
高校女子5km

通過ﾀｲﾑ(フィニッシュ)

大会記録(GR)            18:10     今村　宥美(桑名)                      201

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 通過ﾀｲﾑ ｺﾒﾝﾄ
1 5032 西山　遥香(1) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ 三重 伊賀白鳳高 16:53 GR
2 5034 内藤　響加(1) ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｶ 三重 伊賀白鳳高 16:55 GR
3 5018 前田安友美(2) ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ 三重 宇治山田商高 17:25 GR
4 5029 岩瀬　翔子(2) ｲﾜｾ ｼｮｳｺ 三重 伊賀白鳳高 17:46 GR
5 5028 泉谷　祥子(2) ｲｽﾞﾀﾆ ｼｮｳｺ 三重 伊賀白鳳高 18:09 GR
6 5002 森　　紀子(2) ﾓﾘ ﾉﾘｺ 三重 桑名高 18:11
7 5021 山口　未夢(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕ 三重 宇治山田商高 18:14
8 5030 久保倉実里(2) ｸﾎﾞｸﾗ ﾐｻﾄ 三重 伊賀白鳳高 18:16
9 5020 竹村　綾音(1) ﾀｹﾑﾗ ｱﾔﾈ 三重 宇治山田商高 18:33
10 5010 伊藤　里奈(1) ｲﾄｳ ﾘﾅ 三重 いなべ総合高 18:34
11 5001 森田梨花子(3) ﾓﾘﾀ ﾘｶｺ 三重 桑名高 18:34
12 5016 岡田　紘奈(2) ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾅ 三重 宇治山田商高 18:52
13 5031 杉澤ひとみ(2) ｽｷﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ 三重 伊賀白鳳高 18:53
14 5027 田中　愛乃(3) ﾀﾅｶ ﾖｼﾉ 三重 伊賀白鳳高 18:53
15 5003 水谷　早希(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ｻｷ 三重 桑名高 19:11
16 5006 田中　里歩(1) ﾀﾅｶ ﾘﾎ 三重 桑名高 19:23
17 5007 余語　優花(1) ﾖｺﾞ ﾕｳｶ 三重 桑名高 19:25
18 5005 近藤　早咲(1) ｺﾝﾄﾞｳ ｻｷ 三重 桑名高 19:28
19 5015 和田　菜摘(1) ﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ 三重 宇治山田高 19:36
20 5013 松永茉里香(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾘｶ 三重 いなべ総合高 19:39
21 5033 近江　七虹(1) ｵｵﾐ ﾅﾅｺ 三重 伊賀白鳳高 19:58
22 5019 安藤　綾花(1) ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 三重 宇治山田商高 20:07
23 5017 河合　裕莉(2) ｶﾜｲ ﾋﾛﾘ 三重 宇治山田商高 20:32
24 5009 一色　佳奈(1) ｲｯｼｷ ｶﾅ 三重 いなべ総合高 20:46
25 5011 日沖　榛奈(1) ﾋｵｷ ﾊﾙﾅ 三重 いなべ総合高 21:10
26 5023 山本　幸穂(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾎ 三重 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 21:19
27 5014 奥田　結香(1) ｵｸﾀﾞ ﾕｲｶ 三重 津東高 21:58
28 5012 樋口　文香(1) ﾋｸﾞﾁ ﾌﾐｶ 三重 いなべ総合高 22:08
29 5025 山岡　舞美(1) ﾔﾏｵｶ ﾏﾐ 三重 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 22:32
30 5026 小倉　宏美(1) ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾐ 三重 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 22:47
31 5024 ｱｳﾄﾞｩさくら(1) ｱｳﾄﾞｩ ｻｸﾗ 三重 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 25:02
32 5022 岡田　真英(1) ｵｶﾀﾞ ﾏｴ 三重 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 26:11

5004 梅谷　沙代(1) ｳﾒﾀﾆ ｻﾖ 三重 桑名高 DNS
5008 藤田　菜緒(3) ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ 三重 いなべ総合高 DNS
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