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県小記録            55.00
大会記録            58.80

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 若槻小   220 大川 衣里(5)   1,02.95  1   3 屋代小(B)    60 堀内 和(5)   1,00.74 

ﾜｶﾂｷｼｮｳ ｵｵｶﾜ ｴﾘ ﾔｼﾛｼｮｳB ﾎﾘｳﾁ ﾅｺﾞﾐ
  217 三ツ石 愛理(5)    63 髙山 葵衣(5)

ﾐﾂｲｼ ｴﾘ ﾀｶﾔﾏ ｱｵｲ
  214 宮下 京(5)    36 吉川 颯馬(5)

ﾐﾔｼﾀ ｹｲ ﾖｼｶﾜ ｿｳﾏ
  215 宮澤 尚真(5)    39 宮川 優旗(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｷ
 2   5 坂城JAC   162 井上 梨彩(5)   1,03.55  2   5 豊洲小   539 沖田 美優(5)   1,08.62 

ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ ｲﾉｳｴ ﾘｻ ﾄﾖｽｼｮｳ ｵｷﾀ ﾐﾕ
  172 水出 琳(5)   541 境 冴華(5)

ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾘﾝ ｻｶｲ ｻﾔｶ
  171 小松 颯(5)   560 町田 達弥(5)

ｺﾏﾂ ﾊﾔﾃ ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ
  175 竹花 元輝(5)   550 山岸 優也(5)

ﾀｹﾊﾅ ﾊﾙｷ ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳﾔ
 3   6 更級小(A)   127 倉石 萌(5)   1,05.39  3   2 五加小(A)   112 島田 莉子(4)   1,09.20 

ｻﾗｼﾅｼｮｳA ｸﾗｲｼ ﾓｴ ｺﾞｶｼｮｳA ｼﾏﾀﾞ ﾘｺ
  125 森 楓葉(5)   117 六川 歩美(4)

ﾓﾘ ｶｴﾃﾞ ﾛｸｶﾞﾜ ｱﾕﾐ
  135 南沢 斗夢(5)   106 佐二木 駿哉(4)

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾄﾑ ｻｼﾞｷ ｼｭﾝﾔ
  130 大塚 飛翼(5)   111 竹内 朝輝(4)

ｵｵﾂｶ ﾄﾜ ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ
 4   2 更級小(B)   120 古旗 葵(5)   1,05.52  4   4 五加小(B)   102 丑山 凜乃(4)   1,11.30 

ｻﾗｼﾅｼｮｳB ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ ｺﾞｶｼｮｳB ｳｼﾔﾏ ﾘﾝﾉ
  133 田中 空(5)   113 内藤 礼奈(4)

ﾀﾅｶ ｿﾗ ﾅｲﾄｳ ﾚﾅ
  128 大谷 愛斗(5)   105 荒牧 琉月(4)

ｵｵﾀﾆ ﾏﾅﾄ ｱﾗﾏｷ ﾘｭｳｶﾞ
  129 大谷 碧一(5)   115 緑川 智也(4)

ｵｵﾀﾆ ｱｵｲ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾄﾓﾔ
 5   3 屋代小(A)    53 大倉 澪(4)   1,08.86 

ﾔｼﾛｼｮｳA ｵｵｸﾗ ﾐｵ
   49 諏訪 彩羽(4)

ｽﾜ ｲﾛﾊ
   41 栗原 招太郎(4)

ｸﾘﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ
   34 永井 一羽(4)

ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾊ

   1 屋代小(B)   1,00.74 堀内 和(5) 髙山 葵衣(5) 吉川 颯馬(5) 宮川 優旗(5)   2   1
   2 若槻小   1,02.95 大川 衣里(5) 三ツ石 愛理(5) 宮下 京(5) 宮澤 尚真(5)   1   1
   3 坂城JAC   1,03.55 井上 梨彩(5) 水出 琳(5) 小松 颯(5) 竹花 元輝(5)   1   2
   4 更級小(A)   1,05.39 倉石 萌(5) 森 楓葉(5) 南沢 斗夢(5) 大塚 飛翼(5)   1   3
   5 更級小(B)   1,05.52 古旗 葵(5) 田中 空(5) 大谷 愛斗(5) 大谷 碧一(5)   1   4
   6 豊洲小   1,08.62 沖田 美優(5) 境 冴華(5) 町田 達弥(5) 山岸 優也(5)   2   2
   7 屋代小(A)   1,08.86 大倉 澪(4) 諏訪 彩羽(4) 栗原 招太郎(4) 永井 一羽(4)   1   5
   8 五加小(A)   1,09.20 島田 莉子(4) 六川 歩美(4) 佐二木 駿哉(4) 竹内 朝輝(4)   2   3
   9 五加小(B)   1,11.30 丑山 凜乃(4) 内藤 礼奈(4) 荒牧 琉月(4) 緑川 智也(4)   2   4
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