
1区 2区 3区 4区

1 36
YNUS･A
                      16:40

町田　大聖 浜　魁人 鹿島　泰造 久木元　亮太

2 1
横浜AC･A
                      16:54

安藤　優希 小出　大 山田　夏大 山本　彩斗

3 17
和泉小学校･A
                      17:07

中村　駿佑 武原　慎之介 中村　涼介 岩本　洸

4 40
本郷ｸﾗﾌﾞ･A
                      17:48

大内　隆太 藤井　隼 梅田　康斗 角田　洋憲

5 18
和泉小学校･B
                      17:50

石川　喜隆 白井　俊輔 田村　駿光 今村　太河

6 2
横浜AC･B
                      18:03

三輪　泰生 青葉　健一郎 原田　唯吹 小倉　夕輝

7 38
中田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ･A
                      18:05

梅澤　玖隆 四俣　洋輝 今野　秀祐 梅木　謙多

8 10
浦島小学校･A
                      18:21

鶴田　一輝 小宮　大輔 高橋　稜人 長内　海渡

9 24
左近山ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾀｰ･A
                      18:25

木継　渓心 石田　琢弥 岩田　遥司 高橋　篤司

10 14
港南台第二小学校･A
                      18:25

山本　大貴 鈴木　克崇 高場　寛人 藤澤　伊吹

11 39
中田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ･B
                      18:32

荒川　大地 上地　永遠 福田　竜大 中川　颯太

12 41
本郷ｸﾗﾌﾞ･B
                      18:34

前島　優吾 田村　希望 大谷　拓輝 大貫　孝太郎

13 37
YNUS･B
                      18:40

藤田　陸志 玉本　光 鈴木　悠友 吉田　就

14 4
境木小学校
                      18:57

溝口　駿 中島　健斗 鈴木　健太郎 平岡　祐人

15 8
横浜ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ
                      18:58

楢崎　正悟 鈴木　颯 星野　康宇 草川　倖太朗

16 32
根岸小学校･A
                      19:09

ﾌｧﾅ太朗ｱﾌﾞﾊﾞｶｰﾙ 星野　陽彦 佐藤　大介 長谷川　友樹

17 3
東山田小学校
                      19:11

池田　涼人 三宅　涼太 澤田　悠 森本　義輝

18 11
浦島小学校･B
                      19:14

小松　海琉 市川　慶汰 原藤　陸 大後　柾人

19 22
太尾小学校特別陸上ｸﾗﾌﾞ
                      19:16

池田　空智 上野　陸 森田　悠暉 家接　光輝

20 34
権太坂小学校･A
                      19:17

渡辺　蒼太 高田　峻 竹内　誠 佐々木　伸一郎

21 33
根岸小学校･B
                      19:24

福嶋　玲希 鳥越　凌 安藤　弘耀 奥山　弘輝

22 9
榎が丘小学校②
                      19:31

永沼　大吾 田口　航也 石山　凜太郎 平山　創大

23 26
寺尾小学校特別陸上ｸﾗﾌﾞ･A
                      19:38

丹下　翔稀 小胎　元暉 横須賀　陽希 鈴木　慎之介

24 6
西寺尾第二小学校①
                      19:43

渡部　希 三園　廣人 北村　玲 藤波　俊一

25 21
太尾連合
                      19:48

青木　銀志朗 上田　翔太 近藤　慶音 小越　皆理

26 28
馬場陸上ｸﾗﾌﾞ･A
                      19:50

永盛　湧悟 的井　悠生 藤谷　颯 角﨑　荘磨

27 20
NSTY
                      19:51

村田　夏樹 近藤　有馬 福田　大晟 近藤　匠馬

28 25
左近山ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾀｰ･B
                      20:00

澤畑　翼 水間　清人 佐藤　惇樹 須永　結斗

29 23
ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞｰｲｽﾞ
                      20:02

矢倉　りゅう樹 木内　麻稀 今村　将健 大和　希

30 15
港南台第二小学校･B
                      20:11

森内　拓人 浅野　修寿 灰野　雄人 川上　博生

31 13
神奈川小学校･B
                      20:43

櫻井　丈 佐藤　桂太 工藤　玲司 青木　武斗

32 30
藤が丘小学校陸上ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ
                      20:46

山下　快翔 鏡原　俊 本多　優一 波木　遼太
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33 29
馬場陸上ｸﾗﾌﾞ･B
                      20:49

三宅　輝 洞内　良太 得平　航志 寺井　駿世

34 12
神奈川小学校･A
                      20:51

綴木　友哉 加藤　皓大 花森　咲斗 武内　海斗

35 43
中川西小学校③
                      21:03

田口　瑞樹 酒川　尚博 中村　和樹 河本　慧太郎

36 7
榎が丘小学校①
                      21:17

伊地知　遼 木下　翔太 岡田　顕成 平井　稜真

37 35
権太坂小学校･B
                      21:23

古屋　拓海 藤本　一樹 清水　亮佑 大森　侃太郎

38 5
ﾌﾚﾝｽﾞ①
                      21:36

藤田　拓真 望月　成真 綿貫　龍巳 玉城　徳馬

39 27
寺尾小学校特別陸上ｸﾗﾌﾞ･B
                      21:39

堀尾　亮雅 水野　礼雄 大井　明樹 三浦　拓也

40 44
ｽｶｲﾎｰｸ②
                      21:43

稲村　寿翔 明　修一郎 岡山　嵐 伊海　颯

41 19
西寺尾第二小学校③
                      21:43

小野　空斗 本宮　怜 山本　拓磨 深谷　心

42 16
ｽｶｲﾎｰｸ①
                      21:51

田中　友哉 新久保　佑磨 甲斐　康介 高田　聡

43 42
ﾌﾚﾝｽﾞ②
                      22:15

清水　優希 倉川　野心 遅澤　唯人 石嶺　真翔


