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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 市区町村県名 所属クラブ名 記 録

1 3503 三熊 椿 ﾐｸﾏ ﾂﾊﾞｷ 秋田県 能代市 能代市立第四小学校 0:12:09
2 3525 菅原 雛星 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾅﾘ 岩手県 遠野市 リクブ遠野 0:12:33
3 3527 米倉 恵美子 ﾖﾈｸﾗ ｴﾐｺ 岩手県 矢巾町 矢巾町立不動小学校 0:12:45
4 3523 佐々木 結彩 ｻｻｷ ﾕｲ 岩手県 宮古市 千徳小学校 0:12:49
5 3518 小西 真央 ｺﾆｼ ﾏｵ 岩手県 大船渡市 立根小学校 0:13:07
6 3513 早野 夏渚 ﾊﾔﾉ ﾅｷﾞｻ 岩手県 花巻市 ＫＨＡＣ・石鳥谷小学校 0:13:12
7 3521 浅沼 凛寧 ｱｻﾇﾏ ﾘﾝﾈ 岩手県 花巻市 東和小学校 0:13:35
8 3506 志田 夕莉 ｼﾀﾞ ﾕｳﾘ 岩手県 大船渡市 赤崎小学校 0:13:49
9 3530 永本 聖空 ﾅｶﾞﾓﾄ ｷﾖﾗ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣｊｒ 0:14:00
10 3532 田川 桃 ﾀｶﾞﾜ ﾓﾓ 岩手県 盛岡市 0:14:38
11 3511 松田 成世 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾙｾ 岩手県 大船渡市 猪川小学校 0:15:06
12 3504 佐々木 彩花 ｻｻｷ ｱﾔｶ 岩手県 大船渡市 立根小学校 0:15:16
13 3520 後藤 穂乃花 ｺﾞﾄｳ ﾎﾉｶ 岩手県 奥州市 岩谷堂小学校 0:15:37
14 3505 村上 佳恋 ﾑﾗｶﾐ ｶﾚﾝ 岩手県 大船渡市 大船渡北小学校 0:15:47
15 3529 林 心美 ﾊﾔｼ ｺｺﾐ 宮城県 登米市 0:15:50
16 3514 吉田 心美 ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 岩手県 大船渡市 大船渡北小学校 0:15:52
17 3526 角舘 実咲 ｶｸﾀﾞﾃ ﾐｻ 岩手県 花巻市 花巻小学校 0:15:57
18 3522 須藤 七実 ｽﾄｳ ﾅﾅﾐ 宮城県 仙台市 みやぎ水産の日 0:15:58
19 3507 金野 莉子 ｷﾝﾉ ﾘｺ 岩手県 大船渡市 猪川小学校 0:16:19
20 3531 永本 瑠空 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾙｶ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣｊｒ 0:16:38
21 3524 沖舘 ひより ｵｷﾀﾞﾃ ﾋﾖﾘ 岩手県 遠野市 リクブ遠野 0:16:47
22 3509 太田 叶望 ｵｵﾀ ｶﾅﾐ 岩手県 遠野市 上郷小学校 0:16:59
23 3515 及川 夏実 ｵｲｶﾜ ﾅﾂﾐ 岩手県 大船渡市 0:17:04
24 3510 伊藤 美結 ｲﾄｳ ﾐﾕ 岩手県 矢巾町 煙山小学校 0:17:40
25 3502 近江 由楽 ｵｵﾐ ﾕﾗ 岩手県 大船渡市 日頃市小学校 0:18:01
26 3517 佐々木 きらり ｻｻｷ ｷﾗﾘ 岩手県 住田町 有住小学校 0:18:10
27 3528 高橋 まのあ ﾀｶﾊｼ ﾏﾉｱ 岩手県 盛岡市 0:18:14
28 3508 森 千夏 ﾓﾘ ﾁﾅﾂ 岩手県 大船渡市 赤崎小学校 0:19:20
29 3519 八重畑 七海 ﾔｴﾊﾀ ﾅﾅﾐ 岩手県 盛岡市 仁王小学校 0:20:32


