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大会記録(GR)            10:21     森藤　　凪(美杉中)                    2012
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ｺﾞｰﾙ記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｷﾀ ﾋﾅ 三重 10:36
1 7024 川北　陽菜(2) 白鳥中

ｵｸﾀﾞ ｻﾕﾐ 三重 10:39
2 7118 奥田　幸弓(3) 倉田山中

ﾊｯﾄﾘ ﾜｶ 三重 10:46
3 7113 服部　　稚(3) 三雲中

ﾆｼ ｱﾝｽﾞ 三重 10:50
4 7119 西　　杏珠(3) 倉田山中

ｵｸﾑﾗ ﾏﾋﾛ 三重 10:54
5 7117 奥村　真尋(1) 久保中

ｸﾎﾞﾀ ｼﾎ 三重 10:54
6 7075 久保田志歩(2) 鼓ヶ浦中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾘ 三重 11:11
7 7071 渡辺　咲梨(2) 白子中

ﾉｻﾞｷ ｻｸﾗｺ 三重 11:11
8 7016 野﨑　桜子(2) 菰野中

ｻｶﾓﾄ ｶﾝﾅ 三重 11:12
9 7073 坂本　栞菜(1) 白子中

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉｱ 三重 11:15
10 7108 水谷　野愛(2) 久居中

ｶﾄﾞ ﾜｶﾅ 三重 11:17
11 7084 門　　和奏(2) 南が丘中

ﾖﾈﾑﾗ ﾏｵ 三重 11:18
12 7052 米村　真央(1) 大木中

ｶﾈﾐﾂ ﾖｳｺ 三重 11:19
13 7121 金光　葉子(2) 倉田山中

ﾋｬｸﾀｹ ﾕｳｶ 三重 11:22
14 7051 百武　柚香(1) 大木中

ﾀﾅｶ ｻｷ 三重 11:25
15 7116 田中　瑳紀(2) 三雲中

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 三重 11:25
16 7143 中林　乃麻(1) J＆E久居

ﾊﾔﾀ ﾘｻ 三重 11:28
17 7130 早田　梨紗(2) 五十鈴中

ｻｶﾓﾄ ｺﾊﾙ 三重 11:29
18 7035 坂本　小春(2) 大木中

ﾀﾝｶﾞ ﾊﾙﾅ 三重 11:31
19 7077 丹賀　遥奈(2) 亀山中部中

ｽｴｻﾞｷ ﾚｲﾅ 三重 11:31
20 7010 末崎　麗菜(3) 陵成中

ｵｸﾑﾗ ﾅﾅﾐ 三重 11:33
21 7031 奥村　七海(2) 大木中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅ 三重 11:33
22 7001 渡邉　美奈(2) 正和中

ｶﾅｵ ｻﾔｶ 三重 11:36
23 7082 金尾さやか(1) 亀山中部中

ｳｴﾉ ｱﾐ 三重 11:38
24 7114 植野　杏実(2) 三雲中

ﾋｻｷ ﾕｳﾅ 三重 11:38
25 7079 久木　佑菜(2) 亀山中部中

ｲﾜﾃﾞ ﾂﾊﾞﾒ 三重 11:46
26 7110 岩出つばめ(1) 久居中

ｷﾀｲ ｼﾖﾘ 三重 11:47
27 7072 北井　志和(2) 白子中

ﾔﾏｳﾁ ﾈﾈ 三重 11:47
28 7074 山内　寧々(1) 白子中

ｲｹﾀﾞ ﾏﾅ 三重 11:51
29 7029 池田　真菜(2) 大木中

ｾｷﾈ ｼﾎ 三重 11:59
30 7027 関根　志歩(1) 白鳥中

ﾊｻﾓﾄ ｱｶﾈ 三重 12:00
31 7127 迫本　　茜(2) 厚生中

ｶﾄﾞﾔ ﾋﾒｶ 三重 12:02
32 7106 角谷　姫佳(1) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ中

ｵｶ ﾕﾂﾞﾙ 三重 12:03
33 7083 岡　　夕鶴(1) 亀山中部中

審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

12月7日 11:30 決勝
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ｵｶﾀﾞ ｶﾎ 三重 12:03
34 7138 岡田　華歩(1) 玉城中

ｵｶﾀﾞ ﾋｶﾘ 三重 12:06
35 7023 岡田　　耀(2) 白鳥中

ﾅｶﾞﾔｽ ﾕｳｶ 三重 12:08
36 7070 永易　柚香(2) 白子中

ｺﾃﾞﾗ ｵﾄﾊ 三重 12:11
37 7122 小寺　音羽(2) 倉田山中
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ｸﾁﾔﾏ ｶｽﾐ 三重 12:11
38 7120 口山　佳澄(2) 倉田山中

ｲﾄｳ ｱﾐ 三重 12:11
39 7011 伊藤　安未(1) 内部中

ｼﾊﾞﾀ ﾏﾘﾅ 三重 12:16
40 7015 柴田万里奈(2) 菰野中

ﾌﾀﾑﾗ ﾐｳ 三重 12:17
41 7076 二村　未羽(2) 亀山中部中

ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒｶ 三重 12:17
42 7002 稲葉　夢香(1) 正和中

ｶﾅﾔ ｱｲ 三重 12:18
43 7115 金谷　晏衣(2) 三雲中

ﾎﾘｳﾁ ﾗﾕ 三重 12:21
44 7012 堀内　来優(1) 内部中

ﾐﾖｼ ﾐﾕ 三重 12:22
45 7013 三好　美佑(1) 内部中

ﾑｶｲ ｻﾔ 三重 12:24
46 7137 向井　沙弥(2) 玉城中

ｻｻｷ ｴﾐ 三重 12:25
47 7021 佐々木絵美(1) 菰野中

ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 三重 12:25
48 7020 伊藤　穂香(1) 菰野中

ｺﾎﾘ ﾅﾅｶ 三重 12:27
49 7087 小堀　七夏(2) 南が丘中

ｷﾀｶﾞﾜ ｻｸﾗｺ 三重 12:27
50 7059 北川　桜子(1) 千代崎中

ｳﾁﾔﾏ ｶﾅ 三重 12:32
51 7109 内山　果南(1) 久居中

ｵｵﾀ ﾅｷﾞｻ 三重 12:33
52 7049 太田なぎさ(1) 大木中

ﾊﾏﾁ ﾊﾙﾎ 三重 12:35
53 7112 濵地　晴帆(1) 一志中

ﾏﾂﾐﾔ ﾓﾈ 三重 12:39
54 7026 松宮　萌寧(1) 白鳥中

ｲﾄｳ ﾄﾓｴ 三重 12:39
55 7019 伊藤　　巴(1) 菰野中

ｸﾛﾀﾞ ｱｽﾞﾘ 三重 12:49
56 7025 黒田　梓莉(1) 白鳥中

ｻｶｼﾀ ﾕｲ 三重 12:58
57 7007 坂下　優衣(1) 正和中

ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾅ 三重 13:00
58 7014 村上　彩菜(1) 内部中

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ 三重 13:03
59 7017 山口　優月(2) 菰野中

ｵｸﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 三重 13:05
60 7057 奥林　　凜(1) 千代崎中

ﾖﾈﾑﾗ ﾕｳﾎ 三重 13:06
61 7048 米村　優歩(2) 大木中

ｶﾜｾ ﾘﾉ 三重 13:06
62 7033 川瀬　莉乃(2) 大木中

ｳｻﾐ ﾁﾋﾛ 三重 13:09
63 7005 宇佐美知優(1) 正和中

ﾉﾑﾗ ﾕｲ 三重 13:10
64 7136 野村　　唯(1) 五十鈴中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 三重 13:10
65 7004 渡邉　茉奈(1) 正和中

ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾔﾘ 三重 13:17
66 7008 金澤　綾里(1) 正和中

ﾐｽﾞﾉ ﾊﾅｶ 三重 13:17
67 7046 水野　華歌(2) 大木中

ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾅﾐ 三重 13:17
68 7038 杉本　七海(2) 大木中

ｵｵｴﾀﾞ ｱﾔﾉ 三重 13:18
69 7126 大條　綾乃(1) 倉田山中

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾈﾈ 三重 13:20
70 7042 藤原　寧々(2) 大木中
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ﾏﾂﾖｼ ﾘｻ 三重 13:21
71 7092 松吉　里紗(1) 南が丘中

ﾄﾐﾀﾞ ｻｸﾗ 三重 13:23
72 7094 冨田　咲来(1) 南が丘中

ｲﾜﾃﾞ ﾅﾅﾐ 三重 13:29
73 7111 岩出奈那美(1) 久居中

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐﾕ 三重 13:33
74 7095 濱口　美由(1) 南が丘中
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ｱｽﾞﾏ ﾎﾉｶ 三重 13:37
75 7141 東　ほのか(1) 南勢中

ﾊｯﾄﾘ ﾋﾂﾞ 三重 13:40
76 7062 服部　妃鶴(1) 千代崎中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾘ 三重 13:41
77 7081 渡邊　雛理(2) 亀山中部中

ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵﾝ 三重 13:41
78 7044 松本　海音(2) 大木中

ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ 三重 13:41
79 7036 佐藤　菜摘(2) 大木中

ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾊ 三重 13:43
80 7061 山中　晟葉(1) 千代崎中

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾙｶ 三重 13:43
81 7058 水谷　瑠花(1) 千代崎中

ｻﾝﾀﾞ ｱｶﾈ 三重 13:49
82 7055 三田　明音(2) 千代崎中

ｵｶ ﾐﾔﾋﾞ 三重 13:51
83 7053 岡　雅(2) 千代崎中

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｵﾝ 三重 13:54
84 7045 的場　莉音(2) 大木中

ｵｵﾀ ﾋﾏﾘ 三重 13:56
85 7030 太田ひまり(2) 大木中

ﾋﾗﾔﾏ ﾜｶﾅ 三重 13:56
86 7041 平山　若奈(2) 大木中

ﾖｼﾀﾞ ｻﾔ 三重 13:57
87 7078 吉田　彩椰(2) 亀山中部中

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 三重 13:59
88 7135 山本　実希(1) 五十鈴中

ﾕｳｷ ﾕｳｶ 三重 14:01
89 7065 遊喜　優華(1) 千代崎中

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 三重 14:02
90 7131 山本　夏菜(2) 五十鈴中

ﾃﾗﾏｴ ﾘｺ 三重 14:02
91 7064 寺前　璃子(1) 千代崎中

ｵｶﾀﾞ ｻﾘﾅ 三重 14:03
92 7054 岡田紗梨菜(2) 千代崎中

ﾏﾂｲ ﾕｲﾅ 三重 14:04
93 7100 松井　結菜(1) 南が丘中

ﾊﾔｼ ｽｽﾞﾅ 三重 14:05
94 7123 林　　鈴菜(1) 倉田山中

ｻｸﾀﾞ ﾐﾕ 三重 14:05
95 7134 作田　実優(1) 五十鈴中

ﾆｼﾑﾗ ｲｵﾘ 三重 14:05
96 7133 西村　伊織(1) 五十鈴中

ｲｽﾞﾐ ｺﾉﾐ 三重 14:09
97 7132 泉　　好笑(1) 五十鈴中

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾅｶ 三重 14:17
98 7129 山口夕那佳(1) 厚生中

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 三重 14:22
99 7098 山本　彩加(1) 南が丘中

ｵｸﾀﾞ ｱﾔﾉ 三重 14:26
100 7125 奥田　綾乃(1) 倉田山中

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 三重 14:31
101 7034 小林　美咲(2) 大木中

ｽｽﾞｷ ﾐﾕ 三重 14:31
102 7039 鈴木　美佑(2) 大木中

ｳｴﾏﾂ ﾓﾈ 三重 14:33
103 7107 植松　百音(1) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ中

ﾅｶﾊﾀ ﾋﾅ 三重 14:33
104 7003 中畑　陽菜(1) 正和中

ﾅｶﾑﾗ ﾘｱﾝ 三重 14:39
105 7101 中村　李安(2) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ中

ｱｷﾔﾏ ﾏﾅﾐ 三重 14:39
106 7028 秋山　愛海(2) 大木中

ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｶ 三重 14:40
107 7047 吉村　優花(2) 大木中

凡例  DNS:欠場 2014/12/7 17:11



中学女子3km

大会記録(GR)            10:21     森藤　　凪(美杉中)                    2012

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)
所属地
所　属

ｺﾞｰﾙ記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

12月7日 11:30 決勝

ｶﾂｾ ﾘｵ 三重 14:46
108 7032 勝瀬　理央(2) 大木中

ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ 三重 14:48
109 7096 高橋ひなた(1) 南が丘中

ｷﾀｵ ﾕｲ 三重 14:49
110 7093 北尾　優衣(1) 南が丘中

ｷｼﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 三重 14:51
111 7086 岸田　葉月(2) 南が丘中
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ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾕ 三重 14:52
112 7091 水谷　真悠(1) 南が丘中

ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾎ 三重 15:00
113 7089 宮崎　香帆(2) 南が丘中

ﾔﾏﾓﾘ ﾐﾔﾋﾞ 三重 15:00
114 7056 山盛　　雅(2) 千代崎中

ﾏｽﾀﾞ ﾕｲｶ 三重 15:06
115 7097 増田　結香(1) 南が丘中

ﾉﾑﾗ ﾘｴ 三重 15:16
116 7040 野村　りえ(2) 大木中

ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ 三重 15:18
117 7099 髙橋わかな(1) 南が丘中

ｼﾛﾈ ﾕｶ 三重 15:23
118 7037 白根　佑果(2) 大木中

ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ 三重 15:40
119 7068 山下　果歩(1) 千代崎中

ﾎﾘｳﾁ ｲｽｽﾞ 三重 15:41
120 7043 堀内いすゞ(2) 大木中

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｶ 三重 15:43
121 7060 樋口　優華(1) 千代崎中

ﾂﾙﾋｶﾞｼ ﾐｶｺ 三重 18:22
122 7009 鶴東実可子(1) 正和中

ｵｵﾊｼ ﾏｺ 三重 DNS
7006 大橋　真子(1) 正和中

ｻｶ ﾄﾓｶ 三重 DNS
7018 坂　　朋香(1) 菰野中

ｲﾄｳ ﾏﾅ 三重 DNS
7022 伊藤　愛菜(1) 菰野中

ｷｼﾀﾞ ｾﾅ 三重 DNS
7050 岸田　千夏(1) 大木中

ﾀｲﾗ ﾘｲ 三重 DNS
7063 平良　理衣(1) 千代崎中

ﾔﾀﾞ ｱﾕﾅ 三重 DNS
7066 矢田安由奈(1) 千代崎中

ﾌｸｵｶ ﾏﾋﾛ 三重 DNS
7067 福岡　希優(1) 千代崎中

ｶﾄｳ ﾏｲｶ 三重 DNS
7069 加藤　舞香(2) 白子中

ﾊﾅｲ ｻﾂｷ 三重 DNS
7080 花井　咲月(2) 亀山中部中

ｶﾜｲ ﾅﾉﾊ 三重 DNS
7085 川合夏乃彩(2) 南が丘中

ﾀｶｼﾏ ﾅﾂﾐ 三重 DNS
7088 髙島　菜摘(2) 南が丘中

ﾔﾏｼﾀ ｱﾕｶ 三重 DNS
7090 山下　歩華(2) 南が丘中

ﾆｼﾑﾗ ｾﾘ 三重 DNS
7102 西村　　芹(2) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ中

ｲｲﾀﾞ ﾊﾅｴ 三重 DNS
7103 飯田　英恵(1) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ中

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 三重 DNS
7104 柴田　夏帆(1) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ中

ﾄﾖﾀﾞ ﾅﾅﾐ 三重 DNS
7105 豊田ななみ(1) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ中

ﾆｼｸﾞﾁ ﾐﾕﾅ 三重 DNS
7124 西口みゆな(1) 倉田山中

ﾂｼﾞ ﾌｳｶ 三重 DNS
7128 辻　　風花(1) 厚生中

ｺﾀﾆ ｱﾕｶ 三重 DNS
7139 古谷　歩香(2) 南勢中

ﾅｶﾑﾗ ｶｺ 三重 DNS
7140 中村　佳子(2) 南勢中

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ 三重 DNS
7142 山本　咲良(1) 南勢中
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