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12部　4km中学生女子順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属  2010/7/18スタート ： 10:00:00コース ：1988長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 　会場 ：白馬スノーハープ 　
14分48秒1 間野　七彩4254 ﾏﾉ ﾅﾅｻ 魚津東部中陸上部15分47秒2 伊藤　玲美優4252 ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 菅野中学校15分55秒3 関　里華4269 ｾｷ ﾘｶ 腰越JSC16分06秒4 中村　智美4261 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ A.C.TOYAMA　Jr.16分15秒5 滝沢　こずえ4226 ﾀｷｻﾞﾜ ｺｽﾞｴ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部16分17秒6 成田　愛理4249 ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 菅野中学校16分23秒7 池田　優子4270 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 腰越JSC16分34秒8 津端　茉由4232 ﾂﾊﾞﾀ ﾏﾕ 津南中学校16分38秒9 赤井　麗佳4248 ｱｶｲ ﾚｲｶ 菅野中学校16分44秒10 山本　千明4239 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部16分53秒11 風巻　珠理4234 ｶｻﾞﾏｷ ｼﾞｭﾘ 津南中学校16分53秒12 渡辺　祐佳4227 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 木島平中ｽｷｰ部17分00秒13 篠﨑　夏実　4202 ｼﾉｻﾞｷ ﾅﾂﾐ 白馬中ｸﾛｽ部17分04秒14 渡辺　愛珠4223 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部17分07秒15 濱田　梓織4259 ﾊﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 魚津東部中陸上部17分11秒16 滝沢　幸那4238 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｷﾅ 津南中学校17分17秒17 小林　千紗4247 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 菅野中学校17分27秒18 木田　里美4275 ｷﾀﾞ ｻﾄﾐ 信濃中学校17分27秒19 長澤　茜4203 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 白馬中ｸﾛｽ部17分28秒20 桃井　由佳4250 ﾓﾓｲ ﾕｶ 菅野中学校17分29秒21 泉　知里4260 ｲｽﾞﾐ ﾁｻﾄ 魚津東部中陸上部17分34秒22 奥村　綺麗4257 ｵｸﾑﾗ ｷﾘ 魚津東部中陸上部17分39秒23 山本　楓4224 ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部17分40秒24 宮崎　桃香4262 ﾐﾔｻﾞｷ ﾓﾓｶ A.C.TOYAMA　Jr.17分46秒25 降籏　あかり4236 ﾌﾙﾊﾀ ｱｶﾘ ｱﾍﾞﾍﾞ駅伝ｸﾗﾌﾞ17分49秒26 滝内　美来4251 ﾀｷｳﾁ ﾐｸ 菅野中学校17分52秒27 沓掛　真実4274 ｸﾂｶｹ ﾏﾐ 信濃中学校17分56秒28 小倉　文香4255 ｵｸﾞﾗ ｱﾔｶ 魚津東部中陸上部18分01秒29 富井　奈々香4208 ﾄﾐｲ ﾅﾅｶ 白馬中ｸﾛｽ部18分03秒30 黒岩　美怜4219 ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部18分03秒31 梶谷　みさき4211 ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 小谷中学校18分12秒32 上原　香里4243 ｶﾐﾊﾗ ｶｵﾘ ｱﾍﾞﾍﾞ駅伝ｸﾗﾌﾞ18分16秒33 小林　海優4222 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部18分17秒34 樋口　有咲4284 ﾋｸﾞﾁ ｱﾘｻ 草津中学校18分19秒35 吉野　日奈子4258 ﾖｼﾉ ﾋﾅｺ 魚津東部中陸上部18分20秒36 佐藤　知華4212 ｻﾄｳ ﾁｶ 小谷中学校18分20秒37 丸山　さくら4241 ﾏﾙﾔﾏ ｻｸﾗ 山ノ内中学校ｸﾛｽｽｷｰ部18分24秒38 田川　綺菜4263 ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 菅平中ｸﾛｽ部18分24秒39 糸乗　えりか4235 ｲﾄﾉﾘ ｴﾘｶ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部18分29秒40 望月　郁4220 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｵﾙ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部18分32秒41 天野　千穂4205 ｱﾏﾉ ﾁﾎ 白馬中ｸﾛｽ部18分37秒42 堀田 璃苑4271 ﾎﾘﾀ ﾘｵﾝ チームＭＡＮＯ18分41秒43 田中　美央4204 ﾀﾅｶ ﾐｵ 白馬中ｸﾛｽ部18分42秒44 西谷　咲香4240 ﾆｼﾀﾆ ｴﾐｶ 木島平中学校ｽｷｰ部19分07秒45 相澤　杏4213 ｱｲｻﾞﾜ ｱﾝ 小谷中学校19分07秒46 小倉　弥央4214 ｵｸﾞﾗ ﾐｵ 小谷中学校19分07秒47 望月　楓子4229 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌｳｺ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部19分08秒48 菊本　華彩季4206 ｷｸﾓﾄ ｶｱﾘ 白馬中ｸﾛｽ部19分14秒49 栗田　渚4242 ｸﾘﾀ ﾅｷﾞｻ 城南中学校XC19分17秒50 平野　成恵4201 ﾋﾗﾉ ﾅﾙｴATHLETE-TAG by CHOPPER
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19分18秒51 鈴木　照美4210 ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾐ 小谷中学校19分26秒52 荻原　渚4276 ｵｷﾞﾜﾗ ﾅｷﾞｻ 信濃中学校19分31秒53 山田　若奈4215 ﾔﾏﾀﾞ ﾜｶﾅ 小谷中学校19分41秒54 高橋　陽花4277 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ20分00秒55 森 玲花4272 ﾓﾘ ﾚｲｶ 白馬中学校20分04秒56 宮崎　明日香4221 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｽｶ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部20分18秒57 小松　奈恵4278 ｺﾏﾂ ﾅｴ 木島平中学校20分19秒58 磯部　笑香4237 ｲｿﾍﾞ ｴﾐｶ20分21秒59 佐藤　結衣4228 ｻﾄｳ ﾕｲ 山ノ内中学校20分22秒60 藤松　優4245 ﾌｼﾞﾏﾂ ﾕｳ 会田中学校20分24秒61 吉澤　萌4217 ﾖｼｻﾞﾜ ﾓｴ 小谷中学校20分43秒62 五十嵐　涼香4265 ｲｶﾞﾗｼ ｽｽﾞｶ まつだい走ろう会20分49秒63 佐々木　春菜4256 ｻｻｷ ﾊﾙﾅ 魚津東部中陸上部20分54秒64 梅嵜　日菜4279 ｳﾒｻﾞｷ ﾋﾅ 木島平中学校21分01秒65 久保田　ゆりあ4283 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾘｱ 草津中学校21分10秒66 田邊　千晴4264 ﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 菅平中ｸﾛｽ部21分12秒67 川村　芽衣4285 ｶﾜﾑﾗ ﾒｲ 草津中学校21分13秒68 江田　菜月4281 ｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 木島平中学校21分25秒69 平川　成美4209 ﾋﾗｶﾜ ﾅﾙﾐ 小谷中学校21分35秒70 内山　実乃里4244 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾉﾘ 津南中学校22分04秒71 山本　くるみ4218 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾐ 小谷中学校22分17秒72 山﨑　春奈4280 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾅ 木島平中学校22分17秒73 山田　夏穂4282 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ 木島平中学校22分21秒74 柳　菜々美4266 ﾔﾅｷﾞ ﾅﾅﾐ まつだい走ろう会22分32秒75 長谷　奈月4207 ﾊｾ ﾅﾂｷ 白馬中ｸﾛｽ部23分05秒76 山岸　良美4225 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾐ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部24分20秒77 酒井　ひかる4268 ｻｶｲ ﾋｶﾙ AC豊丘36分18秒78 市沢　日菜4267 ｲﾁｻﾞﾜ AC豊丘
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