
3km 中学生女子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  8443 ｽｺﾞｳ ﾕｽﾞﾅ 須郷　柚菜 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:10'11"     -

    2  8403 ﾜｶｻ ﾅﾅｺ 若狭　那々子 千葉県 流山市 流山市南部中学 00:11'25"     -

    3  8405 ﾀｶｽ ﾓｶ 高須　望華 埼玉県 三郷市 三郷市立栄中学校 00:11'26"     -

    4  8412 ﾁﾊﾞ ﾅｵ 千葉　南穂 埼玉県 川越市 00:11'30"     -

    5  8411 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾉｶ 吉田　野乃花 埼玉県 八潮市 00:11'46"     -

    6  8461 ﾑﾗﾔﾏ ｳﾉ 村山　羽乃 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:11'58"     -

    7  8410 ﾅｶﾞﾂｶ ﾐﾕｳ 長塚　心優 千葉県 柏市 柏中 00:12'07"     -

    8  8515 ﾏｽﾀﾞ ﾘﾅ 増田　莉奈 埼玉県 三郷市 栄中学校 00:12'09"     -

    9  8408 ｻﾄｳ ﾕﾅ 佐藤　佑奈 埼玉県 越谷市 越谷栄進中 00:12'36"     -

   10  8423 ｼﾗｲ ﾓﾓ 白井　もも 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:12'50"     -

   11  8468 ｾｷﾄﾞｳ ﾐｳ 石堂　珠生 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:12'54"     -

   12  8442 ｺﾖｳ ｻﾔ 小用　紗椰 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:12'55"     -

   13  8520 ｼﾗｲ ﾓｶ 白井　苺花 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:12'58"     -

   14  8451 ｻﾄｳ ﾘｺ 佐藤　凜香 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:13'06"     -

   15  8407 ｼﾌﾞﾔ ｶﾚﾝ 渋谷　花恋 埼玉県 三郷市 三郷市立前川中学校 00:13'07"     -

   16  8439 ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ 髙橋　香音 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:13'11"     -

   17  8463 ﾀｹｸﾞﾁ ｱｲﾅ 竹口　愛菜 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:13'11"     -

   18  8485 ｶﾀｵｶ ｱｽｶ 片岡　明日香 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:13'13"     -

   19  8511 ｸﾘﾀ ﾗﾝ 栗田　蘭 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:13'18"     -

   20  8401 ﾏﾂｲ ﾕｽﾞﾊ 松井　柚葉 埼玉県 三郷市 三郷市立栄中学校 00:13'19"     -

   21  8524 ｲﾁｶﾜ ﾐｲ 市川　美衣 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:13'23"     -

   22  8416 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾊﾙｶ 船引　遙 埼玉県 三郷市 三郷市立前川中学校 00:13'25"     -

   23  8462 ｻｲﾄｳ ｶｴﾃﾞ 齊藤　楓 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:13'26"     -

   24  8428 ﾄﾐｲｴ ﾘｶ 冨家　梨花 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:13'32"     -

   25  8479 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏﾁｶ 小野寺　真和 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:13'37"     -

   26  8446 ｵｶﾀﾞ ｱｵｲ 岡田　葵衣 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:13'39"     -

   27  8444 ﾋﾀﾞｶ ｱｷｾ 日髙　燦星 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:13'41"     -

   28  8523 ﾔﾅｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 栁林　優菜 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:13'43"     -

   29  8473 ﾔﾀﾆ ﾋﾏﾘ 矢谷　妃莉 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:13'47"     -

   30  8449 ｴﾝﾄﾞｳ ｲﾁｶ 遠藤　いちか 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:13'54"     -

   31  8478 ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 佐藤　南月 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:13'58"     -

   32  8456 ﾅﾗｵｶ ｱｵｲ 楢岡　碧生 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:13'58"     -

   33  8450 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ 安藤　有理 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:13'59"     -

   34  8495 ｱｵｷ ﾎﾉｶ 青木　穂果 埼玉県 三郷市 00:14'02"     -

   35  8500 ﾖｼｵｶ ﾐｸ 吉岡　未空 埼玉県 三郷市 00:14'15"     -

   36  8487 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 宇田川　菜月 埼玉県 三郷市 00:14'24"     -

   37  8516 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾒ 石塚　姫 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:14'40"     -

   38  8496 ﾔｽｴ ｸﾙﾐ 安江　来瑠美 埼玉県 三郷市 早稲田中学校 00:14'45"     -

   39  8402 ｵﾝﾀﾞ ﾓｴｶ 恩田　萌花 埼玉県 三郷市 瑞穂中学校 00:14'45"     -

   40  8465 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾊﾅ 滝口　真花 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:14'50"     -

   41  8467 ﾖｺﾔﾏ ﾘﾉ 横山　璃乃 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:14'56"     -

   42  8454 ｲｼｶﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 石垣　萌実 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:14'57"     -

   43  8469 ｷﾀﾉ ｶﾉﾝ 北埜　叶希音 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:14'57"     -

   44  8455 ｻﾄｳ ﾕｲ 佐藤　結唯 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:14'57"     -

   45  8497 ﾀｸﾏ ﾕｲ 宅間　優生 埼玉県 三郷市 00:14'57"     -

   46  8494 ﾏﾂｳﾗ ﾅﾂﾐ 松浦　菜摘実 埼玉県 三郷市 00:14'58"     -

   47  8448 ｼﾝﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 新林　悠 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:15'11"     -

   48  8472 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｽﾞﾅ 馬塲　柚菜 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:15'13"     -

   49  8430 ｽﾄﾞｳ ﾐｳ 須藤　美羽 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:15'14"     -

   50  8502 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｶ 山口　純可 埼玉県 三郷市 00:15'15"     -
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   51  8457 ﾌｼﾞｲ ｶﾅ 藤井　日夏 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:15'21"     -

   52  8460 ｻﾉ ﾕｳｶ 佐野　結香 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:15'21"     -

   53  8459 ｵｶﾉ ﾐﾕ 岡野　心優 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:15'31"     -

   54  8438 ﾐｳﾗ ﾐｳ 三浦　弥憂 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:15'33"     -

   55  8424 ｺﾝﾄﾞｳ ｸﾙｽ 近藤　来朱 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:15'33"     -

   56  8434 ｲｹﾀﾞ ｶﾎ 池田　夏帆 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:15'33"     -

   57  8431 ｶｲﾀﾞ ﾌｳｶ 飼田　楓香 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:15'34"     -

   58  8489 ﾂｼﾏ ﾏﾘｶ 対馬　真莉香 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:15'36"     -

   59  8415 ｺﾝﾄﾞｳ ｲｵﾝ 近藤　いおん 埼玉県 春日部市 00:15'40"     -

   60  8476 ｻﾄｳ ﾕﾘｱ 佐藤　優里亜 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:15'40"     -

   61  8427 ﾏｽﾔ ﾐﾕｳ 升谷　美優 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:15'42"     -

   62  8481 ｼﾏﾇｷ ﾏﾎ 島貫　真穂 埼玉県 三郷市 00:15'43"     -

   63  8505 ｽﾄﾞｳ ﾗﾝ 須藤　蘭 埼玉県 三郷市 00:15'50"     -

   64  8522 ﾌｼﾞｻｲ ﾘﾅ 藤齊　梨奈 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:15'57"     -

   65  8484 ｿﾈ ﾁｻﾄ 曽根　千聖 埼玉県 三郷市 00:15'58"     -

   66  8404 ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲ 中川　月 埼玉県 川越市 埼玉栄中学 00:16'08"     -

   67  8519 ｸﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 工藤　悠 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:16'10"     -

   68  8475 ｵｵｸﾗ ｻﾜ 大倉　彩羽 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:16'20"     -

   69  8486 ﾜﾀﾍﾞ ｻﾗ 渡部　紗良 埼玉県 三郷市 00:16'28"     -

   70  8425 ｷｸﾁ ｺﾊﾙ 菊池　心春 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:16'34"     -

   71  8466 ｲｹﾀﾞ ｾﾘ 池田　瀬里 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:16'35"     -

   72  8488 ﾐﾀ ｱﾔｶ 美田　綾香 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:16'42"     -

   73  8471 ﾏﾙﾀ ﾕｳﾅ 丸田　優来 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:16'50"     -

   74  8474 ﾓｷﾞ ｱﾔｶ 茂木　彩夏 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:16'52"     -

   75  8517 ｺﾞﾄｳ ﾐｸ 後藤　未来 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:16'55"     -

   76  8506 ﾌｷﾂｹ ﾕｲﾅ 吹附　結菜 埼玉県 三郷市 00:17'04"     -

   77  8490 ｸﾗﾓﾁ ﾏｵ 倉持　茉央 埼玉県 三郷市 00:17'04"     -

   78  8518 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 齋藤　凜 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:17'07"     -

   79  8504 ﾂﾙｶﾞ ｻｷｼﾞｪｲﾝ 敦賀　サキジェイン 埼玉県 三郷市 00:17'14"     -

   80  8513 ﾐﾂｲ ﾉﾉｶ 三井　希乃花 埼玉県 三郷市 00:17'20"     -

   81  8521 ﾐｶﾐ ﾏﾄﾞｶ 三上　まど花 埼玉県 三郷市 00:17'20"     -

   82  8591 ﾅｶﾑﾗ ｱﾘｻ 中村　有彩 00:17'29"     -

   83  8418 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾅ 中川　裕苗 埼玉県 三郷市 前川中学校　陸上部 00:17'29"     -

   84  8421 ﾑﾗﾔﾏ ｾﾅ 村山　世菜 埼玉県 三郷市 三郷市立前川中学校 00:17'29"     -

   85  8507 ﾋﾗｺ ﾐﾕ 平子　美優 埼玉県 三郷市 00:17'37"     -

   86  8440 ｱｵｷ ｼﾎ 青木　志穂 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:17'43"     -

   87  8426 ﾖｼｶﾜ ｺｺ 吉川　虹子 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:17'43"     -

   88  8433 ｳﾗｺﾞｳ ﾕｷｴ 浦郷　幸永 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:17'43"     -

   89  8437 ﾉｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 野﨑　七海 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　女子バスケ00:17'44"     -

   90  8512 ﾅﾘﾀ ｺｺﾅ 成田　恋奈 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:18'01"     -

   91  8492 ｶｻﾞﾐ ｻﾗ 風見　咲蘭 埼玉県 三郷市 00:18'26"     -

   92  8525 ﾕｱｻ ｽｽﾞ 湯浅　朱々 埼玉県 三郷市 00:18'36"     -

   93  8493 ｼﾗｲ ﾙｷ 白井　瑠葵 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:18'44"     -

   94  8498 ｲｼｲ ｶﾉﾝ 石井　可乃音 埼玉県 三郷市 00:18'54"     -

   95  8432 ｱﾗｲ ｽｽﾞｶ 新井　涼花 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:19'04"     -

   96  8447 ﾀﾅｶ ｺｺ 田中　虹々 埼玉県 三郷市 三郷市立北中学校　陸上部00:19'05"     -

   97  8499 ﾊﾀﾔ ﾕｲｶ 幡谷　優惟華 埼玉県 三郷市 00:19'07"     -

   98  8483 ｺｳｷﾂ ﾘｵ 纐纈　里桜 埼玉県 三郷市 00:19'07"     -

   99  8491 ｲｼｲ ﾐﾜ 石井　美羽 埼玉県 三郷市 00:19'07"     -

  100  8514 ﾎﾘﾉｳﾁ ｶﾘﾝ 堀之内　華凛 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:20'32"     -
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  101  8509 ｶｻﾊﾗ ﾕﾅ 笠原　夢和 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:20'55"     -

  102  8508 ﾂｼﾞ ﾕｲｶ 辻　結花 埼玉県 三郷市 三郷市立彦糸中学校 00:20'55"     -


