
13 ・ C2 3km女子 小学校(4～6年)

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 3355 竹沢　綾花 ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾔｶ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 11分30秒
2 3357 高橋　くるみ ﾀｶﾊｼ ｸﾙﾐ 群馬県 どりかむ太田 11分31秒
3 3317 植嶋　有芽 ｳｴｼﾏ ﾕﾒ 壬生町 壬生町立壬生東小学校 11分38秒
4 3314 藤本　楽々 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾗﾗ 壬生町 睦小学校 11分40秒
5 3368 岡田　彩花 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｶ 宇都宮市 海道小学校 11分43秒
6 3361 長島　結衣 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｲ 真岡市 真岡西小 11分48秒

7 3349 渡邉　鈴葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 11分48秒

8 3346 仲山　瑞珠 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾐ 栃木市 栃木市吹上小 12分07秒

9 3356 榊　桜来 ｻｶｷ ｻｸﾗ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 12分18秒

10 3350 蓬田　梨世蘭 ﾖﾓｷﾞﾀ ﾘｾﾗ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 12分18秒

11 3341 粕尾　夢 ｶｽｵ ﾕﾒ 壬生町 壬生小学校 12分20秒

12 3353 山田　未唯 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 12分28秒

13 3369 平澤　結衣 ﾋﾗｻﾜ ﾕｲ 足利市 足利ＮＲＣ 12分49秒

14 3370 荒井　ちひろ ｱﾗｲ ﾁﾋﾛ 足利市 足利ＮＲＣ 12分56秒

15 3332 髙橋　実 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾘ 壬生町 壬生ﾌﾚｰｽﾞ 12分58秒

16 3345 斉藤　ひびき ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 13分01秒

17 3354 小野川　衣舞 ｵﾉｶﾞﾜ ｲﾌﾞ 宇都宮市 緑が丘小 13分05秒

18 3312 柏木　奈津美 ｶｼﾜｷﾞ ﾅﾂﾐ 壬生町 睦小学校 13分15秒

19 3359 長谷川　空 ﾊｾｶﾞﾜ ｿﾗ 下野市 Ｕ－ＣＬＵＢ 13分16秒

20 3328 住森　乙香 ｽﾐﾓﾘ ｵﾄｶ 壬生町 壬生ﾌﾚｰｽﾞ 13分17秒

21 3335 鶴吉　瑠菜 ﾂﾙﾖｼ ﾙﾅ 壬生町 壬生ﾌﾚｰｽﾞ 13分18秒

22 3344 小瀬　星南 ｵｾ ｾﾅ 栃木市 大平南小学校 13分18秒

23 3352 大貫　那緒 ｵｵﾇｷ ﾅｵ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 13分20秒

24 3331 和久井　ちはる ﾜｸｲ ﾁﾊﾙ 壬生町 壬生ﾌﾚｰｽﾞ 13分31秒

25 3338 森　雅姫 ﾓﾘ ﾐﾔﾋﾞ 壬生町 壬生ﾌﾚｰｽﾞ 13分33秒

26 3327 菅野　真緒 ｶﾝﾉ ﾏｵ 壬生町 壬生ﾌﾚｰｽﾞ 13分35秒

27 3306 日笠　愛美 ﾋｶｻ ｱﾐ 壬生町 壬生小学校 13分37秒

28 3343 松沼　利奈 ﾏﾂﾇﾏ ﾘﾅ 小山市 豊田北小学校 13分41秒

29 3315 戸崎　侑美 ﾄｻｷ ｲｸﾐ 壬生町 睦小学校 13分43秒

30 3330 永山　仁菜 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾆﾅ 壬生町 壬生ﾌﾚｰｽﾞ 13分49秒

31 3318 橋本　あみ ﾊｼﾓﾄ ｱﾐ 壬生町 壬生東小学校 14分03秒

32 3326 佐藤　百華 ｻﾄｳ ﾓﾓｶ 壬生町 安塚小 14分07秒

33 3334 鶴吉　聖奈 ﾂﾙﾖｼ ｾｲﾅ 壬生町 壬生ﾌﾚｰｽﾞ 14分10秒

34 3307 神山　由羽 ｶﾐﾔﾏ ﾕｳ 壬生町 壬生小学校 14分13秒

35 3337 山口　清香 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔｶ 壬生町 羽生田小学校 14分15秒

36 3320 長　遥香 ﾁｮｳ ﾊﾙｶ 壬生町 壬生東小学校 14分16秒

37 3366 玉田　愛美 ﾀﾏﾀﾞ ｲﾄﾐ 栃木市 栃木南小 14分16秒

38 3301 上田　純菜 ｳｴﾀﾞ ｱﾔﾅ 壬生町 壬生北小学校 14分22秒

39 3329 寺内　萌 ﾃﾗｳﾁ ﾓｴ 壬生町 壬生ﾌﾚｰｽﾞ 14分25秒

40 3305 大平　愛里 ｵｵﾋﾗ ｱｲﾘ 壬生町 壬生小学校 14分25秒

41 3310 黒川　志乃 ｸﾛｶﾜ ﾕｷﾉ 壬生町 壬生小 14分28秒

42 3313 多賀谷　心美 ﾀｶﾞﾔ ｺｺﾐ 壬生町 睦小学校 14分28秒

43 3364 須藤　あい ｽﾄﾞｳ ｱｲ 壬生町 壬生東小 14分37秒

44 3321 細井　莉奈 ﾎｿｲ ﾘﾅ 壬生町 壬生東小学校 15分03秒

45 3362 長島　百々花 ﾅｶﾞｼﾏ ﾓﾓｶ 宇都宮市 富士見小学校 15分10秒

46 3340 山田　優来 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾗ 壬生町 壬生東小 15分12秒

47 3347 向田　彩夏 ﾑｶﾀﾞ ｱﾔｶ 宇都宮市 新田小 15分14秒

48 3348 高橋　美陽 ﾀｶﾊｼ ﾐﾊﾙ 宇都宮市 陽南陸上クラブ 15分18秒

49 3351 井上　幹菜 ｲﾉｳｴ ｶﾝﾅ 下野市 15分23秒

50 3324 小平　夢桜 ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｵ 壬生町 壬生東小学校 15分24秒
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51 3302 藤本　萌 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 壬生町 壬生北小学校 15分34秒

52 3303 石川　咲良 ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ 壬生町 壬生町立壬生小学校 15分35秒

53 3367 安納　唯愛 ｱﾝﾉｳ ｲﾁｶ 宇都宮市 15分36秒

54 3365 鈴木　花菜 ｽｽﾞｷ ｶﾅ 真岡市 15分40秒

55 3358 大江　真悠子 ｵｵｴ ﾏﾕｺ 宇都宮市 宇中央小 16分00秒

56 3308 小田部　まどか ｵﾀﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ 壬生町 壬生小学校 16分04秒

57 3322 高橋　奈那 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 壬生町 壬生町立壬生東小学校 16分07秒

58 3311 清水　彩凪 ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾅ 壬生町 壬生小学校 16分10秒

59 3309 篠原　穂佳 ｼﾉﾊﾗ ﾎﾉｶ 壬生町 壬生小 16分11秒

60 3339 早川　心晴 ﾊﾔｶﾜ ｺﾊﾙ 壬生町 稲葉小学校 16分11秒

61 3304 園部　愛唯 ｿﾉﾍﾞ ｱｲ 壬生町 壬生小学校 16分29秒

62 3342 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 栃木市 合戦場小学校 16分58秒

63 3319 粂川　紗也華 ｸﾒｶﾜ ｻﾔｶ 壬生町 壬生東小 17分01秒

64 3323 大栗　芽 ｵｵｸﾞﾘ ﾒｲ 壬生町 壬生東小学校 17分46秒


