
高校女子5km

大会記録(GR)            16:53     西山　遥香(伊賀白鳳高)                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

ｻｶｲ ﾕｷ 三重 17:20
1 5020 阪井　裕希(2) 津高

ｳﾁﾀﾞ ﾚｲﾅ 三重 17:26
2 5033 打田　玲菜(2) 津商高

ﾌﾙﾊｼ ｱﾐ 三重 17:47
3 5007 古橋　亜巳(2) いなべ総合高

ｶﾄｳ ｱﾔｶ 三重 17:57
4 5039 加藤　綾華(1) 津商高

ﾆｼﾓﾄ ﾏｲｺ 三重 18:12
5 5001 西本麻衣子(2) 桑名高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕ 三重 18:35
6 5049 山口　未夢(3) 宇治山田商高

ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ 三重 18:36
7 5040 平山　璃奈(1) 津商高

ｵｵﾀ ﾕｷﾉ 三重 18:49
8 5044 太田　幸乃(1) 津商高

ﾔﾀﾞ ﾅﾂｷ 三重 18:53
9 5003 矢田　菜月(1) 桑名高

ﾀｶｼﾏ ﾅｵ 三重 19:05
10 5021 髙島　菜緒(2) 津高

ﾓﾘ ｴﾅ 三重 19:06
11 5051 森　　絵菜(2) 宇治山田商高

ﾌﾙｶﾜ ｻﾔ 三重 19:12
12 5050 古川　紗也(2) 宇治山田商高

ｸﾀﾆ ﾊﾂﾞｷ 三重 19:14
13 5023 九谷　葉月(1) 津高

ﾏﾂｲ ﾐﾕ 三重 19:15
14 5028 松井　美結(2) 津東高

ﾋﾗﾔﾏ ﾐｸ 三重 19:26
15 5034 平山　未来(2) 津商高

ｲﾜｼﾀ ﾏﾕ 三重 19:26
16 5041 岩下　真由(1) 津商高

ｶｼﾊﾗ ﾋｶﾘ 三重 19:27
17 5036 柏原ひかり(2) 津商高

ﾏﾂｼﾏ ﾐﾚｲ 三重 19:36
18 5037 松島　美玲(2) 津商高

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾎ 三重 19:41
19 5002 長谷川未穂(1) 桑名高

ｲﾄｳ ｱｽﾞｻ 三重 19:42
20 5035 伊藤　　梓(2) 津商高

ｲﾄｳ ﾏﾕ 三重 19:46
21 5008 伊藤　麻有(1) いなべ総合高

ﾃﾗﾆｼ ﾁｱｷ 三重 19:52
22 5022 寺西　千明(2) 津高

ｷﾀﾔﾏ ｴﾘ 三重 19:58
23 5010 北山　永梨(2) 四日市高

ｲﾄｳ ｶｴﾃﾞ 三重 20:00
24 5004 伊藤　　楓(2) いなべ総合高

ｸﾘﾓﾄ ﾅﾂｷ 三重 20:03
25 5014 栗本　奈月(1) 四日市高

ｲｴｻﾞｷ ｻｴ 三重 20:06
26 5015 家崎　沙依(2) 神戸高

ｲﾜﾀ ﾕｷ 三重 20:15
27 5005 岩田　結希(2) いなべ総合高

ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ 三重 20:16
28 5018 安藤　　瞳(1) 神戸高

ｽｽﾞｷ ｷﾗﾘ 三重 20:16
29 5025 鈴木　　輝(2) 津西高

ﾔﾀﾞ ｻｷ 三重 20:19
30 5042 矢田　紗規(1) 津商高

ﾅｶﾞﾀﾆ ｱﾔﾈ 三重 20:35
31 5019 長谷　彩音(1) 神戸高

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 三重 20:42
32 5029 松本　菜那(2) 津東高

ｽﾞｼ ﾐﾊﾙ 三重 20:50
33 5045 図司　実春(1) 津商高

審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

12月7日 10:40 決勝
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ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 三重 20:52
34 5009 水谷　美咲(1) いなべ総合高

ﾀﾅｶ ｻﾔｶ 三重 21:10
35 5016 田中佐也加(2) 神戸高

ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｱｷ 三重 21:11
36 5013 長谷川千晶(1) 四日市高

ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ 三重 21:16
37 5011 吉田　紋華(2) 四日市高
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ﾂｼﾞｵ ﾘｺ 三重 21:24
38 5030 辻尾　理子(1) 津東高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｸ 三重 21:28
39 5032 山口　未来(3) 津商高

ﾐﾔｻﾞｷ ﾌｳｶ 三重 21:50
40 5043 宮﨑　風香(1) 津商高

ｻｲﾄｳ ﾁﾎ 三重 21:58
41 5046 齋藤　千穂(2) 宇治山田高

ﾆｼｶﾜ ﾐﾕ 三重 22:24
42 5027 西川　実佑(1) 津西高

ﾌｼﾞﾉ ﾕﾏ 三重 22:36
43 5048 藤野　結麻(1) 宇治山田高

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 三重 23:05
44 5038 山﨑那々海(2) 津商高

ﾀｶﾔﾏ ﾏﾘ 三重 23:06
45 5054 高山　摩梨(1) 明野高

ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｷ 三重 23:51
46 5047 西口　侑希(1) 宇治山田高

ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｺ 三重 25:58
47 5052 西澤　麻湖(1) 明野高

ﾀﾁｷ ﾅﾅ 三重 25:58
48 5053 立木　奈々(1) 明野高

ｻﾀﾞ ｶｽﾐ 三重 26:09
49 5057 佐田　華澄(1) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高

ﾀｶﾊｼ ﾕｻｺ 三重 26:09
50 5056 髙橋悠紗子(2) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高

ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅﾐ 三重 26:09
51 5055 杉本　華波(2) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高

ﾀｶﾉ ｱﾝﾅ 三重 26:52
52 5059 鷹野　安那(1) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高

ｶﾄｳ ﾘｵﾝ 三重 31:00
53 5012 加藤　里音(1) 四日市高

ｶﾄｳ ｴﾘ 三重 DNS
5006 加藤　愛理(2) いなべ総合高

ﾖﾈﾑﾗ ﾚｵ 三重 DNS
5017 米村　玲央(1) 神戸高

ｸｻﾌｶ ｿﾉｶ 三重 DNS
5024 草深　苑香(2) 津西高

ﾅｶｼﾞ ｻﾔ 三重 DNS
5026 中路　彩弥(1) 津西高

ﾔｸﾞﾁ ﾏﾅ 三重 DNS
5031 矢口　真菜(3) 津商高

ｾﾉｵ ﾐﾅ 三重 DNS
5058 妹尾　美那(1) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高
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