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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 8115 森藤　　凪(3) ﾓﾘﾌｼﾞ ﾅｷﾞ 三重 美杉中 10:21 GR
2 8097 髙島　菜緒(3) ﾀｶｼﾏ ﾅｵ 三重 南が丘中 10:23 GR
3 8004 加藤　愛理(3) ｶﾄｳ ｴﾘ 三重 正和中 10:33
4 8117 中西　七海(2) ﾅｶﾆｼ ﾅﾅﾐ 三重 美杉中 10:38
5 8093 鈴木　　輝(3) ｽｽﾞｷ ｷﾗﾘ 三重 南郊中 10:44
6 8022 西本麻衣子(3) ﾆｼﾓﾄ ﾏｲｺ 三重 白鳥中 10:48
7 8137 辻　　有咲(1) ﾂｼﾞ ｱﾘｻ 三重 伊勢宮川中 10:53
8 8013 山口　可純(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾐ 三重 光陵中 10:54
9 8035 平山　未来(3) ﾋﾗﾔﾏ ﾐｸ 三重 大木中 10:54
10 8002 小寺　まり(2) ｺﾃﾞﾗ ﾏﾘ 三重 名張ｸﾗﾌﾞ 11:01
11 8134 北村果南江(2) ｷﾀﾑﾗ ｶﾅｴ 三重 伊勢宮川中 11:01
12 8048 矢田　菜月(2) ﾔﾀﾞ ﾅﾂｷ 三重 大木中 11:01
13 8018 北川　千里(3) ｷﾀｶﾞﾜ ｾﾝﾘ 三重 八風中 11:05
14 8123 橋本　有純(2) ﾊｼﾓﾄ ｱｽﾞﾐ 三重 多気中 11:06
15 8001 佐伯穂乃香(2) ｻｴｷ ﾎﾉｶ 三重 Y.W.C 11:14
16 8071 岩下　真由(2) ｲﾜｼﾀ ﾏﾕ 三重 白子中 11:17
17 8125 古川　紗也(3) ﾌﾙｶﾜ ｻﾔ 三重 倉田山中 11:19
18 8165 三浦　紗瑛(2) ﾐｳﾗ ｻｴ 三重 南勢中 11:21
19 8028 中條　七星(2) ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾅﾅｾ 三重 白鳥中 11:23
20 8086 平山　璃奈(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ 三重 亀山中部中 11:23
21 8107 平松　愛梨(1) ﾋﾗﾏﾂ ｱｲﾘ 三重 南が丘中 11:24
22 8105 多賀未奈海(1) ﾀｶﾞ ﾐﾅﾐ 三重 南が丘中 11:24
23 8166 光永　奈央(2) ﾐﾂﾅｶﾞ ﾅｵ 三重 南勢中 11:24
24 8133 岡山　美咲(2) ｵｶﾔﾏ ﾐｻｷ 三重 伊勢宮川中 11:25
25 8158 森　　絵菜(3) ﾓﾘ ｴﾅ 三重 玉城中 11:25
26 8030 堀田　愛恵(2) ﾎｯﾀ ﾏﾅｴ 三重 白鳥中 11:28
27 8164 畑　和香葉(2) ﾊﾀ ﾜｶﾊﾞ 三重 南勢中 11:30
28 8116 逵中　千乃(2) ﾂｼﾞﾅｶ ﾕｷﾉ 三重 美杉中 11:33
29 8021 高木　咲良(3) ﾀｶｷﾞ ｻｸﾗ 三重 白鳥中 11:35
30 8156 中西　優月(1) ﾅｶﾆｼ ﾕｽﾞｷ 三重 小俣中 11:35
31 8100 金子　愛莉(2) ｶﾈｺ ｱｲﾘ 三重 南が丘中 11:37
32 8089 紀平　愛佳(1) ｷﾋﾗ ｱｲｶ 三重 亀山中部中 11:38
33 8095 矢口　ゆい(3) ﾔｸﾞﾁ ﾕｲ 三重 南郊中 11:39
34 8055 稲垣　樹里(2) ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞｭﾘ 三重 千代崎中 11:39
35 8135 下川　莉乃(2) ｼﾓｶﾜ ﾘﾉ 三重 伊勢宮川中 11:39
36 8160 橋本亜佐美(2) ﾊｼﾓﾄ ｱｻﾐ 三重 玉城中 11:39
37 8101 喜田　聖奈(2) ｷﾀﾞ ｾｲﾅ 三重 南が丘中 11:40
38 8056 荻野　朱音(2) ｵｷﾞﾉ ｱｶﾈ 三重 千代崎中 11:40
39 8149 濱口　瑞葵(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 三重 二見中 11:40
40 8077 山田那奈未(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 三重 白子中 11:41
41 8083 大津　雪菜(3) ｵｵﾂ ﾕｷﾅ 三重 亀山中部中 11:41
42 8102 太田　りこ(1) ｵｵﾀ ﾘｺ 三重 南が丘中 11:43
43 8034 伊藤　　梓(3) ｲﾄｳ ｱｽﾞｻ 三重 大木中 11:45
44 8003 藤本　理沙(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｻ 三重 正和中 11:46
45 8014 村田　侑加(3) ﾑﾗﾀ ﾕｶ 三重 菰野中 11:50
46 8162 久野　七海(1) ｸﾉ ﾅﾅﾐ 三重 玉城中 11:50
47 8015 太田　汐香(2) ｵｵﾀ ｷﾖｶ 三重 菰野中 11:52
48 8126 西　　杏珠(1) ﾆｼ ｱﾝｽﾞ 三重 倉田山中 11:53
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49 8128 中川美知香(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾁｶ 三重 厚生中 11:56
50 8167 畑　きらら(1) ﾊﾀ ｷﾗﾗ 三重 南勢中 11:58
51 8044 水野　結月(2) ﾐｽﾞﾉ ﾕﾂﾞｷ 三重 大木中 12:01
52 8047 矢田　紗規(2) ﾔﾀﾞ ｻｷ 三重 大木中 12:01
53 8151 米山比南乃(1) ﾖﾈﾔﾏ ﾋﾅﾉ 三重 二見中 12:06
54 8088 宮原　　繭(2) ﾐﾔﾊﾗ ﾏﾕ 三重 亀山中部中 12:07
55 8026 大藪　優華(2) ｵｵﾔﾌﾞ ﾕｳｶ 三重 白鳥中 12:08
56 8157 板倉　七帆(3) ｲﾀｸﾗ ﾅﾎ 三重 玉城中 12:08
57 8136 桑山　弘子(1) ｸﾜﾔﾏ ﾋﾛｺ 三重 伊勢宮川中 12:08
58 8130 南　日菜子(2) ﾐﾅﾐ ﾋﾅｺ 三重 厚生中 12:09
59 8051 世古　朱音(1) ｾｺ ｱｶﾈ 三重 大木中 12:09
60 8052 田中きらり(1) ﾀﾅｶ ｷﾗﾘ 三重 大木中 12:09
61 8085 濱口　実和(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐﾜ 三重 亀山中部中 12:14
62 8099 秋月　巴菜(2) ｱｷﾂﾞｷ ﾊﾅ 三重 南が丘中 12:16
63 8045 宮崎　優璃(2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾘ 三重 大木中 12:17
64 8005 黒田　絢美(2) ｸﾛﾀﾞ ｱﾔﾐ 三重 正和中 12:18
65 8111 佐田　香澄(2) ｻﾀﾞ ｶｽﾐ 三重 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ中 12:23
66 8109 髙橋悠紗子(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｻｺ 三重 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ中 12:23
67 8153 二宮　　愛(2) ﾆﾉﾐﾔ ｱｲ 三重 小俣中 12:25
68 8082 寺澤　詩乃(1) ﾃﾗｻﾞﾜ ｼﾉ 三重 鼓ヶ浦中 12:26
69 8140 濱口　綾加(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ｱﾔｶ 三重 北浜中 12:26
70 8057 中井　美那(2) ﾅｶｲ ﾐﾅ 三重 千代崎中 12:26
71 8138 鈴木絵莉花(3) ｽｽﾞｷ ｴﾘｶ 三重 伊勢港中 12:26
72 8094 松島　美玲(3) ﾏﾂｼﾏ ﾐﾚｲ 三重 南郊中 12:27
73 8042 朴木　優希(2) ﾎｳﾉｷ ﾕｳｷ 三重 大木中 12:28
74 8069 鈴木　塔子(2) ｽｽﾞｷ ﾄｳｺ 三重 白子中 12:28
75 8010 星野　　楓(2) ﾎｼﾉ ｶｴﾃﾞ 三重 正和中 12:29
76 8150 吉川　枝里(1) ﾖｼｶﾜ ｴﾘ 三重 二見中 12:29
77 8080 吉田明日香(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｽｶ 三重 白子中 12:31
78 8120 森下　　怜(1) ﾓﾘｼﾀ ﾚｲ 三重 美杉中 12:32
79 8020 嘉柳　実優(3) ｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 三重 白鳥中 12:33
80 8025 扇谷　結愛(2) ｵｵｷﾞﾀﾞﾆ ﾕｳｱ 三重 白鳥中 12:33
81 8050 椎名優璃亜(1) ｼｲﾅ ﾕﾘｱ 三重 大木中 12:35
82 8053 南部　藍里(1) ﾅﾝﾌﾞ ｱｲﾘ 三重 大木中 12:35
83 8019 加藤　美樹(3) ｶﾄｳ ﾐｷ 三重 白鳥中 12:36
84 8154 島田実優花(1) ｼﾏﾀﾞ ﾐﾕｶ 三重 小俣中 12:37
85 8148 仲林　　唯(2) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 三重 二見中 12:45
86 8064 関口　朝香(1) ｾｷｸﾞﾁ ｱｻｶ 三重 千代崎中 12:45
87 8017 岩間　有咲(1) ｲﾜﾏ ｱﾘｻ 三重 菰野中 12:45
88 8159 高山　摩梨(2) ﾀｶﾔﾏ ﾏﾘ 三重 玉城中 12:46
89 8081 鏡　　優衣(1) ｶｶﾞﾐ ﾕｲ 三重 鼓ヶ浦中 12:54
90 8161 大森　愛由(1) ｵｵﾓﾘ ｱﾕ 三重 玉城中 12:55
91 8143 大橋日菜乃(1) ｵｵﾊｼ ﾋﾅﾉ 三重 城田中 13:01
92 8029 南条　茉那(2) ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾏﾅ 三重 白鳥中 13:02
93 8114 長﨑あきの(2) ﾅｶﾞｻｷ ｱｷﾉ 三重 嬉野中 13:02
94 8146 中西　玲菜(1) ﾅｶﾆｼ ﾚｲﾅ 三重 城田中 13:03
95 8124 小倉　知子(1) ｵｸﾞﾗ ﾁｺ 三重 多気中 13:04
96 8068 坂　　朋香(2) ｻｶ ﾄﾓｶ 三重 白子中 13:05
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97 8087 前川　七香(2) ﾏｴｶﾞﾜ ﾅﾅｶ 三重 亀山中部中 13:05
98 8090 呉山　芽衣(1) ｸﾚﾔﾏ ﾒｲ 三重 亀山中部中 13:05
99 8139 西　こはく(3) ﾆｼ ｺﾊｸ 三重 伊勢港中 13:09
100 8091 一見　美菜(1) ｲﾁﾐ ﾐﾅ 三重 亀山中部中 13:10
101 8073 的羽　七瀬(2) ﾏﾄﾊﾞ ﾅﾅｾ 三重 白子中 13:10
102 8092 宮崎日花里(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾘ 三重 亀山中部中 13:10
103 8155 寺田早耶香(1) ﾃﾗﾀﾞ ｻﾔｶ 三重 小俣中 13:10
104 8118 大野　遥風(1) ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 三重 美杉中 13:12
105 8036 荒木　奈歩(2) ｱﾗｷ ﾅﾎ 三重 大木中 13:12
106 8024 市川真理子(2) ｲﾁｶﾜ ﾏﾘｺ 三重 白鳥中 13:12
107 8027 竹下　陽菜(2) ﾀｹｼﾀ ﾊﾙﾅ 三重 白鳥中 13:14
108 8033 西本　莉子(1) ﾆｼﾓﾄ ﾘｺ 三重 白鳥中 13:14
109 8012 森田有理沙(1) ﾓﾘﾀ ﾕﾘｻ 三重 正和中 13:14
110 8060 瓜生　千晴(1) ｳﾘｭｳ ﾁﾊﾙ 三重 千代崎中 13:15
111 8032 小河　奈生(1) ｵｶﾞﾜ ﾅｵ 三重 白鳥中 13:15
112 8163 青木　一葉(1) ｱｵｷ ｲﾁﾊ 三重 玉城中 13:15
113 8058 古川由梨奈(2) ﾌﾙｶﾜ ﾕﾘﾅ 三重 千代崎中 13:15
114 8043 前田菜々子(2) ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅｺ 三重 大木中 13:16
115 8065 濱谷　咲衣(1) ﾊﾏﾀﾆ ｻｷｴ 三重 千代崎中 13:16
116 8049 菰方　彩貴(1) ｺﾓｶﾀ ｻｷ 三重 大木中 13:17
117 8041 萩原　亜美(2) ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾐ 三重 大木中 13:18
118 8144 高橋　華奈(1) ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 三重 城田中 13:20
119 8078 稲垣　美佑(1) ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾕｳ 三重 白子中 13:21
120 8063 金井　花楓(1) ｶﾅｲ ｶｴﾃﾞ 三重 千代崎中 13:21
121 8023 飯山　静香(2) ｲｲﾔﾏ ｼｽﾞｶ 三重 白鳥中 13:25
122 8145 長澤　由佳(1) ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｶ 三重 城田中 13:26
123 8079 大浦　玲奈(1) ｵｵｳﾗ ﾚﾅ 三重 白子中 13:28
124 8168 大西　　舞(3) ｵｵﾆｼ ﾏｲ 三重 度会中 13:36
125 8141 立木　奈々(2) ﾀﾁｷ ﾅﾅ 三重 北浜中 13:40
126 8142 三宅　　花(1) ﾐﾔｹ ﾊﾅ 三重 北浜中 13:40
127 8129 中村　美波(2) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ 三重 厚生中 13:47
128 8031 南山　美友(1) ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾐﾕ 三重 白鳥中 13:48
129 8131 中村みのり(1) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾘ 三重 厚生中 13:51
130 8046 八重嶋朋佳(2) ﾔｴｼﾏ ﾄﾓｶ 三重 大木中 13:52
131 8038 榮田　真子(2) ｴｲﾀﾞ ﾏｺ 三重 大木中 13:53
132 8169 酒井　和深(1) ｻｶｲ ｶﾌｶ 三重 尾鷲中 13:55
133 8076 小立　晴香(1) ｺﾀﾞﾁ ﾊﾙｶ 三重 白子中 14:02
134 8054 宇野　汐香(3) ｳﾉ ｷﾖｶ 三重 千代崎中 14:03
135 8007 黒田　菜摘(2) ｸﾛﾀﾞ ﾅﾂﾐ 三重 正和中 14:03
136 8075 川端梨依奈(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｲﾅ 三重 白子中 14:05
137 8121 山田　亜美(1) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾐ 三重 美杉中 14:15
138 8006 岩谷　映舞(2) ｲﾜﾀﾆ ｴﾏ 三重 正和中 14:16
139 8067 吉田　真唯(1) ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 三重 千代崎中 14:19
140 8147 山口　瑛帆(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾎ 三重 城田中 14:20
141 8171 東　　優伽(1) ﾋｶﾞｼ ﾕｳｶ 三重 尾鷲中 14:25
142 8110 中津　摩耶(3) ﾅｶﾂ ﾏﾔ 三重 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ中 14:27
143 8108 杉本　華波(3) ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅﾐ 三重 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ中 14:27
144 8074 宮﨑　風香(2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾌｳｶ 三重 白子中 14:28
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145 8039 齋藤　瑠里(2) ｻｲﾄｳ ﾙﾘ 三重 大木中 14:28
146 8037 石橋みんと(2) ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾝﾄ 三重 大木中 14:29
147 8104 岡本　　渚(1) ｵｶﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 三重 南が丘中 14:32
148 8112 中野　楓果(1) ﾅｶﾉ ﾌｳｶ 三重 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ中 14:36
149 8011 小笠原亜実(1) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾐ 三重 正和中 14:43
150 8170 世古あかね(1) ｾｺ ｱｶﾈ 三重 尾鷲中 14:44
151 8016 寺﨑　百音(2) ﾃﾗｻｷ ﾓﾈ 三重 菰野中 14:47
152 8009 松岡　小夜(2) ﾏﾂｵｶ ｾﾚﾅ 三重 正和中 14:55
153 8008 村角　真奈(2) ﾑﾗｽﾞﾐ ﾏﾅ 三重 正和中 14:56
154 8066 増田　理奈(1) ﾏｽﾀﾞ ﾘﾅ 三重 千代崎中 14:57
155 8062 加川　未来(1) ｶｶﾞﾜ ﾐｸ 三重 千代崎中 15:10
156 8059 伊藤友希乃(1) ｲﾄｳ ﾕｷﾉ 三重 千代崎中 15:11
157 8070 和田佳那子(2) ﾜﾀﾞ ｶﾅｺ 三重 白子中 15:12
158 8119 岡野　りせ(1) ｵｶﾉ ﾘｾ 三重 美杉中 16:10
159 8106 河合　史華(1) ｶﾜｲ ﾌﾐｶ 三重 南が丘中 16:35
160 8103 土性杏珠花(1) ﾄﾞｼｮｳ ｱﾐｶ 三重 南が丘中 17:12
161 8072 梅田　彩加(2) ｳﾒﾀﾞ ｱﾔｶ 三重 白子中 17:24

8040 佐藤菜々香(2) ｻﾄｳ ﾅﾅｶ 三重 大木中 DNS
8061 大本　真未(1) ｵｵﾓﾄ ﾏﾅﾐ 三重 千代崎中 DNS
8084 佐久間晴香(2) ｻｸﾏ ﾊﾙｶ 三重 亀山中部中 DNS
8096 熊本　夏海(3) ｸﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 三重 南が丘中 DNS
8098 寺西　千明(3) ﾃﾗﾆｼ ﾁｱｷ 三重 南が丘中 DNS
8113 青山　諒音(1) ｱｵﾔﾏ ﾏｺﾄ 三重 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ中 DNS
8122 小倉知左奈(2) ｵｸﾞﾗ ﾁｻﾅ 三重 多気中 DNS
8127 奥田　幸弓(1) ｵｸﾀﾞ ｻﾕﾐ 三重 倉田山中 DNS
8132 中村　佳恵(3) ﾅｶﾑﾗ ｶｴ 三重 伊勢宮川中 DNS
8152 佐藤　由惟(1) ｻﾄｳ ﾕｲ 三重 二見中 DNS

凡例  GR:大会記録


