
小学5年生の部 男子
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

1 原島　琉天 東京都 藤橋小 0:05:23
2 ソファー　路偉 東京都 二小 0:05:30
3 飯田　英斗 東京都 新町小 0:05:33
4 佐藤　楓真 東京都 友田小 0:05:34
5 山口　耕達 東京都 新町小 0:05:39
6 高野　怜己 東京都 二小 0:05:41
7 飯田　咲太郞 東京都 新町小 0:05:41
8 市川　陽登 東京都 三小 0:05:42
9 三好　熱弥 東京都 氷川小 0:05:44

10 飛田　仁 東京都 今井小 0:05:45
11 森井　倖太郞 東京都 新町小 0:05:47
12 渡邉　悠至 東京都 吹上小 0:05:53
13 森　竜聖 東京都 友田小 0:05:54
14 鎌田　伊織 東京都 新町小 0:05:56
15 堀尾　修平 東京都 四小 0:05:57
16 水野　應介 東京都 藤橋小 0:05:58
17 矢野　馳空 東京都 菅生学園初等学校 0:06:00
18 駿河　空太 東京都 霞台小 0:06:01
19 副島　晶 東京都 四小 0:06:01
20 宮林　輝 東京都 若草小 0:06:01
21 島田　優希 東京都 新町小 0:06:02
22 宮野　寿々丸 東京都 三小 0:06:03
23 田中　明斗 東京都 一小 0:06:07
24 白井　璃久 東京都 新町小 0:06:07
25 植竹　遙馬 東京都 河辺小 0:06:09
26 篠崎　光我 東京都 河辺小 0:06:10
27 下川　璃久 東京都 河辺小 0:06:10
28 須崎　善平 東京都 五小 0:06:11
29 石上　充希 東京都 四小 0:06:12
30 小林　李起 東京都 五小 0:06:15
31 新井　悠生 東京都 新町小 0:06:15
32 高久　諒磨 東京都 一小 0:06:15
33 岩田　直人 東京都 河辺小 0:06:18
34 森田　大輝 東京都 三小 0:06:18
35 桑田　翔 東京都 吹上小 0:06:19
36 堀篭　修平 東京都 二小 0:06:21
37 大野　公太郎 東京都 河辺小 0:06:22
38 川杉　章太 東京都 三小 0:06:23
39 佐藤　築 東京都 若草小 0:06:24
40 俵谷　颯太 東京都 新町小 0:06:24
41 近藤　拓歩 東京都 霞台小 0:06:24
42 田中　宏明 東京都 二小 0:06:25
43 進藤　颯人 東京都 新町小 0:06:26
44 渡邊　律 東京都 若草小 0:06:27
45 青田　陽輝 東京都 七小 0:06:28
46 福島　瞬 東京都 霞台小 0:06:29
47 遠藤　翔音 東京都 霞台小 0:06:32
48 中山　夢輝 東京都 河辺小 0:06:33
49 小山　瑛翔 東京都 若草小 0:06:33
50 川島　来希 東京都 五小 0:06:33



小学5年生の部 男子
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51 中根　瑚太朗 東京都 河辺小 0:06:35
52 花井　亮馬 東京都 霞台小 0:06:36
53 新井　隼人 東京都 三小 0:06:36
54 國分　睦生 東京都 霞台小 0:06:36
55 深澤　陸也 東京都 霞台小 0:06:37
56 粟生　樹歩 東京都 四小 0:06:39
57 河原　光希 東京都 若草小 0:06:40
58 小山　慶悟 東京都 若草小 0:06:42
59 渡辺　陽斗 東京都 河辺小 0:06:43
60 藤田　陸生 東京都 新町小 0:06:43
61 永井　大貴 東京都 若草小 0:06:46
62 高橋　俊輝 東京都 若草小 0:06:47
63 志村　大和 東京都 二小 0:06:50
64 原島　永翔 東京都 四小 0:06:56
65 榎本　宇汰 東京都 二小 0:06:56
66 吉澤　優人 東京都 今井小 0:06:59
67 高沢　優心 東京都 友田小 0:06:59
68 佐藤　蒼志 東京都 二小 0:07:02
69 森田　航平 東京都 霞台小 0:07:02
70 町田　航汰 東京都 友田小 0:07:03
71 五十嵐　颯人 東京都 霞台小 0:07:05
72 松本　岳久 東京都 若草小 0:07:08
73 清水　栄助 東京都 今井小 0:07:14
74 河原　拓光 東京都 若草小 0:07:15
75 森澤　雨弓 東京都 今井小 0:07:16
76 濱野　凱 東京都 四小 0:07:16
77 澤口　煌斗 東京都 五小 0:07:16
78 近藤　瑛馬 東京都 今井小 0:07:16
79 武藤　宏樹 東京都 若草小 0:07:16
80 新井　秀忠 東京都 霞台小 0:07:18
81 並木　舜 東京都 吹上小 0:07:20
82 松下　朗 東京都 一小 0:07:26
83 竹本　快生 東京都 新町小 0:07:33
84 斗光　宏明 東京都 河辺小 0:07:38
85 向山　巧真 東京都 五小 0:07:40
86 田名部　煌冴 東京都 三小 0:09:35

伊藤　亘助 東京都 五小
櫻井　亮太 東京都 三小
船木　大地 東京都 藤橋小
吉村　琉煌 東京都 一小


