
小学6年生男子

順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

1 田中　日向太 東京都 霞台小 0:05:19

2 青野　陸 東京都 河辺小 0:05:20

3 船木　陸 東京都 藤橋小 0:05:22

4 石田　悠太郞 東京都 三小 0:05:24

5 平　陽翔 東京都 新町小 0:05:24

6 野口　悠真 東京都 二小 0:05:27

7 市川　裕大 東京都 六小 0:05:33

8 髙　那佑汰 東京都 高井戸第二小 0:05:33

9 伏見　礼 東京都 一小 0:05:34

10 佐野　湊羽 東京都 河辺小 0:05:36

11 杉田　琉空 東京都 一小 0:05:37

12 和田　悠希 東京都 霞台小 0:05:39

13 笹川　優太 東京都 今井小 0:05:40

14 大川　一徹 東京都 河辺小 0:05:41

15 横田　光 東京都 六小 0:05:42

16 花井　徳馬 東京都 霞台小 0:05:44

17 高橋　太陽 東京都 二小 0:05:45

18 松橋　龍生 東京都 三小 0:05:46

19 島﨑　修斗 東京都 三小 0:05:48

20 市川　颯隼 東京都 二小 0:05:49

21 田中　天 東京都 霞台小 0:05:49

22 小山　慶太朗 東京都 二小 0:05:50

23 伊藤　晴歩 東京都 三小 0:05:53

24 水谷　聡 東京都 新町小 0:05:53

25 斎藤　翔碧 東京都 霞台小 0:05:55

26 鈴木　陽仁 東京都 藤橋小 0:05:56

27 古川　徹 東京都 三小 0:05:58

28 松本　在人 東京都 若草小 0:05:59

29 関塚　晟 東京都 三小 0:06:01

30 小室　知也 東京都 友田小 0:06:01

31 篠原　玄徳 東京都 河辺小 0:06:02

32 立川　諒真 東京都 三小 0:06:03

33 大滝　アミ 東京都 霞台小 0:06:08

34 原島　右京 東京都 七小 0:06:08

35 遠藤　大地 東京都 新町小 0:06:09

36 指田　恵亮 東京都 二小 0:06:09

37 遠藤　優聖 東京都 霞台小 0:06:11

38 水谷　徹 東京都 新町小 0:06:11

39 清水　璃空 東京都 五小 0:06:12

40 手塚　浬 東京都 三小 0:06:16

41 武藤　佑樹 東京都 若草小 0:06:18

42 木下　輝夢 東京都 河辺小 0:06:19

43 田中　孝真 東京都 二小 0:06:20

44 佐藤　玖音 東京都 二小 0:06:21

45 並木　陸人 東京都 七小 0:06:22

46 的場　友彦 東京都 霞台小 0:06:23

47 芳村　陽輝 東京都 新町小 0:06:24

48 白井　寿樹 東京都 三小 0:06:31

49 佐々木　息吹 東京都 二小 0:06:33

50 堀川　駿 東京都 霞台小 0:06:35



小学6年生男子

順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

51 末廣　颯真 東京都 霞台小 0:06:35

52 清水　勢太 東京都 三小 0:06:36

53 松田　康成 東京都 成木小 0:06:38

54 田中　翼 東京都 霞台小 0:06:42

55 内野　稜也 東京都 霞台小 0:06:42

56 石井　達也 東京都 二小 0:06:43

57 近藤　琉衣 東京都 六小 0:06:46

58 矢野　響 東京都 新町小 0:06:46

59 木下　稜健 東京都 河辺小 0:06:47

60 河江　蓮 東京都 三小 0:06:50

61 岩浪　怜生 東京都 二小 0:06:50

62 望月　洸太 東京都 六小 0:06:52

63 土肥　真士 東京都 四小 0:06:53

64 橘髙　風雅 東京都 二小 0:06:55

65 進藤　諒太 東京都 新町小 0:06:56

66 眞鳥　楓太 東京都 六小 0:06:59

67 興梠　楽和 東京都 五小 0:07:05

68 桑谷　幸汰 東京都 若草小 0:07:08

69 平野　尚也 東京都 四小 0:07:11

70 吉池　寿太郎 東京都 二小 0:07:17

71 Stammler Devlin 東京都 横田ストライダーズ 0:07:18

72 小林　琉輝 東京都 二小 0:07:27

73 新井　隆司 東京都 三小 0:07:28

74 齋藤　亮冴 東京都 三小 0:07:29

75 山後　柊季 東京都 河辺小 0:07:29

76 新福　爽太 東京都 六小 0:07:31

77 浅原　颯太 東京都 若草小 0:07:42

78 鶴崎　倖來 東京都 若草小 0:08:04

79 茂木　優斗 東京都 藤橋小 0:12:00

川瀬　郁実 東京都 一小

川鍋　秀也 東京都 三小

今井　寛人 東京都 四小

今井　悠 東京都 霞台小

谷上　瑛心 東京都 三小


