
Print: 2019/11/03 17:12:26 1 / 3 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No

氏 名 氏名ｶﾅ 市町村名 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 1050 帶刀 唯 ﾀﾃﾜｷ ﾕｲ 小田原市 矢作小学校 0:04:54

2 1046 山内 遵水 ﾔﾏｳﾁ ｼﾞｭﾝｽｲ 小田原市 前羽小学校 0:05:02

3 1037 髙尾 碧生 ﾀｶｵ ｱｵｲ 平塚市 木曜ランナーズ 0:05:02

4 1044 佐藤 美緒 ｻﾄｳ ﾐｵ 小田原市 国府津小学校 0:05:07

5 1107 佐藤 結希 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 伊勢原市 0:05:15

6 1043 石井 遥賀 ｲｼｲ ﾊﾙｶﾞ 小田原市 国府津小学校 0:05:20

7 1011 遠藤 有輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 相模原市 中野小学校 0:05:20

8 1026 三木 湧陽 ﾐｷ ﾕｳﾋ 相模原市 二本松小学校 0:05:31

9 1047 山内 水恋 ﾔﾏｳﾁ ｽｲﾚﾝ 小田原市 前羽小学校 0:05:34

10 1045 袖山 恵那 ｿﾃﾞﾔﾏ ｴﾅ 小田原市 国府津小学校 0:05:35

11 1005 宮崎 寛大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 東京都 町田小山ヶ丘小 0:05:37

12 1117 渡邉 宥太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 愛川町 レッドデビルス 0:05:39

13 1062 柳田 大翔 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾀﾞｲﾄ 厚木市 南毛利小学校 0:05:42

14 1024 永井 晴太 ﾅｶﾞｲ ｾｲﾀ 相模原市 根小屋小学校 0:05:42

15 1022 遠藤 悠士 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 相模原市 根小屋小学校 0:05:42

16 1035 近藤 花奏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｶ 相模原市 淵野辺小学校 0:05:45

17 1020 村松 帆乃美 ﾑﾗﾏﾂ ﾎﾉﾐ 相模原市 作の口小学校 0:05:45

18 1048 中野 慶悟 ﾅｶﾉ ｹｲｺﾞ 小田原市 下府中小学校 0:05:45

19 1038 髙尾 芽生 ﾀｶｵ ﾒｲ 平塚市 木曜ランナーズ 0:05:46

20 1076 豊浦 ムサシ ﾄﾖｳﾗ ﾑｻｼ 厚木市 戸室小学校 0:05:52

21 1105 岩間 堅之丞 ｲﾜﾏ ｹﾝﾉｽｹ 伊勢原市 比々多小学校 0:05:55

22 1118 石橋 瞭 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ 清川村 緑小学校 0:05:57

23 1033 畠山 蒼央 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｵ 相模原市 鶴園小学校 0:05:59

24 1053 沼田 実菜 ﾇﾏﾀ ﾐﾅ 逗子市 ランニング逗子 0:06:00

25 1120 篠塚 咲 ｼﾉﾂﾞｶ ｻｸ 清川村 緑小学校 0:06:01

26 1122 細野 樹里 ﾎｿﾉ ｼﾞｭﾘ 清川村 緑小学校 0:06:07

27 1088 武田 圭祐 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 厚木市 飯山小 0:06:10

28 1018 日野 駿太 ﾋﾉ ｼｭﾝﾀ 相模原市 ランニングマン 0:06:10

29 1065 古賀 海稀 ｺｶﾞ ｶｲｷ 厚木市 北小学校 0:06:11

30 1030 門奈 夏輝 ﾓﾝﾅ ﾅﾂｷ 相模原市 川尻小学校 0:06:11

31 1110 向井 駿輔 ﾑｶｲ ｼｭﾝｽｹ 座間市 0:06:11

32 1031 溝口 彩果 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾔｶ 相模原市 桂北小学校 0:06:11

33 1066 宮田 泰成 ﾐﾔﾀ ﾀｲｾｲ 厚木市 北小学校 0:06:12

34 1019 荒木 実結 ｱﾗｷ ﾐﾕ 相模原市 作の口小学校 0:06:13

35 1008 富田 洸太郎 ﾄﾐﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 横浜市 新治小学校 0:06:15

36 1111 田中 陽笑 ﾀﾅｶ ﾋﾜﾗ 寒川町 寒川南小学校 0:06:16

37 1070 花房 凛 ﾊﾅﾌﾞｻ ﾘﾝ 厚木市 三田小学校 0:06:16

38 1004 太田 直弥 ｵｵﾀ ﾅｵﾔ 東京都 東大和八小 0:06:18

39 1057 佐藤 安珠 ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 厚木市 南毛利小学校 0:06:23

40 1102 鈴木 詩歩 ｽｽﾞｷ ｼﾎ 伊勢原市 伊勢原小学校 0:06:23

41 1096 山崎 遙太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀﾛｳ 大和市 0:06:24

42 1125 小嶋 梓葡 ｺｼﾞﾏ ｼﾎ 清川村 宮ヶ瀬小学校 0:06:24

43 1121 清水 右京 ｼﾐｽﾞ ｳｷｮｳ 清川村 緑小学校 0:06:27

44 1104 奥田 初音 ｵｸﾀﾞ ﾊﾂﾈ 伊勢原市 竹園小学校 0:06:27

45 1032 髙野 麻帆 ﾀｶﾉ ﾏﾎ 相模原市 清新小学校 0:06:30

46 1068 山口 愛未 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 厚木市 北小学校 0:06:30

47 1085 大畠 紳吾 ｵｵﾊﾀ ｼﾝｺﾞ 厚木市 妻田小学校 0:06:36

48 1061 柳田 瑛翔 ﾔﾅｷﾞﾀ ｴｲﾄ 厚木市 南毛利小学校 0:06:38

49 1103 柏 友菜 ｶｼﾜ ﾕﾅ 伊勢原市 高部屋小学校 0:06:40

50 1067 山口 恭平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 厚木市 北小学校 0:06:40
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51 1114 村山 莉彩 ﾑﾗﾔﾏ ﾘｻ 愛川町 田代小学校 0:06:41

52 1025 三木 睦登 ﾐｷ ﾏｺﾄ 相模原市 二本松小学校 0:06:43

53 1113 東 教聖 ﾋｶﾞｼ ｷｮｳｾｲ 愛川町 田代小学校 0:06:45

54 1041 清水 瑛太 ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ 平塚市 0:06:50

55 1072 渡邊 美月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷ 厚木市 三田小学校 0:06:50

56 1010 遠藤 奈津 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾂ 相模原市 中野小学校 0:06:51

57 1116 袖山 優里 ｿﾃﾞﾔﾏ ﾕｳﾘ 愛川町 レッドデビルス 0:06:52

58 1071 渡邊 紗月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾂｷ 厚木市 三田小学校 0:06:52

59 1119 大矢 磨広 ｵｵﾔ ﾏﾋﾛ 清川村 緑小学校 0:06:53

60 1080 鈴木 澪穏 ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ 厚木市 緑ヶ丘小学校 0:06:54

61 1029 布 彩乃 ﾇﾉ ｱﾔﾉ 相模原市 大島小学校 0:06:54

62 1074 高橋 智歩 ﾀｶﾊｼ ﾁﾎ 厚木市 戸室小学校 0:06:54

63 1039 今門 美夢 ｲﾏｶﾄﾞ ﾐﾕ 平塚市 大野小学校 0:06:55

64 1009 高澤 大樹 ﾀｶｻﾜ ﾀﾞｲｷ 川崎市 片平小 0:06:57

65 1034 横田 美波 ﾖｺﾀ ﾐﾅﾐ 相模原市 広田小学校 0:06:58

66 1108 木村 柚衣佳 ｷﾑﾗ ﾕｲｶ 伊勢原市 0:06:58

67 1002 中島 光咲 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ 東京都 みなみ野君田小 0:06:59

68 1069 花房 昴 ﾊﾅﾌﾞｻ ｽﾊﾞﾙ 厚木市 三田小学校 0:06:59

69 1073 加賀 若葉 ｶｶﾞ ﾜｶﾊﾞ 厚木市 戸室小 0:07:02

70 1084 深澤 心 ﾌｶｻﾜ ｺｺﾛ 厚木市 荻野小学校 0:07:03

71 1001 中島 光菜 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾅ 東京都 みなみ野君田小 0:07:03

72 1083 広川 花蓮 ﾋﾛｶﾜ ｶﾚﾝ 厚木市 荻野小学校 0:07:03

73 1077 大野 莉愛 ｵｵﾉ ﾘｱ 厚木市 緑ケ丘小学校 0:07:06

74 1097 田中 満里菜 ﾀﾅｶ ﾏﾘﾅ 伊勢原市 緑台小学校 0:07:07

75 1098 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 伊勢原市 緑台小学校 0:07:07

76 1094 森 千穂 ﾓﾘ ﾁﾎ 大和市 0:07:08

77 1056 甘利 拓弥 ｱﾏﾘ ﾀｸﾔ 厚木市 南毛利小学校 0:07:08

78 1109 寺 貫太 ﾃﾗ ｶﾝﾀ 海老名市 0:07:11

79 1126 橋本 晃乃介 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 清川村 0:07:12

80 1051 沼田 結菜 ﾇﾏﾀ ﾕﾅ 逗子市 池子小学校 0:07:13

81 1015 臼井 孝太朗 ｳｽｲ ｺｳﾀﾛｳ 相模原市 ランニングマン 0:07:15

82 1124 奥 和奏 ｵｸ ﾜｶﾅ 清川村 宮ヶ瀬小学校 0:07:16

83 1086 大畠 涼音 ｵｵﾊﾀ ｽｽﾞﾈ 厚木市 妻田小学校 0:07:17

84 1078 久保 俊太 ｸﾎﾞ ｼｭﾝﾀ 厚木市 緑ケ丘小学校 0:07:19

85 1090 鈴木 初佳 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｶ 厚木市 妻田小学校 0:07:23

86 1016 大野 凛 ｵｵﾉ ﾘﾝ 相模原市 ランニングマン 0:07:27

87 1017 金 颯一郎 ｺﾝ ｿｳｲﾁﾛｳ 相模原市 ランニングマン 0:07:27

88 1027 松田 果穏 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾉﾝ 相模原市 相原小学校 0:07:32

89 1123 大嶋 千裕 ｵｵｼﾏ ﾁﾋﾛ 清川村 宮ヶ瀬小学校 0:07:43

90 1060 佐藤 優羽 ｻﾄｳ ﾕｳﾜ 厚木市 南毛利小学校 0:07:43

91 1087 吉田 真菜 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ 厚木市 厚木第二小学校 0:07:43

92 1101 髙橋 諒奈 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾅ 伊勢原市 石田小学校 0:07:56

93 1091 片野 みずき ｶﾀﾉ ﾐｽﾞｷ 厚木市 0:07:59

94 1079 鈴木 莉愛 ｽｽﾞｷ ﾘｱ 厚木市 緑ヶ丘小学校 0:08:03

95 1075 豊浦 希衣菜 ﾄﾖｳﾗ ｷｲﾅ 厚木市 戸室小学校 0:08:03

96 1013 佐藤 晴 ｻﾄｳ ﾊﾙ 相模原市 中野小学校 0:08:13

97 1042 杉浦 和音 ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞﾄ 藤沢市 0:08:14

98 1082 德永 莉久 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｸ 厚木市 依知南小 0:08:25

99 1099 山口 菜穂 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾎ 伊勢原市 緑台小学校 0:08:46

100 1100 浅井 希 ｱｻｲ ﾉｿﾞﾐ 伊勢原市 石田小学校 0:09:08
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101 1012 織田澤 こなつ ｵﾀﾞｻﾜ ｺﾅﾂ 相模原市 中野小学校 0:09:10

102 1014 福嶋 優奈 ﾌｸｼﾏ ﾕﾅ 相模原市 中野小学校 0:09:20

103 1093 今林 里央菜 ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾘｵﾅ 大和市 0:09:23

104 1095 森 陽菜 ﾓﾘ ﾊﾅ 大和市 0:09:23

105 1081 菅原 晴子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙｺ 厚木市 依知小学校 0:09:27

106 1021 谷仲 純一 ﾔﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 相模原市 作の口小学校 0:09:43


