
1.2km 小学4年生男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  9605 ｶﾈｺ ﾊﾔﾄ 金児　隼人 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:04'37"     -

    2  9618 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾅﾀ 米田　陽 埼玉県 吉川市 吉川市立美南小学校 00:04'44"     -

    3  9602 ﾓﾘ ﾀｲｾｲ 森　泰世 埼玉県 三郷市 彦郷小学校 00:04'46"     -

    4  9649 ｲｼｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 石崎　遥士 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:04'52"     -

    5  9619 ﾅｸﾞﾗ ﾁﾋﾛ 名倉　千裕 埼玉県 吉川市 00:04'52"     -

    6  9693 ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ 佐藤　真斗 埼玉県 三郷市 八木郷小学校 00:05'02"     -

    7  9633 ｱﾏｸﾗ ｺｳﾀ 天倉　煌太 埼玉県 八潮市 八潮市立柳之宮小学校 00:05'02"     -

    8  9601 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾄ 松岡　修斗 埼玉県 飯能市 ソックスター 00:05'06"     -

    9  9614 ｿｴﾀﾞ ﾀｲﾗ 副田　大楽 埼玉県 所沢市 00:05'07"     -

   10  9653 ﾁﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 知野　賢太郎 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'08"     -

   11  9659 ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ 井上　瑛叶 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'09"     -

   12  9684 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ 高橋　悠生 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'12"     -

   13  9634 ﾏﾂｼﾀ ｹﾝｼﾝ 松下　謙心 千葉県 流山市 南流山 00:05'13"     -

   14  9626 ｺﾊｸ ﾊﾙﾄ 小白　晴斗 埼玉県 久喜市 久喜市立青毛小学校 00:05'16"     -

   15  9695 ｱｻﾋ ｺｳ 朝日　晄 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'18"     -

   16  9639 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 松田　陵平 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'19"     -

   17  9686 ｲｹﾑﾗ ﾘｭｳｺﾞ 池村　琉吾 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸小学校 00:05'19"     -

   18  9611 ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 工藤　勇人 埼玉県 三郷市 彦郷小学校 00:05'20"     -

   19  9669 ﾄﾀﾞ ｶﾝﾀ 戸田　勘太 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'22"     -

   20  9643 ﾄﾁﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 栃山　維吹 埼玉県 三郷市 三郷市立瑞木小学校 00:05'22"     -

   21  9621 ﾊﾔｼ ﾘﾑ 林　りむ 埼玉県 吉川市 中曽根小学校 00:05'23"     -

   22  9632 ﾓﾘﾌｸ ﾀﾞｲﾁ 森福　大智 埼玉県 草加市 草加氷川小 00:05'25"     -

   23  9644 ｽｽﾞｷ ｲﾁｻ 鈴木　一左 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'26"     -

   24  9630 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 宇田川　寛太 埼玉県 毛呂山町 毛呂山町立川角小学校 00:05'27"     -

   25  9624 ﾊｯﾄﾘ ｱﾕﾄ 服部　歩叶 東京都 足立区 東京ドリーム 00:05'30"     -

   26  9640 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾀﾛｳ 渡辺　朔太郎 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'31"     -

   27  9692 ﾂﾁﾀﾞ ｺｳﾀ 土田　皓太 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:05'32"     -

   28  9662 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 川端　琉之祐 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'32"     -

   29  9648 ﾔﾀﾆ ﾏｻﾀｶ 矢谷　将翔 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'33"     -

   30  9674 ｺﾏﾂ ｲﾂｷ 小松　壱輝 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'33"     -

   31  9650 ｵｵｻﾜ ｶﾅﾄ 大澤　奏斗 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'34"     -

   32  9696 ｻﾄｳ ﾊﾙ 佐藤　悠 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'35"     -

   33  9608 ｵｵｻﾜ ﾂﾑｷﾞ 大沢　紬稀 埼玉県 吉川市 三郷ダックス 00:05'35"     -

   34  9678 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 袴田　卓充 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'35"     -

   35  9613 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 寺田　健真 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'36"     -

   36  9655 ﾀｹﾓﾄﾀﾂｷ 嵩本　龍騎 埼玉県 三郷市 鷹野小学校 00:05'36"     -

   37  9612 ｲﾄｳ ﾄﾗﾉｽｹ 伊藤　虎ノ介 千葉県 流山市 流山市立小山小学校 00:05'37"     -

   38  9642 ｽｽﾞｷ ｷﾗﾄ 鈴木　煌斗 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'39"     -

   39  9631 ｵｵﾓﾄ ﾁﾋﾛ 大本　千優 埼玉県 八潮市 大曽根小学校 00:05'40"     -

   40  9625 ｻﾉ ﾘｵ 佐野　理生 東京都 国分寺市 国分寺市立第四小学校 00:05'42"     -

   41  9627 ﾐｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 三枝　優祐 東京都 足立区 東京ドリーム 00:05'45"     -

   42  9607 ｵｳ ｲｲｹﾝ 王　奕軒 埼玉県 三郷市 三郷ダックス 00:05'45"     -

   43  9685 ｺﾐﾔ ｱｷﾋﾛ 小宮　昂大 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'46"     -

   44  9699 ﾜｼｵｼﾞﾝ 鷲尾　仁 埼玉県 三郷市 鷹野小学校 00:05'47"     -

   45  9616 ｶﾏﾀ ﾘｮｳ 鎌田　涼 埼玉県 三郷市 高州小学校 00:05'47"     -

   46  9683 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳ 中川　洋 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'48"     -

   47  9604 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾅﾘ 林　洋成 埼玉県 三郷市 早稲田小学校 00:05'48"     -

   48  9667 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｷ 宮内　優希 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'50"     -

   49  9679 ﾌｶﾞﾈ ﾙｷｱ 府金　瑠空 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'50"     -

   50  9651 ｴﾋﾞﾊﾗ ｿｳﾄ 海老原　颯人 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'50"     -



1.2km 小学4年生男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

   51  9609 ｲｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 石田　哲也 埼玉県 草加市 三郷ダックス 00:05'50"     -

   52  9620 ｵｵﾆｼ ﾊﾔﾄ 大西　颯貴 埼玉県 三郷市 三郷市立鷹野小学校 00:05'51"     -

   53  9652 ｽｽﾞｷ ｽｽﾑ 鈴木　奏夢 埼玉県 三郷市 三郷市立瑞木小学校 00:05'52"     -

   54  9665 ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 青木　悠人 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'53"     -

   55  9622 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 柴山　元 埼玉県 三郷市 00:05'53"     -

   56  9603 ｼﾞﾝﾎﾞ ｼｭﾝﾀ 神保　駿太 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'53"     -

   57  9629 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｼ 松崎　湧志 東京都 江東区 00:05'56"     -

   58  9638 ﾎｳｷﾀ ﾊﾙ 伯耆田　春 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'56"     -

   59  9700 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 佐藤　洸翔 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'56"     -

   60  9668 ﾋﾛｾ ｿｳﾏ 廣瀬　蒼真 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:06'03"     -

   61  9656 ｶﾘﾍﾞ ﾋﾛｷ 苅部　裕紀 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'03"     -

   62  9680 ﾅｶｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ 中﨑　隼弥 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:06'04"     -

   63  9666 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾀ 渡邊　奏多 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'06"     -

   64  9676 ｿﾒﾔ ﾘｸ 染谷　陸 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校 00:06'06"     -

   65  9670 ｱﾊﾒﾄﾞ ﾀｳｼﾌ アハメド　タウシフ 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校 00:06'09"     -

   66  9628 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ 河原田　健人 埼玉県 越谷市 00:06'09"     -

   67  9690 ﾓﾄﾔﾅｷﾞ ﾐﾅﾄ 本柳　湊翔 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:06'11"     -

   68  9654 ﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲﾄ 東　大翔 埼玉県 三郷市 三郷市立瑞木小学校 00:06'13"     -

   69  9677 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾄ 遠藤　栄翔 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'13"     -

   70  9682 ﾅﾗ ﾀｶﾄ 奈良　空和 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'17"     -

   71  9694 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 阿部　和真 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'18"     -

   72  9641 ｻﾀｹ ﾕｳｱ 佐竹　悠和 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'18"     -

   73  9657 ｵｵﾀｹ ﾘｲﾁ 大竹　嶺壱 埼玉県 三郷市 前間小学校 00:06'19"     -

   74  9687 ﾌｶﾀﾞ ﾅﾙ 深田　成琉 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:06'21"     -

   75  9636 ｶﾜｶﾐ ﾘﾝ 川上　凛 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'24"     -

   76  9698 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾛｳ 杉山　太郎 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'26"     -

   77  9675 ｻｲﾄｳ ｱｻﾋ 齋藤　朝陽 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:06'31"     -

   78  9671 ｼﾏ ﾘﾝﾀ 島　凛太 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:06'31"     -

   79  9635 ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 斎藤　原輝 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:06'33"     -

   80  9691 ﾀｶｲ ﾖｼﾊﾙ 髙井　義晴 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'36"     -

   81  9701 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 佐藤　椋太 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'36"     -

   82  9702 ﾄﾖﾀﾞ ｱｻﾋ 豊田　朝陽 埼玉県 三郷市 前間小学校 00:06'39"     -

   83  9664 ﾅｶﾑﾗ ｶｲｾｲ 中村　櫂成 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'41"     -

   84  9606 ﾊﾞﾊﾞ ｱｷﾄ 馬場　瑛大 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'51"     -

   85  9661 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 小林　主磨 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'51"     -

   86  9660 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 中村　奏太 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸小学校 00:06'54"     -

   87  9681 ｻﾄｳ ﾊﾙﾁｶ 佐藤　陽真 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'56"     -

   88  9697 ｱｵｷ ﾉﾘﾄ 青木　紀橙 埼玉県 三郷市 前間小学校 00:06'57"     -

   89  9615 ﾄﾐﾀ ｶｲﾄ 富田　佳惟人 埼玉県 三郷市 00:06'58"     -

   90  9645 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 中川　翔貴 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:07'02"     -

   91  9637 ｾｷﾓ ﾋﾅﾀ 関茂　暖太 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:07'02"     -

   92  9672 ﾆｼﾏｷ ﾊﾔﾄ 西牧　隼 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:07'04"     -

   93  9689 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾀｶ 高橋　洋貴 埼玉県 三郷市 三郷市立瑞木小学校 00:07'09"     -


