
小学4年生の部 男子
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

1 並木　一平 東京都 二小 0:05:29
2 稲垣　裕翔 東京都 友田小 0:05:40
3 栃元　颯太 東京都 霞台小 0:05:48
4 金井　義也 東京都 河辺小 0:06:00
5 小林　瑠煌那 東京都 二小 0:06:01
6 森田　雄大 東京都 新町小 0:06:02
7 鈴木　洸 東京都 四小 0:06:04
8 殿谷　咲大 東京都 河辺小 0:06:05
9 松橋　昊生 東京都 三小 0:06:05

10 清水　智道 東京都 三小 0:06:05
11 安達　優獅 東京都 二小 0:06:05
12 新村　吉平 東京都 吹上小 0:06:08
13 吉澤　大凱 東京都 二小 0:06:09
14 武田　好叶 東京都 一小 0:06:10
15 平　青葉 東京都 二小 0:06:15
16 小川　颯琉 東京都 新町小 0:06:19
17 八木　海翔 東京都 河辺小 0:06:19
18 斎藤　壱蕗 東京都 二小 0:06:20
19 小西　玄 東京都 一小 0:06:21
20 赤坂　柊平 東京都 七小 0:06:21
21 安藤　光希 東京都 五小 0:06:21
22 殿谷　亮大 東京都 河辺小 0:06:24
23 峯田　玄輝 東京都 新町小 0:06:25
24 小山田　壮和 東京都 三小 0:06:26
25 横山　大輝 東京都 河辺小 0:06:27
26 上田　一登 東京都 吹上小 0:06:27
27 齋藤　蒼太 東京都 三小 0:06:28
28 大関　紳太郎 東京都 三小 0:06:28
29 撫本　修也 東京都 三小 0:06:28
30 若月　翔也 東京都 二小 0:06:29
31 館　暁 東京都 吹上小 0:06:29
32 金田　凰希 東京都 河辺小 0:06:32
33 八島　煌希 東京都 若草小 0:06:33
34 永井　優希 東京都 新町小 0:06:34
35 坂本　瑛太 東京都 二小 0:06:35
36 柳川　海璃 東京都 今井小 0:06:36
37 木下　斗葵 東京都 河辺小 0:06:36
38 高橋　凪漣 東京都 三小 0:06:37
39 野嵜　一晴 東京都 二小 0:06:37
40 瀬尾　哲平 東京都 今井小 0:06:39
41 杉田　愛絆 東京都 一小 0:06:40
42 川村　政哉 東京都 七小 0:06:40
43 大西　正治 東京都 東京創価小 0:06:40
44 田辺　陵太 東京都 三小 0:06:42
45 新井　結太 東京都 高井戸小 0:06:42
46 坂本　新仁 東京都 二小 0:06:45
47 築地　瑛太 東京都 河辺小 0:06:46
48 河村　颯太 東京都 霞台小 0:06:47
49 原島　汰成 東京都 氷川小 0:06:49
50 梶　龍太郎 東京都 三小 0:06:52



小学4年生の部 男子
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51 中村　惟吹 東京都 三小 0:06:53
52 石井　愛敬 東京都 四小 0:06:53
53 藤本　頼人 東京都 三小 0:06:54
54 中田　寛大 東京都 三小 0:06:54
55 大島　蒼翔 東京都 三小 0:06:55
56 野崎　明志 東京都 今井小 0:06:56
57 島田　悠希 東京都 河辺小 0:06:57
58 木嵜　輝 東京都 成木小 0:06:57
59 村林　奏音 東京都 一小 0:06:58
60 五十川　慧悟 東京都 河辺小 0:07:01
61 田辺　煌士郎 東京都 二小 0:07:02
62 森田　蒼大 東京都 一小 0:07:04
63 笹本　隆之 東京都 四小 0:07:04
64 島崎　豪 東京都 河辺小 0:07:05
65 小峰　璃久 東京都 今井小 0:07:06
66 穂坂　悠人 東京都 吹上小 0:07:14
67 片柳　信之丞 東京都 六小 0:07:14
68 菅沼　来夢 東京都 今井小 0:07:19
69 荒木　清飛 東京都 二小 0:07:21
70 中村　光椿 東京都 三小 0:07:22
71 石川　湊 東京都 五小 0:07:22
72 高巣　義祐 東京都 河辺小 0:07:24
73 藤野　竜丞 東京都 一小 0:07:25
74 佐藤　璃人 東京都 河辺小 0:07:26
75 池田　勇斗 東京都 友田小 0:07:34
76 神田　悠斗 東京都 新町小 0:07:36
77 二宮　怜夷 東京都 一小 0:07:38
78 町田　陽仁 東京都 二小 0:07:45
79 笠井　遥斗 東京都 若草小 0:07:49
80 木下　将真 東京都 六小 0:07:55
81 鍵谷　純 東京都 吹上小 0:07:55
82 田中　優唯 東京都 新町小 0:07:57
83 天野　日向汰 東京都 河辺小 0:08:00
84 伊藤　諒祐 東京都 三小 0:09:04

保坂　豪 東京都 四小
近藤　匠真 東京都 五小
岸　蒼天 東京都 三小


