
2018年10月21日　9時50分スタート

女子小学3年駅伝
大会記録19分48秒　きしあみ（喜多代、石井、石井、若杉）第19回
タスキ　（赤）

総合成績リスト

順位 �ナン八・二 �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

1 �9 �21：13 �KAUET☆ �木立結芽乃（3） �安藤　向日葵（3） �内山　心暖（3） �海老澤望（3） 
キク一千ユメノ �アント◆ウヒマワリ �ウ仰コル � 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（1）　　5：03 �（1）　10：26 �（1）　16：08 �（1）　21：13 

（1）　　5：03 �（2）　　5：23 �（4）　　5：42 �（2）　　5：05 

2 �3 �21：58 �ゴーガールズ �横地穂香（3） �増囁仁美心（3） �小川　夏穂（3〉 �関野其衣（3） 
ヨコ千木ノカ �マスタ◆　ミコ �書がりカホ �セキ／マイ 

巣小 （3）　5：30 �栄小 （2）10二46 �兼小 （2）17：04 �兼小 （2）21：58 

（3）　　5：30 �（1）　　5：16 �（8）　　6：18 �（1）　　4：54 

3 �4 �22：45 �Sunny �小林慶（3） �高橋香穂（3） �鬼塚凛（3〉 � 
コハーヤシケイ �タカハシ抽 � �八七がワユア 

武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 

（4）　　5：31 �（3）　11：17 �（3）　17：23 �（3）　22：45 

（4）　　5：31 �（3）　　5：46 �（7）　　6：06 �（3）　　5：22 

4 �6 �22：50 �ルーキーズ � � � �3 衣 カトウイサ 　ム �長野谷千） ナカ’／ヤチハナ ．上▲ �田 シわナナミ 　ム �福泉愛 フクイス’ミユア 　ム 

小作臼小 （8）　5：55 �小作台小 （6）11：52 �小作口小 （4）17：26 �小作口小 （4）22：50 

（8）　　5：55 �（5）　　5：57 �（2）　　5：34 �（5）　　5：24 

5 �1 �22：51 �スターガールズ �中野翼咲（3） �三浦菜七子（3） �石橋由希薬（3） �茂木緋鞠（3） 
州ノブハ‘サ �ミウラナわ �イシハ◆シユキナ �モテキ◆　ヒマリ 

東小 （2）　5：04 �兼小 （4）11：25 �栄小 （6）17：28 �富士見小 

（5）　22：51 

（2）　　5：04 �（7）　　6：21 �（6）　　6：03 �（4）　　5：23 

6 �7 �23：29 �ラッキー �細谷慾衣（3） �石野美悠（3） �田中美月（3） �佐藤愛瑠（3） 
ホソヤユイ �イシ／ミュウ �けカミナキ �サトウ7ル 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（9）　　6：16 �（9）　12：39 �（7）　17：55 �（6）　23：29 

（9）　　6：16 �（8）　　6：23 �（1）　　5：16 �（6）　　5：34 

7 �2 �24：07 �TSUBAME �大和田　香帆（3） �鈴木彰菜（3） �松木華衣（3） �川口　楓（3） 
柑ワタ●　抽 �ススーキアヤナ �フナキカ工 �カワゲチカェデ 

栄小 �栄小 �栄小 �栄小 

（5）　　5：46 �（5）　11：34 �（8）　18：06 �（7）　24：07 

（5）　　5：46 �（4）　　5：48 �（9）　　6：32 �（7）　　6：01 

8 �8 �24：17 �スマイル �島田優芽（3） �福濃里菜（3） �上憂彩音（3） �高玉練花（3） 
シマケ‘ユメ 　ム �フケナヘ●リナ 　上ヽ �コウデマアヤネ ．▲ヽ �抽タマモ功 ．上■ 

小作□小 （7）　5：54 �小作台小 （7）11：52 �小作白小 （5）17：27 �小作□小 （8）24：17 

（7）　　5：54 �（6）　　5：58 �（3）　　5：35 �（9）　　6：50 

9 �5 �24：41 �レインボーズ � �佐原　はな（3） �森山結衣（3） �下田佑紗（3〉 
州ヤマココリ �サワラ八ナ �モリサマユイ �シータ‘ユサ 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（6）　　5：52 �（8）　12：28 �（9）　18：30 �（9）　24：41 

（6）　　5：52 �（9）　　6：36 �（5）　　6：02 �（8）　　6：11 

L‾‾ �‾‾‾‾‾‾‾‾‾コ 
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2018年10月21日　9時50分スタート

女子小学4年駅伝
大会記録19分24秒　チーターズ（反田、清藤、あら井、羽が、いしの）第15回
タスキ　（青）

総合成績リスト

．順位 �ナン八㌧ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

1 �14 �20：18 �TYRM酉 �萩野球己（4） �光安優月（4） �有川苅愛（4） �松原美月（4） 
オキ’ノクマキ � �アリかフリア � 

西小 （2）　5：05 �西中 （2）10：17 �西小 （5）16：02 �西小 （1）20：18 

（2）　　5：05 �（4）　　5：12 �（10）　　5：45 �（1）　　4：16 

1　2 �12 �20：27 �RHY �野口闇（4） �小山　怜紋（4） �今井　花乃（4） �穴吹誉葉（4） 
／ク◆チラン �コヤマレモン �イマイハナノ � 

東小 �東小 �東小 �兼小 

（3）　　5：14 �（3）　10：23 �（2）　15：24 �（2）　20：27 

（3）　　5：14 �（2）　　5：09 �（1）　　5：01 �（2）　　5：03 

3 �16 �20：36 �SRHYM �藤本唯花（4） �栗原禾空く4） �森田　はるな（4） �新井里奈（4） 
フシ●モトユイカ �クワハラミク �tリサハIナ �アライリナ 

栄小 �栄小 �崇小 �栄小 

（4）　　5：18 �（1）　10：15 �（1）　15：22 �（3）　20：36 

（4）　　5：18 �（1）　　4：57 �（3）　　5：07 �（4）　　5：14 

4 �20 �21：07 �ス一八〇一タ◆ッシュが－ルス◆ � �斎藤一葉（4） �木村巴美（4） �大谷舞（4） 
ヤナがウカナコ �サイトウイ舛 �キムラトモミ �オわ二マイ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（5）　　5：20 �（4）　10：31 �（3）　15：45 �（4）　21：07 

（5）　　5：20 �（3）　　5：11 �（4）　　5：14 �（5）　　5：22 

5 �21 �21：07 �くろ－ぱ－ �小田桐礼佳（4） �神崎安里（4） �松澤美咲（4） �伏木春菜（4） 
わ’キ◆リ　レイカ � � �フシキルナ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（1）　　4：59 �（5）　10：33 �（4）　15：58 �（5）　21：07 

（1）　　4：59 �（8）　　5：34 �（6）　　5：25 �（3）　　5：09 

6 �17 �21：52 �yotuba �繁田愛衣椛（4） �菊池美穂（4） �林田其々子（4） �小澤玲美（4） 
シケ●タメ佃 ．▲ヽ �キクチミユ ．▲ヽ �カキタナナコ �オサ◆ヮレミ 　ム 

小作日小 （7）　5：29 �小作口小 （9）11：18 �小作白小 （6）16：19 �小作臼小 （6）21：52 

（7）　　5：29 �（9）　　5：49 �（1）　　5：01 �（7）　　5：33 

7 �11 �22：15 �ハッピースター☆ �笠原実桜（4） �的場遺書（4） �高木麻弥（4） �井上萌唯（4） 
カサハラミオ �マトハ◆　ルカ �タ妨’マヤ �イノウエメイ 

東小 �東小 �兼小 �東小 

（11）　　5：44 �（8）　11：06 �（10）　16：53 �（7）　22：15 

（11）　　5：44 �（6）　　5：22 �（11）　　5：47 �（5）　　5：22 

8 �19 �22：17 �チーターズ �上手智咲（4） �植田　青葉（4） �小山結愛（4） �中野軍（4） 
コウツーマチサキ 　ム �ウエタ7か‘ 　ム �コヤマユ7 　ム �ナカ／ミト◆リ 　ム 

小作□小 （6）　5：25 �小作台小 （7）10：49 �小作コ小 （8）16：29 �小作口小 （8）22：17 

（6）　　5：25 �（7）　　5：24 �（8）　　5：40 �（9）　　5：48 

9 �15 �22：32 �NTHKにし �市原菜々美（4） �下道管瑛（4） �斉藤絆那（4） �小泉琴（4） 
イチハラナナミ � �サルウハンナ �コイス◆ミコト 

酉小 �西小 �西小 �酉小 

（8）　　5：31 �（6）　10：46 �（7）　16：25 �（9）　22：32 

（8）　　5：31 �（5）　　5：15 �（7）　　5：39 �（11）　　6：07 

10 �18 �22：43 �三代目タコさん �森彩筆（4〉 �志塚　日南（4） �山田　里奈（4） �丘野紀穂（4） 
モリアヤカ �シツ◆力け �ヤマタ‘リナ �ヤノキホ 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（10）　　5：41 �（11）　11：31 �（9）　16：46 �（10）　22：43 

（10）　　5：41 �（10）　　5：50 �（5）　　5：15 �（10）　　5：57 

11 �13 �22：46 �レツツゴー4人 �遠藤美唯（4） �小西奏受（4） �新田　帆七（4） �具沼其歩（4） 
エンドウミイ �コニシカナエ �ニッタハンナ �カイヌママホ 

東小 �東小 �東小 �東小 

（9）　　5：37 �（10）　11：27 �（11）　17：08 �（11）　22：46 

（9）　　5：37 �（10）　　5：50 �（9）　　5：41 �（8）　　5：38 
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2018年10月21日11時00分スタート

女子小学5年駅伝
タスキ　（ピンク）

総合成績リスト

順位 �ナン八〇一 �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．7km �1．7km �1．7km �1．7km 

1 �35 �29：34 �きしあみ �喜多代絢子（5） �石井花棄（5） �石井里奈（5〉 �若杉香木（5） 
与的●イアヤ】 �イシイカナ �イシイリナ �ワカスキ◆　コ］ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（1）　　7：48 �（1）　14：42 �（1）　21：53 �（1）　29：34 

（1）　　7：48 �（1）　　6：54 �（1）　　7：11 �（3）　　7二41 

2 �34 �32：46 �プーさん �河辺優柔（5） �四十物真帆（5） �木村彩良（5） �栗原実咲（5） 
カワヘ■　ユウナ �7イモ／両 �キムラサラ � 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（5）　　8：50 �（4）　17：23 �（3）　25：24 �（2）　32：46 

（5）　　8：50 �（2）　　8：33 �（2）　　8：01 �（1）　　7：22 

3 �32 �32：58 �FIG2 �寺島早良（5） �徳田舜衣瑠（5） �長橋香奈（5） �板垣万葉（5） 
トクタ◆　シ◆ユル �ナが八シルナ �イタがキマヨ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（2）　　7：52 �（2）　16：47 �（2）　25：23 �（3）　32：58 

（2）　　7：52 �（4）　　8：55 �（4）　　8：36 �（2）　　7：35 

4 �33 【 �34：55 �ブルースター �野口院芙理（5〉 �石川事々（5） �檜垣はるな（5） �伊藤結奈（5） 
／ケ◆チヒマリ �イシカワネネ �ヒがキルナ �イトウユナ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（3）　　8：11 �（5）　18二22 �（5）　26：48 �（4）　34：55 

（3）　　8：11 �（5）　10二11 �（3）　　8：26 �（4）　　8：07 

5 �31 �35：43 �よっぱいぬ �岩崎美花（5） �千葉梨瑚（5） �松岡秒羅（5） �伊藤香奈（5） 
イワサキミ77 �チハ◆リ】 �マツわサラ �ハウアンナ 

西小 �西小 �西小 �西小 

（4）　　8：35 �（3）　17：12 �（4）　26：40 �（5）　35：43 

（4）　　8：35 �（3）　　8：37 �（5）　　9：28 �（5）　　9：03 
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2018年10月21日11時00分スタート

女子小学6年駅伝
タスキ　（白）

総合成績リスト

順位 �ナン八㌧ �タイム �チーム �1区 �2区 �‾‾‾‾‾‾言直－‾‾‾‾‾‾ �‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾盲区‾‾‾‾「 
1．7km �1．7km �1．7km �1．7km 

1 �47 �29：09 �チーターズ3 �松尾香花（6） �村木荊棄（6） �野上実優（6） �渡辺美祐（6） 
マツオキョウカ �ムラキlけ �／がミミユ �ウ汁へ’ミユ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（4）　　7：26 �（1）　14：43 �（2）　22：01 �（1）　29ニ09 

（4）　　7：26 �（1）　　7：17 �（2）　　7：18 �（2）　　7：08 

2 �45 �29：26 �タイガーズ �中野美（6） �吉原菜々穂（6） �佐藤美潤（6） �小山桃黒く6） 
ナカ／アオイ ．∠．ヽ �ヨシハうナナ未 ．▲．■ �サトウミウ 　ム �コヤマモモカ 　ム 

小作口小 （3）7：26 �小作口か （3）15：05 �小作口小 （1）21：59 �小作口小 （2）29：26 

（3）　　7：26 �（3）　　7：39 �（1）　　6：54 �（4）　　7：27 

3 �46 �30：29 �つばさ �羽人影絢（6） �小池恵生（6） �三好昔流（8） �池田　唯（6） 
丁にユウサアヤ �コイケメイ �ミ］シ袖 �イケタ◆　ユイ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（1）　　7：15 �（4）　15：16 �（3）　22：56 �（3）　30：29 

（1）　　7：15 �（4）　　8：01 �（3）　　7：40 �（5）　　7：33 

4 �43 �31：07 �スリンキット �折原美々美（6） �類巣恵美（6） �浜中一花（6） �川口　美（6） 
んイスメタ●ミ �∧マナカカス’ハ �カワク◆チアオイ 

栄小 （2）　7：20 �栄小 （2）14：54 �栄小 （4）23：20 �栄小 （4）31：07 

（2）　　7：20 �（2）　　7：34 �（6）　　8：26 �（6）　　7：47 

5 �42 �31：24 �サンタクルーズ �宿谷美波（6） �鈴木瑠衣（6） �鶴岡花恋（6） �新井組（6） 
スス◆キ↓イ �彿相加／ン �アライけ 

栄か �栄小 �巣小 �栄小 

（6）　　7：50 �（5）　16：10 �（5）　24：04 �（5）　31：24 

（6）　　7：50 �（5）　　8：20 �（4）　　7：54 �（3）　　7：20 

6 �48 �32：32 �BDZ �原島はづき（6） �木下妃菜（6） �積層日給（6） �海老澤恵（6） 
ハラシマハツ’キ �キノシタキナ �ヨコタユイ �エビサワノウ◆ミ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（5）　　7：48 �（6）　16：14 �（6）　24：22 �（6）　32：32 

（5）　　7：48 �（6）　　8：26 �（5）　　8：08 �（7）　　8：10 

7 �41 �32：42 �WEST �大杉紗矢（6） �瑞慶山幸影（6） �清水優都（6） �熊倉花萌（6） 
柑スキ◆　サヤ �ス◆ケヤマサアヤ �シミス◆　ユウナ �クマクラ赫 

西か （7）　8：03 �西小 （8）17：22 �西小 （8）26：16 �酉小 （7）32：42 

（7）　　8：03 �（8）　　9：19 �（7）　　8：54 �（1）　　6：26 

8 �44 �34：01 �KAKS �海藻小雪（6） �田中秋羽（6） �吉川心羽（6） �高木皐月（6） 
カイトウコユキ ．▲ヽ �タナカアキハ 　ム �ヨシカワココハ 　ム �柏モトサ舛 　ム 

小作口小 （8）8：05 �小作口小 （7）16：49 �小作口小 （7）25：51 �小作口小 （8）34：01 

（8）　　8：05 �7）　　8：44 �（8）　　9：02 �（7）　　8：10 
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2018年10月21日　9時20分スタート

男子小学3年駅伝
大会記録18分03秒　70ラチナドラコ◆ン（谷、野田、大業、杉浦）第19回
タスキ　（緑）

総合成績リスト

喜順位 l �ナンハ●－ �タイム �チーム �1区‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ �‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾宮区‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ �3区 �4区 1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

11 l l �69 �19：32 �東ヒーローズ �内扁巨哩人（3） �柳川智成（3） �河本連（3） �兼寿也（3） 
ナイトウリヒト �ヤナがワトモナリ �カワモト　レン �亡がシカス‘ヤ 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（1）　　4：38 �（2）　10：10 �（1）　14：46 �（1）　19：32 

（1）　　4：38 �（7）　　5：32 �（1）　　4：36 �（2）　　4：46 

2 �70 �20：05 �FUJI3 �川上大貴（3） �平野悠呈（3） �柳翔真（3） �村木和都（3〉 
カワカミヒ叫 �ヒラノユウセイ �ヤナキ‘シ】ウマ �ムラキカス‘ト 

風土見小 （2）　4：58 �i士見小 （1）　9：49 �畠士見小 （2）15：01 �風土見小 （2）20：05 

（2）　　4：58 �（1）　　4：51 �（3）　　5：12 �（5）　　5：04 

3 �66 �20：54 �ジャパンエース �山根澄仁（3） �山田敬瑛（3） �田中　龍之介（3） �橋川　央太郎（3） 
ヤマネスミト �ヤ了タ◆　門エイ �タナカリ1ウ／スケ �キ，カワオウ帥ウ 

栄小 （6）　5：29 �栄小 （5）10：41 �栄小 （4）15：55 �兼小 （3）20：54 

（6）　　5：29 �（4）　　5：12 �（5）　　5：14 �（4）　　4：59 

4 �64 �20：54 �スピード5 �嶋津詠一（3） �峯岸郁光（3） �坂和亡（3） �措島王l恩（3） 
ルサワリ］ウイチ �ミネキ◆シイクミ �サカワシ◆ン � 

菜小 �栄小 �巣小 �兼小 

（3）　　5：12 �（7）　10：48 �（7）　16：14 �（4）　20：54 

（3）　　5：12 �（9）　　5：36 �（6）　　5：26 �（1）　　4：40 

5 �65 �21：00 �ファイターズ �山上椰（3） �橋本浅（3） �森田梓恩（3） �磯井和鼓（3） 
ヤマカ‘ミナキ◆ �八シモトとロ �tMシわ �イソイ加●ヤ 

栄小 （9）　5：34 �栄小 （4）10：26 �栄小 （5）16：05 �兼小 （5）21：00 

（10）　　5：34 �（2）　　4：52 �（10）　　5：39 �（3）　　4：55 

6 �62 �21：23 �3年2組はやぶさ �松眉目勝利（3） � �山田　絢斗（3） �鹿川徳匡（3〉 
トミタルト �ヤ7，●　アヤト �拍●ヮトクマサ 

東小 （5）　5：15 �東小 （3）10：16 �東小 （3）15：47 �東小 （6）21：23 

（5）　　5：15 �（3）　　5二01 �（7）　　5：31 �（8）　　5：36 

7 �61 �21：36 �サムライRED �吉澤薯人（3） �川島生唾（3） �菊池和兜（3） �相田　陳向（3） 
ヨシサーヮァオト �力ワシマイクム �キクチ加◆ト �サリ●　けタ 

東小 �東小 �兼小 �兼小 

（4）　　5：13 �（6）　10：47 �（8）　16：23 �（7）　21：36 

（4）　　5：13 �（8）　　5：34 �（9）　　5：36 �（6）　　5：13 

8 �67 �21：36 �デミグラス �高橋玲翔（3） �竹川祐翔（3） �山口　優空（3） �斎藤陽輝（3） 
タかlシレイト �タケカワヒロト �ヤマク●チッラ �サイトウ八んキ 

武蔵野小 （7）5：33 �武蔵野小 （8）10二55 �武蔵野小 （6）16：08 �武蔵野小 （8）21：36 

（7）　　5：33 �（5）　　5二22 �（4）　　5：13 �（7）　　5：28 

9 �63 �22：39 �スピードダッシュ �保坂琉良（3） �佐藤琉樹（3） �花原一皿（3） �武元晃詩（3） 
ホサカルイ �サトウルキ �ハナハラ加‘如 �サケモトテIシ 

西小 （10）　5：34 �西小 （9）10：57 �西小 （9）16：32 �西小 （9）22：39 

（9）　　5：34 �（6）　　5：23 �（8）　　5：35 �（9）　　6：07 

10 �68 �23：18 �はやぶさ �伊藤倭（3〉 �鈴木結人（3） �船木好誠（3） �松井康晴（3） 
イトウユウ �スス◆キユイト �フナキコウセイ �マワイヤスJル 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（8）　　5：33 �（10）　11：47 �（10）　16：48 �（10）　23：18 

（8）　　5：33 �（10）　　6：14 �（2）　　5：01 �（10）　　6：30 

一一一一　6－－－－



2018年10月21日　9時20分スタート

男子小学4年駅伝
大会記録18分06秒　タイガーズZ（松村、山本、伊藤、岡部）第19回
タスキ　（黄）

総合成績リスト

順位 �ナンハ◆－ �タイム �チーム �1区 �2区 ��3区 �4区 
1．15km �1．15km ��1．15km �1．15km 

1 �87 �18：27 �イレブンズ � � �� � 
オウミエ巾ケ �セキコウ帥ウ ��（ノウエリケ �！ウノルト 

武蔵野小 （3）　4：40 �武蔵野小 （4）　9：33 ��武蔵野小 （2）14：02 �武蔵野小 （1）18：27 

（3）　　4：40 �（5）　　4：53 ��（1）　　4：29 �（1）　　4：25 

2 �86 �18：57 �ガンバオールズ �川原空大（4） �内野翔梧（4） ��和田実頼（4） �木村健久真（4） 
カワハラコウタ �ウナノショウコ◆ ��79◆ミライ �キムラ舛マ 

武蔵野小 （1）4：36 �武蔵野小 （1）9：07 ��武蔵野小 （1）13：56 �武蔵野小 （2）18：57 

（1）　　4：36 �（1）　　4：31 ��（3）　　4：49 �（11）　　5：01 

3 �90 �19ニ23 �サッカー軍団 �大場洋拝（4） �中野蓮斗（4） ��高木創司（4〉 �佐藤海里（4） 
才か一　と的 �ナカノレント ��川モトソウシ �サトウカイリ 

小作台小 �小作台小 ��小作台小 �小作台小 

（8）　　4：52 �く　3）　　9：30 ��（4）　14：30 �（3）　19：23 

（8）　　4：52 �（2）　　4：38 ��（7）　　5：00 �（9）　　4：53 

4 �88 �19：28 �ヤング �椿内駿斗（4） �渡辺隆介（4） ��栗田　隼希（4） �鈴木智弥（4） 
？タナヘ◆ �リ1ウスケ �乞リ日シキ �スス◆キトモヤ 

武蔵野小 （7）　4：47 �武蔵野小 （5）9：47 ��武蔵野小 （8）15：01 �武蔵野小 （4）19：28 

（7）　　4：47 �（7）　　5：00 ��（11）　　5：14 �（2）　　4二27 

5 �92 �19：29 �ハリケーン �失羽多破央（4） �内田陽翔（4） ��楓田峻己（4） �木村充手（4） 
ヤハタコウ �ウチタ◆　仙ト ��サヮタシ1ンキ �キムラミックカ 

富士見小 �富士見小 ��富士見小 �富士見小 

（6）　　4：46 �（8）　10：05 ��（6）　14：56 �（5）　19：29 

（6）　　4：46 �（11）　　5：19 ��（4）　　4：51 �（4）　　4：33 

6 �89 �19：31 �レッドスターズ �住田直裁（4） �関健太（4） ��芦塚瑛人（4） �岡部瑛太（4） 
スミ，ナオヤ �セキケンタ ��アシデカ1イト �オカへ◆　ェィタ 

小作台小 �小作台小 ��小作台小 �小作台小 

（10）　　4：53 �（10）　10：15 ��（7）　15：00 �（6）　19：31 

（10）　　4：53 �（12）　　5：22 ��（2）　　4：45 �（3）　　4：31 

7 �82 �19：36 �チーム西野 �篠田　洗太（4） �江里口優（4〉 ��熊谷謙吾（4） �松木誠太用（4） 
シ／タ●　コウタ �エげチマサ↓ ��クマがイケン］◆ �マ舛セイ仲ウ 

西小 �西小 ��西小 �西小 

（2）　　4：39 �（2）　　9：28 ��（3）　14：23 �（7）　19：36 

（2）　　4：39 �（4）　　4：49 ��（5）　　4：55 �（12）　　5：13 

8 �85 �19：41 �チーターズ �中村優書（4） �神保智哉（4） ��鈴木大空（4） �澤田　翔（4） 
ナ払ラユウコ‘ �シ◆ンホ◆トモヤ ��スス◆キソラ �サワタ◆　ショウ 

栄小 （9）　4：53 �栄小 ��栄小 （5）14：48 �栄小 （8）19：41 

（6）　　9：48 

（9）　　4：53 �（6）　　4：55 ��（7）　　5：00 �（9）　　4：53 

9 �81 �19：58 �スーパーダッシュ �丹生光（4） �島津瑛汰（4） ��中根瑛翔（4） �佐々木快晴（4） 
シけ　エイタ ��拍手：イト �ササキカイセイ 

文中 �東小 ��東小 �兼小 

（4）　　4：43 �（7）　　9：56 ��（9）　15：06 �（9）　19：58 

（4）　　4：43 �（8）　　5：13 ��（9）　　5：10 �（8）　　4：52 

10 �83 �20：04 �ランナーズ �久保晴生（4） �濱中庸太（4） ��市格佳人（4） �安貴い希隆（4） 
舛■　ルキ �ハマ拍ユウタ ��作ハシユウト � 

酉小 �西小 ��西小 �西小 

（11）　　4：56 �（9）　10：14 ��（10）　15：31 �（10）　20：04 

（11）　　4：56 �（10）　　5：18 ��（12）　　5：17 �（4）　　4：33 

11 �94 �20：09 �SKYK2 �妹尾宙（4） �国本優希（4） ��横手晴（4） �小久保佳祐（4） 
セ／オツラ �クニートユウキ ��】コテル �］クホ’ケイスケ 

松林小 �松林小 ��松林小 �松林小 

（12）　　5ニ19 �（13）　10：34 ��（11）　15二31 �（11）　20：09 

（12）　　5：19 �（9）　　5：15 ��（6）　　4：57 �（7）　　4：38 

12 �84 �20：12 �ドラゴンA �川田翔大（4） �平山航大（4） ��辻光希（4） �濱中　真木（4） 
カワタシ】ウタ �ヒラヤマコウタ◆イ �� �ハマナカマキ 

栄小 （5）　4：45 �栄小 ��栄小 （13）15：38 �栄小 （12）20：12 

（11）　10：20 

（5）　　4：45 �（13）　　5：35 ��（13）　　5：18 �（6）　　4：34 

13 �91 �20：49 �ブラックタイガー �小笠原柊（4） �相川翼（4） ��渡辺輝（4） �桶川瑞紀（4） 
オがサワラシ1ウ �7佃ワッハ’サ ��ワタナヘ◆　ヒ加 �キツカワミス◆キ 

富士見小 �富士見小 ��富士見小 �富士見小 

（14）　　5：37 �（12）　10：24 ��（12）　15：35 �（13）　20：49 

（14）　　5：37 �（3）　　4：47 ��（10）　　5：11 �（13）　　5：14 

14 �93 �25：10 �ギャラクシー � �小澤寛斗（4） ��木下臭（4） �みな川ゆう人（4） 
村カワげン �オサ◆ヮヒロト ��キ／シクツラ �ミナがワユウト 

松林小 �松林小 ��松林小 �松林小 

（13）　　5：36 �（14）　12：16 ��（14）　17：58 �（14）　25：10 

＿⊥」』　　　5：36 �（14）　　6：40 ��（14）　　5：42 �L畑　　　7：12 

一一一一　7－－－－



2018年10月21日10時20分スタート

男子小学5年駅伝
タスキ　（紫）

総合成績リスト
l l順位 �ナンハ◆－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 

1．7km �1．7km �1．7km �1．7km 

1 �106 �27：45 �プラチナドラコ■ンⅡ世 �谷悠帆（5〉 �野田優乃介（5） �大葉慾翔（5） �杉浦悠斗（5） 
タ二ルネ �ノタ’1ウノスケ �柑ハ●　仙ト �スキーウラユウト 

栄小 （3）　7：08 �栄小 （2）14：11 �栄小 （1）20：42 �栄小 （1）27：45 

（3）　　7：08 �（5）　　7：03 �（1）　　6：31 �（3）　　7：03 

2 �113 �28：00 �羽村富士見サッカー �磯村　壮史（5） �楕本　　給（5） �益子　雅久（5） �中村　たいち（5） 
ハシモト　コウ �マスコ　がク �ナカムラ　タイチ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（4）　　7：14 �（3）　14：11 �（2）　20：54 �（2）　28：00 

（4）　　7：14 �（4）　　6：57 �（2）　　6：43 �（4）　　7：06 

3 �112 �28：04 �FIGl �三浦遼太（5） �小野沢龍斗（5） �伊藤明夫（5） �中村宗士郎（5） 
ミウラリ〕ウタ �オげウルウト �小ウ7キマサ �ナカムラソウシ的 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（1）　　6：37 �（1）　14：05 �（5）　21二42 �（3）　28：04 

（1）　　6：37 �（7）　　7二28 �（7）　　7：37 �（1）　　6：22 

4 �110 �28：30 �ワサビ �岩堀叶和（5〉 �長谷川書生（5） �菅谷一食（5） �長谷川悠翔（5） 
イワ刺トワ �ハ七がワセ●ン �スがヤカス’キ �ハセがワJ≠ト 

武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 

（7）　　7：20 �（5）　14：16 �（3）　21：28 �（4）　28：30 

（7）　　7：20 �（3）　　6：56 �（4）　　7：12 �（2）　　7：02 

5 �107 �28：53 �帝国学園 �込宮伊織（5） �宿谷蓮音（5） �坂和治仁（5） �町田星来斗（5） 
コミヤ付リ � �サカワ仙ト �マチタ●　セラト 

巣小 （10）　7：40 �栄小 （6）14：34 �栄小 （4）21：31 �栄小 （5）28：53 

（10）　　7：40 �（1）　　6：54 �（3）　　6：57 �（5）　　7：22 

6 �109 �29：57 �大中小子 �飯島龍斗（5） �井上浩太（5） �プロ八◆－トスキーナイソンカイ（5） �大野真空（5） 
イイシ●マリュウト �イ／ウエコウタ � �柑／マサト 

武蔵野小 （2）　6：39 �武蔵野小 （7）14：43 �武蔵野小 （7）22：34 �武蔵野小 （6）29：57 

（2）　　6：39 �（10）　　8：04 �（8）　　7：51 �（6）　　7：23 

7 �104 �30：08 �RTMK �佐藤凛央（5〉 �松原拓海（5） �野中元陽（5） �横井敬翼（5） 
サりリオ � �／ナカモトル �ヨコイケイスケ 

酉小 �西小 �酉小 �西小 

（5）　　7：17 �（4）　14：12 �（8）　22：45 �（7）　30：08 

（5）　　7：17 �（2）　　6：55 �（11）　　8：33 �（6）　　7：23 

8 �103 �30：42 �ブロッコリー �清田健太（5） �冨田＝駄文（5） �秋吉憲臣（5） �菊池壱兜（5） 
キヨタケンタ �トミタユウマ � �キ舛イ朴 

兼小 （11）7：47 �東小 （8）14：59 �東小 （6）22：24 �東小 （8）30：42 

（11）　　7：47 �（6）　　7：12 �（5）　　7：25 �（11）　　8：18 

9 �102 �30：50 �まつぽっくり �田村湊（5） �森田星河（5〉 �篠崎永遠（5） �瀬沼匠（5） 
タムラミナト �モリタセイが �シ／サ’キトワ �セヌマタケミ 

文中 （9）　7：33 �東小 （10）15：20 �兼小 （9）22二51 �兼小 （9）30：50 

（9）　　7：33 �（8）　　7：47 �（6）　　7：31 �（9）　　7：59 

10 �111 �31：25 �ドラゴン �佐原空之介（5） �深澤大和（5） �大黒晴（5） �石田奏太（5） 
フカサワヤマト �タ◆ィコケル �イシタ’ソウタ 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（6）　　7：17 �（9）　15：04 �（10）　23：34 �（10）　31：25 

（6）　　7：17 �（8）　　7：47 �（10）　　8：30 �（8）　　7：51 

11 �101 �33：06 �トルネード �中野英翔（5） �村上嘉斗（5） �河村星郡（5） �彦坂桜介（5） 
ナカノエイト �ムラカミカイト �カワムラセ什 �ヒコサカオウスケ 

兼小 （8）7：21 �東小 （11）16：49 �東小 （11）25：07 �東小 （11）33：06 

（8）　　7：21 �（11）　　9：28 �（9）　　8：18 �（9）　　7：59 

105 �DNS �西野ホークス �鈴木晶斗（5） �入山叶大（5） �鈴木裕翔（5） �入山　正也（5） 
スス◆キマサト �イリヤマカナタ �スス’キユウト �イリヤママサヤ 

酉小 �酉小 �西中 �西小 

108 �DNS �のび太 �西山大凱（5） �鬼塚央叶（5） �詩井琉星（5） �尾上救己（5） 
ニシヤマタイが �Iこすカサヤト �モ阿りュウセイ �オノウエア舛 

武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 

凡例DNS：欠　　場
一一一一8－－－－



2018年10月21日10時20分スタート

男子小学6年駅伝
タスキ　（オレンジ）

総合成績リスト

順位 �ナン八㌧ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．7km �1．7km �1．7km �1．7km 

1 �127 �27：14 �タイガーズ �松村拓人（6） �伊藤楓悟（6） �山本武（6） �岡部吏陸（6） 
マツムラ的ト �イトウソウコ‘ �ヤマモトサケシ �オカへ●リク 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（1）　　6：24 �（1）　13：01 �（1）　19：47 �（1）　27：14 

（1）　　6：24 �（2）　　6：37 �（1）　　6：46 �（5）　　7：27 

2 �122 �28：19 �ラジカセ �小林龍太郎（6） �水迫広希（6） �熊谷光騎（6） �沖山智（6） 
ミス■サココウキ �クマがイコウキ �オキヤマサトシ 

西小 （3）　6：57 �西小 （2）13：54 �西小 （2）21：13 �西小 （2）28：19 

（3）　　6：57 �（3）　　6：57 �（3）　　7：19 �（4）　　7：06 

3 l �121 �28：33 �負けず嫌い �持田卓実（6） � �松井岬（6） �持田　遥陽（6） 
サシタ◆　タクミ �サクマとアキ �マフイミサキ �サシタ◆　ルヒ 

兼小 （2）6：39 �東小 （4）14：14 �東小 （5）22：14 �東小 （3）28：33 

（2）　　6：39 �（4）　　7：35 �（5）　　8：00 �（1）　　6：19 

4 �125 �28：33 �バルサ �横沢歩（6） �木下晃貴（6） �森イーアンかいと（6） �財劇日経愛（6） 
サクラサ●ヮ71ム �キノ朔コウキ � �タカラへ◆リュウ丁 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（4）　　6：57 �（5）　14：52 �（4）　21：58 �（4）　28：33 

（4）　　6：57 �（6）　　7：55 �（2）　　7：06 �（2）　　6：35 

5 �123 �30：16 �ランナーズ �浜名　輝（6） �松原優太（6） �佐藤蓮斗（6） �高橋空（6） 
八マナヒル �マッハ●ラユウタ �サけレント � 

西小 �西小 �西小 �西小 

（6）　　7：44 �（3）　14：07 �（3）　21：34 �（5）　30：16 

（6）　　7：44 �（1）　　6：23 �（4）　　7：27 �（6）　　8：42 

6 �124 �31：53 �FCB �金子幸樹（6） �大黒成（6） �鈴木異様（6） �石野蓬珂（6） 
力わコ舛 　ム �タ’イコウル 　ム �スス◆キコウサケ 　ム �イシノ／≠カ 　ム 

小作口小 （5）　7：40 �小作口小 （7）16：28 �小作口小 （7）24：58 �小作口小 （6）31：53 

（5）　　7：40 �（7）　　8：48 �（7）　　8：30 �（3）　　6：55 

7 �126 �32：59 �ランニングピーポー �小林悠吾（6） �長澤圭志（6） �金子瑛太（6） �近江海星（6） 
コハ●ヤシユウコ◆ �ナカーサワケイシ �力わエイタ �オウミカイセイ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（7）　　7：46 �（6）　15：37 �（6）　24：00 �（7）　32：59 

（7）　　7：46 �（5）　　7：51 �（6）　　8：23 �（7）　　8：59 

128 �DNS �ホクホクポテト �大城ティエゴ（6） �山口　大貴（6） �佐々木裕太（6） �望月　佑斗（6） 
柑シロデイエコ◆ �ヤマゲチタイキ �ササキユウタ �モけキユウト 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

129 �DNS �かばやきさん �山城龍一（6） �椛木啓太（6） �山田弥央（6） �岡田　克寛（6） 
十マシロリュウイチ �加1◆キケイタ �ヤマタ’ミオ �オカタ●　カツヒロ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

凡例DNS：欠　　場
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2018年10月21日　9時20分スタート

男子小学3・4年駅伝
タスキ　3年（緑）・4年（黄）

総合成績リスト

順位 �ナン八㌧ �タイム �チーム �1区 �2区 �‾‾‾3区 �4区 
1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

1 �87 �18：27 �イレブンズ � � � � 
オウミエイスケ �セキコウ舛ウ �イノウエリク �コり／J≠ト 

武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 

（4）　　4：40 �（4）　　9：33 �（2）　14：02 �（1）　18：27 

（4）　　4：40 �（7）　　4：53 �（1）　　4：29 �（1）　　4：25 

2 �86 �18：57 �ガンバオールズ �川原空大（4） �内野翔格（4） �和田実頼（4） �木村健久薫（4） 
カワ八ラコウタ �ウチ／シ】ウコ● �舛●　ミライ �キムラタクマ 

武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 �武載野小 

（1）　　4：36 �（1）　　9：07 �（1）　13：56 �（2）　18：57 

（1）　　4：36 �（1）　　4：31 �（4）　　4：49 �（15）　　5：01 

3 �90 �19：23 �サッカー軍団 �大場洋輝（4） �中野蓮斗（4） �古本創司（4） �佐藤海里（4） 
：けハ◆　ヒ叫 �柏／レント �鋤モトソウシ �サトウカイリ 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（9）　　4：52 �（3）　　9：30 �（4）　14：30 �（3）　19：23 

（9）　　4：52 �（2）　　4：38 �（8）　　5：00 �（11）　　4：53 

4 �88 �19：28 �ヤング �楕内駿斗（4） �渡辺隆介（4） �栗田隼希（4） �鈴木智弥（4） 
クリタトシキ �ススーキトモヤ 

武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 

（8）　　4：47 �（5）　　9：47 �（10）　15：01 �（4）　19：28 

（8）　　4：47 �（9）　　5：00 �（15）　　5：14 �（2）　　4：27 

5 �92 �19：29 �ハリケーン �矢羽多境央（4） �内田　陽翔（4） �楓田l曖己（4） �木村充孝（4） 
十八タコウ �ウけ　仙川 �サヮタシ1ンキ �キムラミワ拍 

喜士見小 �富士見小 �盲士見小 �古土見小 

（7）　　4：46 �（9）　10：05 �（7）　14：56 �（5）　19：29 

（7）　　4：46 �（15）　　5：19 �（5）　　4：51 �（4）　　4：33 

6 l �89 �19：31 �レッドスターズ �住田直哉（4） �開健太（4） �芦塚瑛人（4） �岡部瑛太（4） 
スミサ付ヤ �セキケカ �アシデカェ小 �才力へ◆　ェィタ 

小作台小 �小作台小 �小作含小 �小作台小 

（11）　　4：53 �（12）　10：15 �（8）　15：00 �（6）　19：31 

（11）　　4：53 �（16）　　5：22 �（3）　　4：45 �（3）　　4：31 

7 �69 �19：32 �東ヒーローズ �内藤1哩人（3） �柳川　智成（3） �河本連（3） �東毒也（3） 
ナイMl化ト �ヤナがワトけリ �かフtト　レン �亡がシ抽◆ヤ 
小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（2）　　4：38 �（10）　10：10 �（5）　14：46 �（7）　19：32 

（2）　　4：38 �（19）　　5：32 �r　2）　　4：36 �（9）　　4：46 

8 �82 �19：36 �チーム西野 �篠田洗太（4） �江星口優（4） �熊谷謙吾（4） �松木誠太朗（4） 
シ／タ●　コ朋 �エリク●チマサl �クマがイケン】一 �マ舛セイ如ウ 

西小 �酉小 �西小 �西小 

（3）　　4：39 �（2）　　9：28 �（3）　14：23 �（8）　19：36 

（3）　　4：39 �（4）　　4：49 �（6）　　4：55 �（17）　　5：13 

9 �85 �19：41 �チーターズ �中村優書（4） �神俣管哉（4） �鈴木大空（4） �澤田翔（4） 
ナ九人ラユウコ◆ �シーンホ‘トモヤ �スス●キソラ �サワクー　シ】ウ 

栄小 （10）　4：53 �栄小 （6）　9：48 �巣小 （6）14：48 �栄小 （9）19：41 

（10）　　4：53 �（8）　　4ニ55 �（8）　　5：00 �（111　　4：53 

10 �81 �19：58 �スーパーダッシュ �丹生光（4） �島車瑛汰（4） �中根瑛翔（4） �佐々木快晴（4） 
シマナ　エイタ �ナ始工小 �ササキカイセイ 

兼小 （5）　4：43 �東小 （8）　9：56 �東小 （11）15：06 �東小 （10）19：58 

（5）　　4：43 �（12）　　5：13 �（11）　　5：10 �（10）　　4：52 

11 �83 �20：04 �ランナーズ �久保晴生（4） �濱中惰太（4） �市楕佳人（4） �安粛希隆（4） 
柏●J≠キ �ハマナカユウタ �イチハシユウト �アンサ●ィキリュウ 

西小 （12）　4：56 �西小 （11）10：14 �西小 （12）15：31 �西小 （11）20：04 

（12）　　4：56 �（14）　■　5：18 �（17）　　5：17 �（4）　　4：33 

12 �70 �20：05 �FUJI3 �川上大貴（3） �平野悠星（3） �榊翔暮（3） �村木和都（3） 
カワカミ　ヒ叫 �ヒラノ1ウセイ �†ナキ●　シ】ウマ �ムラキ柚一ト 

古土見小 �吉士見小 �喜士見小 �喜士見小 

（13）　　4：58 �（7）　　9：49 �（9）　15：01 �（12）　20：05 

（13）　　4：58 �（5）　　4：51 �（13）　　5：12 �（16）　　5：04 

13 �94 �20：09 �SKYK2 �妹尾宙（4） �四本優希（4） �横手晴（4） �小久保佳祐（4） 
セノIソラ �ク二モトユ舛 �］コテJル �コ抽●　ヶィ1ケ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（17）　　5：19 �（17）　10：34 �（13）　15：31 �（13）　20：09 

（17）　　5：19 �（13）　　5：15 �（7）　　4：57 �（7）　　4：38 

14 �84 �20：12 �ドラゴンA �川田翔大（4） �平山坑大（4） �辻光希（4） �濱中真木（4） 
か乃シ】ウタ �ヒラ巾コウクーィ � �Jlマナカマキ 

兼小 （6）　4：45 �兼小 （14）10：20 �菜小 （15）15：38 �巣小 （14）20：12 

（6）　　4：45 �（21）　　5：35 �（18）　　5：18 �（6）　　4：34 

15 �91 �20：49 �ブラックタイガー �小笠原柊（4） �相川翼（4） �渡辺輝（4） �橋川瑞紀（4） 
7佃ワッ八一サ �ワケナヘー　ヒル �キワカワミス◆キ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（24）　　5：37 �（15）　10：24 �（14）　15：35 �（15）　20：49 

（24）　　5：37 �（3）　　4：47 �（12）　　5：11 �（19）　　5：14 

16 �66 �20：54 �ジャパンエース �山根澄亡（3） �山田　敬瑛（3） �田中龍之介（3） �桶川央太郎（3） 
†マネスミト �ヤマタ●　門1イ �ナナカリ1ウ／スケ �キッカワオウ帥ウ 

栄小 （18）　5：29 �栄小 （18）10：41 �栄小 （17）15：55 �栄小 （16）20：54 

（18）　　5：29 �（11）　　5：12 �（15）　　5：14 �（14）　　4：59 

17 �64 �20：54 �スピード5 �鳴澤諌－（3） ナlサワリ】ウイチ 栄小 �峯岸郁光（3） －　◆J �坂和亡（3） サか7シ◆ン 菜小 �槽島璃恩（3） 兼小 
ミネキ′イクミ 業小 

（14）　　5：12 �（20）　10：48 �（20）　16：14 �（17）　20：54 

（14）　　5：12 �（22）　　5：36 �（19）　　5：26 �（8）　　4：40 

18 �65 �21ニ00 �ファイターズ �山上椰（3） �積木溌（3） �森田　特急（3） �磯井和哉（3） 
ヤマがミナキ● �ハシモト　印 �モ州シわ �イソイカス●ヤ 

栄小 �禁中 �栄小 �兼小 

（21）　　5：34 �（16）　10：26 �（18）　16：05 �（18）　21：00 

（21）　　5：34 �（6）　　4：52 �r23）　　5：39 �（13）　　4：55 
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2018年10月21日　9時20分スタート

男子小学3・4年駅伝
タスキ　3年（緑）・4年（黄）

総合成績リスト

順位 �ナン八㌧ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 ・1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

19 �62 �21：23 �3年2組はやぶさ �松岡勝利（3） �喜圧上達斗（3） �山田絢斗（3） �鹿川　徳匡（3） 
マフ拍カットシ �トミタJuト �ヤマタ▲　アヤト �力がワトクマサ 

東小 �兼小 �兼小 �東小 

（16）　　5二15 �（13）　10：16 �（16）　15：47 �（19）　21：23 

（16）　　5：15 �（10）　　5二01 �（20）　　5：31 �（21）　　5：36 

20 �61 �21：36 �サムライRED �吉澤碧人（3） �川島生睦（3） �菊池和兜（3） �持田陽向（3） 
ヨシサリけト �かルマイクム �キク千九ス●ト �サシター　けタ 

東小 �兼小 �東小 �某小 

（15）　　5：13 �（19）　10：47 �（21）　16：23 �（20）　21：36 

（15）　　5：13 �（20）　　5：34 �（22）　　5：36 �（17）　　5：13 

21 �67 �21：36 �デミグラス �高棟玲翔（3） �竹jll祐翔（3） �山口　優空（3） �斎藤曙輝（3） 
仲1シレイト �タ柏り印ト �巾ク◆チソラ �サイトウハ▲キ 

武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 

（19）　　5：33 �（21）　10：55 �（19）　16：08 �（21）　21：36 

（19）　　5：33 �（16）　　5：22 �（14）　　5：13 �（20）　　5：28 

22 �63 �22：39 �スピードダッシュ �保坂琉良（3） �佐藤日野樹（3） �花原　一風（3） �武元晃持（3） 
紳力■イ �サトウlキ � �タケモト子lシ 

西小 （22）　5：34 �西小 （22）10：57 �西小 （22）16：32 �西小 （22）22：39 

（22）　　5：34 �（18）　　5：23 �（21）　　5：35 �（22）　　6：07 

23 �68 �23：18 �はやぶさ �伊藤康（3） �鈴木結人（3） �船木好披（3） �松井康晴（3） 
イけユウ �スユ●キユイト �フナキコウセイ �マワイヤスJ≠ 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（20）　　5：33 �（23）　11：47 �（23）　16：48 �（23）　23：18 

（20）　　5：33 �（23）　　6：14 �（10）　　5：01 �（23）　　6：30 

24 �93 �25：10 �ギャラクシー � � �木下果（4） � 
相か＝け一ン �押一ワヒロト �キ／シクツラ �ミナがワユウト 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（23）　　5：36 �（24）　12：16 �（24）　17：58 �（24）　25：10 

（23）　　5：36 �（24）　　6：40 �（24）　　5：42 �（24）　　7：12 
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2018年10月21日　9時50分スタート

女子小学3・4年駅伝
タスキ　3年（赤）暮4年（青）

総合成績リスト

順位 �ナンハ●－ �タイム �チーム �1区 �2区 �言直‾‾‾‾ �4区 
1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

1 �14 �20：18 �TYRM西 �荻野環己（4） �光安優月（4） �有川荊愛（4） �松原美月（4） 
オキ◆／タマキ �ミツ十ス1ワ◆キ �アリカワリ7 �マッハ’ラミゾキ 

酉小 （4）5：05 �西小 （2）10：17 �西小 （5）16：02 �西小 （1）20：18 

（4）　　5：05 �（4）　　5：12 �（14）　　5：45 �（1）　　4：16 

2 �12 �20：27 �RHY �野口蘭（4） �小山伶紋（4） �今井花乃（4〉 �穴吹誉葉（4） 
／ゲチラン �コヤマレモン �イマイハナノ �アナγキ】ツハ◆ 

東小 （5）5：14 �東小 （3）10：23 �東小 （2）15：24 �東小 （2）20：27 

（5）　　5：14 �（2）　　5：09 �（1）　　5：01 �（3）　　5：03 

3 �16 �20：36 �SRHYM �藤本唯花（4） �桑原未空（4） �森田はるな（4） �新井里奈（4） 
フシ◆モトユ佃 �クワハラミク �別タルナ �丁ライリナ 

栄小 （6）　5：18 �栄小 （1）10：15 �栄小 （1）15：22 �巣小 （3）20：36 

（6）　　5：18 �（1）　　4：57 �（3）　　5：07 �（6）　　5：14 

4 �20 �21：07 �ス一八〇一タ●ヮシ1が一掃◆ �柳川住商子（4） �斎藤一美（4） �木村　巴美（4） �大谷舞（4） 
ヤナがりカナコ �サイりイッキ �キムラトモミ �オオタ二マイ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（7）　　5：20 �（5）　10：31 �（3）　15：45 �（4）　21：07 

（7）　　5：20 �（3）　　5：11 �（4）　　5：14 �（7）　　5：22 

5 �21 �21：07 �くろ－ぱ－ �小田桐礼佳（4） �神崎安里（4） �松澤美咲（4） �伏木春美（4） 
オタ’キーリ　レイカ �カンサ◆キ7ンリ �マツサ◆ヮミサキ �フシキルナ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（1）　　4：59 �（6）　10：33 �（4）　15：58 �（5）　21：07 

（1）　　4：59 �（10）　　5：34 �（7）　　5：25 �（5）　　5：09 

6 �9 �21：13 �KAUET☆ �木立結芽乃（3） �安藤向日葵（3） �内山心暖（3） �海老澤望（3） 
キク◆チ1メ／ �アント‘ウヒマワリ �ウチヤマコ仙 �エビサウ／ソ‘ミ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（2）　　5：03 �（4）　10：26 �（6）　16：08 �（6）　21：13 

（2）　　5：03 �（8）　　5：23 �（13）　　5：42 �（4）　　5：05 

7 �17 �21：52 �yotuba �繁田愛衣椛（4） �菊池美穂（4） �林田莱々子（4） �小澤玲美（4） 
シケ◆タメイカ �キ舛ミ1 �桝タナナコ �オサ◆ヮレミ 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（9）　　5：29 �（12）　11：18 �（7）　16：19 �（7）　21：52 

（9）　　5：29 �（13）　　5：49 �（1）　　5：01 �（12）　　5：33 

8 �3 �21：58 �ゴーガールズ �横地穂香（3） �増田美心（3） �小川夏棟（3） �関野真衣（3） 
】コテホノカ �マスタ’ミコ �才がり娘 �セキ／マイ 

栄小 （10）5：30 �栄小 （7）10：46 �栄小 （12）17：04 �栄小 （8）21：58 

（10）　　5：30 �（6）　　5：16 �（19）　　6：18 �（2）　　4：54 

9 �11 �22：15 �ハッピースター☆ �笠原実桜（4） �的場違香（4） �高木麻弥（4） �井上萌唯（4） 
カサハラミオ �マト八◆　ルカ �タ妨◆　マヤ �イ／ウ1メイ 

文中 （15）　5：44 �東小 （10）11：06 �東小 （11）16：53 �東小 （9）22：15 

（15）　　5：44 �（7）　　5：22 �（15）　　5：47 �（7）　　5：22 

10 �19 �22：17 �チーターズ �上妻智咲（4） �植田青葉（4） �小山結愛（4） �中野軍（4） 
コウツ●マナ舛 　ム �ウユタ丁か● 　▲ �コヤマユ丁 　ム �ナカノミト◆リ 小作ム小 

小作口小 （8）5：25 �小作口小 （9）10：49 �小作口小 （9）16：29 �口 （10）　22：17 

（8）　　5：25 �（9）　　5：24 �（11）　　5：40 �（15）　　5：48 

11 �15 �22：32 �NTHKにし �市原莱々美（4） �下道管瑛（4） �斎欄＝陣那（4） �小泉琴（4） 
イ千八ラナナミ � �サ小ウハンナ �コイス◆ミコト 

西小 （12）　5：31 �西小 （8）10：46 �酉小 （8）16：25 �西小 （11）22：32 

（12）　　5：31 �（5）　　5：15 �（10）　　5：39 �（18）　　6：07 

12 �18 �22：43 �三代目タコさん �森彩筆（4） �志塚　日南（4） �山田里奈（4） �屋野番己穂（4） 
モリア十力 ．上ヽ �シツ◆力け ．h �ヤマタ◆lけ 　ム �ヤノキホ 　ム 

小作日小 （14）　5：41 �小作台小 （15）11二31 �小作口小 （10）16：46 �小作口小 （12）22：43 

（14）　　5：41 �（14）　　5：50 �（5）　　5：15 �（16）　　5：57 

13 �4 �22：45 �Sunny �小林鹿（3） �高橋香穂（3） �鬼塚ま（3） �長谷川優愛（3） 
コハ◆ヤシケイ �！加lシ娘 �オこすカリン �八七がワユア 

武蔵野小 （11）5：31 �武蔵野小 （11）11：17 �武蔵野小 （14）17：23 �武蔵野小 （13）22：45 

（11）　　5：31 �（11）　　5：46 �（18）　　6：06 �（7）　　5：22 

14 �13 �22：46 �レッツゴー4人 �遠藤美唯（4） �小西奏愛（4） �新田帆七（4） �貝沼夫歩（4） 
工ントーウミイ �コニシカナ1 �二ブタハンナ �カイヌママホ 

東小 �東小 �東小 �東小 

（13）　　5：37 �（14）　11：27 �（13）　17：08 �（14）　22：46 

（13）　　5：37 �r14）　　5：50 �（12）　　5：41 �（14）　　5：38 

15 �6 �22：50 �ルーキーズ �加藤衣紗（3） �長野谷干草（3） �塩田　虹美（3） �福泉優愛（3） 
カトウイサ ．∠．ヽ �ナがノヤチ八ナ ．▲ヽ �シオタナナミ 　ム＼ �フクイス●ミユ7 小作ム小 

小作口小 （19）5：55 �小作口小 （17）11：52 �小作口／1 （15）17：26 �ロ （15）　22：50 

（19）　　5：55 �（16）　　5：57 �（8）　　5：34 �（11）　　5：24 

16 �1 �22：51 �スターガールズ �中野翼咲（3） �三浦菜七子（3） �石橋由希菜（3） �茂木緋鞠（3〉 
ナカノブハ◆サ �ミウラナナコ �イシ八◆シ1キナ �モ千手◆　ヒマリ 

東小 �東小 �栄小 �富士見小 

（3）　　5：04 �（13）　11：25 �（17）　17：28 �（16）　22：51 

（3）　　5：04 �（18）　　6：21 �（17）　　6：03 �（10）　　5：23 

17 �7 �23：29 �ラッキー �細谷悠衣（3） �石野美悠（3） �田中美月（3） �佐藤愛瑠（3） 
ホソヤユイ �イシノ　ミュウ �ケ拍ミブキ �サトウ7ル 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（20）　　6：16 �（20）　12：39 �（18）　17：55 �（17）　23：29 

（20）　　6：16 �（19）　　6：23 �（6）　　5：16 �（13）　　5：34 
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女子小学3・4年駅伝
タスキ　3年（赤）・4年（青）

総合成績リスト

2018年10月21日　9時50分スタート

順位 �ナンハ●－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 
1．15km �1．15km �1．15km 

18 �2 �24：07 �TSUBAME �大和田香帆（3） �鈴木彩某（3） �船木華衣（3） �川口楓（3） 
オオワタ●　抽 �スス’キアヤナ �フナキカ工 �カワゲチカ工デ 

栄小 �栄小 �栄小 �栄小 

（16）　　5：46 �（16）　11：34 �（19）　18：06 �（18）　24：07 

（16）　　5：46 �（12）　　5二48 �（20）　　6：32 �（17）　　6：01 

19 �8 �24二17 �スマイル �島田優芽（3） �福遽里菓（3） �上妻彩音（3） �高玉挑花（3） 
シマター1J �7クナヘ‘リナ �］ウツ◆77†ネ �柏タマモモカ 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（18）　　5：54 �（18）　11：52 �（16）　17二27 �（19）　24：17 

（18）　　5：54 �（17）　　5：58 �（9）　　5：35 �（20）　　6：50 

20 �5 �24：41 �レインボーズ �中山　ここ荊（3） �佐原はな（3） �森山緒衣（3） �下田佑紗（3） 
ナ榊マココリ 小作ム小 �サワラメけ 小作ム小 �モリヤマユイ 　ム �シモク’1サ 　ム 

lコ （17）　5ニ52 �719）12＝28 �小作口小 （20）18：30 �小作口小 （20）24：41 

（17）　　5：52 �（20）　　6：36 �（16）　　6：02 �（19）　　6：11 （17）　　5：52 �（20）　　6：36 �（16）　　6：02 �（19）　　6：11 
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2018年10月21日10時20分スタート

男子小学5■6年駅伝
タスキ　5年（紫）・6年（オレンジ）

総合成績リスト

；順位 �ナンハ●－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 1．7km �1．7km �1．7km �1．7km 
11 l �127 �27：14 �タイガーズ �松村拓人（6） �伊藤温情（6） �山本武（6） �岡部吏陸（6） 

マツムラタクト �イトウソウコ’ �ヤマモトタケシ �書か－リク 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見か 

（1）　　6：24 �（1）　13：01 �（1）　19：47 �（1）　27：14 

（1）　　6：24 �（2）　　6：37 �（3）　　6：46 �（12）　　7：27 

2 �106 �27：45 �プラチナト◆ラコ◆ンⅡ世 �谷悠帆（5） �野田優乃介（5） �大業悠翔（5） �杉浦慾斗（5） 
タ二ルネ �ノウ◆　ユウ／スケ �柑八◆　ルト �スキ◆ウラユウト 

栄小 （7）　7：08 �栄小 （5）14：11 �栄小 （2）20：42 �栄小 （2）27：45 

（7）　　7：08 �（8）　　7：03 �（1）　　6：31 �（6）　　7：03 

3 �113 �28：00 �羽村富士見サッカー �磯村　壮史（5） �楕本　　給（5） �益子　雅久（5） �中村　たいち（5） 
八シ封　コウ �マスコ　がク �ナカムラ　タイチ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（8）　　7：14 �（6）　14：11 �（3）　20二54 �（3）　28：00 

（8）　　7：14 �（6）　　6：57 �（2）　　6：43 �（7）　　7二06 

4 �112 �28：04 �FIGl �三浦遼太（5） �小野沢龍斗（5） �伊藤明真（5） �中村宗士郎（5） 
オ／サ◆ワリュウト �イトウアキマサ � 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（2）　　6：37 �（3）　14：05 �（8）　21：42 �（4）　28：04 

（2）　　6：37 �（10）　　7ニ28 �（11）　　7：37 �（2）　　6：22 

5 �122 �28：19 �ラジカセ �小林龍太郎（6） �水迫広希（6） �熊谷光騎（6） �沖山智（6） 
ミス‘サココウキ �クマがイコウキ �オキヤマサトシ 

酉小 �西小 �西小 �酉小 

（5）　　6：57 �（2）　13：54 �（4）　21：13 �（5）　28：19 

（5）　　6：57 �（6）　　6：57 �（7）　　7：19 �（7）　　7：06 

6 �110 �28：30 �ワサビ �岩堀叶和（5） �長谷川書生（5） �菅谷一貴（5） �長谷川悠翔（5） 
イワ椚トワ �八セがワセ◆ン �スが十九六◆キ �ハセがウルト 

武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 

（11）　　7：20 �（9）　14：16 �（5）　21ニ28 �（6）　28：30 

（11）　　7：20 �（5）　　6二56 �（6）　　7：12 �（5）　　7：02 

7 �121 �28：33 �負けず嫌い �持田卓臭く6） � �松井岬（6） �持田遺構（6） 
サげ　タクミ �サクマけキ �マブイミサキ �サシデ　ルヒ 

東小 （3）6：39 �東小 （8）14：14 �東小 （10）22二14 �東小 （7）28：33 

（3）　　6：39 �（11）　　7：35 �（13）　　8：00 �（1）　　6：19 

8 �125 �28：33 �バルサ �櫻沢歩（6） �木下晃貴（6） �藤イーアンかいと（6） �財部龍愛（6） 
サクラサ●ヮァ1ム �キノシタコウキ � � 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（6）　　6：57 �（12）　14：52 �（9）　21：58 �（8）　28：33 

（6）　　6：57 �（15）　　7：55 �（5）　　7：06 �（3）　　6：35 

9 �107 �28：53 �帝国学園 �込官伊繊（5） �宿谷蓮音（5） �坂和治亡（5） �町田星来斗（5） 
コミヤイオリ � �サカワ†≠ト �マチタ◆　セラト 

栄小 （14）　7：40 �栄小 （10）14：34 �栄小 （6）21：31 �栄小 （9）28：53 

（14）　　7：40 �（3）　　6：54 �（4）　　6：57 �（9）　　7：22 

10 �109 �29：57 �大中小子 �飯島龍斗（5〉 �井上浩太（5） � �大野真空（5） 
イイゾマルウト �イノウエコウタ �フ’ml‘－トスキーナイソンカイ �オナノマサト 

武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 

（4）　　6：39 �（11）　14：43 �（12）　22：34 �（10）　29：57 

（4）　　6：39 �（16）　　8：04 �（12）　　7ニ51 �（10）　　7：23 

11 �104 �30：08 �RTMK �佐藤凛央（5） �松原拓海（5） �野中元帳（5） �横井故実（5） 
サトウlけ � �ノナカモト仙 �］コイケイスケ 

西小 （9）　7：17 �西小 （7）14：12 �西小 （13）22：45 �酉小 （11）30：08 

（9）　　7：17 �（4）　　6：55 �（18）　　8：33 �（10）　　7：23 

12 �123 �30：16 �ランナーズ �浜名輝（6） �松原優太（6） �佐藤蓮斗（6） �高橋空（6） 
ハマナヒ加． �マッハ●ラ1ウタ �サトウレント � 

西小 （16）　7二44 �酉小 （4）14：07 �西小 （7）21：34 �西小 （12）30：16 

（16）　　7：44 �（1）　　6：23 �（9）　　7：27 �（17）　　8：42 

13 �103 �30：42 �ブロッコリー �清田健太（5） �富田悠真（5） �秋吉憲臣（5） �菊池壱兜（5） 
キ】タケンタ �トミタ1ウマ � �キク子イチト 

東小 �東小 �兼小 �東小 

（18）　　7：47 �（13）　14：59 �（11）　22：24 �（13）　30：42 

（18）　　7：47 �（9）　　7：12 �（8）　　7：25 �（16）　　8：18 

14 �102 �30：50 �まつぽっくり �田村湊（5） �森田星河（5） �篠崎永遠（5） �瀬沼匠（5） 
タムラミナト �モけセイが �シノサ’キトワ �セ又マタクミ 

兼小 （13）7：33 �兼小 （15）15：20 �東小 （14）22：51 �東か （14）30：50 

（13）　　7：33 �（12）　　7：47 �（10）　　7：31 �（14）　　7：59 

15 �111 �31：25 �ドラゴン �佐原空之介（5） �深澤大和（5） �大黒晴（5） �石田　奏太（5） 
フカサワヤマト �タ◆ィコウル �イシタ●　ソ朋 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（10）　　7：17 �（14）　15：04 �（15）　23：34 �（15）　31：25 

（10）　　7：17 �（12）　　7：47 �（16）　　8：30 �（13）　　7：51 

16 �124 �31：53 �FCB �金子幸樹（6） �大黒成（6） �鈴木異様（6） �石野迄珂（6） 
力わコウキ 　ム �タ●イコウル ＼・上ヽ＼ �スス一書コウサク 1▲＼ �イシノJルカ 小作ム小 

小作□小 （15）7：40 �／1作nJl （17）16：28 �Jl作ロ／」 （17）24：58 �⊂】 （16）　31：53 

（15）　　7：40 �（17）　　8：48 �（16）　　8：30 �（4）　　6：55 

17 �126 �32：59 �ランニングピーポー �小林慾吾（6） �長澤圭志（6） �金子瑛太（6） �近江海星（6） 
コ∧◆ヤシユウコ◆ �ナがサワケイシ �拍コエイタ �オウ；か†セイ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（17）　　7：46 �（16）　15：37 �（16）　24：00 �（17）　32：59 

（17）　　7：46 �（14）　　7：51 �し15）　　8：23 �（18）　　8：59 
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2018年10月21日10時20分スタート

男子小学5・6年駅伝
タスキ　5年（紫）・6年（オレンジ）

総合成績リスト

順位 �ナンJl◆－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．7km �1．7km �1．7km �1．7km 

18 �101 �33：06 �トルネード �中野美和（5） �村上嘉斗（5） �河村呈那（5） �彦坂桜介（5） 
ナカ／エイト �ムラカミカイト �カワムラセイナ �ヒ］サカオウスケ 

東小 （12）7：21 �東小 （18）16：49 �東小 （18）25：07 �東小 （18）33：06 

（12）　　7：21 �（18）　　9：28 �（14）　　8：18 �（14）　　7：59 

105 �DNS �西野ホークス �鈴木晶斗（5） �入山叶大（5） �鈴木裕翔（5） �入山正也（5） 
スス‘キマサト �イ什マかけ �スス‘キユウト �イリヤママサヤ 

西小 �酉小 �西小 �西小 

108 �DNS �のび太 �酉山大凱（5） �鬼塚爽叶（5） �諸井琉星（5） �尾上敦己（5） 
ニシヤマタイが �ナニワ◆カサヤト �朋イリュウセイ �ナノウエアツキ 

武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 

128 �DNS �ホクホクポテト �大城ディエゴ（6） �山口大貴（6） �佐々木裕太（6） �望月　佑斗（6） 
オナシロディエコ◆ �ヤマゲチタイキ �ササキユウタ �モチブキ1ウト 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

129 �DNS �かばやきさん �山城龍一（6） �椛木啓太（6） �山田　弥央（6） �岡田克某（6） 
九八一キケイタ �ヤマタ◆　ミオ �オカタ‘カツヒロ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

∃ 岳 � � 

凡例DNS：欠　　場
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2018年10月21日11時00分スタート

女子小学5■6年駅伝
タスキ　5年（ピンク）・6年（白）

総合成績リスト

順位 �ナンハ◆－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．7km �1．7km �1．7km �1．7km 

1 �47 �29：09 �チーターズ3 �松尾香花（6） �村木荊奈（6） �野上実優（6） �渡辺美祐（6） 
マツナキョウカ �ムラキリナ �／がミ　ミ1 �ウタナヘ’ミ1 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見か 

（4）　　7：26 �（2）　14：43 �（3）　22：01 �（1）　29：09 

（4）　　7ニ26 �（2）　　7：17 �（3）　　7：18 �（2）　　7：08 

2 �45 �29：26 �タイガーズ �中野美（6） �吉原黒々穂（6） �佐藤美潤（6） �小山横果（6） 
ナカ／アオイ �］シハラナナホ �サトウミウ �コヤマRカ 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（3）　　7：26 �（4）　15：05 �（2）　21：59 �（2）　29二26 

（3）　　7：26 �（4）　　7：39 �（1）　　6二54 �（5）　　7：27 

3 �35 �29：34 �きしあみ �喜多代絢子（5） �石井花奈（5） �石井里奈（5） �若杉香木（5） 
キタタ’イアヤコ �イシイカナ �ルイリナ �ワカスキ’ココ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（5）　　7二48 �（1）　14：42 �（1）　21：53 �（3）　29：34 

（5）　　7二48 �（1）　　6：54 �（2）　　7：11 �（8）　　7：41 

4 �46 �30：29 �つばさ �羽人影絹（6） �小池去生（6） �三好昔流（6） �池田唯（6〉 
Jじ1ウサアヤ �コイケメイ �ミヨシル �イケケ●1イ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（1）　　7：15 �（5）　15二16 �（4）　22：56 �（4）　30：29 

（1）　　7：15 �（5）　　8：01 �（4）　　7：40 �（6）　　7：33 

5 �43 �31二07 �スリンキット �折原葉々実（6） �類巣恵美（6） �浜中一花（6） �川口美（6） 
オリハラナナミ �ルイスメク●ミ �ハマナカカス’ハ �九ワゲチアオイ 

栄小 （2）7：20 �栄小 （3）14：54 �栄小 （5）23二20 �栄小 （5）31：07 

（2）　　7ニ20 �（3）　　7：34 �（8）　　8：26 �（9）　　7：47 

6 �42 �31：24 �サンタクルーズ �宿谷美濃（6） �鈴木瑠衣（6） �鶴岡花恋（6） �新井難（6） 
スス◆キルイ �ツルオカ加′ン �アライけ 

栄小 （7）　7：50 �栄小 （6）16：10 �栄小 （6）24：04 �巣小 （6）31：24 

（7）　　7：50 �（6）　　8：20 �（5）　　7：54 �（3）　　7：20 

7 �48 �32：32 �BDZ �原島はづき（6） �木下妃薬（6） �横田結（6） �海老津恵（6） 
ハラシマハツ◆キ �キ／シタキナ �】コタユイ � 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（6）　　7：48 �（7）　16：14 �（7）　24：22 �（7）　32：32 

（6）　　7：48 �（7）　　8：26 �（7）　　8：08 �（11）　　8：10 

8 �41 �32：42 �WEST �大杉秒矢（6〉 �瑞慶山幸彩（6） �清水優都（6） �熊倉花萌（6） 
柑スキ’サヤ �スーケヤマサアヤ �シミス◆　ユウナ �クマクラ抽 

酉小 �西小 �西小 �酉小 

（9）　　8：03 �（11）　17：22 �（11）　26：16 �（8）　32：42 

r　9）　　8：03 �（12）　　9：19 �（11）　　8：54 �（1）　　6：26 

9 �34 �32：46 �プーさん �河辺優薬（5） �四十物真帆（5） �木村彰良（5） �栗原美咲（5） 
カワヘ◆1ウナ �7イモ／マホ �払ラサラ � 

富士見小 �富士見小 �書士見小 �富士見小 

（13）　　8：50 �（12）　17：23 �（9）　25：24 �（9）　32：46 

（13）　　8：50 �（8）　　8：33 �（6）　　8：01 �（4）　　7：22 

10 �32 �32：58 �FIG2 �寺島早良（5） �徳田舜衣瑠（5） �長橋春奈（5） �板垣万葉（5） 
ト舛‘ゾユエI �ナがJlシルナ �イ灯キマヨ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（8）　　7：52 �（8）　16二47 �（8）　25：23 �（10）　32：58 

（8）　　7：52 �（11）　　8：55 �（10）　　8：36 �（7）　　7：35 

11 �44 �34：01 �KAKS �海藤小雪（6） �田中　秋羽（6） �吉川心羽（6） �高木皐月（6） 
カイトウコユキ �タナカアキハ �】シカワココハ �抽モトサ舛 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（10）　　8：05 �（9）　16：49 �（10）　25：51 �（11）　34：01 

（10）　　8：05 �（10）　　8：44 �（12）　　9：02 �（11）　　8：10 

12 �33 �34：55 �ブルースター �野口陽莱理（5） �石川事々（5） �檜垣はるな（5） �伊藤結奈（5） 
ノダチヒマリ �イシカワ柑 �ヒがキルナ �イトウユナ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（11）　　8：11 �（13）　18：22 �（13）　26：48 �（12）　34：55 

（11）　　8：11 �（13）　10：11 �（8）　　8：26 �（10）　　8：07 

13 �31 �35：43 �よっぱいぬ �岩崎美花（5） �千葉製瑚（5） �松岡＝沙羅（5） �伊藤香奈（5〉 
イワ舛ミフ丁 �チハ◆リコ �マ吋カサラ �イトウアンナ 

西小 �酉小 �西中 �西小 

（12）　　8：35 �（10）　17：12 �（12）　26：40 �（13）　35：43 

（12）　　8：35 �（9）　　8：37 �し13）　　9：28 �（13）　　9：03 
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