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1 3306 手塚 蕾 ﾃﾂﾞｶ ﾂﾎﾞﾐ ｉｍａ 千葉県 0:10:34
2 3307 椎名 美月 ｼｲﾅ ﾐﾂﾞｷ ｉｍａ 千葉県 0:10:44
3 3311 酒井 望叶 ｻｶｲ ﾓｶ 小見川陸上クラブ 茨城県 0:10:47
4 3304 堀内 凛乃 ﾎﾘｳﾁ ﾘﾉ 萩原小 千葉県 0:10:56
5 3310 小川 優希羽 ｵｶﾞﾜ ﾕｷﾊ ｉｍａ 千葉県 0:11:01
6 3324 飯田 優里菜 ｲｲﾀﾞ ﾕﾘﾅ ｉｍａ 千葉県 0:11:08
7 3301 加藤 真緒 ｶﾄｳ ﾏｵ 牧園小学校 千葉県 0:11:20
8 3315 水野 佑香 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｶ ｉｍａ 千葉県 0:11:23
9 3309 遠山 心絆 ﾄｵﾔﾏ ｺｺﾅ ｉｍａ 千葉県 0:11:25

10 3316 諸持 来望 ﾓﾛﾓﾁ ｸﾙﾐ ｉｍａ 千葉県 0:11:28
11 3305 上舞 彩心 ｶﾝﾏｲ ｱﾔﾐ ちはら台桜小学校 千葉県 0:11:38
12 3327 戸村 万葉 ﾄﾑﾗ ﾏﾖ ｉｍａ 千葉県 0:11:40
13 3330 髙木 夕喜奈 ﾀｶｷﾞ ﾕｷﾅ 旭中央小 千葉県 0:11:52
14 3313 石井 結茉 ｲｼｲ ﾕﾏ 千葉県 0:12:07
15 3321 伊藤 心音 ｲﾄｳ ｺｺﾈ ｂｏｔｃｈｉ凸 千葉県 0:12:17
16 3314 多田 美咲 ﾀﾀﾞ ﾐｻｷ 小林北小学校 千葉県 0:12:18
17 3329 青栁 沙弥花 ｱｵﾔｷﾞ ｻﾔｶ 千葉県 0:12:26
18 3323 足達 芽依 ｱﾀﾞﾁ ﾒｲ 市原ＡＣ 千葉県 0:12:26
19 3322 足達 結依 ｱﾀﾞﾁ ﾕｲ 市原ＡＣ 千葉県 0:12:29
20 3312 西村 美咲 ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｷ 千葉県 0:12:34
21 3348 菅谷 優来 ｽｶﾞﾔ ﾕﾗ 千葉県 0:12:36
22 3333 飯島 さつき ｲｲｼﾞﾏ ｻﾂｷ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:12:41
23 3334 佐藤 心咲 ｻﾄｳ ﾐｻｷ ｉｍａ 千葉県 0:12:42
24 3325 加藤 真奈 ｶﾄｳ ﾏﾅ 牧園小学校 千葉県 0:12:45
25 3326 宮内 遥陽 ﾐﾔｳﾁ ﾊﾙﾋ 千葉県 0:12:54
26 3347 越川 愛琉 ｺｼｶﾜ ｱｲﾙ 千葉県 0:12:54
27 3337 加瀬 夢菜 ｶｾ ﾕﾒﾅ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 0:12:56
28 3317 伊東 陽菜 ｲﾄｳ ﾋﾅ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:13:02
29 3303 堀内 花凛 ﾎﾘｳﾁ ｶﾘﾝ 萩原小 千葉県 0:13:14
30 3343 加瀬 莉緒菜 ｶｾ ﾘｵﾅ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 0:13:14
31 3358 方波見 一菜 ｶﾀﾊﾞﾐ ｲｲﾅ 茨城県 0:13:16
32 3338 松尾 夢彩 ﾏﾂｵ ﾕｱ ｉｍａ 千葉県 0:13:16
33 3335 佐藤 心花 ｻﾄｳ ﾐｶ ｉｍａ 千葉県 0:13:18
34 3331 向後 和奏 ｺｳｺﾞ ﾜｶﾅ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 0:13:30
35 3346 伊藤 碧 ｲﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 0:13:34
36 3360 鵜飼 歩夢 ｳｶｲ ﾌﾕﾒ たいよう体操クラブ 千葉県 0:13:34
37 3341 伊藤 楓菜 ｲﾄｳ ﾌｳﾅ 千葉県 0:13:37
38 3339 来栖 愛奏 ｸﾙｽ ｱｲｶ ｉｍａ ｋｉｄｓ 千葉県 0:13:41
39 3320 山崎 心菜 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺﾅ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 0:13:42
40 3344 猪野尾 真優 ｲﾉｵ ﾏﾕ 大網東小学校 千葉県 0:13:42
41 3403 髙橋 莉衣奈 ﾀｶﾊｼ ﾘｲﾅ たいよう体操クラブ 千葉県 0:13:42
42 3376 辻井 亜実 ﾂｼﾞｲ ｱﾐ 旭ドリームス 千葉県 0:13:42
43 3362 髙橋 結奈 ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ たいよう体操クラブ 千葉県 0:13:42
44 3318 伊藤 莉菜 ｲﾄｳ ﾘﾅ ｉｍａ 千葉県 0:13:47
45 3395 小島 由衣夏 ｺｼﾞﾏ ﾕｲｶ 習志野市大久保東小 千葉県 0:13:50
46 3351 鏑木 渚音 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾉｱ 千葉県 0:13:51
47 3342 浅野 愛花 ｱｻﾉ ﾏﾅｶ 千葉県 0:13:53
48 3397 小澤 由依 ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 千葉県 0:14:01
49 3345 佐伯 優凪 ｻｴｷ ﾕｳﾅ 一宮小学校 千葉県 0:14:03
50 3438 星 舞衣花 ﾎｼ ﾏｲｶ 千葉県 0:14:08
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51 3428 グロリア ソラ ロレンゾ ｸﾞﾛﾘｱ ｿﾗ･ﾛﾚﾝｿﾞ 千葉県 0:14:11
52 3363 林 真央 ﾊﾔｼ ﾏｵ 矢指小 千葉県 0:14:15
53 3332 関 優亜 ｾｷ ﾕｳｱ ｉｍａ 千葉県 0:14:15
54 3367 岩澤 知央 ｲﾜｻﾜ ﾁﾋﾛ 千葉県 0:14:16
55 3354 山崎 桃菜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓﾅ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 0:14:19
56 3386 品村 直子 ｼﾅﾑﾗ ﾅｵｺ たいよう体操クラブ 千葉県 0:14:19
57 3387 伊藤 陽葵 ｲﾄｳ ﾋﾏﾘ たいよう体操クラブ 千葉県 0:14:20
58 3372 石毛 萌々夏 ｲｼｹﾞ ﾓﾓﾅ 千葉県 0:14:32
59 3349 方波見 二華 ｶﾀﾊﾞﾐ ﾆｶ 茨城県 0:14:34
60 3407 森田 芽衣 ﾓﾘﾀ ﾒｲ 千葉県 0:14:34
61 3416 小山田 朱里 ｵﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾘ 千葉県 0:14:35
62 3399 向後 芽依 ｺｳｺﾞ ﾒｲ 飯岡少年剣道団 千葉県 0:14:45
63 3430 内田 望 ｳﾁﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ みどりが丘小学校 千葉県 0:14:48
64 3336 伊藤 奏音 ｲﾄｳ ｶﾅﾈ ｂｏｔｃｈｉ凸 千葉県 0:14:55
65 3371 板寺 莉央 ｲﾀﾃﾞﾗ ﾘｵ 千葉県 0:14:59
66 3389 新留 聖奈 ﾆｲﾄﾞﾒ ｾﾅ たいよう体操クラブ 千葉県 0:15:03
67 3364 富樫 可菜実 ﾄｶﾞｼ ｶﾅﾐ 千葉県 0:15:04
68 3378 才賀 優 ｻｲｶﾞ ﾕｳ 千葉県 0:15:05
69 3352 長嶋 笑瑚 ﾅｶﾞｼﾏ ﾆｺ 千葉県 0:15:05
70 3366 庄司 千鶴 ｼｮｳｼﾞ ﾁﾂﾞﾙ ちーちゃんず 千葉県 0:15:10
71 3388 髙根 ひなた ﾀｶﾈ ﾋﾅﾀ たいよう体操クラブ 千葉県 0:15:12
72 3365 加瀬 心晴 ｶｾ ｺﾊﾙ 千葉県 0:15:17
73 3391 小堀 桃花 ｺﾎﾞﾘ ﾓﾓｶ 千葉県 0:15:26
74 3415 鶴岡 弥恵 ﾂﾙｵｶ ﾔｴ 千葉県 0:15:33
75 3432 飯笹 葉月 ｲｲｻｻ ﾊﾂﾞｷ 千葉県 0:15:36
76 3356 前田 紗香 ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 幸はやぶさ 千葉県 0:15:38
77 3443 太田 茜 ｵｵﾀ ｱｶﾈ 千葉県 0:15:39
78 3375 冨山 花帆浬 ﾄﾐﾔﾏ ｶﾎﾘ 千葉県 0:15:39
79 3393 糸賀 萌衣 ｲﾄｶﾞ ﾓｴ 千葉県 0:15:40
80 3384 戸村 妃花 ﾄﾑﾗ ﾋﾒｶ たいよう体操クラブ 千葉県 0:15:41
81 3357 木内 まいこ ｷｳﾁ ﾏｲｺ 千葉県 0:15:45
82 3445 山﨑 乃愛 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉｱ 茨城県 0:15:46
83 3350 吉井 結衣花 ﾖｼｲ ﾕｲｶ 千葉県 0:15:50
84 3381 加瀬 心愛 ｶｾ ｺｺｱ たいよう体操クラブ 千葉県 0:15:52
85 3412 辻井 杏莉 ﾂｼﾞｲ ｱﾝﾘ 千葉県 0:15:55
86 3444 山口 真輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｷ 千葉県 0:15:56
87 3424 布施 宏夏 ﾌｾ ﾋﾛｶ 富里小 千葉県 0:15:58
88 3404 石田 椛郁 ｲｼﾀﾞ ﾓｶ たいよう体操クラブ 千葉県 0:16:00
89 3385 山﨑 愛紗 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｻ たいよう体操クラブ 千葉県 0:16:00
90 3408 赤柗 虹光 ｱｶﾏﾂ ﾆｺ 千葉県 0:16:01
91 3359 宮内 波夏 ﾐﾔｳﾁ ﾊﾅ 滝郷小学校 千葉県 0:16:08
92 3355 前田 純香 ﾏｴﾀﾞ ｽﾐｶ 幸はやぶさ 千葉県 0:16:11
93 3377 鈴木 栞奈 ｽｽﾞｷ 旭ドリームス 千葉県 0:16:12
94 3380 加瀬 心優 ｶｾ ﾐﾕｳ たいよう体操クラブ 千葉県 0:16:17
95 3431 小田原 あまね ｵﾀﾞﾜﾗ ｱﾏﾈ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 0:16:18
96 3421 松野 凛々果 ﾏﾂﾉ ﾘﾘｶ 千葉県 0:16:19
97 3374 小松 彩葉 ｺﾏﾂ ｲﾛﾊ 千葉県 0:16:24
98 3405 猪野尾 光優 ｲﾉｵ ﾐﾕ 大網東小学校 千葉県 0:16:26
99 3417 並木 妃桜 ﾅﾐｷ ﾋﾖﾘ 千葉県 0:16:35

100 3414 佐伯 風果 ｻｴｷ ﾌｳｶ 一宮小学校 千葉県 0:16:35
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101 3418 並木 琴音 ﾅﾐｷ ｺﾄﾈ 千葉県 0:16:36
102 3402 土屋 果歩 ﾂﾁﾔ ｶﾎ 千葉県 0:16:49
103 3401 平山 妃美 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾅﾐ 飯岡少年剣道団 千葉県 0:16:58
104 3409 亀山 柚葉 ｶﾒﾔﾏ ﾕｽﾞﾊ 旭市立中央小学校 千葉県 0:17:06
105 3420 伊藤 結香 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 千葉県 0:17:10
106 3394 鈴木 萌生 ｽｽﾞｷ ﾒｲ 千葉県 0:17:12
107 3400 松村 ひなた ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾅﾀ 千葉県 0:17:13
108 3429 中山 姫愛香 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾒｶ 千葉県 0:17:14
109 3383 太田 奈那 ｵｵﾀ ﾅﾅ たいよう体操クラブ 千葉県 0:17:20
110 3413 寺嶋 ひすい ﾃﾗｼﾞﾏ ﾋｽｲ 千葉県 0:17:22
111 3437 青柳 凛 ｱｵﾔｷﾞ ﾘﾝ 千葉県 0:17:29
112 3410 千本松 陽菜多 ｾﾝﾎﾞﾝﾏﾂ 千葉県 0:17:30
113 3439 木内 美和 ｷｳﾁ ﾐﾜ 千葉県 0:17:33
114 3441 来栖 梨恋 ｸﾙｽ 千葉県 0:17:33
115 3426 向後 咲希 ｺｳｺﾞ ｻｷ 千葉県 0:17:34
116 3423 長尾 仁香 ﾅｶﾞｵ ﾆｶ 千葉県 0:17:45
117 3447 向後 佳奈 ｺｳｺﾞ ｶﾅ 千葉県 0:17:52
118 3370 鏑木 瑛麻 ｶﾌﾞﾗｷ ｴﾏ 千葉県 0:17:57
119 3427 黒田 莉沙 ｸﾛﾀﾞ ﾘｻ 千葉県 0:17:57
120 3382 及川 榛花 ｵｲｶﾜ ﾊﾙｶ たいよう体操クラブ 千葉県 0:18:00
121 3435 青山 琉南 ｱｵﾔﾏ ﾙﾅ 東京都 0:18:03
122 3436 青山 芽琉 ｱｵﾔﾏ ﾒﾙ 東京都 0:18:03
123 3406 佐藤 知晶 ｻﾄｳ ﾁｱｷ 千葉県 0:18:03
124 3440 来栖 夏菜 ｸﾙｽ 千葉県 0:18:08
125 3379 柴 ひなの ｼﾊﾞ ﾋﾅﾉ 千葉県 0:18:23
126 3392 玉井 彩菜 ﾀﾏｲ ｱﾔﾅ 千葉県 0:18:24
127 3442 川井 紅葉 ｶﾜｲ ｸﾚﾊ 千葉県 0:18:25
128 3398 石毛 実和 ｲｼｹﾞ ﾐﾜ 須田小学校 茨城県 0:18:29
129 3390 上原 結愛 ｳｴﾊﾗ ﾕﾅ たいよう体操クラブ 千葉県 0:18:51
130 3425 沖田 玲奈 ｵｷﾀ ﾚｲﾅ 千葉県 0:19:30
131 3433 佐藤 明音 ｻﾄｳ ｱｷﾈ 千葉県 0:19:57
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