
小学生男子 ６年 ３ｋｍ 
1 218  山口  翔大  (瀬谷さくら小学校)11:23 

2 211  桒村  凰翔  (瀬谷さくら小学校)11:29 

3 117  鈴 木  颯  (瀬谷第二小学校)11:34 

4 171  工藤  健太  (レッドホープス)11:37 

5 170  大鷲 龍之介  (レッドホープス)11:47 

6 200  菅原  大雅  (原 小 学 校)11:57 

7 221  森  健 翔  (瀬谷さくら小学校)11:59 

8 203  片岡  睦翔  (大門小学校)12:13 

9 132  折笠  正弥  (瀬谷リトル)12:14 

10 133  小林  弘之  (瀬谷リトル)12:17 

11 141  奥出  悠人  (本郷ムサシ)12:18 

12 115  大隈  晴道  (瀬谷第二小学校)12:20 

13 172  林  辰 輝  (レッドホープス)12:20 

14 179  小泉  慧士  (レッドホープス)12:21 

15 116  大隈  裕道  (瀬谷第二小学校)12:26 

16 198  谷 村  祥  (原 小 学 校)12:27 

17 148  土田  裕翼  (瀬谷ファイターズ)12:27 

18 189  中村  純大  (瀬谷ライダーズ)12:31 

19 151  天野  友貴  (リトルジャイアンツ)12:35 

20 219  小久保 翔太  (瀬谷さくら小学校)12:51 

21 160  大土  璃久  (オール三ツ境)13:05 

22 162  比奈地 善成  (オール三ツ境)13:08 

23 222  浅野  快成  (瀬谷さくら小学校)13:09 

24 190  児玉  大地  (横浜ＳＳファイターズ)13:12 

25 152  末吉  煌弥  (リトルジャイアンツ)13:13 

26 155  甲斐  亮希  (リトルジャイアンツ)13:15 

27 223  市来  周磨  (瀬谷さくら小学校)13:16 

28 168  中村  優仁  (レッドホープス)13:17 

29 143  佐々木 璃久  (上瀬谷タイガース)13:21 

30 188  辻村  大樹  (瀬谷ライダーズ)13:23 

31 186  長谷川 達也  (瀬谷ライダーズ)13:24 

32 208  野 口  亮  (瀬 谷 Ｖ Ｃ)13:25 

33 202  江波戸 翔冴  (瀬谷第二小学校)13:26 

34 149  橘田  優河  (リトルジャイアンツ)13:29 

35 207  後藤  結人  (瀬 谷 Ｖ Ｃ)13:30 

36 209  野 口  舜  (瀬 谷 Ｖ Ｃ)13:31 

37 164  鈴木  晃志  (スモールベアーズ)13:33 

38 176  戸上  恵太  (レッドホープス)13:34 

39 161  阿部  恒太  (オール三ツ境)13:35 

40 177  山下  将翔  (レッドホープス)13:38 

41 158  金子  隼希  (リトルジャイアンツ)13:42 

42 191  根﨑  龍翔  (横浜ＳＳファイターズ)13:43 

43 199  江崎  康介  (上瀬谷小学校)13:53 

44 139  宇都本 遼太  (本郷ムサシ)13:55 

45 185  中谷  寛晃  (瀬谷ライダーズ)13:58 

46 210  大澤  一輝  (瀬 谷 Ｖ Ｃ)14:04 

47 156  西村  和真  (リトルジャイアンツ)14:04 
 

 48 193  鈴木  哲慈  (横浜ＳＳファイターズ)14:09 

49 142  小田  寛仁  (上瀬谷タイガース)14:15 

50 212  池 田  優  (瀬谷さくら小学校)14:19 

51 178  大谷  琉太  (レッドホープス)14:20 

52 216  安 中  睦  (瀬谷さくら小学校)14:21 

53 217  新倉  大翔  (瀬谷さくら小学校)14:22 

54 192  三浦  龍大  (横浜ＳＳファイターズ)14:24 

55 215  清水  陽太  (瀬谷さくら小学校)14:26 

56 147  外園  凱都  (瀬谷ファイターズ)14:26 

57 181  神谷  直汰  (瀬谷ライダーズ)14:29 

58 157  𠮷武  翔眞  (リトルジャイアンツ)14:34 

59 150  服部  樹輝  (リトルジャイアンツ)14:42 

60 173  上野 健汰郎  (レッドホープス)14:46 

61 159  井上  侑弥  (オール三ツ境)14:46 

62 118  高木  陽斗  (瀬谷第二小学校)14:47 

63 182  藤原  睦久  (瀬谷ライダーズ)14:48 

64 183  高木  悠真  (瀬谷ライダーズ)14:49 

65 138  吉村  颯泰  (本郷ムサシ)14:54 

66 134  中谷  壮陽  (瀬谷リトル)15:02 

67 166  菅野  結斗  (レッドホープス)15:08 

68 180  伊藤  璃空  (レッドホープス)15:11 

69 167  和久  欣嗣  (レッドホープス)15:16 

70 146  新田  継吾  (阿久和ファイターズ)15:23 

71 187  梶本  大翔  (瀬谷ライダーズ)15:24 

72 144  塩島  奏太  (上瀬谷タイガース)15:25 

73 169  小林  晃翔  (レッドホープス)15:27 

74 213  入 澤  悠  (瀬谷さくら小学校)15:28 

75 136  小山内 遼太  (本郷ムサシ)15:32 

76 163  鶴 飼  天  (スモールベアーズ)15:38 

77 135  山﨑  瑛太  (本郷ムサシ)15:39 

78 204  松本  裕太  (大門小学校)15:46 

79 165  中村 秀太郎  (スモールベアーズ)15:48 

80 206  安部  結翔  (下瀬谷フレンズ)15:48 

81 130  中 矢  陸  (瀬谷サンダーキッズ)15:48 

82 214  久保田 駿斗  (瀬谷さくら小学校)15:50 

83 196  稲原 虎之介  (原ドジャース)15:50 

84 140  吉田  晃大  (本郷ムサシ)16:02 

85 145  関口  翔太  (阿久和ファイターズ)16:07 

86 154  高橋  柊人  (リトルジャイアンツ)16:21 

87 194  上條  大雅  (横浜ＳＳファイターズ)16:42 

88 197  鈴木  爽晟  (原ドジャース)16:43 

89 195  市丸  叶逢  (原ドジャース)16:45 

90 224  鈴木  昊汰  (ＹＢＣ瀬谷ジュニア)17:37 

91 131  青木  勝俐  (瀬谷リトル)18:17 

92 137  玉置  航聖  (本郷ムサシ)18:18 

93 205  京須  大空  (下瀬谷フレンズ)20:34 

94 184  矢地  亜漣  (瀬谷ライダーズ)24:08 
 

 
 


