
小学生男子 ５年 ３ｋｍ 
1 68  田 代  一  (瀬谷第二小学校)11:16 大会新 

2 71  荒井  康太  (瀬谷第二小学校)11:50 

3 56  山田  哲大  (横浜ＳＳファイターズ)12:07 

4 24  佐々木 智滉  (上瀬谷タイガース)12:25 

5 80  矢 崎  碧  (瀬谷さくら小学校)12:28 

6 48  林  拓 真  (レッドホープス)12:34 

7 94  宮澤  敦紀  (大門小学校)12:36 

8 58  松本  薫明  (横浜ＳＳファイターズ)12:37 

9 101  御堂  智哉  (大 門 Ｆ Ｃ)12:38 

10 37  川口  勇人  (瀬谷ファイターズ)12:44 

11 104  舩越  陽斗  (大 門 Ｆ Ｃ)12:45 

12 57  瀨下  勇樹  (横浜ＳＳファイターズ)12:46 

13 69  曽我  大和  (南瀬谷小学校)12:51 

14 8  山宮  爽馬  (瀬谷サンダーキッズ)12:51 

15 42  飯島 悠之介  (オール三ツ境)13:03 

16 79  石田  充毅  (瀬谷さくら小学校)13:04 

17 84  前 田  陸  (瀬谷さくら小学校)13:09 

18 67  立川  雄大  (南瀬谷小学校)13:10 

19 10  小泉  律貴  (瀬谷サンダーキッズ)13:10 

20 106  鶴岡  良空  (瀬谷第二小学校)13:11 

21 70  江夏  大和  (南瀬谷小学校)13:16 

22 46  井上  心智  (スモールベアーズ)13:18 

23 52  羽田  海斗  (レッドホープス)13:21 

24 13  二 瓶  篤  (瀬谷サンダーキッズ)13:21 

25 9  駒村  陽貴  (瀬谷サンダーキッズ)13:24 

26 82  髙𣘺  紘斗  (瀬谷さくら小学校)13:30 

27 35  砂越  楓太  (瀬谷ファイターズ)13:31 

28 36  渡邊  航大  (瀬谷ファイターズ)13:32 

29 99  佐藤  大馳  (大 門 Ｆ Ｃ)13:35 

30 98  川野  百永  (大 門 Ｆ Ｃ)13:36 

31 77  佐藤  富俐  (下瀬谷フレンズ)13:38 

32 85  村 上  響  (瀬谷さくら小学校)13:43 

33 16  齋藤  航佑  (瀬谷リトル)13:43 

34 14  小川  龍也  (瀬谷リトル)13:44 

35 11  小 泉  駿  (瀬谷サンダーキッズ)13:45 

36 18  保木  朝光  (瀬谷リトル)13:45 

37 38  盛山  賴人  (リトルジャイアンツ)13:48 

38 39  武田  白陽  (リトルジャイアンツ)13:52 

39 21  大前  瑛志  (本郷ムサシ)13:54 

40 15  木 原  健  (瀬谷リトル)13:54 

41 86  地曵  俊悠  (瀬谷第二小学校)13:56 

42 17  平本  亜門  (瀬谷リトル)13:58 

43 53  正田 侑太郎  (瀬谷ライダーズ)14:00 

44 73  松井  陽海  (原 小 学 校)14:02 

45 95  假屋  智哉  (大 門 Ｆ Ｃ)14:02 

46 74  松井  琉海  (原 小 学 校)14:02 

47 12  黒澤  悠吾  (瀬谷サンダーキッズ)14:04 

48 72  堀田  琳太  (瀬谷第二小学校)14:10 

49 43  松本  龍弥  (オール三ツ境)14:10 
 

 50 66  渡邊  智彦  (日本大学藤沢小学校)14:11 

51 92  村松  慮音  (ＹＢＣ瀬谷ジュニア)14:12 

52 87  原田  瑛太  (上瀬谷小学校)14:13 

53 103  黒目  真翔  (大 門 Ｆ Ｃ)14:14 

54 19  松山 幸志郎  (本郷ムサシ)14:27 

55 102  佐藤  心星  (大 門 Ｆ Ｃ)14:28 

56 100  重本  泰輝  (大 門 Ｆ Ｃ)14:28 

57 59  上條  日向  (横浜ＳＳファイターズ)14:32 

58 51  内野  優佑  (レッドホープス)14:33 

59 44  坂本  武琉  (スモールベアーズ)14:37 

60 32  宮原  彰斗  (阿久和ファイターズ)14:40 

61 28  知花  龍弥  (阿久和ファイターズ)14:44 

62 64  鴇田  海瑠  (原ドジャース)14:47 

63 34  島袋  優生  (瀬谷ファイターズ)14:48 

64 105  渡邉  翔介  (瀬谷第二小学校)14:49 

65 81  川久保 旭輝  (瀬谷さくら小学校)14:51 

66 55  中 澤  禮  (瀬谷ライダーズ)14:54 

67 54  大沢  琉偉  (瀬谷ライダーズ)14:54 

68 33  德永  壮亮  (阿久和ファイターズ)14:56 

69 96  山口  蒼凉  (大 門 Ｆ Ｃ)15:03 

70 62  小川  知泰  (三ツ境小学校)15:06 

71 91  野澤 健太郎  (ＹＢＣ瀬谷ジュニア)15:06 

72 61  野中  琉成  (横浜ＳＳファイターズ)15:07 

73 41  石井 直太郎  (オール三ツ境)15:07 

74 29  平本 大志朗  (阿久和ファイターズ)15:09 

75 76  山口  聖矢  (下瀬谷フレンズ)15:10 

76 78  篠崎  凪冴  (下瀬谷フレンズ)15:27 

77 65  藤 森  輝  (原ドジャース)15:29 

78 93  水 野  慧  (ＹＢＣ瀬谷ジュニア)15:32 

79 45  山 崎  陸  (スモールベアーズ)15:44 

80 49  堂園  玲士  (レッドホープス)15:57 

81 31  関 川  葵  (阿久和ファイターズ)16:02 

82 20  田代  貴信  (本郷ムサシ)16:04 

83 27  紙谷  泰千  (阿久和ファイターズ)16:07 

84 26  飯塚  公太  (上瀬谷タイガース)16:23 

85 88  古長谷 竜士  (ＹＢＣ瀬谷ジュニア)16:28 

86 30  名蔵  俊希  (阿久和ファイターズ)16:40 

87 75  三浦  悠椰  (瀬谷小学校)16:50 

88 47  髙橋  一輝  (スモールベアーズ)16:51 

89 83  松屋  孝迪  (瀬谷さくら小学校)16:52 

90 60  山﨑  康平  (横浜ＳＳファイターズ)16:53 

91 40  髙 橋  響  (リトルジャイアンツ)17:13 

92 97  中田  真純  (大 門 Ｆ Ｃ)17:36 

93 25  庄司  匡希  (上瀬谷タイガース)17:44 

94 22  前田  壱颯  (上瀬谷タイガース)17:46 

95 23  須田  遥己  (上瀬谷タイガース)19:24 

96 63  小 林  楓  (原ドジャース)19:57 

97 89  我妻  楓吾  (ＹＢＣ瀬谷ジュニア)20:57 

98 90  我妻  蕾吾  (ＹＢＣ瀬谷ジュニア)20:57 
 

 
 


