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3分45秒1 松原 亜純2280 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｽﾐ 星の宮小学校3分50秒2 野中　未来2292 ﾉﾅｶ ﾐｸ 野田ジュニア3分51秒3 阿部　萌生2243 ｱﾍﾞ ﾒｲ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ3分57秒4 祖父江 凛2282 ｿﾌﾞｴ ﾘﾝ 戸狩小学校3分57秒5 森　和佳葉2245 ﾓﾘ ﾜｶﾊﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ4分00秒6 和田　真菜2219 ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ4分00秒7 祢津　利宝2201 ﾈﾂ ﾘﾎ 木島平小ｽｷｰ部4分04秒8 高木　更紗2278 ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 腰越JSC4分04秒9 高松　舞華2266 ﾀｶﾏﾂ ﾏｲｶ A.C.TOYAMA　Jr.4分10秒10 小田切　由茄2244 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｲｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ4分10秒11 根津 葵2288 ﾈﾂ ｱｵｲ4分12秒12 千国　楓花2229 ﾁｸﾆ ﾌｳｶ 小谷小学校4分12秒13 高橋　凜2247 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 駒ヶ根中沢RC4分13秒14 和田　帆香2220 ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ4分13秒15 松倉　后杏2234 ﾏﾂｸﾗ ｺｳｱﾝ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ4分14秒16 菅田　早久良2239 ｽｶﾞﾀ ｻｸﾗ4分15秒17 石田　龍花2208 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｶ 虎龍4分19秒18 渡辺 渚2284 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｷﾞｻ ＳＴＳ4分21秒19 岩田　真由2246 ｲﾜﾀ ﾏﾕ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ4分22秒20 阿久澤　明李2256 ｱｸｻﾞﾜ ｱｶﾘ アラマキッズ4分23秒21 大野　彩佳2253 ｵｵﾉ ｱﾔｶ 山ノ内西小学校4分23秒22 渡辺　なな2207 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ 木島平小ｽｷｰ部4分25秒23 尾原　茉友歩2264 ｵﾊﾗ ﾏﾕﾎ A.C.TOYAMA　Jr.4分25秒24 大月　来夢2240 ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ4分25秒25 山﨑　愛深2250 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 山ノ内西小学校4分25秒26 森永 ののか2283 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾉﾉｶ ＳＴＳ4分27秒27 祢津　小町2202 ﾈﾂ ｺﾏﾁ 木島平小ｽｷｰ部4分29秒28 西澤　芽衣2232 ﾆｼｻﾞﾜ ﾒｲ 小谷小学校4分29秒29 本保　朱理2257 ﾎﾝﾎﾞ ｱｶﾘ アラマキッズ4分29秒30 安永 友麻2287 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 明科かけっこ4分31秒31 田川　実侑2289 ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 菅平小学校4分31秒32 中村　香月2231 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 小谷小学校4分33秒33 堀米　彩花2252 ﾎﾘｺﾞﾒ ｱﾔｶ 山ノ内西小学校4分33秒34 山崎　麻那2259 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾅ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ4分33秒35 相沢　梨2228 ｱｲｻﾞﾜ ﾘﾝ 小谷小学校4分33秒36 長島　ちなみ2267 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁﾅﾐ 山ノ内東小学校4分34秒37 諸山 理湖2286 ﾓﾛﾔﾏ ﾘｺ 小諸ＪＥＣ4分36秒38 泉澤　明音2242 ｲｽﾞﾐｻﾜ ｱｶﾈ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ4分38秒39 小林　飛陽2205 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾋ 木島平小ｽｷｰ部4分39秒40 太谷　好乃2233 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾉ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ4分40秒41 梅嵜　菜緒2206 ｳﾒｻﾞｷ ﾅｵ 木島平小ｽｷｰ部4分43秒42 市川　日奈子2210 ｲﾁｶﾜ ﾋﾅｺ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ4分43秒43 飯沼 紫2279 ｲｲﾇﾏ ﾕｶﾘ アラマキッズ4分45秒44 久保　朋夏2269 ｸﾎﾞ ﾄﾓｶ 山ノ内東小学校4分46秒45 岩本　千咲2271 ｲﾜﾓﾄ ﾁｻｷ 山ノ内東小学校4分48秒46 芳川　千恵2203 ﾖｼｶﾜ ﾁｴ 木島平小ｽｷｰ部4分49秒47 今溝　陽名子2235 ｲﾏﾐｿﾞ ﾋﾅｺ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ4分49秒48 笠原　ひな2268 ｶｻﾊﾗ ﾋﾅ 山ノ内東小学校4分50秒49 大石　桃加2275 ｵｵｲｼ ﾓﾓｶ 下諏訪南小学校4分51秒50 村田　野乃花2265 ﾑﾗﾀ ﾉﾉｶ A.C.TOYAMA　Jr.ATHLETE-TAG by CHOPPER
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4分51秒51 田村　莉乃2251 ﾀﾑﾗ ﾘﾉ 山ノ内西小学校4分51秒52 竹ノ内　かりん2249 ﾀｹﾉｳﾁ ｶﾘﾝ 泉台小学校4分51秒53 阿部　日花里2291 ｱﾍﾞ ﾋｶﾘ ZAX4分51秒54 村山　琳音2238 ﾑﾗﾔﾏ ﾘｵ 城ヶ丘XC4分52秒55 角田　萌2260 ｶｸﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 高丘小学校4分53秒56 竹内　ほのか2290 ﾀｹｳﾁ ﾎﾉｶ 坂城JAC4分54秒57 廣瀬　梓2255 ﾋﾛｾ ｱｽﾞｻ 裾花小学校4分55秒58 小林　茂奈2248 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾅ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ4分55秒59 桜井　夢2212 ｻｸﾗｲ ﾕﾒ4分56秒60 吉沢　未久2230 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｸ 小谷小学校4分56秒61 水嶋　彩希2225 ﾐｽﾞｼﾏ ｻｷ 小谷小学校4分58秒62 相ノ谷　彩花2262 ｱｲﾉﾔ ｱﾔｶ 野田ｼﾞｭﾆｱ4分58秒63 山本　茉那2272 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅ 山ノ内東小学校5分00秒64 桑原　彩愛2276 ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔﾒ まつだい走ろう会5分01秒65 宮園　佳穂2237 ﾐﾔｿﾞﾉ ｶｵ 城ヶ丘XC5分01秒66 山田　奈美2227 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾐ 小谷小学校5分02秒67 久保田　里奈2236 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 城ヶ丘XC5分03秒68 西澤　詩那2214 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｲﾅ 白馬南小学校5分07秒69 田中　実菜子2258 ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 永明小学校5分07秒70 戸谷　はるか2226 ﾄﾔ ﾊﾙｶ 小谷小学校5分08秒71 岩崎　菜々子2241 ｲﾜｻｷ ﾅﾅｺ5分09秒72 長澤　希2215 ﾅｶﾞｻﾜ ﾉｿﾞﾐ 白馬南小学校5分09秒73 濱谷　天音2221 ﾊﾏﾀﾆ ｱﾏﾈ 小谷小学校5分09秒74 髙野　雪菜2216 ﾀｶﾉ ﾕｷﾅ 白馬南小学校5分10秒75 北村　杏奈2223 ｷﾀﾑﾗ ｱﾝﾅ 小谷小学校5分10秒76 宮島　彩希2224 ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｷ 小谷小学校5分14秒77 小松　香菜2254 ｺﾏﾂ ｶﾅ 下諏訪南小学校5分15秒78 齋藤　咲希2213 ｻｲﾄｳ ｻｷ5分20秒79 渡辺　千聖2209 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ5分20秒80 岩下　実生2270 ｲﾜｼﾀ ﾐｵ 山ノ内東小学校5分22秒81 鈴木　彩夏2273 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 山ノ内南小学校5分22秒82 清水　瑠衣2217 ｼﾐｽﾞ ﾙｲ 白馬南小学校5分25秒83 安藤 有加2281 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ5分25秒84 久保田　季里2274 ｸﾎﾞﾀ ｷｻﾄ 山ノ内南小学校5分27秒85 横前　杏優2277 ﾖｺﾏｴ AC豊丘5分27秒86 澤渡　結稀2222 ｻﾜﾄﾞ ﾕｳｷ 小谷小学校5分27秒87 清水　捺央2218 ｼﾐｽﾞ ﾅｵ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ5分33秒88 吉沢 季里子2285 ﾖｼｻﾞﾜ ｷﾘｺ6分02秒89 池田　風香2211 ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ6分22秒90 杉本　光穗2263 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾎ 立山ﾗﾝﾗﾝ
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