
15：2km 小学3・4年生女子の部
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 地区 所属 タイム 備考

1 7144 齊藤 真乃 ｻｲﾄｳ ﾏﾉ 足利市 7:45
2 7145 齊藤 結乃 ｻｲﾄｳ ﾕﾉ 足利市 7:47
3 7104 一瀬 侑季 ｲﾁﾉｾ ﾕｳｷ 那須塩原市 埼玉小学校 8:04
4 7103 和氣 千晴 ﾜｷ ﾁﾊﾙ 大田原市 金丸小学校 8:20
5 7102 和氣 小晴 ﾜｷ ｺﾊﾙ 大田原市 金丸小学校 8:21
6 7101 津久井 天花 ﾂｸｲ ﾃﾝｶ 大田原市 市野沢小学校 8:47
7 7132 後藤 夏鈴 ｺﾞﾄｳ ｶﾘﾝ 宇都宮市 白沢小 8:53
8 7152 奥田 悠妃菜 ｵｸﾀﾞ ﾕｷﾅ 大田原市 奥沢小学校 9:03
9 7131 鎌田 尋愛 ｶﾏﾀﾞ ﾁﾅ 大田原市 黒羽MBC 9:08

10 7150 吉成 優衣 ﾖｼﾅﾘ ﾕｲ 大田原市 黒羽小学校 9:09
11 7122 深澤 朱莉 ﾌｶｻﾜ ｼｭﾘ 大田原市 川西クラブ 9:11
12 7151 坂内 愛美 ｻｶｳﾁ ﾏﾅﾐ 大田原市 9:12
13 7143 須田 百花 ｽﾀﾞ ﾓﾓｶ 東京都 キミちゃんＲＣ 9:20
14 7118 守沢 桃 ﾓﾘｻﾜ ﾓﾓ 大田原市 西原小学校 9:20
15 7108 伊藤 知娃 ｲﾄｳ ﾁｱ 大田原市 黒羽小学校 9:21
16 7127 藤田 愛里 ﾌｼﾞﾀ ｱｲﾘ 大田原市 紫塚小学校 9:22
17 7134 赤津 結衣 ｱｶﾂ ﾕｲ 茨城県 河和田小学校 9:25
18 7138 矢古宇 心陽 ﾔｺｳ ｺﾊﾙ 大田原市 大田原小学校 9:26
19 7107 飯山 颯 ｲｲﾔﾏ ｿｳ 大田原市 9:31
20 7130 長谷川 愛莉 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲﾘ 大田原市 市野沢小学校 9:34
21 7105 小林 茉由 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 大田原市 西原小学校 9:44
22 7114 小林 優來 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ 大田原市 親園ＷＩＮＳ 9:53
23 7116 五十嵐 愛莉 ｲｶﾞﾗｼ ｱｲﾘ 大田原市 9:55
24 7110 磯 ちひろ ｲｿ ﾁﾋﾛ 大田原市 親園ＷＩＮＳ 9:55
25 7146 松本 清花 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｶ 塩谷町 大宮小学校 10:05
26 7128 屋代 寧々 ﾔｼﾛ ﾈﾈ 大田原市 黒羽ＭＢＣ 10:07
27 7129 平野 陽菜 ﾋﾗﾉ ﾋﾅ 大田原市 川西小学校 10:09
28 7109 小林 世奈 ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 大田原市 紫塚小学校 10:15
29 7154 川上 怜菜 ｶﾜｶﾐ ﾚﾅ 大田原市 黒羽小学校 10:26
30 7112 矢吹 来実 ﾔﾌﾞｷ ｸﾙﾐ 大田原市 親園ＷＩＮＳ 10:30
31 7153 渡部 愛果 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ 大田原市 大田原小学校 10:34
32 7121 手塚 奈那美 ﾃﾂﾞｶ ﾅﾅﾐ 大田原市 10:57
33 7147 長谷川 琥珀 ﾊｾｶﾞﾜ ｺﾊｸ 大田原市 10:58
34 7148 小泉 知歩 ｺｲｽﾞﾐ ﾁﾎ 大田原市 11:00
35 7149 小野 陽真梨 ｵﾉ ﾋﾏﾘ 大田原市 11:02
36 7126 梅原 陽稀 ｳﾒﾊﾗ ｱｷ 那須塩原市 豊浦小学校 11:16
37 7106 船山 結菜 ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳﾅ 大田原市 市野沢小学校 11:26
38 7119 木村 珠莉 ｷﾑﾗ ｼｭﾘ 大田原市 川西クラブ 11:28
39 7137 菅生 瑠璃 ｽｺﾞｳ ﾙﾘ 大田原市 川西クラブ 11:28
40 7124 橋本 夏歩 ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 大田原市 空手協会黒羽 11:34
41 7155 南澤 咲稀 ﾐﾅﾐｻﾜ ｻﾂｷ 大田原市 スカイラーク 12:10
42 7133 小林 美夢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 大田原市 黒羽ＭＢＣ 12:13
43 7136 森下 陽麻瑠 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾏﾙ 大田原市 須賀川小学校 12:20
44 7115 池田 璃桜 ｲｹﾀﾞ ﾘｵ 大田原市 親園ＷＩＮＳ 12:26
45 7113 阿久津 美咲 ｱｸﾂ ﾐｻｷ 大田原市 親園ＷＩＮＳ 12:27
46 7140 若目田 栞那 ﾜｶﾒﾀﾞ ｶﾝﾅ 大田原市 紫塚小学校 12:46
47 7135 黒田 彩葉 ｸﾛﾀﾞ ｱﾔﾊ 大田原市 13:27
48 7111 江面 結衣 ｴﾂﾞﾗ ﾕｲ 大田原市 親園ＷＩＮＳ 13:27

7117 鈴木 星詩乃 ｽｽﾞｷ ﾎｼﾉ 大田原市 空手協会黒羽 DNS
7120 中川 芽依 ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲ 群馬県 DNS
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7125 村田 紗世 ﾑﾗﾀ ｻﾖ 大田原市 紫塚小学校 DNS
7139 田村 真瑚 ﾀﾑﾗ ﾏｺ 大田原市 奥沢小学校 DNS
7141 高江 ひなの ﾀｶｴ ﾋﾅﾉ 大田原市 湯津上小学校 DNS
7142 高江 梨歩 ﾀｶｴ ﾘﾎ 大田原市 市野沢小学校 DNS
7156 小室 沙綾 ｵﾑﾛ ｻｱﾔ 茨城県 鉾田南小学校 DNS


