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 1組
 0

 1

 2     4 Ａ・セレーナ        茨  城  2:11.50

ｱｯｸｱｾﾚｰﾅ            学童

   25 江川　茅紘      ｴｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ        小4

   23 石田千明日      ｲｼﾀﾞ ﾁｱｽ        小4

   24 久保田萌生      ｸﾎﾞﾀ ﾒｲ         小4

   26 依田　莉音      ﾖﾀﾞ ﾘｵﾝ         小4

 3     2 リリーＳＣ          茨  城  2:00.00

ﾘﾘｰｽﾎﾟｰﾂ            中学

   20 菅谷　　夢      ｽｶﾞﾔ ﾕﾒ         中2

   19 野口　海音      ﾉｸﾞﾁ ｱﾏﾈ        中2

   18 荒川日南子      ｱﾗｶﾜ ﾋﾅｺ        中2

   21 藤原千穂子      ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁﾎｺ       中1

 4    16 ＪＳＳ立石          東  京  1:57.63

JSSﾀﾃｲｼ             学童

  278 松橋　麗華      ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ        小6

  280 中茎　実南      ﾅｶｸｷ ﾐﾅﾐ        小6

  281 和田　夢叶      ﾜﾀﾞ ﾕﾒｶ         小5

  279 矢作　智里      ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ        小6

 5    19 ＳＡＴ雪ヶ谷        東  京  1:58.00

SATﾕｷｶﾞﾔ            中学

  408 小原　天寧      ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ        中1

  407 廣島　歌子      ﾋﾛｼﾏ ｳﾀｺ        中2

  409 伊東　寧々      ｲﾄｳ ﾈﾈ          中1

  410 竹川　希歩      ﾀｹｶﾜ ｷﾎ         中1

 6    34 イトマン港北        神奈川  2:00.72

ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ            学童

  624 佐藤ななみ      ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ         小6

  626 竹内　美緑      ﾀｹｳﾁ ﾐﾉﾘ        小6

  623 中本　蘭夢      ﾅｶﾓﾄ ﾗﾑ         小6

  625 桑原　美優      ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ        小6

 7

 8

 9
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 0     8 コナミ北浦和        埼  玉  1:56.00

ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ            学童

   97 柴田　菜摘      ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ        小5

   98 藤縄　優花      ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ       小5

   95 青山　　舞      ｱｵﾔﾏ ﾏｲ         小6

   94 石橋　彩愛      ｲｼﾊﾞｼ ｻｲｱ       小6

 1    36 ﾙﾈｻﾝｽ港南中         神奈川  1:52.00

ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ            中学

  634 川口　茉美      ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ        中1

  631 望月美優香      ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ       中2

  633 下里真依子      ｼﾓｻﾞﾄ ﾏｲｺ       中2

  632 村上　夏帆      ﾑﾗｶﾐ ｶﾎ         中2

 2    38 コナミ西宮          兵  庫  1:50.00

ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ            中学

  751 森　菜々子      ﾓﾘ ﾅﾅｺ          中3

  753 北口沙央梨      ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ       中2

  752 笠松　咲蘭      ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ        中2

  750 梶野　千紗      ｶｼﾞﾉ ﾁｻ         中3

 3    23 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ        東  京  1:48.00

ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ            大学

  489 神宮司瀬里奈    ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｾﾘｰﾅ   大2

  486 関根　理沙      ｾｷﾈ ﾘｻ          大4

  488 細田　梨乃      ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ         大2

  487 小林　江舞      ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ        大3

 4    29 ATSC.YW             神奈川  1:42.00

ATSC.YW             

  605 野崎　美優      ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ         大2

  603 岩永　美里      ｲﾜﾅｶﾞ ﾐｻﾄ       

  606 浅野　理子      ｱｻﾉ ﾘｺ          高2

  604 青木　智美      ｱｵｷ ﾄﾓﾐ         大3

 5    25 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC           神奈川  1:46.27

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS            中学

  586 城戸　佑菜      ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ         中2

  588 森岡　碧海      ﾓﾘｵｶ ｱﾐ         中1

  590 栗山　百花      ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ        中1

  587 大内　紗雪      ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ        中2

 6    30 ATSC.YW             神奈川  1:48.00

ATSC.YW             

  608 堀田明日香      ﾎﾘﾀ ｱｽｶ         高1

  611 竹内　華那      ﾀｹｳﾁ ｶﾅ         中2

  609 浅野　風香      ｱｻﾉ ﾌｳｶ         中3

  610 佐々木杏奈      ｻｻｷ ｱﾝﾅ         中3

 7    12 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ          千  葉  1:52.00

ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ             

  203 松島　香帆      ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ         中3

  200 宇佐見　渚      ｳｻﾐ ﾅｷﾞｻ        高3

  201 高梨　汐音      ﾀｶﾅｼ ｼｵﾈ        高2

  202 真如　優菜      ｼﾝﾆｮ ﾕﾅ         高1

 8    33 イトマン港北        神奈川 棄権

ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ            

 9     6 ＦーＢＩＧ          栃  木  1:57.50

F-BIG               学童

   40 西山日陽里      ﾆｼﾔﾏ ﾋﾖﾘ        小6

   39 池田　琴音      ｲｹﾀﾞ ｺﾄﾈ        小6

   38 金田　優衣      ｶﾈﾀﾞ ﾕｲ         小6

   41 仁平こころ      ﾆﾍｲ ｺｺﾛ         小5


