
1.2km 小学4年生女子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  9814 ﾅｶﾞﾂｶ ﾕｲﾅ 長塚　結南 千葉県 柏市 東葛ＲＣ 00:04'29"     -

    2  9836 ｲﾄｳ ﾙﾙｶ 伊藤　瑠々花 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'10"     -

    3  9809 ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 伊藤　悠 東京都 荒川区 00:05'15"     -

    4  9857 ﾏｷﾉ ｺｺﾅ 牧野　心菜 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'17"     -

    5  9831 ｾｷ ﾋﾒﾅ 関　姫那 埼玉県 三郷市 八木郷小学校 00:05'26"     -

    6  9820 ﾄｳﾎﾞｳ ﾘﾅ 東方　梨奈 千葉県 松戸市 松戸市北部小学校 00:05'28"     -

    7  9817 ｲﾜｷﾘ ｱｵｲ 岩切　碧唯 埼玉県 三郷市 幸房小学校 00:05'29"     -

    8  9816 ﾆｼｵｶ ｷｻ 西岡　樹沙 東京都 あきる野市 夢∞幻 00:05'29"     -

    9  9812 ｺﾏﾙ ｺｺﾐ 小丸　心海 東京都 足立区 00:05'30"     -

   10  9818 ﾀｲﾗ ﾏﾋﾛ 平　真尋 埼玉県 草加市 草加市立川柳小学校 00:05'32"     -

   11  9853 ﾀﾏﾏﾂ ｱﾔｶ 玉松　絢香 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校 00:05'40"     -

   12  9837 ﾖｼﾀﾞ ｸﾙﾐ 吉田　くるみ 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'44"     -

   13  9801 ｶｸﾀ ﾕｷﾎ 角田　倖逢 埼玉県 三郷市 幸房小学校 00:05'46"     -

   14  9840 ｶﾈｻﾞｼ ﾅｺﾞﾐ 金刺　和未 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'47"     -

   15  9805 ｷﾉｼﾀ ｱﾝ 木下　杏 埼玉県 越谷市 三郷ダックス 00:05'48"     -

   16  9843 ｳﾙｼﾊﾗ ｶﾝﾅ 漆原　栞那 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'48"     -

   17  9864 ｸﾎﾞ ｱﾝｼﾞｭ 久保　杏樹 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'49"     -

   18  9807 ﾊｼﾓﾄ ﾜｶ 橋本　和奏 埼玉県 三郷市 三郷ダックス 00:05'49"     -

   19  9815 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾋﾙ 川端　真日留 東京都 武蔵野市 武蔵野市立第三小学校 00:05'50"     -

   20  9824 ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾅ 関口　芭奈 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'51"     -

   21  9845 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐﾕｳ 長原　美侑 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'53"     -

   22  9822 ﾏｼｺ ﾐｳ 益子　美海 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'54"     -

   23  9828 ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 吉澤　はるな 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'56"     -

   24  9832 ﾀｹﾅｶ ﾘﾅ 竹中　里菜 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'00"     -

   25  9866 ﾐｶﾐ ｻｷｺ 三上　咲子 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'02"     -

   26  9849 ﾅｶﾔﾏ ﾐｶ 中山　美佳 埼玉県 三郷市 三郷市立瑞木小学校 00:06'05"     -

   27  9842 ｵﾝﾂﾞｶ ﾕｺ 恩塚　結子 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'06"     -

   28  9860 ﾓﾘﾉ ﾐｵ 森野　美桜 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:06'07"     -

   29  9851 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｵ 柳田　麻緒 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:06'09"     -

   30  9835 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶ 西澤　朋花 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸小学校 00:06'10"     -

   31  9834 ﾅｶﾑﾗ ﾔﾖｲ 中村　弥生 埼玉県 三郷市 前間小学校 00:06'11"     -

   32  9852 ｸｽﾓﾄ ﾊﾅ 楠本　羽菜 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:06'12"     -

   33  9827 ｲｹｶﾞﾜ ｳﾐ 池川　青海 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'14"     -

   34  9830 ﾖｼﾉ ﾕｲ 吉野　結 埼玉県 三郷市 三郷市立瑞木小学校 00:06'16"     -

   35  9811 ﾓﾘﾓﾄ ｶﾅｺ 森本　夏菜子 埼玉県 さいたま市 00:06'16"     -

   36  9825 ｲｹﾐﾔ ﾜｶﾅ 池宮　和奏 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'25"     -

   37  9806 ﾍﾝﾐ ﾕｽﾞｷ 辺見　柚季 埼玉県 吉川市 三郷ダックス 00:06'27"     -

   38  9847 ﾂｶﾀﾞ ﾕｲ 塚田　結衣 埼玉県 三郷市 三郷市立瑞木小学校 00:06'29"     -

   39  9841 ｲｼｻﾞﾜ ﾐｱ 石澤　美愛 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'31"     -

   40  9808 ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 小川　史栞 埼玉県 三郷市 三郷ダックス 00:06'31"     -

   41  9829 ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾅ 佐藤　瑞菜 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:06'32"     -

   42  9861 ﾌｼﾞﾀ ﾒｲ 藤田　明生 埼玉県 三郷市 前間小学校 00:06'32"     -

   43  9855 ｼﾌﾞｴ ｽｽﾞｶ 渋江　寿珠佳 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'33"     -

   44  9839 ｼﾉﾀﾞ ｶﾝﾅ 篠田　柑七 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'34"     -

   45  9810 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾘｵ 早水　里桜 埼玉県 越谷市 00:06'35"     -

   46  9850 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾊﾞｷ 山田　椿 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'36"     -

   47  9844 ﾄｯﾄﾘ ﾁﾏｷ 鳥取　ちまき 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'40"     -

   48  9859 ｶﾈｺ ｻｷ 金子　彩希 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'42"     -

   49  9813 ｱﾗｲ ｺﾊﾙ 新井　こはる 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'47"     -

   50  9848 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ 吉澤　柚葉 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:06'52"     -
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   51  9833 ｵﾊﾞﾅ ｻｷｱ 尾花　紗姫愛 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:06'53"     -

   52  9802 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾐ 中山　愛海 埼玉県 三郷市 新和小 00:06'59"     -

   53  9838 ｱｻﾋ ｱｽﾐ 旭　彩純 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:07'03"     -

   54  9821 ｲｹﾊﾀ ｺﾄﾈ 池畑　琴音 埼玉県 八潮市 大曽根小学校 00:07'04"     -

   55  9826 ﾅｶﾑﾗ ﾕｱﾝ 中村　優杏 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:07'06"     -

   56  9854 ﾅｶﾞﾈ ｱｵｲ 長根　蒼依 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:07'08"     -

   57  9819 ｲｼｶﾜ ﾊﾙｶ 石川　遙華 埼玉県 八潮市 大曽根小学校 00:07'13"     -

   58  9865 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾅ 小林　愛菜 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:07'15"     -

   59  9858 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲﾘ 藤本　逢里 埼玉県 三郷市 三郷市立瑞木小学校 00:19'10"     -


