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ｻﾜｲ ﾌﾂﾞｷ 三重 10:19
1 9879 澤井　風月(1) 嬉野中 GR

ﾊﾀ ﾏﾄﾞｶ 三重 10:36
2 9918 畑　まどか(2) 度会中

ｵｵﾆｼ ﾕｲ 三重 10:37
3 9894 大西　優衣(2) 厚生中

ｸﾗﾉ ｶﾅ 三重 10:40
4 9914 倉野　加奈(3) 小俣中

ｵｶﾉ ﾉﾘｶ 三重 10:41
5 9824 岡野　敬加(3) 内部中

ﾋﾗﾉ ｲｸﾎ 三重 10:43
6 9811 平野　生歩(2) 多度中

ｲﾔﾏ ｲﾁｶ 三重 10:51
7 9870 井山　一佳(2) 一志中

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾅ 三重 10:53
8 9801 田辺　結菜(1) YｳｴﾙﾈｽC

ﾐﾔﾊﾞﾀ ﾕｽﾞﾘ 三重 11:05
9 9912 宮端　柚璃(1) 二見中

ｺﾞﾄｳ ﾐﾅﾂ 三重 11:06
10 9856 後藤　美捺(3) 千代崎中

ｲﾔﾏ ｽｽﾞｶ 三重 11:07
11 9876 井山すず佳(1) 一志中

ﾄﾖﾀﾞ ﾕｲ 三重 11:13
12 9836 豊田　結衣(2) 白鳥中

ｲﾄｳ ﾕﾗ 三重 11:16
13 9806 伊藤　優良(2) 多度中

ﾖｺﾀ ｶﾅﾃﾞ 三重 11:19
14 9805 横田　　奏(1) 正和中

ﾌｼﾞｵ ｻﾕ 三重 11:23
15 9839 藤尾　紗有(3) 白鳥中

ﾆﾜ ﾐｽﾞｷ 三重 11:23
16 9803 丹羽　瑞希(3) YｳｴﾙﾈｽC

ｲﾄｳ ﾕﾘ 三重 11:25
17 9903 伊藤　由莉(3) 五十鈴中

ﾆｼｸﾞﾁ ﾋﾅ 三重 11:26
18 9880 西口　陽菜(3) 明和中

ｵｵﾀ ﾅﾂﾐ 三重 11:27
19 9907 太田なつみ(2) 二見中

ﾀｹｸﾞﾁ ﾗﾗ 三重 11:29
20 9878 竹口　楽々(3) 嬉野中

ﾋﾛ ﾎﾉｶ 三重 11:30
21 9899 廣　穂乃花(2) 伊勢宮川中

ﾏﾂﾅｶﾞ ｻｷ 三重 11:31
22 9904 松永　紗季(3) 五十鈴中

ﾅﾝﾍﾟｲ ﾕｷ 三重 11:34
23 9892 南平　由妃(1) 倉田山中

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 三重 11:37
24 9910 山本　実由(2) 二見中

ﾋｻﾀﾞ ｱｶﾘ 三重 11:42
25 9888 久田　朱里(1) 倉田山中

ｳｽｲ ｻﾔｶ 三重 11:43
26 9826 碓井　彩香(3) 白鳥中

ｸﾛｾ ﾕｲｶ 三重 11:44
27 9887 黒瀬　結香(2) 倉田山中

ﾔﾏｷ ｱｶﾘ 三重 11:46
28 9900 山木あかり(2) 伊勢宮川中

ﾂﾙｲ ﾐﾕｳ 三重 11:49
29 9857 鶴井　美友(2) 亀山中部中

ﾖｼｵｶ ﾕｳ 三重 11:53
30 9917 吉岡　悠羽(1) 小俣中

ｵｶﾉ ﾐﾕｳ 三重 11:55
31 9889 岡野　美結(1) 倉田山中

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 三重 11:56
32 9911 近藤　有華(1) 二見中

ｴﾋﾞﾊﾗ ﾓｴｺ 三重 11:56
33 9893 海老原　百慧子(2厚生中
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ｳｴﾀﾞ ﾕｲ 三重 11:57
34 9915 上田　優衣(2) 小俣中

ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｶ 三重 11:59
35 9815 吉田　京香(2) 多度中

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｽﾞﾅ 三重 12:00
36 9905 遠藤なずな(2) 五十鈴中

ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾊ 三重 12:01
37 9833 鈴木　光葉(2) 白鳥中

ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 三重 12:14
38 9825 宮本　和佳(2) 内部中

ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ 三重 12:18
39 9834 鈴木　若葉(2) 白鳥中

ﾐﾔﾊﾗ ﾕｷｶ 三重 12:22
40 9802 宮原　之佳(1) YｳｴﾙﾈｽC

ｲﾀﾞ ﾉﾉｶ 三重 12:24
41 9890 井田及々夏(1) 倉田山中

ｺﾃﾞﾗ ﾘｵ 三重 12:24
42 9891 小寺　梨央(1) 倉田山中

ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 三重 12:24
43 9869 杉本　彩華(1) 南が丘中

ｲﾄｳ ｸﾙﾐ 三重 12:25
44 9828 伊藤　来美(2) 白鳥中

ｷｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 三重 12:29
45 9872 木嶋ゆうな(2) 一志中

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅﾖ 三重 12:29
46 9875 山本　華世(2) 一志中

ﾄﾋﾞｵｶ ｱｺ 三重 12:34
47 9873 飛岡　愛心(2) 一志中

ｷﾀｲ ﾐｻｷ 三重 12:36
48 9908 北井　美咲(2) 二見中

ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ 三重 12:36
49 9823 平野　真琴(1) 多度中

ﾌｼﾞｲ ｱｲﾐ 三重 12:39
50 9897 藤井　愛美(1) 厚生中

ﾔﾏｻｷ ｱﾐ 三重 12:45
51 9814 山﨑　愛海(2) 多度中

ｻｸﾗｲ ﾕｳｶ 三重 12:49
52 9858 櫻井　優花(2) 亀山中部中

ｻｶﾄｸ ﾚﾉ 三重 12:51
53 9909 酒德　麗乃(2) 二見中

ｸﾎﾞﾀ ｺｺﾛ 三重 12:52
54 9831 窪田　　心(2) 白鳥中

ｳｴﾅｶﾞ ﾋﾅｺ 三重 12:53
55 9871 上永陽奈子(2) 一志中

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾆｲﾅ 三重 12:54
56 9916 山上　仁愛(1) 小俣中

ｵｸﾉ ﾊｲﾈ 三重 12:56
57 9901 奥野羽衣音(1) 豊浜中

ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾋ 三重 13:06
58 9885 圓山　遥比(3) 倉田山中

ﾄﾋﾞｵｶ ﾘｺ 三重 13:16
59 9874 飛岡　璃心(2) 一志中

ｶｻｲ ﾕﾒ 三重 13:16
60 9877 笠井　柚芽(1) 一志中

ﾋﾗﾉ ｿﾖｶ 三重 13:18
61 9818 平野　爽花(1) 多度中

ｸﾏｶﾞｲ ｱﾉﾝ 三重 13:22
62 9807 熊谷　杏音(2) 多度中

ﾅｶｷﾀ ﾐｻｷ 三重 13:32
63 9862 中北　美咲(2) 一身田中

ﾊﾔﾐｽﾞ ﾙﾅ 三重 13:32
64 9881 早水　瑠那(3) 明和中

ｺﾀﾆ ｻﾔ 三重 13:34
65 9808 小谷　紗矢(2) 多度中

ﾋﾗﾀ ﾐﾔﾋﾞ 三重 13:35
66 9913 平田　京妃(2) 御薗中
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ｼｹﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 三重 13:46
67 9816 重田　　楓(2) 多度中

ｲｽﾞﾐ ﾙｶ 三重 13:48
68 9821 泉　　琉花(1) 多度中

ﾀﾅｶ ﾉｴ 三重 13:59
69 9835 田中　乃瑛(2) 白鳥中

ｺﾏﾂ ﾕﾅ 三重 14:00
70 9841 小松　由奈(2) 千代崎中

ｼﾐｽﾞ ﾅﾕ 三重 14:00
71 9844 清水　菜由(2) 千代崎中

ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂﾐ 三重 14:00
72 9846 中村　菜摘(2) 千代崎中

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 三重 14:01
73 9812 松本　阿実(2) 多度中

ﾆｼﾀﾞ ﾘﾉ 三重 14:06
74 9837 西田　梨乃(2) 白鳥中

ｱｷﾔﾏ ｻｷ 三重 14:06
75 9838 秋山　　咲(1) 白鳥中

ｻｻｷ ﾋﾄﾐ 三重 14:10
76 9843 佐々木　瞳(2) 千代崎中

ﾋﾗﾉ ｱｶﾈ 三重 14:12
77 9819 平野安佳音(1) 多度中

ｻｶﾓﾄ ｼｲﾅ 三重 14:12
78 9920 坂本　梓那(1) 木本中

ｲﾄｳ ｱﾕ 三重 14:12
79 9822 伊藤　杏有(1) 多度中

ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾐ 三重 14:17
80 9842 近藤　彩海(2) 千代崎中

ﾅｶｼﾏ ｺｺﾅ 三重 14:28
81 9809 中島　想菜(2) 多度中

ﾑﾗｲ ｱﾔ 三重 14:35
82 9849 村井　　彩(2) 千代崎中

ﾁｮｳ ﾋｬﾝｷﾞ 三重 14:35
83 9845 趙　　響紀(2) 千代崎中

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 三重 14:54
84 9847 中村　悠栞(2) 千代崎中

ﾉﾑﾗ ﾚﾅ 三重 14:59
85 9827 野村　玲奈(3) 白鳥中

ｼｹﾞﾀ ｱﾔ 三重 15:00
86 9820 重田　　彩(1) 多度中

ｲﾄｳ ﾕｳｺ 三重 15:12
87 9829 伊藤　勇誇(2) 白鳥中

ｻｶﾀﾆ ﾘﾝｶ 三重 15:21
88 9832 酒谷　凜花(2) 白鳥中

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 三重 15:24
89 9848 坂東　優衣(2) 千代崎中

ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶ 三重 15:25
90 9853 杉本　怜香(1) 千代崎中

ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾙｶ 三重 15:31
91 9864 稲垣　華花(1) 一身田中

ｷﾀﾑﾗ ｱﾕﾐ 三重 15:34
92 9830 喜多村　歩(2) 白鳥中

ｶﾂｲ ﾆｺ 三重 15:37
93 9861 勝井　にこ(2) 一身田中

ﾖﾈｶﾜ ｻﾄ 三重 15:38
94 9863 米川　　慧(2) 一身田中

ｵｵﾔﾏ ﾜｶﾅ 三重 15:44
95 9840 大山　若菜(2) 千代崎中

ｼﾏﾀﾞ ｻｸﾗ 三重 15:50
96 9865 島田　朔良(1) 一身田中

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 三重 16:49
97 9868 水谷　優希(1) 一身田中

ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐｵ 三重 16:49
98 9867 藤山　実央(1) 一身田中

ﾊﾙﾀ ｱｲｶ 三重 17:07
99 9866 治田　愛花(1) 一身田中
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ﾔﾏｼﾀ ﾐﾘ 三重 17:08
100 9850 山下　未莉(2) 千代崎中

ﾔﾏｷﾞﾜ ﾉｱ 三重 17:08
101 9854 山際　乃愛(1) 千代崎中

ｵｷﾞﾉ ｻﾎ 三重 17:08
102 9852 荻野　咲穂(1) 千代崎中

ﾖｼｶﾜ ｺﾄﾘ 三重 17:08
103 9851 吉川　琴莉(2) 千代崎中

ﾓﾘﾀ ﾋﾖﾘ 三重
9804 森田日世莉(2) 正和中 DNS

ﾋｼｷ ﾙｲ 三重
9810 日紫喜琉衣(2) 多度中 DNS

ﾏﾝｼﾞｭｳ ｱﾀｴ 三重
9813 満仲　与愛(2) 多度中 DNS

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｺ 三重
9817 水谷　莉子(2) 多度中 DNS

ｲｿﾍﾞ ﾋﾅﾀ 三重
9855 磯部ひなた(3) 千代崎中 DNS

ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ 三重
9859 木村　弥法(1) 亀山中部中 DNS

ﾐﾔｻﾞｷ ｺｺﾅ 三重
9860 宮崎　心菜(1) 亀山中部中 DNS

ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｷ 三重
9882 西村　美咲(3) 倉田山中 DNS

ﾆｼ ｸﾙﾐ 三重
9883 西　　胡桃(3) 倉田山中 DNS

ﾅｲﾄｳ ﾕﾉ 三重
9884 内藤　由乃(3) 倉田山中 DNS

ﾓﾘﾀ ﾀﾏｷ 三重
9886 森田　　環(3) 倉田山中 DNS

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾐ 三重
9895 藤本　麗美(2) 厚生中 DNS

ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｺ 三重
9896 森山　暖子(2) 厚生中 DNS

ﾀｶｷﾞ ｱﾝﾅ 三重
9898 高木　杏菜(1) 厚生中 DNS

ﾓﾘﾀ ﾋﾒｶ 三重
9902 森田　姫加(1) 豊浜中 DNS

ﾀｹﾅｶ ｱﾔﾉ 三重
9906 竹中　彩乃(2) 五十鈴中 DNS

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅｶ 三重
9919 枡田日菜果(1) 度会中 DNS
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