
1区 2区 3区 4区

1 1
横浜AC･A
                      16:57

山田　夏大 西村　拓也 小倉　夕輝 青葉 健一郎

2 38
高田小学校･A
                      17:27

内田　杜和 福島　郁 杉田　幸翼 福田　涼馬

3 24
中和田ｸﾞﾘｰﾝｳｪｰﾌﾞ･A
                      17:33

鳥塚　健太 萩原　志音 飯島　幸輝 鈴木　馨仁

4 47
Team AZUMA･A
                      17:39

松本　丈和 福井　健太 柏﨑　裕希 下田　純也

5 16
本郷ｸﾗﾌﾞ･A
                      17:41

中川　完 中田　遥大 傳野　祐生 白石　悠太

6 39
高田小学校･B
                      17:53

梅澤　勇斗 曽根　大幹 安田　莞爾 白井　拓郎

7 31
M&Kﾗﾝﾅｰｽﾞ
                      17:56

郷田　主税 豊澤　僚大 中村　瞬冴 堀江　裕介

8 15
横浜ｼﾞｭﾆｱ
                      18:00

益山　仁志 星野　康宇 楢崎　正悟 佐藤　柊映

9 41
港南台第二小学校･A
                      18:06

山本　大貴 川上　博生 梅村　拓人 鈴木　克崇

10 28
和泉小学校･A
                      18:11

遠藤　優輝 相澤　樹和 樋上　翼 栗原　希匡

11 17
本郷ｸﾗﾌﾞ･B
                      18:24

齋藤　洸碧 渡邉　龍之介 山吉　優翔 佐藤　滉太

12 2
横浜AC･B
                      18:26

佐藤　蓮 原田　唯吹 竹井　航太 松浦 健三郎

13 11
浦島小学校･A
                      18:46

小松　海琉 飯田　優輝 山邊　昂白 近藤　壮太

14 33
神大寺小学校特別陸上ｸﾗﾌﾞ･A
                      18:47

小沼　桜輔 向川　唯斗 山内　涼平 小坂部　高暢

15 44
中田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ･A
                      18:52

甲　隆之介 丸岡　和瑠摩 武内　歩夢 篠崎　葵

16 34
神大寺小学校特別陸上ｸﾗﾌﾞ･B
                      19:02

河島　耀 建石　和城 大野　皓史 千村　梢維

17 14
ﾗﾝﾍﾞﾝﾄ
                      19:06

川地　侑己 丹野　宏星 大澤　亮太 横澤　柊

18 7
西寺尾第二小学校･A
                      19:09

渡部　希 深谷　心 北村　玲 藤波　俊一

19 42
港南台第二小学校･B
                      19:17

森内　拓人 浅野　修寿 江村　雅斗 内山　亮佑

20 25
中和田ｸﾞﾘｰﾝｳｪｰﾌﾞ･B
                      19:19

酒井　亮太 長谷川　美晴 久保　陽翔 磯野　恵大

21 43
権太坂小学校
                      19:19

池田　尚輝 新井　青空 田丸　智慧 松崎　颯

22 49
藤が丘小学校
                      19:23

園田　隼大 仲宗根　陸斗 鹿内　勝太 波木　遼太

23 40
高田小学校･C
                      19:28

菊池　空丞 森本　慶一 坂本　悠生 杉原　海星

24 52
YNUS
                      19:33

戸田　一総 桜井　航希 長沼　智哉 大河原　一輝

25 18
本郷ｸﾗﾌﾞ･C
                      19:33

惠谷　倭 東方田　佑斗 伯耆　優介 惠谷　天

26 46
中田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ･C
                      19:45

本田　眞也 澤田　優斗 金城　健龍 井阪　亮

27 53
寺尾小学校
                      19:53

　金井　涼 三井　陽太郎 磯井　英毅 平田　駿

28 36
高田西RC･A
                      19:58

高橋　和史 玉村　大知 細川　直樹 湯川　大輝

29 4
Jr.ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ
                      20:00

大橋　泰河 庄司　桃太朗 牧野　陽樹 田辺　和樹

30 12
浦島小学校･B
                      20:01

久郷　祐輝 瀬戸　蒼真 八幡木　貫 澤田　翔

オーダー
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31 32
太尾小TFC
                      20:03

伊藤　颯汰郎 渡辺　悠一郎 新津　拓人 藤井　将大

32 8
西寺尾第二小学校･B
                      20:06

綿貫　龍巳 望月　成真 新居　岬 岡山　嵐

33 13
浦島小学校･C
                      20:07

三浦　太陽 斎藤　柊 須田　亮太 森　奏多

34 51
能見台小学校
                      20:10

重髙　良彦 赤池　紘平 渡邊　一弘 中田　和邦

35 29
和泉小学校･B
                      20:10

門脇　暢人 金原　由征 柏木　流空 通山　恭汰

36 26
中和田ｸﾞﾘｰﾝｳｪｰﾌﾞ･C
                      20:11

田島　圭 藤本　健太郎 廣木　駿 丸川　紘平

37 23
左近山小学校･B
                      20:24

森尻　優乙 岩永　侑也 清水　ナイキ 中村　陸

38 50
高田東小学校
                      20:27

　宮川　一颯 中根　毅一郎 山本　直人 瀧本　悠登

39 5
かなﾗﾝｷｯｽﾞ･A
                      20:35

高橋　侑聖 渡辺　大地 細谷　駿汰 鈴木　柊太郎

40 9
横浜杉田ｸﾗﾌﾞ
                      20:37

徳山 丈一郎 斎藤 潔熙 菅野 柊 高山 克之

41 37
高田西RC･B
                      21:01

大西　慎之助 青木　尊 坂本　諒 吉田　雄紀

42 10
戸塚小学校
                      21:01

山﨑　晴哉 塩谷　祐允 小幡　完知 杉本　央

43 27
中和田小学校
                      21:03

菊池　一翔 宮下　凱 江藤　岳 及川　諒也

44 48
Team AZUMA･B
                      21:05

星芝　蔵人 三浦　和也 松本　拓 戸田　晃太郎

45 54
星川小学校･A
                      21:23

清水　光貴 長洲　楽 石井　誠 北川　聖人

46 5
かなﾗﾝｷｯｽﾞ･A
                      21:25

高橋　侑聖 渡辺　大地 細谷　駿汰 鈴木　柊太郎

47 35
神大寺小学校特別陸上ｸﾗﾌﾞ･C
                      21:27

穂積　幸平 西野　竜生 藤澤　舜 松田　耀介

48 45
中田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ･B
                      21:27

大山　樹志 小山　和輝 桃井　克嘉 松岡　秀

49 30
和泉小学校･C
                      22:01

黒﨑　泰淳 菅野　陽大 藤井　尚人 三浦　和也

50 19
川島小学校･A
                      22:39

占部　晃成 吉井　晴星 大下　郁実 伊藤　倭

51 6
かなﾗﾝｷｯｽﾞ･B
                      22:55

石井　聖也 吉田　颯大 吉岡　優希 柿原　太一

52 20
川島小学校･B
                      23:17

児玉　晃己 長谷　遥生 三浦　桂吾 森川　直翔

53 21
川島小学校･C
                      23:23

杉山　光 吉川　大 三浦　佑斗 石塚　健太郎

54
#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

55
#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A


