
小学5年生女子

順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

1 石川　理央 東京都 新町小 0:05:35

2 菅野　舞香 東京都 新町小 0:05:42

3 後藤　千尋 東京都 吹上小 0:06:06

4 岡部　歩 東京都 五小 0:06:14

5 大久保　羽音 東京都 新町小 0:06:21

6 奥崎　暖愛 東京都 新町小 0:06:22

7 大前　莉子 東京都 三小 0:06:23

8 福原　日菜 東京都 河辺小 0:06:25

9 佐藤　琳音 東京都 四小 0:06:25

10 樋口　暖乃 東京都 藤橋小 0:06:25

11 田中　音咲 東京都 新町小 0:06:28

12 山中　未蘭 東京都 新町小 0:06:29

13 平井　未來乃 東京都 新町小 0:06:32

14 中村　紗弓 東京都 二小 0:06:32

15 武藤　愛羅 東京都 友田小 0:06:34

16 若林　優希 東京都 今井小 0:06:34

17 伊藤　汐音 東京都 二小 0:06:38

18 坂本　雫花 東京都 二小 0:06:40

19 三好　志穂 東京都 新町小 0:06:46

20 野村　夢音 東京都 五小 0:06:48

21 山﨑　晴夏 東京都 若草小 0:06:48

22 近藤　涼香 東京都 五小 0:06:49

23 荒井　優来 東京都 新町小 0:06:51

24 林　優奈 東京都 河辺小 0:06:55

25 安達　里音 東京都 二小 0:06:55

26 鈴木　優羽 東京都 吹上小 0:06:55

27 坂元　孝子 東京都 二小 0:06:58

28 平　桃葉 東京都 二小 0:06:58

29 宮杜　あいら 東京都 新町小 0:07:00

30 小峰　馨子 東京都 四小 0:07:02

31 宮田　美来 東京都 霞台小 0:07:02

32 菊地　華怜 東京都 新町小 0:07:03

33 髙根　優希 東京都 五小 0:07:04

34 畑中　美空 東京都 三小 0:07:04

35 坂口　七海 東京都 河辺小 0:07:06

36 加藤　向日葵 東京都 吹上小 0:07:07

37 青木　莉緒 東京都 高井戸第二小 0:07:10

38 河村　咲来 東京都 友田小 0:07:11

39 竹部　百花 東京都 河辺小 0:07:11

40 中野　生羅 東京都 二小 0:07:12

41 バラティ　マヤ 東京都 啓明学園 0:07:12

42 影山　瑠空 東京都 河辺小 0:07:13

43 小松　梨乃 東京都 若草小 0:07:15

44 茂木　美羽 東京都 新町小 0:07:17

45 本嶋　陽菜 東京都 桃井第四小 0:07:18

46 澁谷　麻衣 東京都 二小 0:07:18

47 金子　姫星 東京都 今井小 0:07:19

48 栗田　心結 東京都 若草小 0:07:20

49 高木　梨央 東京都 藤橋小 0:07:20

50 青木　こころ 東京都 河辺小 0:07:21
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51 影山　瑠奈 東京都 河辺小 0:07:22

52 秦　彩葉 東京都 霞台小 0:07:28

53 三須　結日奈 東京都 霞台小 0:07:29

54 翁長　瑞稀 東京都 吹上小 0:07:32

55 丸山　友希 東京都 河辺小 0:07:34

56 キョーセン芽生メレック 東京都 四小 0:07:40

57 髙巣　寧々 東京都 河辺小 0:07:40

58 上原　夕奈 東京都 河辺小 0:07:41

59 清水　琥珀 東京都 霞台小 0:07:41

60 長谷　凜々子 東京都 三小 0:07:54

61 小林　花音 東京都 霞台小 0:07:57

62 吉池　寿美 東京都 二小 0:08:21

63 榎戸　花菜 東京都 三小 0:08:30

64 齋藤　優奈 東京都 河辺小 0:09:00

65 一村　凪紗 東京都 河辺小 0:09:00

66 高橋　愛華 東京都 三小 0:09:14

67 福　愛美 東京都 三小 0:09:18

山口　栞 東京都 藤橋小

鈴木　朝陽 東京都 新町小

小林　美涼 東京都 新町小


