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1 8415 関口 穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 元郷南小学校 0:07:17
2 8374 小瀧 寧々 ｺﾀｷ ﾈﾈ バンビーニＡＣ 0:07:17
3 8493 由本 紅葉 ﾖｼﾓﾄ ｸﾚﾊ 本町小学校 0:07:27
4 8455 原 葵子 ﾊﾗ ｷｺ 戸塚ＦＣＧ 0:07:33
5 8409 鈴木 真央 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 上青木小学校 0:07:38
6 8370 草間 凪 ｸｻﾏ ﾅｷﾞｻ ウイングス 0:07:41
7 8478 宮嶋 安由 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾕ 石原塾 0:07:41
8 8417 高橋 歩花 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 鷺後小学校 0:07:45
9 8322 石井 滉奈 ｲｼｲ ﾋﾛﾅ 戸塚ＦＣＧ 0:07:49

10 8410 鈴木 莉子 ｽｽﾞｷ ﾘｺ 川口ＳＣ 0:07:50
11 8331 宇宗田 美月 ｳｼｭｳﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 綾瀬小学校 0:07:52
12 8390 酒本 ひまり ｻｶﾓﾄ ﾋﾏﾘ 0:07:53
13 8454 原 彩奈 ﾊﾗ ｱﾔﾅ 新郷南 0:07:56
14 8482 望月 愛泉 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｲﾐ 0:07:58
15 8442 沼口 珠理 ﾇﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾘ 戸塚ＦＣＧ 0:08:01
16 8480 村松 心優 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾋﾛ 0:08:02
17 8338 太田 愛美 ｵｵﾀ ﾏﾅﾐ 前川小学校 0:08:02
18 8311 荒井 彩那 ｱﾗｲ ｻﾅ 0:08:03
19 8489 山川 羽咲 ﾔﾏｶﾜ ﾂﾊﾞｻ ウイングス 0:08:05
20 8486 安田 莉子 ﾔｽﾀﾞ ﾘｺ 0:08:06
21 8421 田中 凛希 ﾀﾅｶ ﾘﾉ 0:08:08
22 8369 居 和夏菜 ｷｮ ﾜｶﾅ 並木小学校 0:08:09
23 8426 鶴貝 美咲 ﾂﾙｶﾞｲ ﾐｻｷ 本町スプラウツ 0:08:10
24 8477 宮澤 実緒 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｵ 芝中央小学校 0:08:11
25 8342 大野 稟絢 ｵｵﾉ ﾘｱ ウイングス 0:08:12
26 8340 大西 咲衣 ｵｵﾆｼ ｻｴ 幸町小学校 0:08:13
27 8336 扇本 紅那 ｵｵｷﾞﾓﾄ ｸﾚﾅ 在家小学校 0:08:14
28 8385 齋藤 瑚々 ｻｲﾄｳ ｺｺ 芝中央小学校 0:08:15
29 8481 村山 沙羅 ﾑﾗﾔﾏ ｻﾗ ウイングス 0:08:15
30 8317 飯塚 琉衣 ｲｲﾂﾞｶ ﾙｲ 0:08:18
31 8464 星野 瑞祈 ﾎｼﾉ ﾐｽﾞｷ 原町小学校 0:08:19
32 8347 岡田 奈穂美 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾐ 0:08:28
33 8399 篠塚 詩菜 ｼﾉﾂｶ ｳﾀﾅ 川口ハンド 0:08:29
34 8364 北川 葵 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｵｲ 0:08:29
35 8382 近藤 瑠奈 ｺﾝﾄﾞｳ ﾙﾅ 0:08:31
36 8495 和田 碧 ﾜﾀﾞ ｱｵｲ 0:08:33
37 8451 服部 真歩 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾎ 0:08:34
38 8376 小林 美沙樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 慈林小学校 0:08:34
39 8350 小田 彩里愛 ｵﾀﾞ ｱﾘﾅ 原町小 0:08:36
40 8368 木下 菜々美 ｷﾉｼﾀ ﾅﾅﾐ バンビーニＡＣ 0:08:38
41 8327 井上 晶乃 ｲﾉｳｴ ｱｷﾉ 戸塚小学校 0:08:39
42 8476 三友 優佳 ﾐﾄﾓ ﾕｳｶ 0:08:40
43 8445 能勢 彩音 ﾉｾ ｱﾔﾈ 原町小学校 0:08:41
44 8346 大森 美空 ｵｵﾓﾘ ﾐｸ ウイングス 0:08:42
45 8479 向 萌音 ﾑｶｲ ﾓﾈ 神根東小学校 0:08:43
46 8354 郭 優香 ｶｸ ﾕｳｶ 青木中央小学校 0:08:44
47 8319 猪狩 亜彩美 ｲｶﾞﾘ ｱｻﾐ 戸塚南小 0:08:44
48 8380 小守 桜姫 ｺﾓﾘ ｻｷ 戸塚綾瀬小学校 0:08:45
49 8452 早川 弥芳 ﾊﾔｶﾜ ﾐﾖｼ 桜餅 0:08:45
50 8333 梅津 凜 ｳﾒﾂ ﾘﾝ 飯塚小学校 0:08:46
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51 8371 久保 菜々実 ｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 朝日リボルバー 0:08:49
52 8387 齊藤 愛杏 ｻｲﾄｳ ﾒｲｱ ウイングス 0:08:49
53 8358 川津 茉由 ｶﾜﾂﾞ ﾏﾕ 0:08:52
54 8423 田村 結咲 ﾀﾑﾗ ﾕｴ 上青木南小学校 0:08:53
55 8411 鈴木 和心 ｽｽﾞｷ ﾜｺ バンビーニＡＣ 0:08:54
56 8456 原 菜乃 ﾊﾗ ﾅﾉ 0:08:54
57 8462 古島 芹梨 ﾌﾙｼﾏ ｾﾘ 十二月田小 0:08:55
58 8434 長田 美夕 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾕｳ 中居小学校 0:08:57
59 8357 蟹 葵衣 ｶﾆ ｱｵｲ 原町小 0:08:57
60 8416 芹川 栞那 ｾﾘｶﾜ ｶﾝﾅ 0:08:57
61 8312 新井 花奈 ｱﾗｲ ﾊﾅ 本町小学校 0:08:58
62 8305 浅倉 依玲奈 ｱｻｸﾗ ｴﾚﾅ 0:08:58
63 8441 滑川 千尋 ﾅﾒｶﾜ ﾁﾋﾛ 0:08:59
64 8326 泉 栞 ｲｽﾞﾐ ｼｵﾘ 川口ハンド 0:08:59
65 8405 杉崎 仁菜 ｽｷﾞｻｷ ﾆｲﾅ フィッシャーズ 0:08:59
66 8335 遠藤 楓月 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾂﾞｷ 上根小学校 0:08:59
67 8459 藤井 莉乃 ﾌｼﾞｲ ﾘﾉ 飯仲小学校 0:09:00
68 8366 北爪 みづき ｷﾀﾂﾞﾒ ﾐﾂﾞｷ 0:09:00
69 8491 山下 璃子 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 0:09:01
70 8362 菊池 萌奈 ｷｸﾁ ﾓﾅ 前川小学校 0:09:02
71 8440 浪岡 涼音 ﾅﾐｵｶ ｽﾞｽﾞﾈ 川口ハンド 0:09:02
72 8424 塚越 琴子 ﾂｶｺｼ ｺﾄｺ コン 0:09:05
73 8438 永山 理実 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘﾐ 川口ハンド 0:09:05
74 8325 石渡 望愛 ｲｼﾜﾀﾘ ﾉｱ ドルフィン 0:09:08
75 8302 青木 沙和 ｱｵｷ ｻﾜ 0:09:09
76 8360 菊池 咲愛 ｷｸﾁ ｻﾗ 原町小学校 0:09:10
77 8449 長谷部 美南 ﾊｾﾍﾞ ﾐﾅﾐ 原町小 0:09:13
78 8425 津田 凛 ﾂﾀﾞ ﾘﾝ 川口ハンド 0:09:14
79 8303 青木 優奈 ｱｵｷ ﾕﾅ 芝西 0:09:17
80 8443 根崎 蒼 ﾈｻｷ ｱｵｲ さくらもち 0:09:17
81 8494 林 晴希 ﾘﾝ ﾊﾙｷ 戸塚小学校 0:09:21
82 8323 石川 笑梨 ｲｼｶﾜ ｴﾐﾘ 川口ハンド 0:09:22
83 8487 柳沢 莉々花 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾘｶ 川口ハンド 0:09:23
84 8473 丸山 美咲 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｷ 並木小 0:09:24
85 8363 岸本 梨里 ｷｼﾓﾄ ﾘﾘ 前川小 0:09:25
86 8356 金澤 夏帆 ｶﾅｻﾞﾜ ｶﾎ 川口ハンド 0:09:25
87 8432 長嶋 華 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾅ 0:09:27
88 8372 熊谷 美来 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｸ 辻小学校 0:09:27
89 8497 渡邉 理紗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 幸町小学校 0:09:28
90 8446 野々平 華帆 ﾉﾉﾋﾗ ｶﾎ 中居小 0:09:28
91 8466 堀江 夏莉 ﾎﾘｴ ﾋﾏﾘ 川口ハンド 0:09:29
92 8457 平井 丹瑚 ﾋﾗｲ ﾆｺ 0:09:30
93 8422 田村 千尋 ﾀﾑﾗ ﾁﾋﾛ 飯一少女バレー 0:09:33
94 8475 三上山 鈴紗 ﾐｶﾐﾔﾏ ﾘｻ 0:09:34
95 8328 岩村 芽依 ｲﾜﾑﾗ ﾒｲ 0:09:35
96 8345 大森 琴湖 ｵｵﾓﾘ ｺﾄｺ 青木中央小 0:09:35
97 8384 崔 秀珍 ｻｲ ｼｭｳﾁﾝ 0:09:35
98 8408 鈴木 双葉 ｽｽﾞｷ ﾌﾀﾊﾞ 差間小学校 0:09:37
99 8344 大室 朝美 ｵｵﾑﾛ ｱｻﾐ 青木北小学校 0:09:37

100 8430 富田 向日葵 ﾄﾐﾀ ﾋﾏﾘ 中居小学校 0:09:42
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101 8329 上原 心南 ｳｴﾊﾗ ｺｺﾅ 青木北小学校 0:09:42
102 8444 野口 華恋 ﾉｸﾞﾁ ｶﾚﾝ 0:09:43
103 8458 深野 美結 ﾌｶﾉ ﾐﾕ 0:09:48
104 8392 佐藤 葵 ｻﾄｳ ｱｵｲ 0:09:51
105 8465 堀田 夏愛 ﾎｯﾀ ﾅﾂﾐ 並木小学校 0:09:51
106 8492 吉田 歩未 ﾖｼﾀﾞ ｱﾐ 上青木小学校 0:09:52
107 8436 中前 奏亜 ﾅｶﾏｴ ｿｳｱ 小学校 0:09:53
108 8429 土岐 星來 ﾄｷ ｾｲﾗ 飯塚小学校 0:09:53
109 8334 江川 彩羽 ｴｶﾞﾜ ｲﾛﾊ 0:09:54
110 8448 橋本 花恋 ﾊｼﾓﾄ ｶﾚﾝ 0:09:55
111 8373 黒田 結梨香 ｸﾛﾀﾞ ﾕﾘｶ 里小学校 0:09:55
112 8488 矢吹 日咲乃 ﾔﾌﾞｷ ﾋｻﾉ 神根東小学校 0:10:00
113 8330 鵜飼 妃菜 ｳｶﾞｲ ﾋﾅ 前川小学校 0:10:00
114 8341 大貫 真侑 ｵｵﾇｷ ﾏﾕ 前川小 0:10:02
115 8321 石井 渚月 ｲｼｲ ﾅﾂｷ 桜もち 0:10:02
116 8307 浅見 果穂 ｱｻﾐ ｶﾎ 上青木西小学校 0:10:02
117 8379 小宮山 楓 ｺﾐﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 中居小学校 0:10:03
118 8463 古巣 真帆 ﾌﾙｽ ﾏﾎ 前川小学校 0:10:04
119 8403 新庄 光女花 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾋﾒｶ 芝中央小学校 0:10:04
120 8400 島田 和奄 ｼﾏﾀﾞ ﾜｵﾝ 石原塾 0:10:07
121 8485 八坂 麻琴 ﾔｻｶ ﾏｺﾄ 飯一少女バレー 0:10:10
122 8377 小林 瑠莉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾘ 0:10:10
123 8414 関口 夏海 ｾｷｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 0:10:13
124 8472 松本 真桜 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｵ 飯塚小 0:10:13
125 8383 今野 愛 ｺﾝﾉ ｱｲ 前川東 0:10:15
126 8304 秋山 陽向 ｱｷﾔﾏ ﾋﾅﾀ 0:10:15
127 8402 白川 沖 ｼﾗｶﾜ ｵｷ 0:10:17
128 8389 阪本 知世 ｻｶﾓﾄ ﾁｾ 前川小学校 0:10:17
129 8407 杉山 凛華 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾝｶ 本町小学校 0:10:20
130 8428 樋川 真子 ﾄｲｶﾜ ﾏｺ 川口青木中央小 0:10:20
131 8397 塩中 悠那 ｼｵﾅｶ ﾕｳﾅ 0:10:21
132 8474 三浦 愛珠 ﾐｳﾗ ｱｼﾞｭ 0:10:27
133 8483 森島 美羽 ﾓﾘｼﾏ ﾐｳ 原町小学校 0:10:29
134 8394 佐藤 日向 ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 0:10:30
135 8447 橋本 愛花 ﾊｼﾓﾄ ｱｲｶ 0:10:30
136 8308 安部 樹里 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾘ 戸塚南小学校 0:10:31
137 8318 五十嵐 樹菜 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭﾅ 前川小学校 0:10:32
138 8420 田中 那侑 ﾀﾅｶ ﾅﾕ 前川小学校 0:10:32
139 8398 品田 優明 ｼﾅﾀﾞ ﾕｱ 0:10:33
140 8469 松岡 真由 ﾏﾂｵｶ ﾏﾕ 十二月田小学校 0:10:35
141 8310 網野 詩織 ｱﾐﾉ ｼｵﾘ 0:10:36
142 8412 須藤 美音 ｽﾄﾞｳ ﾐｵﾝ 0:10:37
143 8461 藤崎 優衣 ﾌｼﾞｻｷ ﾕｲ 0:10:39
144 8313 嵐 彩英 ｱﾗｼ ｻｴ 0:10:43
145 8353 尾花 果子 ｵﾊﾞﾅ ｶｺ はちぱん 0:10:43
146 8490 山崎 百優 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾕ 木曽呂 0:10:43
147 8349 小島 愛衣美 ｵｼﾞﾏ ｱｲﾐ 0:10:44
148 8367 木戸脇 千華 ｷﾄﾞﾜｷ ﾁｶ 十二月田小 0:10:44
149 8337 大澤 りか ｵｵｻﾜ ﾘｶ ウイングス 0:10:44
150 8450 畑中 朋夏 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｶ 十二月田小学校 0:10:45
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151 8320 池田 彩夏 ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ 0:10:53
152 8351 小田島 優莉 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕﾘ 幸町小学校 0:10:53
153 8306 浅子 咲綺 ｱｻｺ ｻｷ 幸町小学校 0:10:54
154 8315 飯田 恵奈 ｲｲﾀﾞ ｴﾅ 十二月田 0:10:54
155 8393 佐藤 希乃花 ｻﾄｳ ﾉﾉｶ 0:10:58
156 8471 松丸 ことみ ﾏﾂﾏﾙ ｺﾄﾐ 西剣道クラブ 0:10:58
157 8419 楯 陽依 ﾀﾃ ﾋﾖﾘ 前川小 0:11:00
158 8352 小野寺 柚希 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｽﾞｷ 中野江原小学校 0:11:05
159 8348 岡安 音々 ｵｶﾔｽ ﾈﾈ 青木中央小 0:11:10
160 8467 本多 沙羅 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾗ 青木北小学校 0:11:13
161 8439 七海 晴 ﾅﾅｳﾐ ﾊﾙ 0:11:21
162 8437 長屋 ゆり子 ﾅｶﾞﾔ ﾕﾘｺ 十二月田小学校 0:11:23
163 8301 青木 古都 ｱｵｷ ｺﾄ 本町小学校 0:11:39
164 8355 加治 蒼彩 ｶｼﾞ ｱｵｲ 元郷南小学校 0:12:06
165 8386 齊藤 好香 ｻｲﾄｳ ｺﾉｶ 青木中央小学校 0:12:25
166 8316 飯塚 智陽 ｲｲﾂﾞｶ ﾁﾋﾛ 根岸小学校 0:14:10
167 8470 松田 撫子 ﾏﾂﾀ ﾅﾃﾞｼｺ 0:17:24
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