
10㌔の部女子高校生

順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

1 谷萩　史歩 東京都 八王子高校 0:33:50
2 関　真里奈 神奈川県 八王子高校 0:35:19
3 浅井　美咲 東京都 八王子高校 0:36:14
4 池神　悠希 東京都 都立田無高校 0:36:17
5 堀内　恵理 東京都 若葉総合高校 0:36:42
6 唐沢　ゆり 東京都 都立上水高校 0:36:47
7 田巻　彩 東京都 駒沢学園女子 0:36:57
8 高橋　彩香 東京都 八王子高校 0:37:03
9 大八木　亜紀 東京都 八王子高校 0:37:21
10 野呂　春奈 東京都 都立上水高校 0:37:26
11 前田　弥生 東京都 若葉総合陸上部 0:37:44
12 佐藤　由依 東京都 都立南多摩高校 0:37:58
13 片山　友香子 東京都 錦城学園高校 0:38:26
14 小嶋　彩夏 東京都 若葉総合高校 0:38:50
15 前田　絢夏 東京都 若葉総合高校 0:38:52
16 原　由佳 東京都 若葉総合高校 0:39:06
17 清水　洋子 東京都 錦城学園高校 0:39:11
18 藤森　百加 神奈川県 八王子高校 0:40:11
19 木村　里紗 東京都 都立上水高校 0:40:12
20 藤田　紗彩 東京都 若葉総合高校 0:40:38
21 村上　綾 東京都 青梅総合高校 0:40:45
22 篠原　杏子 東京都 錦城学園高校 0:40:52
23 大河内　肇子 東京都 都若葉総合高校 0:40:53
24 河野　綾香 東京都 0:41:04
25 吉留　里乃 東京都 都立武蔵高校 0:41:28
26 向山　千春 東京都 都立若葉総合 0:41:40
27 小倉　真美 東京都 八王子高校 0:41:58
28 橋本　かなえ 東京都 都立上水高校 0:42:27
29 平井　穂乃実 東京都 若葉総合高校 0:42:28
30 深澤　梨央 東京都 錦城学園高校 0:42:36
31 関野　由実子 神奈川県 八王子高校 0:43:21
32 三宅　梓 東京都 都立武蔵高校 0:44:02
33 茂内　未希 東京都 南多摩高校陸上 0:44:04
34 内山　栞 東京都 都昭和陸上部 0:44:33
35 赤尾　友美 東京都 都立上水高校 0:44:43
36 小池　理愛 東京都 上水高校 0:44:53
37 岩田　京子 東京都 都立東大和南 0:45:39
38 荒木　玲良 東京都 都立武蔵高校 0:46:57
39 小濱　里菜 東京都 都立田無高校 0:47:50
40 岡村　夏美 東京都 都立田無高校 0:47:50
41 下田　夢乃 東京都 東大和南高校 0:48:01
42 田村　麻由 東京都 都立昭和陸上部 0:48:23
43 井上　遥香 東京都 都立武蔵高校 0:48:31
44 片山　千夏 東京都 都立田無高校 0:48:56
45 髙橋　優里奈 東京都 都立松ヶ谷高校 0:48:57
46 菅原　早苗 東京都 都立田無高校 0:49:04
47 相田　悠里 東京都 都立田無高校 0:49:27
48 森　涼子 東京都 青梅総合高校 0:50:47
49 土居　鈴香 東京都 都立昭和高校 0:53:03

50 岩本　咲也香 東京都 都立田無高校 0:53:38
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51 斉藤　香梨 神奈川県 緑園総合高校 0:55:48
52 松本　侑華 東京都 東京富士大学 0:55:50
53 松岡　智奈 東京都 0:57:04
54 伊藤　佳菜 東京都 福生高校陸上部 0:57:12
55 橋本　つかさ 東京都 あきる野学園 0:58:18
56 川中　真子 東京都 東京富士大学 0:58:48
57 ＡＲＮＯＬＤ．ＳＡＭＡＮＴＨＡ 東京都 ストライダース 0:59:04
58 高橋　綾子 東京都 0:59:12
59 青木　悠真 東京都 東京純心女子高 1:00:05
60 小鉢　友理恵 東京都 東京富士大学 1:00:49
61 鈴木　せり奈 東京都 東京富士大学 1:01:17
62 天谷　瑞希 東京都 ＩＣＵ高校 1:01:43
63 岩元　ひな 東京都 武蔵台ＲＣ 1:02:04
64 草野　友理 東京都 明中八王子高校 1:04:21
65 関塚　一美 東京都 都立青峰学園 1:04:57
66 齋藤　美旺 東京都 1:06:24
67 清野　小巻 東京都 八王子特別支援 1:06:37
68 峰尾　沙里 東京都 青梅総合高校 1:06:44
69 池田　奈穂 東京都 1:07:29
70 小久保　正美 東京都 羽村特別支援学 1:08:46
71 斉藤　沙也加 東京都 あきる野学園 1:09:36
72 水野　聖美 東京都 武蔵台ＲＣ 1:11:42
73 山田　真実子 東京都 武蔵台ＲＣ 1:13:57

川口　香歩 東京都 八王子特別支援


