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1 9117 田口 倖菜 ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 小針北小学校 0:07:15
2 9042 金光 琉里 ｶﾈﾐﾂ ﾙﾘ 南鳩ヶ谷小 0:07:55
3 9196 山田 真心 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅｶ 舟戸小学校 0:07:57
4 9061 黒沼 柚輝 ｸﾛﾇﾏ ﾕｽﾞｷ 0:07:59
5 9103 鈴木 円佳 ｽｽﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 木曽呂小学校 0:07:59
6 9126 田中 結梨香 ﾀﾅｶ ﾕﾘｶ 幸町小 0:08:03
7 9147 沼上 芽以 ﾇﾏｶﾞﾐ ﾒｲ 十二月田バンビ 0:08:08
8 9094 菅 七海 ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ 飯仲小学校 0:08:10
9 9138 中山 奏美 ﾅｶﾔﾏ ｶﾅﾐ 本町スプラウツ 0:08:21

10 9100 鈴木 彩羅 ｽｽﾞｷ ｻﾗ 新郷小学校 0:08:22
11 9188 柳沢 寛菜 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾅ 在家小学校 0:08:23
12 9173 松原 璃桜奈 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｵﾅ 0:08:25
13 9167 堀内 奏音 ﾎﾘｳﾁ ｶﾉﾝ 0:08:27
14 9183 望月 珠々 ﾓﾁﾂﾞｷ ｽｽﾞ 本町スプラウツ 0:08:27
15 9009 飯田 倫子 ｲｲﾀﾞ ﾘｺ 本町スプラウツ 0:08:27
16 9109 澤海 瑛里 ｿｳﾐ ｴﾘ ウイングス 0:08:31
17 9135 永尾 志穂 ﾅｶﾞｵ ｼﾎ バンビーニＡＣ 0:08:35
18 9057 栗崎 歩乃果 ｸﾘｻｷ ﾎﾉｶ 0:08:37
19 9168 堀内 清香 ﾎﾘｳﾁ ｻﾔｶ 幸町小 0:08:39
20 9083 佐藤 朱莉 ｻﾄｳ ｱｶﾘ 芝小学校 0:08:41
21 9051 木村 萌衣 ｷﾑﾗ ﾒｲ 戸塚南小 0:08:41
22 9203 米澤 玲衣 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾚｲ 0:08:41
23 9092 庄子 実咲 ｼｮｳｼﾞ ﾐｻｷ 桜町小 0:08:42
24 9182 村山 星羅 ﾑﾗﾔﾏ ｾﾗ ウイングス 0:08:52
25 9145 西本 心愛 ﾆｼﾓﾄ ｺｺｱ 上青木南小学校 0:08:53
26 9170 増田 沙樹 ﾏｽﾀﾞ ｻｷ 0:08:53
27 9070 小林 桃子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 川口サッカー 0:08:53
28 9052 桐谷 美希 ｷﾘﾀﾆ ﾐｷ 0:08:54
29 9129 槻岡 姫依 ﾂｷｵｶ ﾋﾖﾘ 0:08:59
30 9156 林 怜和 ﾊﾔｼ ﾚﾅ 飯仲小 0:08:59
31 9032 奥田 朱美 ｵｸﾀﾞ ｱﾔﾐ 根岸小学校 0:09:00
32 9073 小原 南実 ｺﾊﾗ ﾐﾅﾐ ウイングス 0:09:00
33 9016 今井 花菜 ｲﾏｲ ﾊﾅ 前川小学校 0:09:00
34 9068 小林 あおい ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 中居小学校 0:09:00
35 9162 福沢 愛流 ﾌｸｻﾞﾜ ｱｲﾙ バンビー二陸上 0:09:01
36 9123 田代 杏莉 ﾀｼﾛ ｱﾝﾘ 0:09:02
37 9090 霜鳥 未羽 ｼﾓﾄﾘ ﾐｳ 安行小学校 0:09:02
38 9096 杉田 苺香 ｽｷﾞﾀ ﾏｲｶ 安行小学校 0:09:02
39 9110 高尾 歩穂美 ﾀｶｵ ﾎﾎﾐ 0:09:02
40 9038 加藤 柚季 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 桜町小学校 0:09:05
41 9176 水野 寧々 ﾐｽﾞﾉ ﾈﾈ 0:09:05
42 9178 宮里 茉那 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾏﾅ 青木中央小学校 0:09:09
43 9179 向出 彩乃 ﾑｶｲﾃﾞ ｻﾔﾉ 飯塚小学校 0:09:09
44 9181 宗村 心音 ﾑﾈﾑﾗ ｺﾄ 桜町小学校 0:09:10
45 9018 植竹 りりか ｳｴﾀｹ ﾘﾘｶ 綾瀬 0:09:14
46 9192 山﨑 有紗 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾘｻ 0:09:16
47 9201 山本 零乃 ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾉ 芝中央小 0:09:17
48 9114 高見 青 ﾀｶﾐ ｱｵ 道祖土小学校 0:09:18
49 9085 佐野 小百合 ｻﾉ ｺﾕﾘ 0:09:18
50 9164 藤野 結衣 ﾌｼﾞﾉ ﾕｲ 飯塚ＳＣ 0:09:19
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51 9060 黒澤 心結 ｸﾛｻﾜ ﾐﾕ 0:09:20
52 9080 坂本 絢子 ｻｶﾓﾄ ｱｺ 0:09:20
53 9113 高松 若夏 ﾀｶﾏﾂ ﾜｶﾅ 前川東小 0:09:24
54 9163 福原 未美 ﾌｸﾊﾗ ﾐﾐ 並木小学校 0:09:24
55 9059 黒澤 翠 ｸﾛｻﾜ ｽｲ 0:09:24
56 9165 星野 莉奈 ﾎｼﾉ ﾘﾅ 根岸小学校 0:09:25
57 9014 泉 楓実花 ｲｽﾞﾐ ﾌﾐｶ 並木小学校 0:09:25
58 9072 小林 礼彩奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾅ 0:09:27
59 9075 金野 莉愛 ｺﾝﾉ ﾘｵ 川口里小学校 0:09:27
60 9174 松本 律 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾂ 並木小学校 0:09:29
61 9101 鈴木 湊愛 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 戸塚綾瀬小学校 0:09:31
62 9160 平木 結千佳 ﾋﾗｷ ﾕﾁｶ ウイングス 0:09:32
63 9184 望月 理心 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｺ 0:09:32
64 9006 荒井 心優 ｱﾗｲ ﾐﾕ 幸町小学校 0:09:34
65 9053 串崎 絢音 ｸｼｻﾞｷ ｱﾔﾈ 0:09:38
66 9205 渡辺 英乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅﾉ 青木中央小学校 0:09:38
67 9115 高山 紗輝 ﾀｶﾔﾏ ｻｷ 戸塚南小学校 0:09:39
68 9155 早川 祐来 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 桜餅 0:09:39
69 9074 小松崎 風花 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾌｳｶ 並木小 0:09:39
70 9002 青木 葉奈 ｱｵｷ ﾊﾅ 0:09:41
71 9004 阿久根 嘉乃 ｱｸﾈ ｶﾉ 川口市立戸塚小 0:09:41
72 9065 小金 亜綺 ｺｶﾞﾈ ｱｷ 芝小学校 0:09:42
73 9097 鈴木 愛香 ｽｽﾞｷ ｱｲｶ 上青木小学校 0:09:43
74 9063 剣持 栞 ｹﾝﾓﾁ ｼｵﾘ 0:09:44
75 9136 仲里 莉心 ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｺ 十二月田小学校 0:09:46
76 9077 阪井 碧 ｻｶｲ ｱｵｲ 0:09:47
77 9079 榊 心那 ｻｶｷ ｺｺﾅ 浦和ルーテル 0:09:48
78 9158 原 由奈 ﾊﾗ ﾕｲﾅ 新郷南 0:09:49
79 9066 小嶋 唯花 ｺｼﾞﾏ ｲﾁｶ 元郷小学校 0:09:51
80 9105 鈴木 望愛 ｽｽﾞｷ ﾐﾗｲ 戸塚綾瀬小学校 0:09:52
81 9001 相川 和音 ｱｲｶﾜ ｶｽﾞﾈ 幸町小学校 0:09:54
82 9029 岡村 宇莉 ｵｶﾑﾗ ｳﾘ 青木中央小学校 0:09:54
83 9043 鹿野 いつき ｶﾉ ｲﾂｷ 0:09:55
84 9015 井上 実咲 ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 0:09:56
85 9186 矢崎 菜都 ﾔｻﾞｷ ﾅﾂ 新郷小学校 0:09:57
86 9095 菅原 なつ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾂ 戸塚綾瀬小学校 0:09:57
87 9055 熊谷 萌花 ｸﾏｶﾞｲ ﾓｶ 辻小学校 0:09:58
88 9104 鈴木 実梨 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 差間小学校 0:09:58
89 9010 飯塚 あかり ｲｲﾂﾞｶ ｱｶﾘ 南鳩ヶ谷小学校 0:10:01
90 9148 沼田 莉緒 ﾇﾏﾀ ﾘｵ 本町小学校 0:10:01
91 9012 石井 萌々華 ｲｼｲ ﾓﾓｶ 神根東小学校 0:10:01
92 9056 熊谷 栞 ｸﾏｶﾞﾔ ｼｵﾘ 前川小学校 0:10:03
93 9067 牛腸 志織 ｺﾞﾁｮｳ ｼｵﾘ 0:10:04
94 9099 鈴木 彩代 ｽｽﾞｷ ｻﾖ 0:10:05
95 9093 末吉 亜妃 ｽｴﾖｼ ｱｷ 中居小学校 0:10:06
96 9021 江川 帆笑 ｴｶﾞﾜ ﾎｴﾐ 0:10:07
97 9118 武内 美友希 ﾀｹｳﾁ ﾐﾕｷ 0:10:08
98 9106 鈴木 優希菜 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾅ 慈林小学校 0:10:09
99 9137 中村 美空 ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 中居小学校 0:10:09

100 9064 孝月 瑛奈 ｺｳﾂﾞｷ ｴﾅ 0:10:10
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101 9088 嶋田 愛璃 ｼﾏﾀﾞ ｱｲﾘ ピュアホームズ 0:10:10
102 9013 石嶺 希空 ｲｼﾐﾈ ﾉｱ 0:10:13
103 9128 田村 莉咲 ﾀﾑﾗ ﾘｴ 上青木南小学校 0:10:14
104 9199 山本 知咲 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｻｷ 青木中央小 0:10:14
105 9023 大泉 奈央 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾅｵ 0:10:14
106 9036 加藤 夏帆 ｶﾄｳ ｶﾎ 里小 0:10:14
107 9198 山梨 楓夏 ﾔﾏﾅｼ ﾌｳｶ 十二月田小学校 0:10:15
108 9185 森田 紬生 ﾓﾘﾀ ﾂﾑｷﾞ 慈林小学校 0:10:16
109 9151 野村 夏花 ﾉﾑﾗ ﾅﾂﾊ 青北ウィングス 0:10:16
110 9125 館山 琴音 ﾀﾃﾔﾏ ｺﾄﾈ 0:10:18
111 9087 柴田 栞奈 ｼﾊﾞﾀ ｶﾝﾅ 前川東小 0:10:18
112 9039 加藤 柚 ｶﾄｳ ﾕｽﾞ 並木小学校 0:10:19
113 9049 北村 葵 ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 慈林小学校 0:10:20
114 9134 友廣 咲陽 ﾄﾓﾋﾛ ｻﾖ 仲町小学校 0:10:20
115 9050 北村 遥 ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 慈林小学校 0:10:24
116 9047 菊池 永真 ｷｸﾁ ｴﾏ ウイングス 0:10:26
117 9030 岡本 はな ｵｶﾓﾄ ﾊﾅ 0:10:29
118 9189 栁澤 仁美 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ 上青木小４－３ 0:10:30
119 9194 山田 夏帆 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ 0:10:31
120 9069 小林 茉莉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 0:10:31
121 9166 細井 くるみ ﾎｿｲ ｸﾙﾐ 芝南小 0:10:32
122 9058 黒木 由乃 ｸﾛｷ ﾕﾉ 0:10:33
123 9003 青山 里穂 ｱｵﾔﾏ ﾘﾎ 柳崎小学校 0:10:34
124 9054 九日 郁 ｸﾆﾁ ｶｵﾙ 0:10:34
125 9127 田村 香織 ﾀﾑﾗ ｶｵﾘ 飯一少女バレー 0:10:35
126 9180 宗像 恵利奈 ﾑﾅｶﾀ ｴﾘﾅ 0:10:39
127 9133 富山 明紗美 ﾄﾐﾔﾏ ｱｻﾐ 中居小学校 0:10:40
128 9124 多田 和花 ﾀﾀﾞ ﾎﾉｶ 0:10:40
129 9149 野林 彩音 ﾉﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾈ 戸塚南小 0:10:41
130 9028 岡田 咲紀 ｵｶﾀﾞ ｻｷ 前川小学校 0:10:42
131 9076 今野 莉里花 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 上青木南小学校 0:10:45
132 9146 新田 彩乃 ﾆｯﾀ ｱﾔﾉ 0:10:45
133 9202 吉田 瑠佳 ﾖｼﾀﾞ ﾙｶ 0:10:47
134 9131 富田 心百合 ﾄﾐﾀ ｺﾕﾘ 中居小学校 0:10:48
135 9044 亀田 ひな ｶﾒﾀﾞ ﾋﾅ 川口青木中央小 0:10:49
136 9204 若松 里咲 ﾜｶﾏﾂ ﾘｻ 幸町小学校 0:10:49
137 9121 竹田 凜 ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝ 上青木ポニーズ 0:10:50
138 9024 大倉 愛莉 ｵｵｸﾗ ｱｲﾘ 南鳩ヶ谷小学校 0:10:51
139 9025 大塚 莉子 ｵｵﾂｶ ﾘｺ 上青木小学校 0:10:51
140 9150 野辺田 菜奈 ﾉﾍﾞﾀ ﾅﾅ 前川東小 0:10:52
141 9112 高橋 優里 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ 慈林小学校 0:10:54
142 9141 成田 彩芽 ﾅﾘﾀ ｱﾔﾒ 0:10:57
143 9157 原 素乃香 ﾊﾗ ｿﾉｶ 青木北小学校 0:10:58
144 9071 小林 零 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 並木小学校 0:10:58
145 9017 岩船 遥 ｲﾜﾌﾈ ﾊﾙｶ 前川小学校 0:11:00
146 9007 有馬 瑞紀 ｱﾘﾏ ﾐｽﾞｷ 0:11:01
147 9140 浪岡 琴音 ﾅﾐｵｶ ｺﾄﾈ 0:11:02
148 9193 山崎 梨右 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｳ 並木小 0:11:03
149 9119 竹下 苺花 ﾀｹｼﾀ ﾏｲｶ 上青木小 0:11:03
150 9081 櫻井 帆ノ香 ｻｸﾗｲ ﾎﾉｶ 並木小学校 0:11:03
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151 9046 川口 りみ ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾐ 0:11:05
152 9062 桑原 優乃 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳﾉ 0:11:05
153 9019 植谷 芽生 ｳｴﾀﾆ ﾒｲ チームＵ 0:11:06
154 9132 冨田 柚花 ﾄﾐﾀ ﾕｽﾞｶ 芝南小 0:11:06
155 9008 飯田 衣里香 ｲｲﾀﾞ ｴﾘｶ 芝西小学校 0:11:17
156 9161 平松 日和 ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾖﾘ 上青木小学校 0:11:18
157 9171 松井 那奈 ﾏﾂｲ ﾅﾅ 青木中央小学校 0:11:18
158 9005 阿部 和花 ｱﾍﾞ ﾜｶ 0:11:26
159 9130 寺尾 あい ﾃﾗｵ ｱｲ 飯仲小学校 0:11:31
160 9159 兵頭 優杏 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｱ 0:11:32
161 9020 植松 雪月 ｳｴﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ 神根東小学校 0:11:32
162 9034 小山田 汐音 ｵﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾝ 根岸小学校 0:11:39
163 9143 倪 詩琪 ﾆ ｼｷ 飯仲小学校 0:11:40
164 9144 西村 結花 ﾆｼﾑﾗ ﾕｲｶ 本町小学校 0:11:41
165 9175 御子柴 陽花 ﾐｺｼﾊﾞ ﾋﾅ 0:11:43
166 9111 高橋 李果 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｶ 0:11:49
167 9040 加藤 悠月 ｶﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 東淵江小学校 0:11:50
168 9107 須田 真菜 ｽﾀﾞ ﾏﾅ 0:11:51
169 9154 花舘 美嘉 ﾊﾅﾀﾞﾃ ﾐｶ 前川東小学校 0:11:52
170 9169 堀越 泉希 ﾎﾘｺｼ ﾐｽﾞｷ 南鳩ヶ谷小学校 0:11:53
171 9195 山田 菜陽 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ 南鳩ヶ谷小学校 0:11:56
172 9035 柿崎 日菜代 ｶｷｻﾞｷ ﾋﾅﾖ 0:12:04
173 9084 佐藤 彩乃 ｻﾄｳ ｱﾔﾉ 0:12:08
174 9142 鳴海 雛乃 ﾅﾙﾐ ﾋﾅﾉ 慈林小学校 0:12:10
175 9089 清水 彩花 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 慈林小学校 0:12:11
176 9187 安田 花音 ﾔｽﾀﾞ ｶﾉﾝ 上青木小学校 0:12:13
177 9120 竹田 歌詠 ﾀｹﾀﾞ ｶｴ 上青木小学校 0:12:14
178 9027 大 葵 ｵｵﾖｼ ｱｵｲ 0:12:16
179 9033 尾花 実子 ｵﾊﾞﾅ ﾐｺ はちぱん 0:12:26
180 9153 服部 日菜 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾅ 0:12:36
181 9197 山田 望由 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ 柳崎小学校 0:12:37
182 9082 佐々江 愛花 ｻｻｴ ｱｲｶ 0:12:57
183 9022 江井 結香 ｴﾈｲ ﾕｳｶ 0:13:07
184 9191 山口 莉乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾉ 中居小学校 0:13:11
185 9026 大野 智加 ｵｵﾉ ﾄﾓｶ 辻小学校 0:13:19

2019年12月1日


