
ゼッケン番号 氏名漢字 所属クラブ名

32001 橋本 純怜 ◆常陸大宮陸上◆

32002 滝田 凜彩 よろしく真岡

32003 佐藤 凛音 よろしく真岡

32004 瀧田 優月 よろしく真岡

32005 網野 温 チビシュラン

32006 黒羽 柚妃 チーム近藤

32007 樫村 春乃 チ−ムよしジイ・ＮＯ．５

32008 大山 詩織 リリーベール小学校

32009 桑山 奈子 リリーベール小学校

32010 大坪 莉子 七井小学校

32011 立石 結乃 中丸小学校

32012 皆川 美桜 中小路小学校

32013 立花 琉夏 中小路小学校

32014 太田 采希 中小路小学校

32015 萬田 怜奈 中小路小学校

32016 林 ほの恵 中小路小学校

32017 井関 美緒 中根小学校

32018 高田 百椛 中根小学校

32019 宮林 恵子 中青木

32020 後藤 鈴奈 久米小学校

32021 戸崎 遥花 乱魔

32022 笠 琴音 会瀬小学校

32023 齋藤 茜里 円谷ランナーズ

32024 松本 芽唯 前渡小

32025 小岩 乃愛 前渡小学校

32026 清宮 茉桜 前渡小学校

32027 山下 咲季 助川小学校

32028 黒澤 澪 助川小学校

32029 小田部 沙優 助川小学校

32030 畠山 にこ 勝倉小学校

32031 芳賀 聖華 勿来一小

32032 片桐 妃華里 勿来一小

32033 ⾧山 花保 友部第二小学校

32034 塙 紗寧 土浦市立土浦第二小学校

32035 吉原 満里奈 堀口小学校

32036 澤畠 叶歩 塙山

32037 浦野 美羽 塙山小学校

32038 大村 美玖莉 大みか小学校



32039 猪狩 凛奈 大久保小

32040 中村 来羽 大久保小学校

32041 相馬 海空 大沼小

32042 高安 結衣 大沼小学校

32043 勝山 彩花 大沼小学校

32044 綿引 遥香 大沼小学校

32045 大川原 羽南 宮の森小学校

32046 高橋 香安 宮田小学校

32047 小松崎 幸音 宮田小学校４年

32048 田口 倖菜 小針北小学校

32049 千野 怜奈 志木三小

32050 瀬谷 香栞 成沢小学校

32051 丹野 こころ 成沢小学校

32052 中野 琴羽 我孫子第三小学校

32053 吉田 葉音 我流ＡＣ．ｊｒ

32054 大坪 凛音 日立ＡＣジュニア

32055 磯崎 和椛 東石川小

32056 ⾧塚 結南 柏第一小学校

32057 江田 楓萊 櫛形小学校

32058 江田 靖萊 櫛形小学校

32059 古曳 希光 櫛形小学校

32060 前澤 実日子 水戸市新荘小

32061 山口 円花 水戸市立渡里小学校

32062 三次 萌心 水木小学校

32063 佐々木 彩乃 油縄子小学校

32064 飯泉 虹夏 滑川小学校

32065 鈴木 楓 田尻

32066 圷 春陽 田尻小学校

32067 森 稀海 石川小学校

32068 冨山 陽香 稲荷一小

32069 佐藤 青葉 精華小学校

32070 高嶋 美緒 美酒ラン

32071 小沼 絵美 行方市立玉造小学校

32072 ⾧嶺 光 豊浦小学校

32073 渡邉 侑莉 ⾧堀小学校

32074 澁谷 倖菜 ⾧堀小学校

32075 堤 美翔 Ｔ・Ｔ−ＡＣ

32076 高柳 怜唯

32077 小泉 瑠依



32078 八木橋 春花

32079 堀野 志乃

32080 高橋 香瑛來

32081 澤田 恭佳

32082 鈴木 実佐子

32083 石川 瑠唯

32084 山形 柚奈

32085 大関 莉衣

32086 藤根 あずの

32087 山田 桜緒

32088 横野 夏未

32089 ⾧洲 梨央

32090 生田目 紗朱

32091 山波 桜月

32092 鈴木 萌々

32093 峯岸 奏実

32094 高田 すみれ

32095 高橋 詩音

32096 酒井 唯愛

32097 関 琉蒼

32098 新井 友愛

32099 大越 美空

32100 木梨 綾乃

32101 遠藤 真央

32102 赤石 陽葵

32103 小又 巴菜

32104 沼田 いちか

32105 櫻井 美空

32106 島貫 美優

32107 吉田 優桜香

32108 山中 唯愛

32109 田中 希実

32110 鈴木 日菜

32111 西村 美紗

32112 橋本 春花

32113 鈴木 優羽奈

32114 澤海 紗花

32115 小野 希心

32116 髙木 一佳



32117 佐々木 亜由美

32118 川崎 心晴

32119 佐藤 心花

32120 鈴木 奈夏

32121 星 彩楓

32122 小原 唯愛

32123 大貫 希和

32124 菊池 柚花

32125 平山 穂乃花

32126 大竹 芽生

32127 助川 智美

32128 山本 愛子

32129 会沢 夢絆

32130 芝田 希歩

32131 上杉 眞白

32132 藤田 菜々実

32133 大髙 杏奈

32134 菊池 眞子

32135 文元 柚那

32136 小林 仁瑚

32137 大河原 空

32138 沼野上 俐乃

32139 小野瀬 明希

32140 高野 里紗

32141 木村 紗梛

32142 稲田 爽来

32143 飯沢 果穂


