
8 ・ 小学2年生女子1.5km

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1310 鈴木　かのん ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 宮城県 仙台市立長町小学校 6分21秒
2 1304 森　香乃音 ﾓﾘ ｺﾉﾝ 福島県 瀬上小学校 6分26秒
3 1314 佐藤　紅菜 ｻﾄｳ ｸﾚﾅ 福島県 東和RC 6分28秒
4 1320 北條　佐弥 ﾎｳｼﾞｮｳ ｻﾔ 福島県 鮫川小学校 6分31秒
5 1316 安斎　凜 ｱﾝｻﾞｲ ﾘﾝ 福島県 大平小学校 6分32秒
6 1332 武山　桃子 ﾀｹﾔﾏ ﾓﾓｺ 福島県 あさかのRCｽﾎﾟｰﾂ少年団 6分42秒

7 1323 中島　未結 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕ 福島県 北沢又小学校 6分55秒

8 1328 佐藤　伶海 ｻﾄｳ ﾚﾐ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 7分00秒

9 1322 松本　若菜 山形県 東部小学校 7分01秒

10 1324 秋葉　澪月 ｱｷﾊﾞ ﾐﾂﾞｷ 福島県 清水小学校 7分06秒

11 1325 鈴木　理心 ｽｽﾞｷ ﾘｺ 福島県 猪苗代T＆F 7分06秒

12 1330 外川　由莉 ﾄｶﾞﾜ ﾕﾘ 福島県 あさかのRCｽﾎﾟｰﾂ少年団 7分11秒

13 1306 松田　倖絆 ﾏﾂﾀﾞ ｺｺﾅ 福島県 富田東 7分13秒

14 1315 氏家　瑚渚 ｳｼﾞｲｴ ｺｺﾅ 福島県 笹谷小 7分13秒

15 1303 市川　眞央 ｲﾁｶﾜ ﾏｵ 福島県 余目小学校 7分13秒

16 1335 齋藤　虹々 福島県 杉妻小学校 7分14秒

17 1312 佐藤　果奈 ｻﾄｳ ｶﾅ 福島県 ﾁｰﾑかなっぺ 7分18秒

18 1313 熊谷　寧々 ｸﾏｶﾞｲ ﾈﾈ 福島県 東和小 7分25秒

19 1307 横山　美侑 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕｳ 福島県 矢野目小学校 7分30秒

20 1334 石屋　里菩 ｲｼﾔ ﾘﾎ 福島県 東和小学校 7分35秒

21 1311 曽根田　晴子 ｿﾈﾀﾞ ﾊﾙｺ 福島県 渡利小 7分36秒

22 1319 武藤　凛音 ﾑﾄｳ ﾘﾈ 福島県 東和小学校 7分37秒

23 1337 宮澤　柚希 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 福島県 福島第三小学校 7分37秒

24 1321 小幡　芽生 ｵﾊﾞﾀ ﾒｲ 福島県 富田西 7分38秒

25 1305 二瓶　那菜 ﾆﾍｲ ﾅﾅ 福島県 福大附属小 7分40秒

26 1302 川村　朋花 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｶ 福島県 北沢又小学校 7分41秒

27 1327 鈴木　かん菜 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾅ 福島県 信夫ヶ丘TC 7分42秒

28 1336 堀川　妃奈 ﾎﾘｶﾜ ﾋﾅ 福島県 富田西小学校 7分46秒

29 1301 齋藤　由奈 ｻｲﾄｳ ﾕﾅ 福島県 7分49秒

30 1331 鈴木　花 ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 福島県 あさかのRCｽﾎﾟｰﾂ少年団 7分54秒

31 1308 髙橋　望 ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 福島県 佐倉小 8分17秒

32 1333 大原　来実 ｵｵﾊﾗ ｸﾙﾐ 福島県 附属小 8分18秒

33 1329 斎藤　るいか ｻｲﾄｳ ﾙｲｶ 福島県 green　leaf　RC 8分22秒

34 1318 鶏徳　香苗 ｹｲﾄｸ ｶﾅｴ 福島県 御山小学校 8分24秒

35 1326 深草　悠夢 ﾌｶｸｻ ﾕﾗ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 8分25秒

36 1309 池田　紅葉 ｲｹﾀﾞ ｸﾚﾊ 福島県 桜の聖母小 8分35秒

37 1317 菅野　愛華 ｶﾝﾉ ｱｲｶ 福島県 杉妻小学校 8分40秒
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