
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
1 由利　嶺花 青梅市 五小 0:05:40
2 斉藤　あみ 青梅市 若草小 0:05:50
3 原　歩夏 青梅市 新町小 0:05:50
4 佐々木　美帆 青梅市 藤橋小 0:05:52
5 宿谷　美菜里 青梅市 四小 0:06:06
6 中馬　樹 青梅市 三小 0:06:07
7 浜中　美咲 青梅市 若草小 0:06:07
8 前田　凪咲 青梅市 藤橋小 0:06:09
9 佐藤　天海 青梅市 四小 0:06:09
10 堀口　陽菜 青梅市 今井小 0:06:13
11 宮野　結音 青梅市 吹上小 0:06:13
12 大場　睦望 青梅市 二小 0:06:14
13 岩崎　愛梨 青梅市 四小 0:06:14
14 小金沢　萌香 青梅市 五小 0:06:20
15 前川　恵美莉 青梅市 霞台小 0:06:22
16 小村　奈央 青梅市 七小 0:06:23
17 鈴木　萌 青梅市 新町小 0:06:25
18 加藤　みな美 青梅市 河辺小 0:06:25
19 小峰　かのん 青梅市 若草小 0:06:38
20 柏谷　優妃 青梅市 若草小 0:06:44
21 石上　菜織 青梅市 今井小 0:06:44
22 猿谷　芽実 青梅市 河辺小 0:06:48
23 石塚　葉南 青梅市 四小 0:06:50
24 平井　理子 青梅市 四小 0:06:50
25 寺島　しずく 青梅市 今井小 0:06:52
26 樋口　果萌 青梅市 三小 0:06:53
27 岡部　あす香 青梅市 河辺小 0:06:55
28 山下　奈桜 青梅市 四小 0:06:56
29 大谷　夏樹 青梅市 河辺小 0:07:01
30 外山　真帆 青梅市 今井小 0:07:03
31 飯野　真帆 青梅市 吹上小 0:07:06
32 齋藤　亜乃 青梅市 霞台小 0:07:06
33 髙橋　沙弥 青梅市 霞台小 0:07:07
34 島田　莉奈 青梅市 河辺小 0:07:12
35 篠﨑　奏 青梅市 三小 0:07:14
36 黒川　実柚 青梅市 一小 0:07:15
37 白石　桃子 青梅市 今井小 0:07:17
38 犬伏　里菜 青梅市 若草小 0:07:17
39 小野田　芽衣 青梅市 今井小 0:07:18
40 篠原　彩花 青梅市 新町小 0:07:18
41 野﨑　萌花 青梅市 今井小 0:07:18
42 市川　涼花 青梅市 霞台小 0:07:19
43 小山　沙梨 青梅市 若草小 0:07:21
44 守屋　麻結 青梅市 藤橋小 0:07:24
45 井﨑　彩乃 青梅市 新町小 0:07:24
46 小村　愛子 青梅市 七小 0:07:25
47 池畑　舞香 青梅市 霞台小 0:07:28
48 遠藤　花南 青梅市 三小 0:07:29
49 尾田　美紅 青梅市 霞台小 0:07:30
50 長井　夕奈 青梅市 二小 0:07:39
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51 石川　なみ 青梅市 今井小 0:07:41
52 成田　結愛 青梅市 今井小 0:07:44
53 山﨑　歩佳 青梅市 藤橋小 0:07:45
54 黒田　有貴 青梅市 若草小 0:07:46
55 榎本　涼香 青梅市 河辺小 0:07:51
56 久下　まなみ 青梅市 今井小 0:07:52
57 黒田　葵沙 青梅市 河辺小 0:07:59
58 野村　真由 青梅市 霞台小 0:08:02
59 多田野　柚夏 青梅市 若草小 0:08:02
60 高橋　美海 青梅市 河辺小 0:08:05
61 林　ひまり 青梅市 若草小 0:08:08
62 柳内　唯 青梅市 二小 0:08:35
63 小谷野　実紅 青梅市 二小 0:08:38
64 石上　千笑 青梅市 三小 0:11:07

山田　優里 青梅市 二小
平城　彩花 青梅市 三小
村田　瑠菜 青梅市 五小
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