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記録主任：加藤　俊哉

県中学記録(KJ)               49.02     西田亜・愛敬・西田佳・加藤(成徳)      2006
大会記録(GR)                 51.65     疋田・小川・早川・和田(川越)          1999 10月18日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 山手中 1110 舘　　萌加(2) ﾀﾁ ﾓｴｶ 53.81 1 3 富田中 1979 草野　亜依(2) ｸｻﾉ ｱｲ 54.11
1106 上野　叶夢(2) ｳｴﾉ ｶﾉﾝ 3467 市川　友絆(1) ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾅ
1109 佐藤　朱夏(2) ｻﾄｳ ｼｭｶ 1980 佐久間楓子(2) ｻｸﾏ ﾌｳｺ
1105 井上　虹那(2) ｲﾉｳｴ ﾆﾅ 1984 渡邉悠莉香(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｶ

2 6 八風中 2056 福田　真琴(2) ﾌｸﾀ ﾏｺﾄ 54.04 2 6 朝明中 2900 加藤　望愛(1) ｶﾄｳ ﾉｱ 57.68
2053 勝島朱夏里(2) ｶﾂｼﾏ ｱｶﾘ 2899 岩田　彩華(1) ｲﾜﾀ ｱﾔｶ
2054 近藤　愛美(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ 1157 岩田　春華(1) ｲﾜﾀ ﾊﾙｶ
2055 清水　万帆(2) ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ 1154 森山　美空(2) ﾓﾘﾔﾏ ﾐｸ

3 3 常磐中 2021 前川花緒里(2) 55.86 3 7 暁中 1218 角田　茉央(2) ｶｸﾀﾞ ﾏｵ 59.02
3386 豊浦　　南(1) 1219 加藤　琉己(2) ｶﾄｳ ﾘｺ
3387 工藤　夕奈(1) 1220 藤巻　咲良(2) ﾌｼﾞﾏｷ ｻｸﾗ
2018 伊藤　由奈(2) 2715 須田　幸子(1) ｽﾀﾞ ｻﾁｺ

4 4 内部中 1207 澤田　　華(2) ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅ 55.86 *TK 4 5 川越中 2177 中家ひかり(2) ﾅｶｲｴ ﾋｶﾘ 59.33
1211 山下　莉子(2) ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 2179 森　望琉依(2) ﾓﾘ ﾐﾙｲ
1205 桐島　好香(2) ｷﾘｼﾏ ｺﾉｶ 3588 机地　琴音(1) ﾂｸｴﾁ ｺﾄﾈ
1203 宇坂理々華(2) ｳｻｶ ﾘﾘｶ 3586 加藤　美柚(1) ｶﾄｳ ﾐﾕ

5 7 菰野中 1280 中川　愛理(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾘ 56.10 4 楠中 DNS
1285 若林　新菜(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾆｲﾅ
1277 小林恵里花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ
1281 野口愛莉紗(2) ﾉｸﾞﾁ ｱﾘｻ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 山手中 510 舘　　萌加(2) ﾀﾁ ﾓｴｶ 53.81
上野　叶夢(2) ｳｴﾉ ｶﾉﾝ
佐藤　朱夏(2) ｻﾄｳ ｼｭｶ
井上　虹那(2) ｲﾉｳｴ ﾆﾅ

2 八風中 515 福田　真琴(2) ﾌｸﾀ ﾏｺﾄ 54.04
勝島朱夏里(2) ｶﾂｼﾏ ｱｶﾘ
近藤　愛美(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ
清水　万帆(2) ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ

3 富田中 516 草野　亜依(2) ｸｻﾉ ｱｲ 54.11
市川　友絆(1) ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾅ
佐久間楓子(2) ｻｸﾏ ﾌｳｺ
渡邉悠莉香(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｶ

4 常磐中 529 前川花緒里(2) 55.86
豊浦　　南(1)
工藤　夕奈(1)
伊藤　由奈(2)

5 内部中 513 澤田　　華(2) ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅ 55.86 *TK
山下　莉子(2) ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ
桐島　好香(2) ｷﾘｼﾏ ｺﾉｶ
宇坂理々華(2) ｳｻｶ ﾘﾘｶ

6 菰野中 509 中川　愛理(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾘ 56.10
若林　新菜(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾆｲﾅ
小林恵里花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ
野口愛莉紗(2) ﾉｸﾞﾁ ｱﾘｻ

7 朝明中 512 加藤　望愛(1) ｶﾄｳ ﾉｱ 57.68
岩田　彩華(1) ｲﾜﾀ ｱﾔｶ
岩田　春華(1) ｲﾜﾀ ﾊﾙｶ
森山　美空(2) ﾓﾘﾔﾏ ﾐｸ

8 暁中 508 角田　茉央(2) ｶｸﾀﾞ ﾏｵ 59.02
加藤　琉己(2) ｶﾄｳ ﾘｺ
藤巻　咲良(2) ﾌｼﾞﾏｷ ｻｸﾗ
須田　幸子(1) ｽﾀﾞ ｻﾁｺ

凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり


