
1.2km 小学6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  9006 ｴﾊﾞ ｶｲﾄ 江場　海翔 東京都 足立区 東京ドリーム 00:04'10"     -

    2  9001 ｷﾉｼﾀ ﾁﾋﾛ 木ノ下　千尋 東京都 足立区 東京ドリーム 00:04'23"     -

    3  9014 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 清水　祐希 埼玉県 三郷市 高州小学校 00:04'23"     -

    4  9023 ﾆｼｵｶ ﾌｳﾏ 西岡　楓真 東京都 あきる野市 夢∞幻 00:04'29"     -

    5  9103 ｸﾎﾞ ﾊﾕﾏ 久保　駿真 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:04'32"     -

    6  9043 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 吉田　拓真 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:04'33"     -

    7  9002 ｱｵｷ ｾｲﾔ 青木　誠也 東京都 足立区 東京ドリーム 00:04'33"     -

    8  9005 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄ 高橋　一翔 千葉県 松戸市 ホークアイ 00:04'36"     -

    9  9019 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾝ 田中　煌心 埼玉県 三郷市 00:04'37"     -

   10  9052 ﾀﾅｶ ｾｲﾜ 田中　聖和 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:04'38"     -

   11  9046 ﾊｾ ｱｵｼ 長谷　蒼士 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:04'43"     -

   12  9025 ｺﾝﾉ ﾕｳｷ 今野　悠生 東京都 足立区 東京ドリーム 00:04'43"     -

   13  9026 ｲｼﾊﾗ ﾏｺﾄ 石原　誠 埼玉県 越谷市 大相模小学校 00:04'46"     -

   14  9041 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｺﾞ 渋谷　悠吾 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:04'47"     -

   15  9009 ﾖｷﾞ ﾄｼﾔ 與儀　敏也 千葉県 松戸市 00:04'48"     -

   16  9088 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 遠藤　翔太 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸小学校 00:04'48"     -

   17  9065 ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾀ 奥田　悠太 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:04'49"     -

   18  9018 ﾅｶﾔﾏ ｶｲﾄ 中山　快斗 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:04'50"     -

   19  9074 ｵｵﾂｶ ｲｯﾍﾟｲ 大塚　逸平 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:04'51"     -

   20  9027 ﾖｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ 吉村　隼 埼玉県 三郷市 鷹野小学校 00:04'53"     -

   21  9096 ﾀｹﾓﾘ ﾊﾞﾝｷ 竹森　万耀 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:04'54"     -

   22  9008 ﾊﾔｶﾜ ﾀｶｵ 早川　崇雄 東京都 江東区 ＦＣ北砂 00:04'54"     -

   23  9104 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ 髙橋　宰 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:04'56"     -

   24  9016 ｽｽﾞｷ ｾﾞﾝﾉｼﾝ 鈴木　善乃真 埼玉県 三郷市 00:04'56"     -

   25  9017 ﾀﾅｶ ﾚｲﾔ 田中　玲也 埼玉県 三郷市 ヒコナリモンスターズ 00:04'57"     -

   26  9086 ﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 前田　瑞稀 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:04'57"     -

   27  9030 ｵｶﾀﾞ ｿﾗ 岡田　空 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'03"     -

   28  9063 ｶﾄｳ ｺｳｷ 加藤　煌己 埼玉県 三郷市 八木郷小学校 00:05'04"     -

   29  9007 ﾋﾛｷ ﾕｳｷ 廣木　優稀 埼玉県 三郷市 三郷ダックス 00:05'05"     -

   30  9055 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 町田　優斗 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'12"     -

   31  9049 ｵｶﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 岡田　宙大 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'12"     -

   32  9031 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙ 本多　春瑠 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'13"     -

   33  9029 ｻｶｲ ｼｭﾝﾅ 酒井　隼水 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'14"     -

   34  9057 ﾔﾅｲ ｶｲﾄ 栁井　海人 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'17"     -

   35  9066 ｱｵﾔｷﾞ ｹﾞﾝｼ 青栁　源志 埼玉県 三郷市 八木郷小学校 00:05'18"     -

   36  9069 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 佐藤　祥真 埼玉県 三郷市 八木郷小学校 00:05'18"     -

   37  9081 ﾐｶﾐ ｶｽﾞﾄｼ 三上　和寿 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'18"     -

   38  9048 ﾓﾘﾉ ﾌｳﾀ 森野　楓太 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'21"     -

   39  9010 ﾅｶﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ 永島　楓 埼玉県 三郷市 三郷市立桜小学校 00:05'21"     -

   40  9039 ﾊﾔｼ ｺｳｷ 林　皇樹 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'23"     -

   41  9064 ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ 行田　裕希 埼玉県 三郷市 八木郷小学校 00:05'24"     -

   42  9012 ｵﾘｶｻ ｱｷﾄ 折笠　輝人 埼玉県 三郷市 瑞木小学校 00:05'24"     -

   43  9037 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 高橋　大輔 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'30"     -

   44  9038 ﾖｼｶﾜ ｹｲｼﾞﾛｳ 吉川　圭次朗 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'31"     -

   45  9050 ﾆｼ ﾀﾞｲﾁ 西　泰地 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'33"     -

   46  9077 ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾙﾐ 寺田　陽海 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'35"     -

   47  9090 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 柴崎　晴人 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'38"     -

   48  9084 ｸﾆﾏﾂ ｴｲﾄ 國松　瑛斗 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'40"     -

   49  9047 ﾃﾗﾑﾗ ﾗｲﾄ 寺村　雷刀 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'40"     -

   50  9100 ｲｾ ﾊﾘｿﾝ 伊勢　ハリソン 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'44"     -
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   51  9054 ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾄ 川上　遥斗 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'44"     -

   52  9080 ｸﾛｻｷ ｺｳｼ 黒﨑　煌獅 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'45"     -

   53  9032 ﾎﾘ ﾊﾙｷ 堀　遥貴 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'46"     -

   54  9068 ﾀｹｲﾘ ﾕｳｷ 武入　有紀 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'46"     -

   55  9015 ｵｵﾂｶ ﾚﾝ 大塚　蓮 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'48"     -

   56  9004 ﾔｼﾞﾏ ｼｮｳ 矢嶋　翔 埼玉県 三郷市 00:05'49"     -

   57  9087 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ 木村　真和 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'50"     -

   58  9040 ｵｵﾉ ｿｳｽｹ 大野　聡介 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'51"     -

   59  9034 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾄ 山本　礼人 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸小学校 00:05'51"     -

   60  9075 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 佐藤　優斗 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'54"     -

   61  9091 ｸｽﾓﾄ ﾕﾗ 楠本　侑良 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'55"     -

   62  9070 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 小林　光希 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'56"     -

   63  9102 ｻﾜﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 澤田　虎汰郎 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'58"     -

   64  9097 ｲﾅﾊﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 稲葉　欣布 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'58"     -

   65  9011 ﾖｼｶﾜ ｹｲｺﾞ 吉川　慶悟 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'01"     -

   66  9060 ｺｸﾞﾚ ｶｽﾞｷ 木暮　一稀 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'08"     -

   67  9033 ｿﾒﾔ ｺｳ 染谷　輝羽 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'09"     -

   68  9099 ｶﾐﾔ ﾕｳﾀ 神谷　悠太 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'10"     -

   69  9056 ｷｿ ﾊﾙﾏ 木曽　悠真 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:06'10"     -

   70  9085 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 小川　裕也 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'28"     -

   71  9101 ﾄｸﾏ ﾐｽﾞｷ 徳間　瑞己 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'40"     -

   72  9045 ｱｵﾑﾗ ｺｳ 青村　昊 埼玉県 三郷市 八木郷小学校 00:06'41"     -

   73  9024 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾞﾝｼｭﾝ 望月　元舜 埼玉県 三郷市 丹後小学校 00:06'42"     -

   74  9095 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 佐藤　大輝 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'43"     -

   75  9013 ｵｷﾓﾄ ﾊﾙｷ 沖本　晴紀 千葉県 流山市 00:06'47"     -

   76  9082 ﾋﾗｲ ﾊﾙﾄ 平井　大翔 埼玉県 三郷市 吹上小学校 00:06'53"     -

   77  9092 ﾌｸｵｶ ｼｭﾝ 福岡　駿 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:07'13"     -

   78  9098 ｵｵﾆｼ ﾉｿﾞﾑ 大西　望夢 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:07'23"     -

   79  9083 ﾊﾞﾙｱﾕｳﾄ バルア　裕篤 埼玉県 三郷市 鷹野小学校 00:07'26"     -


