
順位
男女別

総合順位
№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ

1 1 4013 柳澤 怜奈 ヤナギサワ レイナ 新潟市 江南小学校 0:07:44

2 2 4007 後藤 尚子 ゴトウ ナオコ 新潟市 亀田東小学校 0:07:54

3 3 4012 鈴木 瑛奈 スズキ エナ 新潟市 葛塚小学校 0:07:59

4 4 4011 柳 春花 ヤナギ ハルカ 新潟市 チームやんぼん 0:08:09

5 5 4020 土田 彩陽 ツチダ アイビ 新潟市 亀田小学校 0:08:24

6 6 4016 松澤 柚葵 マツザワ ユズキ 十日町市 0:08:31

7 7 4006 多田 響音 タダ ヒビネ 新潟市 0:08:35

8 8 4010 長谷川 未央 ハセガワ ミオ 長岡市 越路小学校 0:08:40

9 9 4018 岡田 莉奈 オカダ リナ 新発田市 東豊小学校 0:09:00

10 10 4022 鵜頭 惟 ウノズ ユイ 五泉市 五泉南小学校 0:09:07

11 11 4023 鈴木 乃愛 スズキ ノア 新潟市 白根小 0:09:10

12 12 4027 皆川 志愛 ミナガワ シアン 新潟市 臼井リトルエンジェルズ 0:09:22

13 13 4032 重川 美咲 オモカワ ミサキ 新潟市 曽根小学校 0:09:23

14 14 4029 関 みなみ セキ ミナミ 南魚沼市 南魚沼市立浦佐小学校 0:09:30

15 15 4028 中村 結咲 ナカムラ ユズキ 南蒲原郡 羽生田小 0:09:35

16 16 4008 山田 み寿々 ヤマダ ミスズ 新潟市 味方小学校 0:09:45

17 17 4024 吉澤 美智佳 ヨシザワ ミチカ 新潟市 白根小学校 0:09:48

18 18 4025 齋藤 結生 サイトウ ユイ 新潟市 臼井リトルエンジェルズ 0:10:06

19 19 4017 本名 未来 ホンナ ミライ 新潟市 新飯田小学校 0:10:06

20 20 4015 安澤 心結 アンザワ ミュウ 新潟市 臼井リトルエンジェルズ 0:10:07

21 21 4002 目黒 心虹 メグロ ココ 新潟市 巻北小学校 0:10:09

22 22 4009 高橋 寿々 タカハシ スズ 阿賀野市 0:10:12

23 23 4026 佐藤 光 サトウ ヒカル 新潟市 臼井リトルエンジェルズ 0:10:13

24 24 4005 仁部 釉菜 ニベ ユウナ 新潟市 0:10:36

25 25 4019 本多 礼野 ホンダ アヤノ 新潟市 新津第一小 0:11:22

26 26 4021 宮崎 遥生 ミヤザキ ハルカ 新潟市 0:11:34

27 27 4031 関 なるみ セキ ナルミ 南魚沼市 浦佐小学校 0:12:16

28 28 4004 今井 祐里 イマイ ユリ 新潟市 青山小学校 0:12:17

29 29 4030 関 友里花 セキ ユリカ 南魚沼市 浦佐小学校 0:12:25

30 30 4001 目黒 もも メグロ モモ 新潟市 巻北小学校 0:12:33

31 31 4003 目黒 虹音 メグロ コト 新潟市 巻北小学校 0:12:36

32 32 4014 長井 釉 ナガイ ユウ 新潟市 0:12:57

第32回 白根ハーフマラソン

平成30年5月13日(日)

種目:【2km】

部門:【女子 小学生(4年生以上)】


