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順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 市町村県名 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 6049 仁田 美利優 ﾆｯﾀ ﾐﾘﾕ 北茨城市 日立エーシージュニア 0:10:05
2 6052 長塚 結南 ﾅｶﾞﾂｶ ﾕｲﾅ 千葉県 柏中 0:10:26
3 6003 増田 岬虹 ﾏｽﾀﾞ ﾐｸ 千葉県 0:10:31
4 6001 弦巻 心遥 ﾂﾙﾏｷ ｺﾊﾙ 千葉県 0:10:57
5 6017 山崎 愛奈 ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾄﾅ 牛久市 0:11:06
6 6048 佐藤 心結 ｻﾄｳ ｺｺﾅ 笠間市 日立エーシージュニア 0:11:14
7 6035 マクドナルド 恵茉 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｴﾏ 牛久市 0:11:31
8 6033 新田 莉子 ﾆｯﾀ ﾘｺ 牛久市 0:12:22
9 6039 吉田 陽美 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾅﾐ 牛久市 0:12:25

10 6019 柴田 璃子 ｼﾊﾞﾀ ﾘｺ 牛久市 0:12:32
11 6004 中安 咲智 ﾅｶﾔｽ ｻﾁ 土浦市 0:12:44
12 6042 髙石 優 ﾀｶｲｼ ﾕｳ 牛久市 ひたち野うしく中学校 0:12:44
13 6051 小川 真花 ｵｶﾞﾜ ﾏﾊﾅ 阿見町 朝日中学校 0:12:52
14 6037 宮野 夏帆 ﾐﾔﾉ ｶﾎ 牛久市 0:12:54
15 6034 本田 渚虹 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｺ 牛久市 0:12:57
16 6025 成田 葵 ﾅﾘﾀ ｱｵｲ 牛久市 牛久南中学校 0:13:21
17 6053 押木 ひまわり ｵｼｷ ﾋﾏﾜﾘ 龍ｹ崎市 長山中学校 0:13:29
18 6045 吉田 紗綾 ﾖｼﾀﾞ ｻｱﾔ 牛久市 0:13:33
19 6050 大科 心春 ｵｵｼﾅ ｺﾊﾙ 阿見町 朝日中学校 0:13:43
20 6022 町澤 千織 ﾏﾁｻﾞﾜ ﾁｵﾘ 牛久市 0:13:51
21 6055 佐藤 美優希 ｻﾄｳ ﾐﾕｷ 牛久市 0:13:55
22 6007 坂下 七海 ｻｶｼﾀ ﾅﾅﾐ 牛久市 0:14:01
23 6020 豊田 咲来 ﾄﾖﾀﾞ ｻﾗ 牛久市 0:14:08
24 6046 小林 愛依 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ 千葉県 光英ヴェリタス中学校 0:14:10
25 6023 山田 桜緒 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｵ 牛久市 0:14:30
26 6041 大塚 日菜 ｵｵﾂｶ ﾋﾅ 牛久市 ひたち野うしく中 0:14:33
27 6038 森本 愛結 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾕﾐ 牛久市 0:14:40
28 6027 飯塚 美遥 ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾊﾙ 牛久市 0:14:44
29 6044 由井 莉々子 ﾕｲ ﾘﾘｺ つくば市 つくば市立洞峰学園東小学校 0:14:50
30 6054 小山内 絢 ｵｻﾅｲ ｱﾔ 千葉県 ＢＢフレンド 0:14:57
31 6010 長谷川 菜未 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾐ 牛久市 0:15:04
32 6028 門野 心遥 ｶﾄﾞﾉ ｺﾊﾙ 牛久市 0:15:05
33 6015 七久保 萄子 ﾅﾅｸﾎﾞ ﾄｳｺ 牛久市 0:15:06
34 6026 淺野 桜姫 ｱｻﾉ ｻｸﾗｺ 牛久市 0:15:23
35 6014 松本 璃子 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｺ 牛久市 牛久第一中学校 0:15:27
36 6006 伊東 美結 ｲﾄｳ ﾐﾕ 石岡市 0:15:28
37 6012 古谷 日和 ﾌﾙﾔ ﾋﾖﾘ 牛久市 0:15:46
38 6011 畠山 ひなた ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾅﾀ 牛久市 0:15:48
39 6013 柳沢 愛留 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾙ 牛久市 0:16:37
40 6009 長谷川 優心 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾐ 牛久市 0:16:38
41 6036 三村 あずき ﾐﾑﾗ ｱｽﾞｷ 牛久市 0:17:12
42 6040 渡邊 心月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ 牛久市 0:17:29
43 6032 新海 綾 ｼﾝｶｲ ｱﾔ 牛久市 0:17:29
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