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順位 No

氏 名 子供氏名 市町村名 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 1532 依田 大 依田 純大 小田原市 0:05:01

2 1572 木藤 敦 木藤 青葉 愛川町 田代小学校 0:05:39

3 1505 鏑 紀英 鏑 乃々果 横浜市 梅林小学校 0:06:00

4 1553 德永 高志 德永 稀優 厚木市 依知南小 0:06:07

5 1566 佐藤 光義 佐藤 咲希 伊勢原市 0:06:10

6 1562 高橋 秀和 高橋 秀弥 伊勢原市 竹園小学校 0:06:24

7 1542 古賀 清文 古賀 祐稀 厚木市 北小学校 0:06:25

8 1581 井上 宏昭 井上 恭伍 清川村 緑小学校 0:06:25

9 1509 富田 耕一郎 富田 勝次 横浜市 新治小学校 0:06:31

10 1561 奥田 知之 奥田 健介 伊勢原市 竹園小学校 0:06:34

11 1504 太田 幹人 太田 智稀 東京都 東大和八小 0:06:37

12 1552 武田 尚久 武田 いろは 厚木市 飯山小 0:06:42

13 1524 遠藤 翼 遠藤 碧音 相模原市 宮上小学校 0:06:44

14 1511 武富 正洋 武富 蒼大 相模原市 作の口小学校 0:06:48

15 1526 日野 稚英子 日野 煌太 相模原市 ランニングマン 0:06:51

16 1549 髙橋 直樹 髙橋 紗色 厚木市 戸田小学校 0:06:52

17 1554 広川 哲 広川 楓 厚木市 荻野小学校 0:06:54

18 1575 澤田 将智 澤田 蒼輔 愛川町 中津小学校 0:06:57

19 1529 石井 陽一郎 石井 達貴 小田原市 国府津小学校 0:06:59

20 1531 依田 智美 依田 彩咲 小田原市 0:07:04

21 1579 袖山 里彩 袖山 里緒 愛川町 レッドデビルス 0:07:04

22 1536 重松 俊亮 重松 蓮 厚木市 南毛利小学校 0:07:09

23 1557 都元 信宏 都元 煌志 厚木市 0:07:13

24 1539 安田 淳 安田 怜奈 厚木市 厚木小学校 0:07:15

25 1502 渡辺 高行 渡辺 敦史 東京都 ロナウあつし 0:07:17

26 1584 城田 宏一 城田 光基 清川村 緑小学校 0:07:18

27 1547 亀井 健太 亀井 さくら 厚木市 清水小学校 0:07:22

28 1518 植木 孝 植木 彩乃 相模原市 橋本小学校 0:07:23

29 1522 横田 満紀 横田 美花 相模原市 広田小学校 0:07:26

30 1546 亀井 優佳 亀井 健新 厚木市 清水小学校 0:07:26

31 1523 堀岡 正尚 堀岡 晴菜 相模原市 富士見小学校 0:07:27

32 1541 山口 佳孝 山口 大誠 厚木市 厚木第二小学校 0:07:31

33 1570 小倉 ゆかり 小倉 陽菜 愛川町 田代小学校 0:07:32

34 1567 寺 和彦 寺 純平 海老名市 0:07:37

35 1571 嘉生 美恵子 嘉生 莉依那 愛川町 田代小学校 0:07:37

36 1563 田中 裕一 田中 美波 伊勢原市 緑台小学校 0:07:38

37 1513 村松 孝則 村松 十穏子 相模原市 作の口小学校 0:07:39

38 1564 中野 功一 中野 芽衣 伊勢原市 緑台小学校 0:07:40

39 1550 加賀 美和子 加賀 光邦 厚木市 戸室小 0:07:41

40 1519 植木 厚子 植木 悠太 相模原市 橋本小学校 0:07:44

41 1510 荒木 陽介 荒木 恵麻 相模原市 作の口小学校 0:07:44

42 1506 鏑 美樹 鏑 莉々果 横浜市 梅林小学校 0:07:51

43 1545 渡邊 忠晴 渡邊 吹月 厚木市 三田小学校 0:07:54

44 1530 山内 康弘 山内 兼水 小田原市 前羽小学校 0:07:57

45 1538 大嶋 道明 大嶋 琴音 厚木市 厚木小学校 0:07:58

46 1569 江川 江莉花 江川 真翼 愛川町 田代小学校 0:07:58

47 1540 三武 まゆみ 三武 柚里 厚木市 厚木第二小 0:07:59

48 1551 豊浦 杏菜 豊浦 由菜 厚木市 戸室小学校 0:08:01

49 1528 松田 昌樹 松田 香凜 相模原市 0:08:06

50 1578 袖山 里枝 袖山 恵里 愛川町 レッドデビルス 0:08:09
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51 1565 木部 達朗 木部 日南子 伊勢原市 0:08:11

52 1589 小島 級男 小島 逞人 清川村 宮ヶ瀬小学校 0:08:12

53 1517 山岸 勉 山岸 悠羽 相模原市 中野小学校 0:08:14

54 1573 木藤 若葉 木藤 星空 愛川町 田代小学校 0:08:15

55 1588 大嶋 裕子 大嶋 彩乃 清川村 宮ヶ瀬小学校 0:08:17

56 1512 武富 真美 武富 優翔 相模原市 作の口小学校 0:08:19

57 1580 石橋 宏之 石橋 佳 清川村 緑小学校 0:08:26

58 1514 谷仲 加代子 谷仲 翔 相模原市 作の口小学校 0:08:28

59 1574 飛澤 直幸 飛澤 翔 愛川町 田代小学校 0:08:32

60 1548 岡本 康子 岡本 柚香 厚木市 戸田小学校 0:08:39

61 1556 鈴木 淳 鈴木 稜大 厚木市 妻田小学校 0:08:39

62 1560 山崎 博司 山崎 紗智 大和市 0:08:40

63 1534 植木 和泉 植木 和奏 厚木市 南毛利小学校 0:08:43

64 1558 目黒 裕一 目黒 央真 大和市 北大和小学校 0:08:48

65 1587 山口 恵美 山口 華穂 清川村 緑小学校 0:08:53

66 1583 大山 寛樹 大山 萌代子 清川村 緑小学校 0:08:54

67 1590 齋藤 克二 齋藤 瑞季 清川村 宮ヶ瀬小学校 0:09:04

68 1516 佐藤 佳美 佐藤 侑 相模原市 中野小学校 0:09:08

69 1537 志智 彩子 志智 優咲 厚木市 南毛利小学校 0:09:16

70 1503 松永 知己 松永 優羽 東京都 世田谷小学校 0:09:26

71 1586 福光 則芳 平田 訓彦 清川村 緑小学校 0:09:31

72 1520 河田 順子 河田 修平 相模原市 大沢小学校 0:09:45

73 1515 織田澤 成洋 織田澤 はな 相模原市 中野小学校 0:10:10

74 1582 大矢 治広 大矢 愛莉 清川村 緑小学校 0:10:42

75 1501 中島 弘朋 中島 花朋 東京都 みなみ野君田小 0:11:35


