
1区 2区 3区 4区

1 73
中和田ｸﾞﾘｰﾝｳｪｰﾌﾞ･A
                      18:40

山下　和夏 山﨑　なみ 小秋元　りか 境井　凛

2 83
高田小学校･A
                      18:47

小牧　奈々華 深澤　希 濱田　麻友 足立　星菜

3 77
和泉小学校･A
                      19:04

門田　希帆 小川　美咲 佐藤　美沙 石川　夏帆

4 90
Team AZUMA･A
                      19:31

島　わかな 井上　由羽 杉本　乃恵 藤野　由有

5 80
太尾小TFC
                      19:39

池宮　柚南 羽鳥　美穂 櫻井　かりん 元木　優々子

6 79
ﾁｰﾑHAYABUSA
                      19:40

堀　純花 鈴木　里桜 石井　あさひ 笹川　希彩

7 67
本郷ｸﾗﾌﾞ･A
                      19:45

廣瀬　智咲 梅田　麻央 大貫　愛良 荒木　柚衣

8 78
和泉小学校･B
                      19:56

小宮　優菜 原　優芽 安西　柚 佐々木　小町

9 85
港南台第二小学校･A
                      19:58

青山　七未 毛利　礼香 松丸　もえ那 関口　真菜

10 65
浦島小学校
                      20:02

横山　まや 山岸　ゆめ 吉岡　藍 横幕　円香

11 87
中田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ･A
                      20:03

山田　美祐 赤石　菜摘 竹村　綾乃 亀田　莉央

12 74
中和田ｸﾞﾘｰﾝｳｪｰﾌﾞ･B
                      20:07

佐々木　海美 程島　沙月 磯口　希未 坂本　彩花

13 81
神大寺小学校特別陸上ｸﾗﾌﾞ･A
                      20:12

本田　美緒 藤原　茉優 牧　春菜 井上　莉夕

14 95
YNUS
                      20:23

鈴木　沙菜 高石　桐子 小笠原　梨乃 前田　紬希

15 61
横浜AC
                      20:37

永島　唯花 上原　咲紀 渡邉　里鈴 脇永　彩音

16 91
Team AZUMA･B
                      20:47

松野　麻梨華 小橋　咲歩 阿久戸　のあ 中村　彩香

17 68
本郷ｸﾗﾌﾞ･B
                      20:49

玉田　あい 中野　希愛 坂本　優希 山中　桃音

18 84
高田小学校･B
                      21:20

石井　温菜 織茂　未菜美 深澤　歩 力丸　乃朱

19 89
中田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ･C
                      21:26

坂本　乃菜 高梨　真由 仲谷　彩希 齋藤　文香

20 94
高田東小学校･B
                      21:29

村上　紅緒 川田　ひなた 宮田　遥奈 伴　見保

21 96
寺尾小学校
                      21:31

山畳　愛実 西尾　桜 佐藤　美緒 稗田　珠

22 92
藤が丘小学校
                      21:31

巻本　亜弥 小山　女流 山下　曜 阿久津　サワ

23 86
港南台第二小学校･B
                      21:35

林　有彩 木下　優子 萩　彩乃 遠藤　志麻

24 93
高田東小学校･A
                      21:36

大嶋　万結 鈴木　葵 安達　果帆子 鶴岡　怜

25 75
中和田ｸﾞﾘｰﾝｳｪｰﾌﾞ･C
                      21:43

大橋　怜奈 鈴木　結理奈 河合　梨湖 吉田　空奈

26 64
かなﾗﾝｷｯｽﾞ･C
                      21:43

中島　璃咲 加藤　愛梨 新井　優羽 石澤　聖嘉

27 63
かなﾗﾝｷｯｽﾞ･B
                      22:11

平野　莉子 濵道　恵茉 下出　朝陽 千田　芽依

28 69
本郷ｸﾗﾌﾞ･C
                      22:26

川端　泉美 小野　瑠璃 幡出　有海 松岡　花奈

29 66
ﾗﾝﾍﾞﾝﾄ
                      22:41

金長　柚花 斉藤　菜々花 森　美沙子 田中　美帆

30 97
星川小学校･A
                      22:47

今井　小春 萩原　来未 河本　理那 佐藤　遙香
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31 98
星川小学校･B
                      23:00

青木　菜那 中川　果南 鈴木　結佳 梅澤　千颯

32 88
中田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ･B
                      23:10

前泊ゆいか 福嶋菜央香 川野　陽菜 佐野　絢香

33 70
川島小学校･A
                      23:14

酒巻　舞 植村　朱音 阿部　綾 白須　凜花

34 82
神大寺小学校特別陸上ｸﾗﾌﾞ･B
                      23:15

川﨑　彩夏 八木　綺菜 髙村　果奈実 松葉　みなみ

35 62
かなﾗﾝｷｯｽﾞ･A
                      23:25

野本　莉子 高橋　こころ 西山　桃叶 富田　真由

36 71
川島小学校･B
                      24:45

三善　来奈 伊藤　瑛音 合屋　美海 石田　和香

37 72
川島小学校･C
                      24:57

加藤　玲那 川本　幸佳 藤田　みさき 大石　茉咲

38
#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

39
#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

40
#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A


