
9 ・ 小学3年生女子2km

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1615 福元　可愛 ﾌｸﾓﾄ ｴﾉ 茨城県 下館小学校 8分13秒
2 1617 佐川　樹里 ｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 福島県 石川小学校 8分25秒
3 1611 國定　紗英 ｸﾆｻﾀﾞ ｻｴ 福島県 郡山市立桑野小 8分34秒
4 1618 石井　咲彩 ｲｼｲ ｻｱﾔ 福島県 東和RC 8分36秒
5 1605 加藤　なつみ ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ 福島県 矢野目小 8分42秒
6 1609 佐藤　梨央 ｻﾄｳ ﾘｵ 福島県 ﾁｰﾑかなっぺ 8分44秒

7 1628 冠木　若葉 ｶﾌﾞｷ ﾜｶﾊﾞ 福島県 あさかのRCｽﾎﾟｰﾂ少年団 8分45秒

8 1616 斎藤　優奈 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ 福島県 塩沢小学校 8分49秒

9 1613 駒林　奏音 ｺﾏﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 宮城県 増田小 8分51秒

10 1601 渡辺　真麻 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｱｻ 福島県 附属小 8分56秒

11 1604 小林　愛奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 福島県 三河台小 9分10秒

12 1602 國分　唯奈 福島県 大平小 9分14秒

13 1621 佐久間　ひかり ｻｸﾏ ﾋｶﾘ 福島県 信夫ヶ丘TC 9分20秒

14 1606 志賀　心寧 福島県 福島鎌田小 9分25秒

15 1624 嶺岸　楓夏 ﾐﾈｷﾞｼ ﾌｳﾅ 福島県 信夫ヶ丘TC 9分32秒

16 1636 鈴木　梨穂音 福島県 平田小学校 9分32秒

17 1635 二階堂　菜摘 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ 福島県 三河台小 9分35秒

18 1631 蓬田　彩夏 ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｱﾔｶ 福島県 矢野目小学校 9分43秒

19 1623 片桐　宥咲 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋｻｷ 福島県 信夫ヶ丘TC 9分49秒

20 1640 佐藤　琉葦 ｻﾄｳ ﾙｲ 福島県 福島第三小学校 9分54秒

21 1641 平塚　未悠 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾕｳ 福島県 福島第三小学校 9分58秒

22 1607 髙木　菜々子 ﾀｶｷﾞ ﾅﾅｺ 福島県 市立松川小学校 9分59秒

23 1633 星野　心実 ﾎｼﾉ ｺｺﾐ 福島県 ﾁｰﾑﾄﾞﾚﾐ 9分59秒

24 1612 鈴木　くるみ 福島県 猪苗代T＆F 10分01秒

25 1629 松浦　美空 ﾏﾂｳﾗ ﾐｿﾗ 福島県 瀬上小 10分05秒

26 1622 渡邉　菜々子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅｺ 福島県 信夫ヶ丘TC 10分14秒

27 1632 久間木　菜々 ｸﾏｷ ﾅﾅ 福島県 矢野目小学校 10分18秒

28 1638 丹治　あおい ﾀﾝｼﾞ ｱｵｲ 福島県 矢野目小学校 10分19秒

29 1619 髙橋　侑巳 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾐ 福島県 三河台小 10分26秒

30 1603 渡辺　花菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ 福島県 10分38秒

31 1637 佐久間　美月 ｻｸﾏ ﾐﾂﾞｷ 福島県 下川崎小 10分39秒

32 1608 久保田　瑠奈 ｸﾎﾞﾀ ﾙﾅ 福島県 大森小学校 10分40秒

33 1630 樋口　凜佳 ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝｶ 福島県 瀬上小 10分51秒

34 1634 伊藤　柊凛 ｲﾄｳ ｼｭﾘ 福島県 森合小学校 11分00秒

35 1627 網谷　里奈 ｱﾐﾀﾆ ﾘﾅ 福島県 green　leaf　RC 11分00秒

36 1626 小山　美羽 ｵﾔﾏ ﾐｳ 福島県 green　leaf　RC 11分01秒

37 1620 星　碧泉 ﾎｼ ｱｵｲ 福島県 ﾁｰﾑｽﾀｰｽﾞ 11分16秒

38 1610 氏家　穂乃花 ｳｼﾞｲｴ ﾎﾉｶ 宮城県 長町小学校 11分37秒

39 1639 櫻井　まりあ ｻｸﾗｲ ﾏﾘｱ 福島県 庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 11分52秒

40 1625 押山　智世 ｵｼﾔﾏ ﾄﾓﾖ 福島県 ﾁｰﾑｵｯｼｰ 12分20秒
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