
小学6年生女子

順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

1 沖中　虹架 東京都 若草小 0:05:35

2 金子　凜 東京都 吹上小 0:05:54

3 増田　陽菜 東京都 五小 0:06:00

4 堀米　彩生 東京都 二小 0:06:04

5 奥田　陽香 東京都 三小 0:06:04

6 原　美優 東京都 新町小 0:06:07

7 浦　瑚夏 東京都 三小 0:06:08

8 永井　いづみ 東京都 吹上小 0:06:11

9 荒川　琉姫 東京都 今井小 0:06:18

10 羽鳥　愛莉 東京都 二小 0:06:18

11 水村　彩花 東京都 若草小 0:06:18

12 山崎　美優 東京都 四小 0:06:18

13 星本　真優 東京都 三小 0:06:19

14 飯田　梨奈 東京都 河辺小 0:06:24

15 原島　歩花 東京都 五小 0:06:25

16 ソファー　愛里 東京都 二小 0:06:26

17 河口　歩幸 東京都 河辺小 0:06:31

18 澁谷　綾花 東京都 今井小 0:06:31

19 市川　ひかり 東京都 新町小 0:06:33

20 佐藤　りみ 東京都 五小 0:06:34

21 橋本　咲希 東京都 新町小 0:06:34

22 舩木　明香 東京都 吹上小 0:06:34

23 立川　華美 東京都 二小 0:06:36

24 石上　来音 東京都 新町小 0:06:39

25 恩田　菜々美 東京都 四小 0:06:39

26 坂上　ひかり 東京都 五小 0:06:43

27 水野　夏芽 東京都 藤橋小 0:06:43

28 小山　らめ 東京都 河辺小 0:06:46

29 齋藤　花 東京都 三小 0:06:47

30 長島　瑶 東京都 吹上小 0:06:47

31 深澤　夏歩 東京都 霞台小 0:06:54

32 羽賀　姫成 東京都 霞台小 0:06:55

33 玉井　優奈 東京都 四小 0:07:01

34 並木　美香 東京都 四小 0:07:01

35 藤城　葵 東京都 若草小 0:07:02

36 島﨑　蘭 東京都 三小 0:07:05

37 染川　智枝子 東京都 河辺小 0:07:06

38 川島　佳怜 東京都 五小 0:07:07

39 竹本　ひな 東京都 新町小 0:07:08

40 原島　あさひ 東京都 五小 0:07:09

41 島　芽依奈 東京都 三小 0:07:10

42 町田　聖佳 東京都 二小 0:07:10

43 橋本　ゆずか 東京都 新町小 0:07:12

44 島﨑　奈胡 東京都 三小 0:07:15

45 西野　和花 東京都 二小 0:07:19

46 木下　舞花 東京都 六小 0:07:21

47 平岡　菜央 東京都 六小 0:07:21

48 井上　麗音菜 東京都 二小 0:07:25

49 久保　春菜 東京都 二小 0:07:26

50 島﨑　凜 東京都 三小 0:07:31
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51 嶌田　明香音 東京都 四小 0:07:32

52 加藤　美憂 東京都 若草小 0:07:33

53 山本　彩夏 東京都 今井小 0:07:35

54 東島　夢琉 東京都 新町小 0:07:39

55 坂本　琴音 東京都 若草小 0:07:43

56 栗原　美月 東京都 若草小 0:07:47

57 峯村　幸花 東京都 二小 0:07:51

58 小橋　珠季 東京都 二小 0:08:00

59 堀口　紗那 東京都 若草小 0:08:07

60 荒井　仁千菜 東京都 三小 0:08:46

61 坂本　智絵 東京都 二小 0:09:09

福島　茉莉花 東京都 河辺小

柴田　優杏 東京都 新町小

宮崎　汐蘭 東京都 河辺小

古屋　葵 東京都 五小

二宮　璃音 東京都 一小

小山　瑠唯 東京都 新町小

前谷　正美 東京都 若草小

山口　柚月 東京都 二小


