
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
1 井上　日菜子 あきる野市 あきる野西中 0:11:07
2 渡辺　あいり あきる野市 あきる野西中 0:11:12
3 植田　帆南 あきる野市 あきる野西中 0:11:19
4 鈴木　麻祐 あきる野市 あきる野東中 0:11:29
5 鬼頭　らのあ 福生市 福生三中 0:11:33
6 小松　栞奈 あきる野市 秋多中 0:12:08
7 佐々木　絵里奈 あきる野市 あきる野東中 0:12:10
8 横田　胡桃 青梅市 三中 0:12:10
9 保坂　優希奈 青梅市 霞台中 0:12:13
10 田中　陽菜 青梅市 霞台中 0:12:18
11 井上　愛菜 あきる野市 あきる野西中 0:12:20
12 山崎　史央里 青梅市 泉中 0:12:22
13 窪野　涼子 青梅市 霞台中 0:12:25
14 田村　里菜 青梅市 西中 0:12:26
15 森　彩華 青梅市 新町中 0:12:28
16 樋口　彩耶 青梅市 三中 0:12:29
17 羽賀　こころ 青梅市 霞台中 0:12:32
18 久松　明日架 あきる野市 あきる野東中 0:12:33
19 渡辺　真未 青梅市 吹上中 0:12:44
20 棚川　実紅 青梅市 三中 0:12:48
21 黒石川　まり あきる野市 あきる野東中 0:12:50
22 山崎　桃果 青梅市 霞台中 0:12:50
23 金澤　ひかり 青梅市 新町中 0:12:52
24 粂川　栞 あきる野市 秋多中 0:12:54
25 魚谷　愛理 青梅市 泉中 0:12:57
26 三木　佳苗 青梅市 西中 0:12:57
27 櫻木　小波 青梅市 一中 0:12:57
28 武谷　ひかる 青梅市 霞台中 0:13:00
29 関野　朱夏 あきる野市 秋多中 0:13:01
30 佐藤　茜 青梅市 霞台中 0:13:02
31 沢田　桜子 あきる野市 秋多中 0:13:03
32 濱里　亜美 青梅市 西中 0:13:04
33 市川　千鶴 あきる野市 秋多中 0:13:08
34 中丸　真由美 青梅市 霞台中 0:13:08
35 浅村　里美 あきる野市 秋多中 0:13:09
36 浅田　ゆり 青梅市 三中 0:13:09
37 上野　舞佳 青梅市 霞台中 0:13:11
38 久保田　彩 青梅市 吹上中 0:13:12
39 蓑田　真理子 あきる野市 あきる野東中 0:13:14
40 吉村　杏瑠 青梅市 三中 0:13:14
41 坂本　百香 青梅市 泉中 0:13:15
42 市川　由理佳 青梅市 西中 0:13:16
43 中野　夏緒 青梅市 西中 0:13:16
44 山本　遥香 青梅市 三中 0:13:20
45 長内　悠真 あきる野市 秋多中 0:13:21
46 岩見谷　仁美 青梅市 三中 0:13:24
47 髙田　彩乃 あきる野市 秋多中 0:13:26
48 村上　舞 青梅市 一中 0:13:26
49 安田　真緒 あきる野市 秋多中 0:13:29
50 四條　優香 青梅市 西中 0:13:29
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51 吉田　結花 青梅市 三中 0:13:31
52 岸田　慶生 青梅市 吹上中 0:13:32
53 荒川　未歩 あきる野市 秋多中 0:13:33
54 平田　真冬 青梅市 三中 0:13:35
55 高橋　涼香 青梅市 吹上中 0:13:36
56 山崎　美優 青梅市 西中 0:13:37
57 志村　彩華 青梅市 西中 0:13:37
58 田中　梓 あきる野市 秋多中 0:13:38
59 岩田　萌花 青梅市 西中 0:13:38
60 森元　架有 青梅市 西中 0:13:39
61 中田　美祈 青梅市 霞台中 0:13:40
62 山﨑　美久 青梅市 泉中 0:13:43
63 伊藤　優希 青梅市 霞台中 0:13:45
64 吉原　真紀 青梅市 吹上中 0:13:45
65 山木　春奈 あきる野市 秋多中 0:13:46
66 延原　唯 あきる野市 あきる野東中 0:13:46
67 保坂　麻優 青梅市 日本大学第一中 0:13:47
68 卒場石　朋佳 あきる野市 あきる野東中 0:13:47
69 井上　舞 あきる野市 あきる野東中 0:13:47
70 粕谷　海咲 青梅市 三中 0:13:50
71 市耒　百佳 青梅市 三中 0:13:50
72 梅原　千奈 青梅市 泉中 0:13:51
73 興梠　文音 青梅市 西中 0:13:52
74 峯岸　奈央 青梅市 西中 0:13:54
75 藤井　紅葉 青梅市 西中 0:13:57
76 机　萌々奈 青梅市 西中 0:13:58
77 塩野　綾香 青梅市 三中 0:13:59
78 福島　夏海 青梅市 西中 0:14:01
79 佐藤　未夢 青梅市 三中 0:14:03
80 長戸　里紗 青梅市 泉中 0:14:03
81 渡邊　寛子 青梅市 三中 0:14:05
82 梶原　玲奈 青梅市 吹上中 0:14:06
83 栗原　汐里 青梅市 三中 0:14:07
84 三尾　澄樺 青梅市 西中 0:14:07
85 中山　莉乙 青梅市 三中 0:14:08
86 石田　聖 青梅市 西中 0:14:12
87 佐藤　瑠乃 青梅市 三中 0:14:15
88 中野　若奈 青梅市 六中 0:14:16
89 岡部　桜 青梅市 吹上中 0:14:18
90 萩原　明日香 青梅市 吹上中 0:14:19
91 小山　美奈 青梅市 泉中 0:14:20
92 大石　あみ 青梅市 六中 0:14:22
93 須﨑　葵 青梅市 西中 0:14:24
94 関口　愛 青梅市 新町中 0:14:24
95 西野　珠梨 青梅市 新町中 0:14:24
96 菅井　綺恋 青梅市 三中 0:14:25
97 沖　香菜子 青梅市 吹上中 0:14:26
98 帯刀　唯 青梅市 新町中 0:14:28
99 木内　京香 青梅市 西中 0:14:28
100 梅岡　由希乃 青梅市 三中 0:14:34
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101 島﨑　智美 青梅市 西中 0:14:34
102 島田　祐里 青梅市 三中 0:14:36
103 久松　寧々 福生市 福生三中 0:14:42
104 藤田　有香 青梅市 吹上中 0:14:43
105 山田　莉子 青梅市 吹上中 0:14:45
106 鈴木　明歩 青梅市 霞台中 0:14:45
107 伊勢村　香帆 青梅市 一中 0:14:47
108 志村　美優菜 青梅市 三中 0:14:47
109 石川　愛梨 福生市 福生三中 0:14:48
110 三上　琴衣 青梅市 霞台中 0:14:49
111 高橋　咲花 日の出町 大久野中 0:14:49
112 米田　綾香 青梅市 霞台中 0:14:49
113 内藤　紗矢香 青梅市 吹上中 0:14:50
114 川島　小苗 青梅市 新町中 0:14:50
115 北村　麻弥 青梅市 吹上中 0:14:50
116 前田　葵 福生市 福生三中 0:14:51
117 鈴木　真琴 青梅市 西中 0:14:51
118 藤　文香 青梅市 霞台中 0:14:52
119 安藤　佳乃 青梅市 西中 0:14:54
120 秋元　麻友 青梅市 西中 0:14:57
121 原　菜々子 青梅市 新町中 0:14:58
122 久保　ひかる 青梅市 西中 0:14:59
123 西川　友梨 青梅市 泉中 0:15:02
124 納谷　あかり 青梅市 西中 0:15:05
125 増田　奈々 青梅市 霞台中 0:15:06
126 澤田　葵 青梅市 霞台中 0:15:06
127 大久保　志穂 青梅市 霞台中 0:15:07
128 持田　愛海 青梅市 西中 0:15:07
129 松本　鮎菜 青梅市 吹上中 0:15:11
130 中島　葵 青梅市 吹上中 0:15:11
131 遠藤　美里 青梅市 西中 0:15:11
132 手塚　乃々夏 あきる野市 あきる野東中 0:15:14
133 渕上　和奈 瑞穂町 霞台中 0:15:16
134 清水　澪 青梅市 西中 0:15:19
135 永井　佑奈 青梅市 霞台中 0:15:20
136 増田　透子 青梅市 新町中 0:15:22
137 大塚　楓子 青梅市 西中 0:15:22
138 杉山　琴音 青梅市 西中 0:15:23
139 吉澤　愛美 青梅市 吹上中 0:15:30
140 加藤　遥香 青梅市 三中 0:15:30
141 松井　友美 青梅市 吹上中 0:15:31
142 原田　芽依 青梅市 泉中 0:15:35
143 阿部　郁美 福生市 福生三中 0:15:38
144 田中　春那 青梅市 吹上中 0:15:46
145 森田　青夏 青梅市 新町中 0:15:57
146 濱千代　みなみ 青梅市 三中 0:16:09
147 安藤　琴音 青梅市 三中 0:16:10
148 穴田　里菜 青梅市 三中 0:16:10
149 加藤　江利菜 青梅市 三中 0:16:17
150 齋藤　成華 青梅市 霞台中 0:16:19
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151 清野　夕梨 青梅市 霞台中 0:16:19
152 原　しおり 青梅市 新町中 0:16:45
153 高橋　遼 福生市 福生三中 0:17:14
154 串間　里咲 あきる野市 あきる野東中 0:18:36
155 川満　里奈 青梅市 霞台中 0:19:12
156 小原　育海 青梅市 霞台中 0:27:36
157 永井　千聖 青梅市 霞台中 0:27:47

木下　優子 あきる野市 あきる野西中
田邉　麻有 あきる野市 あきる野西中
榎本　彩佳 あきる野市 あきる野西中
森　真琴 あきる野市 御堂中
青木　鈴佳 青梅市 西中
脇本　亜希子 青梅市 霞台中
久保田　真生 青梅市 西中
井上　美歩 青梅市 霞台中
小西　彩夏 青梅市 西中
杉山　桃佳 青梅市 西中
渡邊　由姫 青梅市 三中
藤戸　咲季 青梅市 新町中
竹中　南々 日の出町 大久野中
樋口　志帆 青梅市 吹上中
町田　華穂 青梅市 三中
原　彩乃 青梅市 三中
岩田　弥幸 青梅市 三中
杉田　菜々子 青梅市 新町中
内藤　美希 あきる野市 あきる野東中
清水　愛里 青梅市 吹上中
太田瀬　瑠美 青梅市 一中
原島　杏優 青梅市 三中
長谷川　桃花 青梅市 三中
清水　貴羅 青梅市 三中
伊藤　未夢 青梅市 三中
矢野　遥南 青梅市 三中
中山　梓 青梅市 三中
松井　明音 青梅市 三中
井上　桃香 青梅市 三中
横倉　渚 青梅市 西中
橋本　実歩 青梅市 西中
菅　美悠 青梅市 西中
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