
1.2km 小学6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  9213 ｱﾏｸﾗ ﾕｲｶ 天倉　唯花 埼玉県 八潮市 八潮市立柳之宮小学校 00:04'49"     -

    2  9281 ｵｵｸﾗ ﾋﾗﾘ 大倉　優舞 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:04'49"     -

    3  9272 ﾀﾅｶ ﾐｳﾅ 田中　美羽奈 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:04'52"     -

    4  9207 ｶﾄｳ ﾚﾉﾝ 加藤　鈴乃音 埼玉県 三郷市 西海神小学校 00:04'55"     -

    5  9264 ﾅｶﾑﾗ ﾜｺ 中村　わこ 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:04'56"     -

    6  9282 ｱｵﾔｷﾞ ｼﾞｭﾘ 青柳　珠里 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'00"     -

    7  9253 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾗｲ 五十嵐　未来 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:05'00"     -

    8  9274 ｵﾉｾ ｺｺﾊ 小野瀬　心羽 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'05"     -

    9  9231 ﾌｸﾀﾞ ｼﾂﾞﾙ 福田　詩鶴 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'09"     -

   10  9212 ｵｵｼﾏ ﾚｲﾅ 大嶋　虹音 埼玉県 越谷市 00:05'15"     -

   11  9255 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾅ 飯島　葉和 埼玉県 三郷市 桜小学校 00:05'15"     -

   12  9239 ﾏﾀｶﾞﾜ ﾐｳ 又川　未羽 埼玉県 三郷市 三郷市立早稲田小学校 00:05'16"     -

   13  9216 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅﾐ 武田　まなみ 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'20"     -

   14  9222 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 髙橋　綾花 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'25"     -

   15  9280 ﾀｶﾀﾞ ｼﾎ 高田　志帆 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'26"     -

   16  9201 ﾎｼﾉ ﾐｽﾞｷ 星野　瑞祈 埼玉県 川口市 原町小学校 00:05'30"     -

   17  9260 ﾄﾑﾗ ｼﾂﾞｷ 戸村　姿月 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'30"     -

   18  9256 ﾋﾛｾ ﾕﾒｶ 廣瀬　夢叶 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'30"     -

   19  9248 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾄﾓｶ 髙畠　友華 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:05'31"     -

   20  9232 ﾐﾂﾔ ｿﾗ 三谷　そら 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'34"     -

   21  9230 ﾖｺｻﾜ ｳﾀ 横沢　侑空 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'34"     -

   22  9240 ﾆｼﾑﾗ ﾕﾘﾉ 西村　友莉乃 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'34"     -

   23  9269 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 佐藤　汐栞 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'35"     -

   24  9286 ﾅｶﾞｲ ｺﾖﾐ 永井　こよみ 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:05'35"     -

   25  9277 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾅ 篠原　花菜 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'35"     -

   26  9279 ｴｶﾞﾜ ﾕｲ 江川　結衣 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'36"     -

   27  9249 ｵｻﾅｲ ｶｴﾃﾞ 小山内　楓 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'36"     -

   28  9225 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｲ 小野寺　芽衣 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'38"     -

   29  9221 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾘｻ 岩渕　ありさ 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'39"     -

   30  9202 ｼｮｳｼﾞ ｶｻﾈ 庄司　果真 埼玉県 吉川市 三郷ダックス 00:05'40"     -

   31  9204 ｲﾄｳ ﾋﾅﾘ 伊藤　陽音 埼玉県 三郷市 00:05'41"     -

   32  9259 ﾅｶﾑﾗ ｺﾊﾙ 中村　こはる 埼玉県 三郷市 八木郷小学校 00:05'41"     -

   33  9235 ｷｸﾊﾗ ﾅﾂｷ 菊原　夏姫 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'42"     -

   34  9237 ﾌﾙﾔﾏ ｺｺﾅ 古山　心渚 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:05'42"     -

   35  9234 ﾅｶﾞﾂｶ ｻﾎ 長塚　咲歩 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'42"     -

   36  9220 ｶｲﾔ ﾋｶﾘ 海谷　ひかり 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'43"     -

   37  9217 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ 山田　麻央 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'43"     -

   38  9251 ｵｵﾏﾁ ﾏﾕ 大町　真悠 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'45"     -

   39  9209 ｸﾏｶﾞｲ ﾜｶﾅ 熊谷　和奏 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:05'45"     -

   40  9208 ﾎﾝｺﾞｳ ｱﾕ 本郷　歩 埼玉県 三郷市 丹後小学校 00:05'46"     -

   41  9226 ﾐﾅﾐ ﾊﾙｶ 南　花霞 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'48"     -

   42  9262 ﾂｼﾏ ﾕﾒｶ 対馬　由愛香 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'50"     -

   43  9271 ｷﾉｼﾀ ﾋｶﾘ 木下　光 埼玉県 三郷市 三郷市立彦郷小学校 00:05'50"     -

   44  9244 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 原田　瑞希 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:05'51"     -

   45  9211 ﾜｷﾀ ｽﾐｶ 脇田　純花 埼玉県 三郷市 三郷市立鷹野小学校 00:05'51"     -

   46  9283 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕ 吉田　愛唯 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:05'57"     -

   47  9284 ｴｼﾞﾘ ｻｷ 江尻　咲季 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:05'58"     -

   48  9203 ﾅﾀﾍﾞ ﾕｷ 名田部　優希 埼玉県 三郷市 鷹野小学校 00:06'00"     -

   49  9218 ﾖｼﾉ ﾏｲ 吉野　舞 埼玉県 三郷市 三郷市立瑞木小学校 00:06'03"     -

   50  9219 ﾐﾉﾜ ﾘﾎ 箕輪　怜歩 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'04"     -
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   51  9287 ｵﾉ ﾓﾓ 小野　桃 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'04"     -

   52  9258 ｵｵﾂｶ ｸﾙﾐ 大塚　くるみ 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'05"     -

   53  9288 ﾊﾞﾊﾞ ｱｲﾉ 馬塲　愛乃 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'06"     -

   54  9243 ｲｼｻﾞﾜ  ｺｺｱ 石澤　心愛 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'06"     -

   55  9236 ｱﾗｶﾜ ﾏﾎ 荒川　愛歩 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'08"     -

   56  9238 ﾅﾗﾊｼ ﾘｾ 奈良橋　綺星 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'09"     -

   57  9278 ｼﾄﾐ ﾁﾊﾙ 蔀　千晴 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'09"     -

   58  9263 ｲﾜﾏ ﾐﾕ 岩間　美夢 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'12"     -

   59  9252 ﾆｲﾇﾏ ｻﾅ 新沼　聖菜 埼玉県 三郷市 三郷市立瑞木小学校 00:06'13"     -

   60  9245 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｱ 松村　優杏 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'15"     -

   61  9224 ﾅｶﾞｽ ﾐｲ 長洲　美依 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'27"     -

   62  9233 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｻ 青柳　理沙 埼玉県 三郷市 三郷市立幸房小学校 00:06'33"     -

   63  9223 ｼﾉﾊﾗ ﾁｻｷ 篠原　千幸 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'34"     -

   64  9205 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾏﾐ 漆原　茉美 東京都 葛飾区 戸ヶ崎小学校 00:06'35"     -

   65  9261 ｺﾞﾄｳ ﾘｵﾝ 後藤　凛音 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'35"     -

   66  9268 ｵｸﾞﾗ ﾘｱ 小椋　梨愛 埼玉県 三郷市 前谷小学校 00:06'37"     -

   67  9270 ｼﾓｲﾀﾞ ﾕｲｺ 下井田　結子 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'37"     -

   68  9247 ｻｻｷ ﾕｲ 佐々木　結衣 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'39"     -

   69  9228 ﾀｹﾅｶ ﾐｸ 竹中　未來 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'47"     -

   70  9254 ｷﾝﾀｶ ｴﾚﾅ 金高　愛玲奈 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'48"     -

   71  9241 ﾏﾂﾌｼﾞ ｻｸﾗ 松藤　さくら 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'49"     -

   72  9276 ｻｻｷ ﾏﾔ 佐々木　麻耶 埼玉県 三郷市 鷹野小学校 00:06'49"     -

   73  9266 ｼｵﾔ ﾁﾋﾛ 塩谷　千尋 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:06'56"     -

   74  9242 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 若林　楓 埼玉県 三郷市 彦成小学校 00:06'57"     -

   75  9267 ｽｶﾞﾔ ﾐｲﾅ 菅谷　美衣菜 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:07'00"     -

   76  9250 ｺﾂﾞｶ ﾋﾖﾘ 小塚　陽依 埼玉県 三郷市 三郷市立丹後小学校 00:07'04"     -

   77  9214 ﾊﾀ ｲﾁｺ 畑　苺子 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:07'15"     -

   78  9273 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾏ 村上　優真 埼玉県 三郷市 八木郷小学校 00:07'20"     -

   79  9257 ﾊﾆﾌﾗｲﾏ ハニフライマ 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:07'25"     -

   80  9290 ｾｼﾀ ﾕｳｱ 瀬下　結愛 埼玉県 三郷市 新和小学校 00:07'32"     -


