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日本中学記録(JR)                47.30 朝霞一               埼  玉  朝霞一           2009/08/24  
（金子 由衣・原賀 祥乃・田中 美央・土井 杏南）

大会記録(GR)                    47.30 朝霞一               埼  玉  朝霞一           2009        
（金子　由衣・原賀　祥乃・田中　美央・土井　杏南）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 富士  1120 國澤 佑李花(3)     48.63 Q  1   7 小野  2836 高本 千鶴(3)     48.39 Q

ﾌｼﾞ ｸﾆｻﾜ  ﾕﾘｶ ｵﾉ ﾀｶﾓﾄ  ﾁﾂﾞﾙ
埼  玉  1123 遠藤 夢佳(2) 兵  庫  2833 藤原 采音(2)

ｴﾝﾄﾞｳ  ﾕﾒｶ ﾌｼﾞﾜﾗ  ｺﾄﾈ
 1122 亀井 優利奈(3)  2835 末廣 恭子(3)

ｶﾒｲ  ﾕﾘﾅ ｽｴﾋﾛ  ｷｮｳｺ
 1121 小松 夕夏(3)  2834 松永 朋子(2)

ｺﾏﾂ  ﾕｳｶ ﾏﾂﾅｶﾞ  ﾄﾓｺ
 2   4 松虫  2704 野口 陽香里(2)     48.70 Q  2   4 田辺  2619 山口 梨佳子(3)     49.31 Q

ﾏﾂﾑｼ ﾉｸﾞﾁ  ﾋｶﾘ ﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾘｶｺ
大  阪  2702 松方 美緒(3) 京  都  2617 織田 朝美(3)

ﾏﾂｶﾀ  ﾐｵ ｵﾀﾞ  ｱｻﾐ
 2703 三ﾂ井 綾乃(3)  2618 渡部 ここ(3)

ﾐﾂｲ  ｱﾔﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｺ
 2701 北田 莉亜(3)  2620 上村 ちひろ(3)

ｷﾀﾀﾞ  ﾘｱ ｶﾐﾑﾗ  ﾁﾋﾛ
 3   7 上教大附属  1610 後藤 公子(2)     48.96 q  3   5 鳥取西  3104 岸本 百桃(2)     49.31 

ｼﾞｮｳｷｮｳﾀﾞｲﾌｿﾞｸ ｺﾞﾄｳ  ｷﾐｺ ﾄｯﾄﾘﾆｼ ｷｼﾓﾄ  ﾓﾓ
新  潟  1607 瀧本 弓子(3) 鳥  取  3103 尾﨑 星(2)

ﾀｷﾓﾄ  ﾕﾐｺ ｵｻｷ  ｱｶﾘ
 1609 宮崎 歩花(2)  3106 渡邉 かんな(3)

ﾐﾔｻﾞｷ  ﾎﾉｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｶﾝﾅ
 1608 土田 菜里香(3)  3105 田中 萌香(3)

ﾂﾁﾀﾞ  ﾅﾘｶ ﾀﾅｶ  ﾓｶ
 4   5 深川第三  1316 近藤 怜(3)     49.25  4   6 西谷  1420 大矢 幸恵(3)     49.40 

ﾌｶｶﾞﾜｻﾝ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾚｲ ﾆｼﾔ ｵｵﾔ  ﾕｷｴ
東  京  1315 佐久間 由奈(3) 神奈川  1422 丹羽 好亜(2)

ｻｸﾏ  ﾕｳﾅ ﾆﾜ  ｺﾉｱ
 1317 府川 未来(2)  1423 松尾 愛(2)

ﾌｶﾜ  ﾐｸ ﾏﾂｵ  ｱｲ
 1314 鈴木 一葉(3)  1419 三村 香菜実(3)

ｽｽﾞｷ  ｶｽﾞﾊ ﾐﾑﾗ  ｶﾅﾐ
 5   9 木太  3601 田中 香織(2)     49.70  5   9 石鳥谷   305 川村 芽生(2)     49.79 

ｷﾀ ﾀﾅｶ  ｶｵﾘ ｲｼﾄﾞﾘﾔ ｶﾜﾑﾗ  ﾒｲ
香  川  3605 関 真心(3) 岩  手   301 佐々木 慧(3)

ｾｷ  ｺｺﾛ ｻｻｷ  ｹｲ
 3603 濵野 瑠菜(2)   303 金澤 夢路(3)

ﾊﾏﾉ  ﾙﾅ ｶﾅｻﾞﾜ  ﾑﾛ
 3606 川田 茉莉乃(3)   302 民部田 若葉(3)

ｶﾜﾀﾞ  ﾏﾘﾉ ﾐﾝﾌﾞﾀ  ﾜｶﾊﾞ
 6   8 三和   804 小島 亜海(2)     50.05  6   8 諫早高附属  4212 土肥 みずき(3)     49.83 

ｻﾝﾜ ｺｼﾞﾏ  ｱﾐ ｲｻﾊﾔｺｳﾌｿﾞｸ ﾄﾞﾋ  ﾐｽﾞｷ
茨  城   803 香取 優芽海(2) 長  崎  4210 橋本 紗希(3)

ｶﾄﾘ  ﾕﾒﾐ ﾊｼﾓﾄ  ｻｷ
  802 関根 こころ(3)  4211 伊藤 美月(3)

ｾｷﾈ  ｺｺﾛ ｲﾄｳ  ﾐﾂﾞｷ
  801 八城 和佳葉(3)  4213 吉田 ｱﾝ(2)

ﾔｼﾛ  ﾜｶﾊﾞ ﾖｼﾀﾞ  ｱﾝ
 7   3 平一   705 安部 紀香(3)     50.06  7   2 平野  4016 竹下 琴梨(3)     50.73 

ﾀｲﾗｲﾁ ｱﾍﾞ  ﾉﾘｶ ﾋﾗﾉ ﾀｹｼﾀ  ｺﾄﾘ
福  島   709 堀越 咲生(2) 福  岡  4015 三牧 遥(3)

ﾎﾘｺｼ  ｻｷ ﾐﾏｷ  ﾊﾙｶ
  704 明智 香厘(3)  4017 國田 鈴音(3)

ｱｹﾁ  ｶﾘﾝ ｸﾆﾀ  ｽｽﾞﾈ
  706 草野 菜穂(3)  4014 吉川 愛梨(3)

ｸｻﾉ  ﾅｵ ﾖｼｶﾜ  ｱｲﾘ
 8   2 秋大附属   504 元井 あかり(3)     50.46  8   3 三郷  1708 柳澤 結月(2)     51.05 

ｼｭｳﾀﾞｲﾌｿﾞｸ ﾓﾄｲ  ｱｶﾘ ﾐｻﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾕﾂｷ
秋  田   505 伊藤 紗英(3) 長  野  1705 伏見 怜奈(2)

ｲﾄｳ  ｻｴ ﾌｼﾐ  ﾚｲﾅ
  507 渡邉 ﾏﾘｱ(2)  1706 丸山 来美(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾏﾘｱ ﾏﾙﾔﾏ  ｸﾙﾐ
  506 大島 和佳奈(3)  1704 北沢 栞(2)

ｵｵｼﾏ  ﾜｶﾅ ｷﾀｻﾞﾜ  ｼｵﾘ
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[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松戸第一  1227 齋藤 唯菜(3)     48.39 Q

ﾏﾂﾄﾞﾀﾞｲｲﾁ ｻｲﾄｳ  ﾕｲﾅ
千  葉  1226 鍋島 希(3)

ﾅﾍﾞｼﾏ  ﾉｿﾞﾐ
 1228 小手 澪佳(3)

ｺﾃ  ﾚｲｶ
 1229 加藤 綾乃(3)

ｶﾄｳ  ｱﾔﾉ
 2   6 甲山  2226 鳥居 芽生(3)     48.43 Q

ｺｳｻﾞﾝ ﾄﾘｲ  ﾒｲ
愛  知  2224 永井 絵理香(3)

ﾅｶﾞｲ  ｴﾘｶ
 2225 田中 海来(3)

ﾀﾅｶ  ﾐｸ
 2227 谷口 琴音(2)

ﾀﾆｸﾞﾁ  ｺﾄﾈ
 3   5 清水第二  2113 宇多 葉月(3)     48.87 q

ｼﾐｽﾞﾀﾞｲﾆ ｳﾀ  ﾊﾂﾞｷ
静  岡  2111 藤田 琴葉(3)

ﾌｼﾞﾀ  ｺﾄﾊ
 2114 榊原 心優(1)

ｻｶｷﾊﾞﾗ  ﾐﾕ
 2112 稲垣 怜(3)

ｲﾅｶﾞｷ  ﾚｲ
 4   9 成和  2007 吉本 椎捺(2)     49.49 

ｾｲﾜ ﾖｼﾓﾄ  ｼｲﾅ
福  井  2008 松田 夏美(2)

ﾏﾂﾀﾞ  ﾅﾂﾐ
 2004 田中 萌(3)

ﾀﾅｶ  ﾓｴ
 2005 岡 愛理(3)

ｵｶ  ｱｲﾘ
 5   2 高穂  2508 長谷 海音(3)     50.32 

ﾀｶﾎ ﾊｾ  ｱﾏﾈ
滋  賀  2507 宮地 絵莉菜(3)

ﾐﾔｼﾞ  ｴﾘﾅ
 2509 前田 紗穂(3)

ﾏｴﾀﾞ  ｻﾐﾉ
 2510 川路 萌恵(3)

ｶﾜｼﾞ  ﾓｴ
 6   3 大垣東  2409 後藤 里奈(1)     50.52 

ｵｵｶﾞｷﾋｶﾞｼ ｺﾞﾄｳ  ﾘﾅ
岐  阜  2405 鈴村 香乃(3)

ｽｽﾞﾑﾗ  ｶﾉ
 2406 川瀬 未祐(3)

ｶﾜｾ  ﾐﾕｳ
 2407 中迫 佳穂子(2)

ﾅｶｻﾞｺ  ｶﾎｺ
 7   4 栃木西   902 大阿久 莉奈(3)     55.30 

ﾄﾁｷﾞﾆｼ ｵｵｱｸ  ﾘﾅ
栃  木   906 伏木 ひより(1)

ﾌｾｷﾞ  ﾋﾖﾘ
  903 竹内 梓織(3)

ﾀｹｳﾁ  ｼｵﾘ
  905 田村 莉麻(2)

ﾀﾑﾗ  ﾘｵ
  8 宮崎本郷  4511 太田 朱音(1)

ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳ ｵｵﾀ  ｱﾔﾈ 失格
宮  崎  4504 矢野 香琳(3) R1(3-4)

ﾔﾉ  ｶﾘﾝ
 4505 鍋島 愛菜(3)

ﾅﾍﾞｼﾏ  ﾁﾅ
 4506 有田 奈央(3)

ｱﾘﾀ  ﾅｵ
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