
6：3km 小学5・6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 2203 阿久津 陽向 ｱｸﾂ ﾋﾅﾀ 大田原市 親園小学校 11:43
2 2204 高久 夕奈 ﾀｶｸ ﾕﾅ 大田原市 大田原小 11:45
3 2247 吉田 莉愛 ﾖｼﾀﾞ ﾘｱ 茨城県 日立エーシー 12:03
4 2242 白戸 咲依 ｼﾗﾄ ｻｴ 大田原市 ラン太郎 12:42
5 2211 手塚 心結 ﾃﾂｶ ﾐﾕ 大田原市 親園小 12:49
6 2202 小林 莉子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｺ 大田原市 西原小学校 12:51
7 2241 齊藤 彩月 ｻｲﾄｳ ｻﾂｷ 足利市 13:00
8 2205 伊藤 季音 ｲﾄｳ ﾘﾉ 大田原市 黒羽小学校 13:01
9 2213 大槻 万結 ｵｵﾂｷ ﾏﾕ 大田原市 西原小 13:15

10 2256 吉田 真優 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 福島県 小金井小 13:16
11 2243 石川 穂花 ｲｼｶﾜ ﾎﾉｶ 大田原市 大田原小学校 13:26
12 2254 大竹 結心 ｵｵﾀｹ ﾕﾅ 群馬県 あずま南小学校 13:30
13 2248 小野 愛 ｵﾉ ｱｲ 大田原市 大田原小学校 13:41
14 2236 相馬 正妃七 ｿｳﾏ ﾏﾋﾅ 大田原市 市野沢小学校 13:43
15 2239 須田 詩子 ｽﾀﾞ ｳﾀｺ 東京都 キミちゃんＲＣ 13:46
16 2225 宮崎 凛 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾝ 大田原市 黒羽小学校 13:46
17 2244 高橋 美杏 ﾀｶﾊｼ ﾐｱ 大田原市 黒羽小学校 13:48
18 2207 前田 粋 ﾏｴﾀﾞ ｽｲ 大田原市 親園ＷＩＮＳ 13:54
19 2237 清水 琴羽 ｼﾐｽﾞ ｺﾄﾈ 大田原市 14:10
20 2253 児島 菜々 ｺｼﾞﾏ ﾅﾅ 大田原市 石上薄葉 14:24
21 2245 熊田 優菜 ｸﾏﾀﾞ ﾕﾅ 大田原市 紫塚小学校 14:32
22 2215 佐藤 結愛 ｻﾄｳ ﾕｱ 大田原市 大田原小学校 14:38
23 2221 深澤 杏菜 ﾌｶｻﾜ ｱﾝﾅ 大田原市 川西クラブ 14:41
24 2246 大森 みのり ｵｵﾓﾘ ﾐﾉﾘ 那須町 田代友愛小学校 14:41
25 9072 藤田 心花 ﾌｼﾞﾀ ｺｺﾅ 大田原市 金丸小学校 14:50
26 2235 人見 桜愛 ﾋﾄﾐ ｻﾅ 大田原市 薄葉小学校 14:57
27 2220 平久江 真優 ﾋﾗｸｴ ﾏﾕ 大田原市 黒羽ＭＢＣ 14:59
28 2209 村岡 ゆず ﾑﾗｵｶ ﾕｽﾞ 大田原市 川西クラブ 15:13
29 2210 新江 美希 ｱﾗｴ ﾐｷ 大田原市 金丸小学校 15:16
30 2222 佐藤 愛莉 ｻﾄｳ ｱｲﾘ 大田原市 川西クラブ 15:16
31 2249 堀江 杏奈 ﾎﾘｴ ｱﾝﾅ 大田原市 空手協会黒羽 15:33
32 2230 渡辺 雫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｽﾞｸ 大田原市 黒羽ＭＢＣ 15:35
33 2250 吉成 悠華 ﾖｼﾅﾘ ﾊﾙｶ 大田原市 黒羽小学校 15:36
34 2206 鳥家 夕希羽 ﾄﾔ ﾕｷﾊ 大田原市 親園ＷＩＮＳ 15:37
35 2217 大島 唯愛 ｵｵｼﾏ ﾕﾅ 大田原市 親園小学校 15:45
36 2251 遠山 優愛 ﾄｵﾔﾏ ﾕｱ 大田原市 石上薄葉 16:04
37 2228 梅原 陽琉 ｳﾒﾊﾗ ﾊﾙ 那須塩原市 豊浦小学校 16:18
38 2233 増子 柚月 ﾏｽｺ ﾕﾂﾞｷ 大田原市 川西クラブ 16:25
39 2208 影澤 桃花 ｶｹﾞｻﾜ ﾓﾓｶ 大田原市 親園ＷＩＮＳ 16:55
40 2238 野﨑 美紀 ﾉｻﾞｷ ﾐｷ 大田原市 17:07
41 2255 川上 咲矢子 ｶﾜｶﾐ ｻﾔｺ 大田原市 黒羽小学校 17:41
42 2218 木村 愛莉 ｷﾑﾗ ｱｲﾘ 大田原市 川西クラブ 17:52
43 2227 橋本 凜 ﾊｼﾓﾄ ﾘﾝ 大田原市 黒羽ＭＢＣ 18:05
44 2232 久郷 華歩 ｸｺﾞｳ ｶﾎ 大田原市 黒羽ＭＢＣ 18:09
45 2234 五月女 晴 ｿｳﾄﾒ ﾊﾙ 大田原市 川西クラブ 18:10
46 2257 小森 咲来 ｺﾓﾘ ｻﾗ 大田原市 川西クラブ 18:19
47 2240 吉田 芽加 ﾖｼﾀﾞ ﾒｲｶ 大田原市 18:42
48 2219 大出 優圭 ｵｵﾃﾞ ﾕｳｶ 栃木市 19:14

2201 一瀬 咲衣 ｲﾁﾉｾ ｻｴ 那須塩原市 埼玉小学校 DNS
2212 鈴木 望友 ｽｽﾞｷ ﾐﾕ 那須塩原市 那須塩原市東小 DNS
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2214 遅澤 美羽 ｵｿｻﾞﾜ ﾐｳ 大田原市 大田原小学校 DNS
2223 清水 愛莉 ｼﾐｽﾞ ｱｲﾘ 大田原市 DNS
2224 清水 明莉 ｼﾐｽﾞ ｱｶﾘ 大田原市 DNS
2226 瀧本 由奈 ﾀｷﾓﾄ ﾕﾅ 大田原市 黒羽ＭＢＣ DNS
2229 山上 蒼葉 ﾔﾏｶﾞﾐ ｱｵﾊﾞ 大田原市 黒羽ＭＢＣ DNS
2231 小和瀬 りさ ｺﾜｾ ﾘｻ 大田原市 大田原小学校 DNS
2252 森 梨央奈 ﾓﾘ ﾘｵﾅ 大田原市 那須北連合 DNS


