
1.2km 小学5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  9567 ﾀｶｽ ﾜｶ 高須　琶華 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:04'32"     -

    2  9503 ｺﾀｷ ﾈﾈ 小瀧　寧々 埼玉県 越谷市 00:04'33"     -

    3  9523 ﾏｴﾊﾞｼ ﾘｵ 前橋　莉桜 東京都 足立区 東京ドリーム 00:04'38"     -

    4  9531 ｶﾓｶﾞﾘ ﾕﾅ 鴨狩　侑奈 埼玉県 草加市 00:04'42"     -

    5  9502 ｾｷ ﾐﾕｳ 関　未優 東京都 足立区 弘道第一小学校 00:04'45"     -

    6  9534 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾘﾝｶ 堀米　凛花 埼玉県 越谷市 しらこばと陸上クラブ 00:04'48"     -

    7  9551 ﾔﾑﾗ ﾐﾕ 矢村　美結 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:04'56"     -

    8  9561 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾜ 松元　咲和 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:04'57"     -

    9  9533 ﾏｽｶﾜ ﾜｶﾅ 増川　若那 東京都 足立区 東京ドリーム 00:04'57"     -

   10  9514 ﾉｸﾞﾁ ｶﾉﾝ 野口　夏音 東京都 足立区 東京ドリーム 00:04'58"     -

   11  9519 ｳｴﾀﾞ ﾚｲ 植田　怜衣 千葉県 松戸市 横須賀小 00:05'03"     -

   12  9529 ｽｷﾞﾓﾄ ﾓﾓﾈ 杉本　百音 千葉県 流山市 run8 00:05'03"     -

   13  9532 ｶﾓｶﾞﾘ ﾕﾒ 鴨狩　侑芽 埼玉県 草加市 00:05'11"     -

   14  9509 ﾀﾅｶ ﾚﾓﾝ 田中　鈴紋 埼玉県 三郷市 彦成モンスターズ 00:05'15"     -

   15  9558 ｱｷﾊﾞ ﾊﾅｶ 秋葉　巴寿 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'16"     -

   16  9526 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾒｲ 柳澤　芽依 埼玉県 越谷市 00:05'20"     -

   17  9536 ｺﾓﾘ ｵﾄﾊ 小森　乙葉 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'20"     -

   18  9548 ｼﾔﾅｷﾞ ﾙｶ 四栁　琉花 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸小学校 00:05'22"     -

   19  9574 ﾅﾀﾍﾞ ｺｳﾒ 名田部　香梅 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'22"     -

   20  9572 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 髙橋　穂花 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'23"     -

   21  9562 ｳﾞｫ ﾁｶ ヴォ　愛 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校 00:05'27"     -

   22  9524 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾚｵﾝ 一柳　麗音 東京都 足立区 足立区立舎人小学校 00:05'28"     -

   23  9549 ｽｶﾞﾔ ﾁﾋﾛ 菅谷　千純 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'29"     -

   24  9546 ｻｻｷｺﾄﾐ 佐々木　琴美 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'33"     -

   25  9573 ﾅﾀﾍﾞ ﾓﾓｶ 名田部　桃彩 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'35"     -

   26  9505 ｷﾀﾆ ﾏｵ 喜谷　真央 東京都 足立区 東京ドリーム 00:05'36"     -

   27  9521 ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ 西山　萌唯 埼玉県 三郷市 後谷小学校 00:05'37"     -

   28  9530 ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 林　杏樹 東京都 足立区 東京ドリーム 00:05'38"     -

   29  9504 ｵｵﾓﾄ ﾁｻﾄ 大元　千聖 埼玉県 三郷市 00:05'40"     -

   30  9539 ｵｶﾀﾞ ｺｺﾛ 岡田　こころ 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'41"     -

   31  9555 ﾉｶﾞｲ ｱｶﾘ 野界　明里 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'46"     -

   32  9564 ｲｻｶ ﾐｸ 井坂　未来 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'46"     -

   33  9522 ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 髙橋　美空 埼玉県 三郷市 三郷市後谷小学校 00:05'47"     -

   34  9510 ﾎｼ ﾕﾘｶ 星　裕梨香 埼玉県 三郷市 三郷市立　鷹野小学校 00:05'49"     -

   35  9506 ﾀｶﾊｼ ﾐｺ 高橋　光虹 埼玉県 吉川市 三郷ダックス 00:05'49"     -

   36  9507 ｲｼｶﾜ ﾅﾂﾈ 石川　夏福 埼玉県 三郷市 三郷ダックス 00:05'49"     -

   37  9511 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾚｲ 松本　美嶺 埼玉県 三郷市 00:05'50"     -

   38  9570 ﾀﾅｶ ｱｲﾅ 田中　愛和 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'51"     -

   39  9515 ｱｵﾔﾏ ｻｷ 青山　咲季 東京都 江戸川区 上小岩第ニ小学校 00:05'52"     -

   40  9563 ｲﾌﾞｶ ﾏﾘｱ 井深　マリア 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'53"     -

   41  9518 ｵｵﾉ ﾘﾎ 大野　莉穂 埼玉県 三郷市 戸ケ崎小 00:05'53"     -

   42  9553 ｶﾏﾀ ｺﾊｸ 鎌田　琥珀 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'57"     -

   43  9542 ﾖｺｶﾜ ﾕｳ 横川　優 埼玉県 三郷市 鷹野小学校 00:05'58"     -

   44  9538 ｶﾀｸﾞﾁ ﾐｻ 片口　未紗 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:06'05"     -

   45  9544 ｵﾝﾀﾞ ﾒｲｶ 恩田　芽花 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'07"     -

   46  9560 ﾊﾉ ｻﾗ 羽野　紗楽 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'08"     -

   47  9537 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 中村　蒼生 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'09"     -

   48  9571 ｼﾏﾑﾗ ﾙﾘ 島村　瑠里 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校 00:06'10"     -

   49  9557 ﾁﾈﾝ ｱﾝﾅ 知念　杏奈 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校 00:06'11"     -

   50  9501 ﾎﾘｷﾘ ﾂﾑｷﾞ 堀切　紬生 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'12"     -
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 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

   51  9517 ｾｲﾐﾔ ﾅﾂﾐ 清宮　菜月美 埼玉県 三郷市 幸房小 00:06'12"     -

   52  9550 ｳｴｽｷﾞ ｱﾔﾉ 上杉　あやの 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:06'13"     -

   53  9576 ｱｳｸ ﾅﾅ ｴﾙｼｰ ｱｳｸ　ﾅﾅ　ｴﾙｼｰ 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'15"     -

   54  9566 ｶﾅﾓﾘ ﾒｲ 金森　萌衣 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'17"     -

   55  9575 ﾅｶﾞﾉ ﾏﾉ 長野　真乃 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'17"     -

   56  9545 ﾂﾁﾀﾞ ﾕﾒ 土田　結夢 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'18"     -

   57  9543 ｻｼｮｳ ｽﾐﾚ 佐生　菫 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'18"     -

   58  9583 ｷﾀﾉ ﾀﾏｵ 北野　碧緒 埼玉県 三郷市 前間小学校 00:06'19"     -

   59  9578 ﾐｶﾐ ｻｸﾗ 三上　咲空 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'21"     -

   60  9552 ｸﾞｴﾝﾃｨ ｷﾑ ﾅﾝ ｸﾞｴﾝ　ﾃｲ　ｷﾑ　ﾅﾝ 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校 00:06'23"     -

   61  9516 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾅ 永田　真奈 埼玉県 三郷市 00:06'23"     -

   62  9527 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ 山田　燈依 埼玉県 三郷市 高州小学校 00:06'27"     -

   63  9565 ﾐﾔﾀ ﾕｳｶ 宮田　侑花 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'27"     -

   64  9569 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ 小林　優菜 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'29"     -

   65  9581 ｱｵﾔｷﾞ ｼﾎ 青柳　志保 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'30"     -

   66  9577 ﾀｶｼﾏ ﾓﾓｶ 高島　桃佳 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校 00:06'32"     -

   67  9513 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻｷ 栁澤　早紀 埼玉県 三郷市 三郷市立八木郷小学校 00:06'33"     -

   68  9528 ｵﾊﾞﾗ ﾎﾉｶ 小原　穂乃香 埼玉県 三郷市 00:06'34"     -

   69  9535 ﾃｼﾏ ｶﾉﾝ 手嶋　花音 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'34"     -

   70  9540 ﾈｷﾞｼ ｱﾔﾈ 根岸　彩愛 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'39"     -

   71  9582 ｸｼﾀﾞ ｼｵ 櫛田　詩桜 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'41"     -

   72  9554 ﾊﾏｻﾄ ﾐﾄﾞﾘ 濱里　みどり 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'43"     -

   73  9559 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 山寺　希 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'45"     -

   74  9579 ｲﾏﾑﾗ ｺﾄﾐ 今村　心美 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'48"     -

   75  9568 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾕｽﾞｷ 漆畑　柚希 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'57"     -


