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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 6939 林 凜華 ﾊﾔｼ ﾘﾝｶ 上青木中学校 0:10:22
2 6908 浮田 藍子 ｳｷﾀ ｱｲｺ 戸塚中 0:10:33
3 6930 丹野 菜々美 ﾀﾝﾉ ﾅﾅﾐ 戸塚西 0:10:38
4 6932 冨田 紗帆 ﾄﾐﾀ ｻﾎ 戸塚中 0:10:49
5 6937 新津 那奈 ﾆｲﾂ ﾅﾅ 草加新田中 0:10:49
6 6950 横山 絵実俐 ﾖｺﾔﾏ ｴﾐﾘ 0:10:54
7 6905 伊藤 あいる ｲﾄｳ ｱｲﾙ 芝クロウズ 0:11:16
8 6926 園部 蘭 ｿﾉﾍﾞ ﾗﾝ 十二月田中学校 0:11:36
9 6912 川嶋 紗希 ｶﾜｼﾏ ｻｷ 植竹中学校 0:11:40

10 6921 佐藤 佑奈 ｻﾄｳ ﾕﾅ 越谷栄進中 0:12:09
11 6941 福田 珠羽美 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳﾋﾞ 川口ＳＣ 0:12:24
12 6929 高橋 春花 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 0:12:30
13 6910 柿沼 莉音 ｶｷﾇﾏ ﾘｵ 安行中学校 0:12:31
14 6948 安丸 和華 ﾔｽﾏﾙ ﾉﾄﾞｶ 川口ＳＣ 0:12:32
15 6913 菊地 美羽 ｷｸﾁ ﾐｳ 戸田市美笹中 0:12:33
16 6901 新井 沙南 ｱﾗｲ ｻﾅ バンビーニＡＣ 0:12:40
17 6925 関口 結衣 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｲ 仲町中 0:13:04
18 6906 伊藤 るか ｲﾄｳ ﾙｶ 仲町中学校 0:13:48
19 6904 泉 初花 ｲｽﾞﾐ ﾓﾄｶ 幸並中学校 0:14:01
20 6951 吉田 陽菜乃 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾉ 0:14:06
21 6924 杉山 優衣奈 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｲﾅ 0:14:18
22 6938 野村 莉央 ﾉﾑﾗ ﾘｵ 仲町中学校 0:14:21
23 6922 佐野 向日葵 ｻﾉ ﾋﾏﾘ 0:14:25
24 6916 工藤 まい ｸﾄﾞｳ ﾏｲ 元郷中学校 0:14:30
25 6918 桑原 美優 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕｳ 0:14:32
26 6911 郭 明菜 ｶｸ ｱｷﾅ 青木中学校 0:15:05
27 6914 木戸脇 佳歩 ｷﾄﾞﾜｷ ｶﾎ 十二月田中 0:15:49
28 6909 大島 茉凜 ｵｵｼﾏ ﾏﾘﾝ 0:15:54
29 6923 清水 愛莉華 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘｶ 元郷中学校 0:16:08
30 6942 古島 芽 ﾌﾙｼﾏ ﾒｲ 元郷中学校 0:16:14
31 6936 名古屋 満由 ﾅｺﾞﾔ ﾏﾕ 0:16:18
32 6933 中西 莉沙子 ﾅｶﾆｼ ﾘｻｺ 元郷中学校 0:16:21
33 6947 村野 幸代 ﾑﾗﾉ ﾕｷﾖ 赤羽岩淵中学校 0:16:38
34 6943 堀 朱里 ﾎﾘ ｱｶﾘ 赤羽岩淵中学校 0:16:50
35 6915 木下 舞 ｷﾉｼﾀ ﾏｲ 川口南中学校 0:17:02
36 6920 佐藤 ほのか ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 元郷中学校 0:17:12
37 6907 上原 柚芭 ｳｴﾊﾗ ﾕｽﾞﾊ 元郷中学校 0:17:35
38 6919 小林 優菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 0:17:58
39 6928 髙橋 茜音 ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ 戸塚西中学校 0:18:34
40 6917 熊倉 彩花 ｸﾏｸﾗ ｱｲｶ 元郷中学校 0:19:27
41 6946 武藤 咲羽 ﾑﾄｳ ｻﾜ 八幡木中学校 0:19:49
42 6945 松本 唯花 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲｶ 赤羽岩淵中学校 0:22:10
43 6949 山田 千鶴 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ 元郷中学校 0:22:54
44 6944 松田 向日葵 ﾏﾂﾀ ﾋﾏﾜﾘ 0:22:57
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