
中学生女子の部

順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

1 柴田　采也可 東京都 中瀬中 0:11:14

2 大川　心愛 千葉県 國學院大學久我山中 0:11:18

3 鈴木　優奈 東京都 瑞穂第二中 0:11:33

4 長沼　春和 東京都 羽村第一中 0:11:45

5 虻川　幸華 東京都 霞台中 0:11:47

6 下元　香凜 東京都 御堂中 0:11:47

7 相澤　凪咲 東京都 泉中 0:11:47

8 松本　明香里 東京都 國學院大學久我山中 0:11:58

9 中村　碧 東京都 新町中 0:12:01

10 宿谷　智里花 東京都 新町中 0:12:10

11 下笹　綺子 東京都 新町中 0:12:18

12 鈴木　真愛華 東京都 吹上中 0:12:28

13 阪井　来春 東京都 六中 0:12:37

14 椎名　渚 東京都 中瀬中 0:12:39

15 山岸　怜奈 東京都 あきる野東中 0:12:41

16 髙橋　花里菜 東京都 新町中 0:12:44

17 大口　桃果 東京都 新町中 0:12:52

18 栗原　みう 東京都 吹上中 0:13:09

19 北沢　夢愛 東京都 新町中 0:13:13

20 沼田　愛梨 東京都 新町中 0:13:14

21 塩野　真雪 東京都 中瀬中 0:13:18

22 伊藤　澄伽 東京都 二中 0:13:23

23 水野　歩美 東京都 六中 0:13:30

24 木村　咲葉 東京都 中瀬中 0:13:37

25 下田　琴水 東京都 新町中 0:13:40

26 右田　愛美 東京都 三中 0:13:41

27 梅林　珠杏 東京都 新町中 0:13:41

28 宮野　天音 東京都 三中 0:13:41

29 鈴木　萌乃佳 東京都 御堂中 0:13:42

30 佐野　彩花 東京都 二中 0:13:43

31 日比　こま喜 東京都 中瀬中 0:13:45

32 佐藤　美颯 東京都 新町中 0:13:52

33 酒井　夢歩 東京都 あきる野東中 0:14:00

34 井出　日和 東京都 あきる野東中 0:14:02

35 杉田　迪夏 東京都 一中 0:14:03

36 木村　美桜 東京都 東京純心女子中 0:14:03

37 羽石　心海 東京都 あきる野東中 0:14:04

38 青木　千鶴 東京都 國學院大學久我山中 0:14:05

39 駒木野　由真 東京都 吹上中 0:14:07

40 庄司　友優 東京都 泉中 0:14:16

41 栃元　春乃 東京都 泉中 0:14:20

42 福冨　美羽 東京都 中瀬中 0:14:21

43 小野寺　瑠花 東京都 中瀬中 0:14:22

44 耕野　瑠杏 東京都 中瀬中 0:14:25

45 山本　佳奈 東京都 二中 0:14:25

46 髙野　夏帆 東京都 中瀬中 0:14:28

47 加藤　真朱 東京都 新町中 0:14:30

48 松坂　葵衣 東京都 吹上中 0:14:31

49 保坂　愛美 東京都 三中 0:14:31

50 佐藤　真凛 東京都 中瀬中 0:14:37
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51 種谷　みのり 東京都 御堂中 0:14:43

52 小田切　彩音 東京都 泉中 0:14:43

53 古田　礼奈 東京都 中瀬中 0:14:48

54 若林　千紘 東京都 吹上中 0:14:51

55 小山　実久 東京都 二中 0:14:55

56 右田　歩美 東京都 三中 0:15:01

57 松永　桜季 東京都 一中 0:15:01

58 横山　ほのか 東京都 泉中 0:15:10

59 岸田　杏美 東京都 一中 0:15:12

60 髙橋　結羽 東京都 中瀬中 0:15:12

61 福冨　絵亜里 東京都 一中 0:15:18

62 横手　穂花 東京都 三中 0:15:21

63 北島　睦実 東京都 三中 0:15:21

64 水野　ひかり 東京都 吹上中 0:15:26

65 藤原　里奈 東京都 二中 0:15:26

66 中山　美月 東京都 三中 0:15:33

67 桶川　智子 東京都 二中 0:15:34

68 堀越　美紀 東京都 泉中 0:15:36

69 町田　汐莉 東京都 東京純心女子中 0:15:36

70 西川　陽乃 東京都 霞台中 0:15:41

71 工藤　心渚 東京都 二中 0:15:42

72 小澤　萌香 東京都 霞台中 0:15:45

73 櫻井　愛 東京都 三中 0:15:46

74 海野　円来 東京都 三中 0:15:46

75 金子　遥希 東京都 霞台中 0:15:46

76 岩浪　衣織 東京都 二中 0:15:46

77 安藤　杏華 東京都 三中 0:15:50

78 鈴木　葵 東京都 三中 0:15:50

79 横手　悠花 東京都 三中 0:15:51

80 町田　日和 東京都 三中 0:15:51

81 保坂　瑠菜 東京都 霞台中 0:15:56

82 寄主　愛織 東京都 霞台中 0:16:12

83 稲葉　こころ 東京都 三中 0:16:14

84 太田　優羽 東京都 霞台中 0:16:19

85 細谷　優砂 東京都 新町中 0:16:22

86 井上　未梨 東京都 中瀬中 0:16:29

87 坂本　怜 東京都 中瀬中 0:16:29

88 沖　藍子 東京都 吹上中 0:16:45

89 滝田　美鈴 東京都 吹上中 0:16:45

90 村木　澪 東京都 新町中 0:16:55

91 田邉　千和 東京都 二中 0:17:26

92 高野　愛子 東京都 東京純心女子中 0:17:29

93 椙田　愛菜 東京都 三中 0:17:38

94 髙山　美優 東京都 泉中 0:17:45

95 水村　美咲 東京都 泉中 0:17:56

96 堀内　萌亜 東京都 三中 0:17:56

97 兒島　里歩 東京都 三中 0:17:56

98 佐藤　弥果 東京都 霞台中 0:29:52

松井　美咲 東京都 霞台中

関谷　喜 東京都 あきる野西中
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島﨑　茉央 東京都 瑞穂中

増渕　桜歌 東京都 一中

加藤　蘭 東京都 吹上中

大城　萌果 東京都 新町中

加藤　凜 東京都 二中

勝村　亜実 東京都 二中

村本　愛羽 東京都 中瀬中

須崎　快美 東京都 三中

前川　妃夏 東京都 霞台中

木﨑　雅 東京都 一中

弘川　あきら 東京都 穎明館中

西脇　詩緒里 東京都 國學院大學久我山中

嶺元　心響 東京都 國學院大學久我山中

村田　梨織 東京都 御堂中

足立　菜々香 東京都 霞台中

安原　菜々美 東京都 中瀬中

高野　天音 東京都 二中

滝沢　彩佳 東京都 二中

関戸　ののか 東京都 泉中

諏訪　彩葉 東京都 二中

米川　莉愛 東京都 中瀬中


