
小学6年生の部 男子
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

1 國分　韻生 東京都 霞台小 0:05:20
2 大峯　将吾 東京都 四小 0:05:21
3 雲南　欧佑 東京都 四小 0:05:28
4 前原　秀哉 東京都 若草小 0:05:32
5 八木　智聖 東京都 一小 0:05:34
6 中村　将馬 東京都 二小 0:05:34
7 小松　謡汰 東京都 五小 0:05:40
8 石川　輝 東京都 五小 0:05:43
9 加藤　向晃 東京都 吹上小 0:05:44

10 西村　菱平 東京都 四小 0:05:44
11 真下　凛 東京都 河辺小 0:05:45
12 野嵜　然新 東京都 二小 0:05:46
13 後藤　大河 東京都 若草小 0:05:46
14 安藤　遥空 東京都 今井小 0:05:47
15 鈴木　煉 東京都 四小 0:05:47
16 島崎　凛太郎 東京都 二小 0:05:48
17 澤入　飛鷹 東京都 五小 0:05:48
18 伊藤　光 東京都 若草小 0:05:49
19 石井　倫弥 東京都 友田小 0:05:50
20 吉岡　颯汰 東京都 霞台小 0:05:52
21 岩澤　誉 東京都 三小 0:05:54
22 布田　遼汰 東京都 三小 0:05:54
23 金森　陽 東京都 五小 0:05:55
24 中村　空 東京都 友田小 0:05:55
25 木川　雄斗 東京都 若草小 0:05:55
26 梅林　蓮斗 東京都 友田小 0:05:59
27 鈴木　斗和 東京都 三小 0:06:02
28 松本　丈 東京都 二小 0:06:04
29 中田　優冴 東京都 一小 0:06:10
30 原島　蒼 東京都 今井小 0:06:10
31 根岸　伶苑 東京都 吹上小 0:06:13
32 横山　勇大 東京都 河辺小 0:06:14
33 伊藤　楓 東京都 四小 0:06:14
34 高橋　歩希 東京都 新町小 0:06:16
35 佐橋　拓真 東京都 新町小 0:06:16
36 長島　瑞樹 東京都 若草小 0:06:17
37 塙　直希 東京都 吹上小 0:06:17
38 守屋　隼樹 東京都 霞台小 0:06:18
39 樋口　結大 東京都 藤橋小 0:06:19
40 本多　祥太 東京都 二小 0:06:24
41 館　旭 東京都 吹上小 0:06:26
42 滝田　翔 東京都 吹上小 0:06:26
43 清水　楓 東京都 四小 0:06:35
44 伊藤　來夢 東京都 今井小 0:06:36
45 木村　優大 東京都 五小 0:06:37
46 村野　愛和 東京都 五小 0:06:39
47 清水　成琉 東京都 一小 0:06:39
48 浅見　蓮輝 東京都 若草小 0:06:40
49 吉池　将之 東京都 二小 0:06:41
50 長島　和輝 東京都 若草小 0:06:45
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51 赤坂　和春 東京都 七小 0:06:46
52 上橋　一斗 東京都 若草小 0:06:48
53 中山　仁 東京都 三小 0:06:55
54 間野田　修冶 東京都 五小 0:06:55
55 田鎖　愛翔 東京都 五小 0:06:55
56 寺沢　知也 東京都 若草小 0:06:57
57 志村　凜 東京都 五小 0:06:57
58 折内　忠維斗 東京都 七小 0:07:08
59 小林　陽向 東京都 若草小 0:07:31
60 笠井　翔太 東京都 若草小 0:07:49
61 柳本　彗達 東京都 五小 0:07:50
62 平野　優大 東京都 河辺小 0:08:59
63 尾崎　心哉 東京都 若草小 0:11:11

堀　宏駕 東京都 霞台小
川口　祐 東京都 新町小
藤谷　侃太 東京都 二小
成田　凌 東京都 四小
堀　悠人 東京都 若草小
Privratsky Mason Kai 神奈川県 横田ストライダ
McClintic Ethan 神奈川県 横田ストライダ
新村　悠真 東京都 友田小


