
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
1 谷萩　史歩 東京都 八王子高校 0:33:22
2 唐沢　ゆり 東京都 都立上水高校 0:34:38
3 元廣　由美 東京都 八王子高校 0:35:10
4 佐藤　由依 東京都 都立南多摩高校 0:35:36
5 田口　奈緒 埼玉県 狭山経済高校 0:35:37
6 関　真里奈 東京都 八王子高校 0:36:46
7 小野　遥奈 東京都 八王子高校 0:36:52
8 田口　理沙 埼玉県 狭山経済高校 0:37:06
9 指宿　朱音 東京都 八王子高校 0:37:30
10 門馬　聡美 東京都 昭和第一学園高 0:38:09
11 宮司　有紀 東京都 八王子高校 0:38:11
12 藤森　百加 東京都 八王子高校 0:38:38
13 小嶋　彩夏 東京都 若葉総合高校 0:38:54
14 横山　実佑 東京都 0:39:12
15 前田　弥生 東京都 若葉総合陸上部 0:39:23
16 渡橋　香月 東京都 八王子高校 0:39:26
17 宮島　奈桜 東京都 拓大一高 0:40:28
18 辻　かれん 東京都 拓大一高 0:40:40
19 向山　千春 東京都 都立若葉総合 0:40:55
20 行方　アリス 東京都 昭和第一学園高 0:41:45
21 島田　亜美 東京都 若葉総合高校 0:41:55
22 河住　望瑛 東京都 0:42:23
23 久保田　璃野 東京都 拓大一高 0:42:33
24 平井　穂乃実 東京都 わかばそうごう 0:42:39
25 石黒　桃子 東京都 都立田無高校 0:42:42
26 藤田　朱莉 東京都 若葉総合高校 0:42:45
27 山本　愛望 東京都 都立田無高校 0:42:47
28 茂内　未希 東京都 都立南多摩高校 0:42:53
29 前田　絢夏 東京都 若葉総合陸上部 0:43:05
30 吉越　里桜 東京都 都立田無高校 0:44:08
31 壷井　風華 東京都 昭和第一学園高 0:44:36
32 並木　百香 東京都 都立武蔵野北 0:45:03
33 岩田　京子 東京都 都立東大和南高 0:46:31
34 村上　あゆみ 東京都 都立青峰学園 0:46:40
35 村上　綾 東京都 都青梅総合高校 0:46:44
36 荒木　玲良 東京都 都立武蔵高校 0:47:46
37 川上　忍 東京都 若葉総合陸上部 0:48:36
38 関塚　一美 東京都 都立青峰学園 0:50:49
39 島村　美優 東京都 都立田無高校 0:50:52
40 青木　沙也香 東京都 0:52:10
41 下田　夢乃 東京都 東大和南高校 0:53:33
42 鷲塚　桃子 東京都 東京富士大学 0:54:23
43 後藤　奈津美 東京都 東京富士大学 0:55:51
44 河野　智子 東京都 0:57:33
45 遠藤　有彩 東京都 福生高校 0:57:46
46 西内　理奈子 東京都 1:00:22
47 古川　聖奈 東京都 東京富士大学 1:00:31
48 中島　明日香 埼玉県 1:01:04
49 富樫　久実子 東京都 白梅高校 1:01:04
50 飯上　結衣 東京都 白梅高等学校 1:01:04
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51 中村　直子 東京都 1:01:15
52 天谷　瑞希 東京都 1:01:56
53 岩瀬　優子 東京都 羽村特別支援校 1:05:42
54 相田　悠里 東京都 都立田無高校 1:07:12
55 田嶋　怜奈 東京都 1:09:01
56 水野　聖美 東京都 武蔵台ＲＣ 1:09:29
57 山田　真実子 東京都 武蔵台ＲＣ 1:09:44
58 望月　聡美 東京都 1:13:56
59 奥泉　彩恵 東京都 羽村特別支援校 1:15:51
60 細田　さつき 東京都 1:18:25

栗原　静香 東京都 羽村特別支援校
川口　香歩 東京都 八王子特別支援
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