
1.2km 小学5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  9334 ﾃﾞﾔ ﾋｻﾄﾓ 出家　恒知 東京都 足立区 00:04'24"     -

    2  9303 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 柳本　直輝 埼玉県 春日部市 00:04'25"     -

    3  9356 ｲﾁﾑﾗ ｿｳﾀ 市村　颯太 千葉県 流山市 おおたかの森小学校 00:04'26"     -

    4  9319 ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ 新井　陽翔 埼玉県 ふじみ野市 ファイト川越 00:04'26"     -

    5  9329 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗｲｷ 渡邊　来希 千葉県 流山市 流山市立小山小学校 00:04'34"     -

    6  9336 ｲｼﾊﾗ ﾊﾙﾄ 石原　悠翔 埼玉県 越谷市 大相模小学校 00:04'41"     -

    7  9315 ｵｶﾀﾞ ﾐｻｷ 岡田　岬樹 東京都 足立区 東京ドリーム 00:04'42"     -

    8  9402 ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛ 矢口　熙 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:04'43"     -

    9  9413 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴｲﾀ 髙畠　栄太 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:04'50"     -

   10  9417 ｻｻｷ ｲｯﾍﾟｲ 佐々木　一平 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:04'51"     -

   11  9419 ｲｼｶﾞﾐ ｿｳﾀ 石神　蒼太 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:04'52"     -

   12  9323 ｶｻﾞﾄ ﾙｲ 風戸　琉維 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:04'54"     -

   13  9326 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｼｭﾝ 中村　栄俊 埼玉県 さいたま市 与野八幡小学校 00:04'54"     -

   14  9360 ｾｷｸﾞﾁ ﾓﾓﾔ 関口　百哉 埼玉県 三郷市 吹上小学校 00:04'55"     -

   15  9314 ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾔ 茂木　寛弥 埼玉県 越谷市 00:05'00"     -

   16  9371 ﾄﾊﾞﾘ ﾊﾔﾄ 戸張　颯人 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校 00:05'00"     -

   17  9307 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 安藤　光希 埼玉県 吉川市 三郷ダックス 00:05'02"     -

   18  9333 ｵｵﾌﾞﾁ ｶｲﾄ 大渕　快人 群馬県 みどり市 00:05'02"     -

   19  9373 ｼﾉﾐﾔ ｱｷﾄ 篠宮　明斗 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'04"     -

   20  9390 ｲﾜﾀ ﾕｳｶﾞ 岩田　悠我 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'05"     -

   21  9372 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾅﾀ 松村　日向 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'08"     -

   22  9348 ｼﾉﾀﾞ ﾘｸ 篠田　利貢 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'09"     -

   23  9385 ｿﾒﾔ ｼﾞｭﾝｾｲ 染谷　隼生 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'09"     -

   24  9337 ｽｷﾞﾔﾏ ｷｮｳﾀﾛｳ 杉山　恭太郎 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'10"     -

   25  9308 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ 松村　和稀 埼玉県 三郷市 三郷ダックス 00:05'10"     -

   26  9341 ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳｾｲ 小林　煌正 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'11"     -

   27  9345 ﾉｸﾞﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 野口　哲平 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'11"     -

   28  9350 ｵｳ ﾕｽﾞｷ 王　柚希 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校 00:05'11"     -

   29  9370 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｷ 野口　悠稀 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'12"     -

   30  9359 ﾄｸｴ ﾕｳ 德江　優 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'12"     -

   31  9316 ｶﾈｺ ﾊﾙｶ 金子　遥 埼玉県 三郷市 桜小学校 00:05'13"     -

   32  9328 ﾎｼ ﾅｵｷ 星　直輝 埼玉県 八潮市 開智望小学校 00:05'16"     -

   33  9361 ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 谷口　龍之介 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'18"     -

   34  9392 ﾖｼﾉ ｼｮｳﾍｲ 吉野　奨平 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'19"     -

   35  9398 ｻｸﾏ ｹﾝﾀ 佐久間　健太 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'23"     -

   36  9306 ﾊｼﾓﾄ ﾙｷｱ 橋本　琉輝愛 埼玉県 三郷市 吹上小学校 00:05'23"     -

   37  9369 ﾎﾝﾏ ｺｳﾍｲ 本間　航平 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'30"     -

   38  9358 ｻｼｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 佐生　凛太郞 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'30"     -

   39  9349 ｵｸﾞﾗ ﾊﾙｶ 小倉　遙河 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'33"     -

   40  9412 ｼﾌﾞﾔ ｹｲﾀ 渋谷　啓太 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'33"     -

   41  9344 ｵｵｻﾜ ﾑﾂｷ 大澤　陸月 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:05'33"     -

   42  9346 ﾔﾏｳﾁ ﾀｲｶﾞ 山内　虎河 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'34"     -

   43  9367 ﾏｷﾉ ﾕｳｷ 牧野　勇気 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'34"     -

   44  9375 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ 西村　光生 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'36"     -

   45  9387 ｸﾎﾞﾀ ﾖｳ 窪田　陽 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'36"     -

   46  9301 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 山口　眞幸 埼玉県 三郷市 00:05'37"     -

   47  9365 ﾊﾄﾘ ﾊﾙﾄ 羽鳥　晴翔 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'41"     -

   48  9332 ｽｶﾞﾔ ｺｳｾｲ 菅谷　光盛 東京都 足立区 東京ドリーム 00:05'43"     -

   49  9335 ﾔﾏﾑﾗ ｺｳｽｹ 山村　昊祐 埼玉県 春日部市 00:05'44"     -

   50  9338 ｾｷﾀ ｹｲｽｹ 関田　啓輔 埼玉県 三郷市 前間クラブ 00:05'44"     -



1.2km 小学5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  9405 ｵｶﾑﾗ ﾀｸ 岡村　拓 埼玉県 三郷市 前間小学校 00:05'45"     -

   52  9327 ﾊｾｸﾗ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 支倉　常太郎 東京都 足立区 東京ドリーム 00:05'46"     -

   53  9407 ﾕｳ ｷﾘｲ 優　きりい 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'47"     -

   54  9395 ｻﾄｳ ｴｲﾀ 佐藤　瑛太 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'49"     -

   55  9386 ﾊﾔｻｶ ﾄﾓｷ 早坂　友希 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'50"     -

   56  9302 ﾔﾂﾂﾞｶ ｺｳｷ 八束　航輝 埼玉県 三郷市 丹後小学校 00:05'52"     -

   57  9401 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 秋山　将嗣郎 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'52"     -

   58  9312 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ 後藤　健太 東京都 東久留米市 東久留米市立第五小 00:05'54"     -

   59  9415 ｻｻﾔ ﾋﾛﾄ 笹谷　嘉斗 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'54"     -

   60  9340 ﾉｸﾞﾁ ﾑｻｼ 野口　武冴志 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:05'55"     -

   61  9388 ｱﾏｺｴ ﾌｼﾞｵ 天越　富士雄 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校 00:05'57"     -

   62  9320 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 渡邊　皓太 埼玉県 三郷市 丹後小学校 00:05'57"     -

   63  9325 ﾊﾔｼ ﾀｸﾑ 林　拓夢 埼玉県 吉川市 中曽根小学校 00:05'58"     -

   64  9383 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 中村　公 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:06'00"     -

   65  9368 ｲﾏｲ ﾘｭｳｶﾞ 今井　琉雅 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'00"     -

   66  9322 ｻｶｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 酒井　颯一朗 埼玉県 三郷市 幸房小学校 00:06'00"     -

   67  9363 ﾑﾗｶﾐ ﾙｱ 村上　瑠阿 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'01"     -

   68  9305 ｻﾜﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 沢田　京佑 東京都 葛飾区 ＳＷ 00:06'03"     -

   69  9357 ﾐﾑﾗ ｲﾂｷ 三村　一喜 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'04"     -

   70  9403 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 阿部　絢太郎 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'07"     -

   71  9331 ﾐﾑﾗ ｹｲﾄ 三村　恵人 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'08"     -

   72  9409 ﾉﾏ ｶﾝｽｹ 野間　勘介 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:06'08"     -

   73  9379 ｼﾉﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 篠田　幸志朗 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'14"     -

   74  9324 ﾓﾘﾀ ﾚｵﾝ 森田　零音 埼玉県 三郷市 00:06'14"     -

   75  9362 ｻﾄｳ ｷﾞﾝｼﾞ 佐藤　銀士 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'15"     -

   76  9378 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｷ 髙橋　泰樹 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'17"     -

   77  9394 ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 橋口　聖斗 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'22"     -

   78  9382 ｺｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 小口　翔太 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校 00:06'23"     -

   79  9304 ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 馬場　翔瑚 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'24"     -

   80  9366 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ 鈴木　憲臣 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'24"     -

   81  9376 ｻｸﾗﾀﾞ ｱｷﾋﾃﾞ 櫻田　瑛秀 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:06'25"     -

   82  9377 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 鈴木　智祐 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'25"     -

   83  9404 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾏ 渡邊　斗真 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校 00:06'28"     -

   84  9355 ｲｼﾂﾞｶ ﾚﾝ 石塚　漣 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:06'31"     -

   85  9317 ｸｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 櫛田　巧成 埼玉県 三郷市 00:06'31"     -

   86  9399 ｼﾛﾀ ﾕｳ 城田　裕 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:06'36"     -

   87  9352 ﾖｼｵｶｼｮｳﾀ 吉岡　翔大 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'36"     -

   88  9408 ｱｸﾂ ﾄﾗﾉｼﾝ 阿久津　彪之心 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'38"     -

   89  9330 ﾅｶﾞﾖｼ ﾐﾅﾄ 永吉　湊 埼玉県 吉川市 00:06'39"     -

   90  9396 ﾒｸﾞﾛ ﾊﾙﾏ 目黒　晴麻 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'39"     -

   91  9380 ｻﾄｳ ﾄﾜ 佐藤　飛和 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'40"     -

   92  9389 ｻﾄ ｼｮｳﾀ 里　翔太 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'46"     -

   93  9411 ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾕｷ 村田　智之 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'46"     -

   94  9364 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾏ 村田　千眞 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'46"     -

   95  9414 ｺﾆｼ ｹﾝｺﾞ 小西　健吾 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'48"     -

   96  9347 ｼﾏﾈ ﾙｷﾔ 島根　瑠輝矢 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'58"     -

   97  9400 ﾌｼﾞｸﾗ ﾃｯｼﾝ 藤倉　鉄心 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:07'08"     -

   98  9397 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲ 中島　快 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:07'18"     -

   99  9393 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 鈴木　結也 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:07'21"     -

  100  9310 ｻｸﾗｲ ｶｲ 櫻井　櫂 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:07'25"     -
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  101  9374 ﾑﾗｾ ﾊﾙｷ 村瀬　晴生 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:07'41"     -

  102  9416 ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 町田　大希 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:08'10"     -

  103  9391 ｶﾈｺ ｶｽﾞｷ 金子　和樹 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:08'23"     -


