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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 8077 吉田 莉愛 ﾖｼﾀﾞ ﾘｱ 北茨城市 日立エーシージュニア 0:07:34
2 8087 逆井 心菜 ｻｶｻｲ ｺｺﾅ 坂東市 野田ジュニア２０期 0:07:38
3 8085 岡田 怜煌 ｵｶﾀﾞ ﾚﾉｱ 千葉県 野田ジュニア陸上クラブ２０期 0:07:47
4 8086 馬場 瑛 ﾊﾞﾊﾞ ｴｲﾙ 埼玉県 野田ジュニア２０期 0:07:57
5 8084 倉部 明愛 ｸﾗﾍﾞ ﾒｲ 千葉県 野田ジュニア 0:08:05
6 8049 石塚 花菜 ｲｼﾂｶ ﾊﾅ 牛久市 0:08:14
7 8036 西村 明莉 ﾆｼﾑﾗ ｱｶﾘ 牛久市 0:08:32
8 8088 冨田 結菜 ﾄﾐﾀ ﾕｲﾅ 阿見町 阿見小学校 0:08:42
9 8055 糸永 陽葵 ｲﾄﾅｶﾞ ﾋﾏﾘ 牛久市 0:08:53

10 8047 清信 花音 ｷﾖﾉﾌﾞ ﾊﾅﾈ 牛久市 0:08:59
11 8028 苅部 凛 ｶﾙﾍﾞ ﾘﾝ 牛久市 0:09:08
12 8066 大竹 結心 ｵｵﾀｹ ﾕﾅ 群馬県 あずま南小学校 0:09:10
13 8032 柴田 紗子 ｼﾊﾞﾀ ｻｺ 牛久市 0:09:10
14 8064 吉田 千紘 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 牛久市 0:09:14
15 8014 田淵 楓花 ﾀﾌﾞﾁ ﾌｳｶ 牛久市 0:09:22
16 8035 坪来 柑奈 ﾂﾎﾞﾗｲ ｶﾝﾅ 牛久市 0:09:31
17 8057 川邊 彩乃 ｶﾜﾍﾞ ｱﾔﾉ 牛久市 0:09:38
18 8082 石塚 一花 ｲｼﾂｶ ｲﾁｶ 龍ｹ崎市 石塚動物園 0:09:41
19 8019 蓮見 奏 ﾊｽﾐ ｶﾅﾃﾞ 牛久市 0:09:54
20 8024 大畠 一紗 ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞｻ 牛久市 0:09:56
21 8059 高橋 結菜 ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ 牛久市 0:10:01
22 8052 向井 優絆 ﾑｶｲ ﾕｽﾞﾅ 牛久市 神谷小学校 0:10:05
23 8013 金子 愛衣 ｶﾈｺ ｱｲ 牛久市 牛久小 0:10:10
24 8010 蔭山 雅 ｶｹﾞﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 牛久市 0:10:16
25 8020 武藤 紘佳 ﾑﾄｳ ﾋﾛｶ 牛久市 0:10:21
26 8025 岡野 帆葉 ｵｶﾉ ﾎﾉﾊ 牛久市 0:10:22
27 8080 皆川 晴香 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 牛久市 0:10:24
28 8040 山下 瑞生 ﾔﾏｼﾀ ﾐｵ 牛久市 0:10:30
29 8002 安藤 琴葉 ｱﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾊ 牛久市 0:10:41
30 8071 岡本 明香里 ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 牛久市 0:10:48
31 8008 平林 未紘 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾋﾛ 牛久市 0:10:52
32 8065 星川 真寛 ﾎｼｶﾜ ﾏﾋﾛ 牛久市 ひたち野うしく小学校 0:10:54
33 8015 二村 彩衣 ﾆﾑﾗ ｻｴ 牛久市 0:10:55
34 8041 渡邊 咲空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ 牛久市 0:11:01
35 8029 工藤 麻椰 ｸﾄﾞｳ ﾏﾔ 牛久市 0:11:01
36 8073 井村 瑠花 ｲﾑﾗ ﾙｶ 牛久市 岡田ミニバス 0:11:02
37 8074 近藤 優凪 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 牛久市 岡田ミニバス 0:11:02
38 8061 松浦 はるの ﾏﾂｳﾗ ﾊﾙﾉ 牛久市 0:11:03
39 8011 花田 侑奈 ﾊﾅﾀﾞ ﾕｳﾅ 牛久市 0:11:10
40 8053 浅野 円 ｱｻﾉ ﾏﾄﾞｶ 牛久市 牛久市立神谷小学校 0:11:12
41 8037 花町 やえ ﾊﾅﾏﾁ ﾔｴ 牛久市 0:11:24
42 8001 富田 采奈 ﾄﾐﾀ ｱﾔﾅ 水戸市 0:11:25
43 8046 加瀬 ちひろ ｶｾ ﾁﾋﾛ 牛久市 0:11:28
44 8076 荒木 日向 ｱﾗｷ ﾋﾅﾀ 牛久市 岡田ミニバス 0:11:33
45 8092 星野 陽葵 ﾎｼﾉ ﾋﾏﾘ 牛久市 0:11:33
46 8007 小倉 桜子 ｵｸﾞﾗ ｻｸﾗｺ 土浦市 0:11:38
47 8067 貝沢 亜季 ｶｲｻﾞﾜ ｱｷ つくば市 つくば市立茎崎第一小学校 0:11:39
48 8045 宮城 百花 ﾐﾔｷﾞ ﾓﾓｶ 牛久市 中根小学校 0:11:42
49 8078 大竹 紗矢 ｵｵﾀｹ ｻﾔ 牛久市 0:11:50
50 8079 小池 伊織 ｺｲｹ ｲｵﾘ 牛久市 0:11:52
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51 8042 渡邊 莉沙 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 牛久市 0:11:55
52 8031 小西 紗矢 ｺﾆｼ ｻﾔ 牛久市 0:12:16
53 8005 平松 琉美奈 ﾋﾗﾏﾂ ﾙﾐﾅ 牛久市 0:12:16
54 8021 有田 桜子 ｱﾘﾀ ｻｸﾗｺ 牛久市 0:12:16
55 8023 岩田 安珠 ｲﾜﾀ ｱﾝｼﾞｭ 牛久市 0:12:18
56 8060 羽鳥 瑞歩 ﾊﾄﾘ ﾐｽﾞﾎ 牛久市 0:12:22
57 8075 神戸 心優 ｶﾝﾍﾞ ﾐﾕ 牛久市 岡田ミニバス 0:12:23
58 8034 高野 彩花 ﾀｶﾉ ｲﾛﾊ 牛久市 0:12:26
59 8016 阿見 さゆり ｱﾐ ｻﾕﾘ 牛久市 0:12:33
60 8026 鴨志田 莉美 ｶﾓｼﾀﾞ ﾘﾐ 牛久市 0:12:34
61 8027 鴨志田 美結 ｶﾓｼﾀﾞ ﾐﾕ 牛久市 0:12:35
62 8018 七久保 梅子 ﾅﾅｸﾎﾞ ﾒｲｺ 牛久市 0:12:37
63 8004 松葉 美莉 ﾏﾂﾊﾞ ﾐﾘ 土浦市 0:12:43
64 8051 鎌田 彩加 ｶﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 牛久市 0:12:45
65 8003 島田 咲綺 ｼﾏﾀﾞ ｻｷ 牛久市 0:12:57
66 8030 久保木 友莉 ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾘ 牛久市 0:12:57
67 8044 宮城 咲良 ﾐﾔｷﾞ ｻｸﾗ 牛久市 中根小学校 0:13:10
68 8009 前田 鼓 ﾏｴﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 牛久市 0:13:20
69 8043 渡邊 莉奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ 牛久市 0:13:27
70 8033 島田 陽向 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾅﾀ 牛久市 0:16:02
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