
小学4年生女子

順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

1 峯田　さつき 東京都 新町小 0:05:46

2 佐野　愛彩 東京都 河辺小 0:06:02

3 野口　心優 東京都 二小 0:06:05

4 大徳　杏 東京都 今井小 0:06:20

5 島﨑　珠藍 東京都 二小 0:06:23

6 金澤　采子 東京都 成木小 0:06:24

7 嶋﨑　優美 東京都 吹上小 0:06:27

8 島　瑚乃花 東京都 三小 0:06:32

9 武本　立夏 東京都 今井小 0:06:33

10 有馬　心結 東京都 新町小 0:06:33

11 小林　咲空 東京都 霞台小 0:06:37

12 金子　柚 東京都 吹上小 0:06:37

13 奥田　日奈子 東京都 三小 0:06:37

14 伊野　はな 東京都 新町小 0:06:38

15 中野　綾女 東京都 新町小 0:06:39

16 土屋　愛 東京都 六小 0:06:41

17 羽賀　つかさ 東京都 河辺小 0:06:42

18 難波　潤 東京都 河辺小 0:06:42

19 金杉　さくら 東京都 吹上小 0:06:42

20 今井　萌 東京都 霞台小 0:06:42

21 小澤　瑠依夏 東京都 霞台小 0:06:42

22 大舘　瑛 東京都 若草小 0:06:46

23 篠原　菜花 東京都 河辺小 0:06:48

24 市川　明日実 東京都 六小 0:06:49

25 大塚　安奈 東京都 河辺小 0:06:51

26 荒井　美優羽 東京都 二小 0:06:51

27 西村　泉海 東京都 河辺小 0:06:51

28 星　夏乃音 東京都 一小 0:06:52

29 中村　汐里 東京都 新町小 0:06:53

30 長船　里桜 東京都 三小 0:06:55

31 大峯　璃桜 東京都 四小 0:06:56

32 小山田　美央 東京都 三小 0:06:58

33 桃原　かのん 東京都 五小 0:07:00

34 野田　桃花 東京都 新町小 0:07:01

35 平原　愛莉 東京都 河辺小 0:07:02

36 木下　七海 東京都 五小 0:07:02

37 佐藤　碧音 東京都 五小 0:07:02

38 加藤　彩花 東京都 新町小 0:07:04

39 滝澤　優奈 東京都 河辺小 0:07:04

40 羽賀　桜舞 東京都 霞台小 0:07:06

41 伏見　姫菜乃 東京都 霞台小 0:07:08

42 伊藤　澄 東京都 若草小 0:07:11

43 鈴木　優実 東京都 吹上小 0:07:13

44 大山　咲 東京都 四小 0:07:13

45 山田　弥音 東京都 新町小 0:07:14

46 難波　季歩 東京都 五小 0:07:14

47 野崎　花乃 東京都 四小 0:07:15

48 染川　実樹子 東京都 河辺小 0:07:15

49 福島　妃里 東京都 河辺小 0:07:15

50 中村　杏美 東京都 新町小 0:07:16
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51 大場　美優 東京都 三小 0:07:17

52 荒井　彩那 東京都 新町小 0:07:17

53 村岡　羽菜 東京都 新町小 0:07:18

54 吉池　寿代 東京都 二小 0:07:23

55 中里　多璃 東京都 新町小 0:07:24

56 井上　莉愛菜 東京都 二小 0:07:26

57 内山　凛香 東京都 河辺小 0:07:28

58 泉　百花 東京都 河辺小 0:07:32

59 岩田　明日菜 東京都 河辺小 0:07:32

60 舩木　結香 東京都 吹上小 0:07:33

61 井出　梨里花 東京都 河辺小 0:07:34

62 荒井　さくら 東京都 河辺小 0:07:34

63 米丸　羽奈 東京都 吹上小 0:07:36

64 吉野　柚朱 東京都 河辺小 0:07:37

65 望月　果歩 東京都 六小 0:07:37

66 原嶋　琉美奈 東京都 若草小 0:07:41

67 山川　彩結 東京都 新町小 0:07:45

68 大西　優子 東京都 若草小 0:07:45

69 原島　若那 東京都 新町小 0:07:47

70 的場　優紀 東京都 霞台小 0:07:49

71 吉澤　璃亜菜 東京都 二小 0:07:56

72 大竹　藍衣 東京都 新町小 0:07:58

73 野島　美羽 東京都 新町小 0:08:03

74 安齋　莉来 東京都 霞台小 0:08:12

75 嶋﨑　莉子 東京都 若草小 0:08:12

76 吉松　日和 東京都 二小 0:08:15

77 小峰　愛瑠 東京都 霞台小 0:08:20

78 谷藤　朱華里 東京都 河辺小 0:08:25

79 星野　綾花 東京都 河辺小 0:08:26

80 神田　来瞳 東京都 霞台小 0:08:36

81 白井　優奈 東京都 三小 0:08:43

82 森本　のぞみ 東京都 若草小 0:09:00

83 吉田　叶愛 東京都 四小 0:09:35

84 鈴木　愛梨 東京都 四小 0:09:50

85 竹久　愛梨 東京都 三小 0:09:56

笹倉　愛日 東京都 新町小

浅香　陽月 東京都 三小

小沼　美桜 東京都 成木小


