 0:06:48

70 雲南　欧佑 東京都 四小 0:06:49

71 大野田　悠翔 東京都 三小 0:06:49

72 吉澤　利仁 東京都 四小 0:06:50

73 清水　成琉 東京都 一小 0:06:50

74 佐橋　拓真 東京都 新町小 0:06:52

75 宮本　想 東京都 吹上小 0:06:54

76 澤田　悠人 東京都 三小 0:06:57

77 弦間　悠 東京都 三小 0:06:57

78 鈴木　斗和 東京都 三小 0:06:58

79 清水　楓 東京都 四小 0:07:01

80 金森　陽 東京都 五小 0:07:01

81 岡田　篤太郎 東京都 五小 0:07:02

82 寺沢　知也 東京都 若草小 0:07:02

83 成沢　心 東京都 新町小 0:07:03

84 吉岡　颯汰 東京都 霞台小 0:07:03

85 堀　悠人 東京都 若草小 0:07:04

86 村松　剣乃佑 東京都 三小 0:07:04

87 柳内　侑平 東京都 七小 0:07:06

88 小泉　碧葉 東京都 霞台小 0:07:06

89 上原　慶大 東京都 三小 0:07:10

90 本多　祥太 東京都 二小 0:07:12

91 浅見　蓮輝 東京都 若草小 0:07:16

92 福冨　颯 東京都 一小 0:07:17

93 河村　創太 東京都 一小 0:07:17

94 梶田　琉夷 東京都 霞台小 0:07:20

95 若狹　正翔 東京都 若草小 0:07:22

96 上橋　一斗 東京都 若草小 0:07:28

97 成田　凌 東京都 四小 0:07:29

98 川本　英介 東京都 新町小 0:07:29

99 島田　虎 東京都 二小 0:07:30

100 松本　丈 東京都 二小 0:07:30



小学4年生男子の部

順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

101 清水　晴斗 東京都 五小 0:07:32

102 樋口　結大 東京都 藤橋小 0:07:38

103 長谷川　友哉 東京都 新町小 0:07:39

104 浜中　琉希 東京都 二小 0:07:39

105 川口　航晴 東京都 藤橋小 0:07:44

106 金森　信義 東京都 霞台小 0:07:47

107 山川　凛太朗 東京都 新町小 0:07:48

108 長島　和輝 東京都 若草小 0:07:56

109 中山　仁 東京都 三小 0:08:01

110 津川　昊生 東京都 三小 0:08:06

111 長島　瑞樹 東京都 若草小 0:08:10

112 笠井　翔太 東京都 若草小 0:08:22

113 小林　陽向 東京都 若草小 0:08:48

114 平野　優大 東京都 河辺小 0:10:07

藤本　空 東京都 藤橋小

岩澤　誉 東京都 三小

福田　晃 東京都 吹上小

肥塚　怜緯 東京都 吹上小

塙　直希 東京都 吹上小

大野　優太 東京都 三小


