
1区 2区 3区 4区

1 10
横浜ｼﾞｭﾆｱ
                      16:04

黒巣　凌我 大橋　陸 草川　倖太郎 佐々木　朋洋

2 40
YNUS･A
                      16:07

町田　大聖 久木元　亮太 浜　魁人 藤田　陸志

3 20
和泉小学校･A
                      16:08

中村　駿佑 岩本　洸 中村　涼介 武原　慎之介

4 1
横浜AC･A
                      16:17

稲光　希竜 岸本 琉生弥 田上　慶 山本　彩斗

5 33
中田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ･A
                      16:23

今野　秀祐 小日向　弘樹 四俣　洋輝 梅澤　玖隆

6 8
浦島小学校･A
                      16:35

鶴田　一輝 長内　海渡 高橋　稜人 大後　柾人

7 11
本郷ｸﾗﾌﾞ･A
                      16:55

梅田　康斗 大内　隆太 山下　健太 大貫　孝太郎

8 16
中和田ｸﾞﾘｰﾝｳｪｰﾌﾞ･A
                      17:04

大原　雅 上能　一真 松浦　友樹 奥田　祥太

9 34
中田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ･B
                      17:07

関口　敢士 伊藤　昂斗 梅木　謙多 上地　永遠

10 29
馬場陸上ｸﾗﾌﾞ
                      17:09

福丸　仁 藤谷　颯 鵜崎　大介 三宅　輝

11 2
横浜AC･B
                      17:15

宮台　大樹 三輪　泰生 松野　哲人 佐桐　州

12 12
本郷ｸﾗﾌﾞ･B
                      17:28

角田　洋憲 田村　希望 成瀬　怜 廣瀬　幸輝

13 27
高田小学校･A
                      17:32

木村　拓巳 野村　虎ノ介 濱田　雄貴 藤中　海人

14 15
左近山小学校･A
                      17:32

古屋　龍希 田中　勇雅 日下　爽 木継　渓心

15 4
かなﾗﾝｷｯｽﾞ･A
                      17:32

綴木　友哉 金子　亮太 加藤　皓大 武内　海斗

16 24
神大寺小学校特別陸上ｸﾗﾌﾞ･A
                      17:41

金井　大空 樋口　大陸 明山　功汰 畑　湧大

17 41
YNUS･B
                      17:53

吉田　就 望月　三綺 相澤　祐太 鈴木　悠友

18 45
西寺尾第二小学校
                      17:54

阿部　新夢 坂井　周 長島　風汰 藤田　時輝

19 9
浦島小学校･B
                      17:57

後藤　琉騎 市川　慶汰 小宮　大輔 森田　樹

20 19
下野谷小学校
                      18:02

有田　達輝 米澤　春哉 諸多　渉 斉藤　祐駒

21 38
高田東小学校･A
                      18:02

宮川　晃太朗 細田　将海 芹田　皓之 池庄司　誠己

22 25
神大寺小学校特別陸上ｸﾗﾌﾞ･B
                      18:08

藤井　司 日比野　仁平 岸野　将敏 川端　凌央

23 5
かなﾗﾝｷｯｽﾞ･B
                      18:17

花森　咲斗 山口　泰生 髙橋　祐希 塩澤　歩武

24 35
中田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ･C
                      18:20

坂元　勝海 中田　尊 齋藤　丈裕 安池　翼

25 32
権太坂小学校･C
                      18:23

佐々木伸一郎 松岡　樹 近藤　聡 大岩　遼功

26 21
和泉小学校･B
                      18:32

中居　武人 岩井　隆造 一守　悠汰 鈴木　隆幹

27 37
藤が丘小学校
                      18:50

武田　直浩 鏡原　俊 山田　紘希 井上　和紀

28 17
中和田ｸﾞﾘｰﾝｳｪｰﾌﾞ･B
                      18:51

尾島　瑛介 奥本　航一郎 安西　晃 太田　尚希

29 13
本郷ｸﾗﾌﾞ･C
                      18:52

工藤　凌太 寺田　祥伍 村井　承太郎 原田　乃碧

30 28
高田小学校･B
                      18:57

野村　力翔 遠矢　蒼樹 柿澤　匡諒 根本　修二郎
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31 14
瀬ヶ崎小学校
                      19:28

夏木　一磨 菅　義希 栗山　凌輔 阿部　奏太

32 23
ﾁｰﾑHAYABUSA
                      19:30

楳原　嘉惟 竹中　悠貴 高橋　克海 齋藤　貴生

33 42
寺尾小学校
                      19:34

鈴木　慎之介 亀石　翔 大井　明樹 小胎　暉

34 31
権太坂小学校･B
                      19:38

清水　亮佑 藤﨑　拓人 上田　羽翼 高田　峻

35 6
かなﾗﾝｷｯｽﾞ･C
                      19:42

櫻井　丈 飛田　光陽 堤下　航悟 近藤　大和

36 44
星川小学校･B
                      19:42

吉田　晴喜 河村　拓海 花室　太陽 竹内　太一

37 43
星川小学校･A
                      19:46

日山　太陽 新井　理巧 花房　悠悟 井上　大夢

38 39
高田東小学校･B
                      19:46

源波　旭飛 若林　祥万 吉川　拓海 岸田　健吾

39 22
和泉小学校･C
                      19:52

山下　凌平 横井　陸 長林　明希 柄沢　綾士

40 36
中田小学校
                      19:58

徳江　隼 井上　真啓 飯村　信輝 中川　颯太

41 18
中和田ｸﾞﾘｰﾝｳｪｰﾌﾞ･C
                      20:06

川島　良汰 北島　真人 権田　達也 小田　裕太郎

42 7
かなﾗﾝｸﾗﾌﾞ
                      20:20

青木　武斗 田原　凱 加山　元 工藤　玲司

43 30
権太坂小学校･A
                      20:36

古屋　拓海 藤原　将 藤本　一樹 鈴木　大

44 3
TEAM AOB4
                      20:54

矢倉　琉樹 山﨑　浩作 野津　凱 中田　泰貴

45 26
神大寺小学校特別陸上ｸﾗﾌﾞ･C
                      22:19

大倉　侑季 久保　朋也 佐藤　佑 杉山　優理

46
#N/A

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

47
#N/A

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

48
#N/A

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

49
#N/A

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

50
#N/A

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


