
BIWAKOクロカン２０２０

第５回全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：日本陸上競技連盟、滋賀県、滋賀県教育委員会、

　　　滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：滋賀陸上競技協会

期日：2020年2月9日（日）

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

審 判 長： 小澤　信一

測定区分：トランスポンダー 　 記録主任：浮氣　清司

【部門】 中学　女子　３km

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 都道府県 所属 記録 備考

1 402 細谷　愛子 ﾎｿﾔ ｱｲｺ 静岡 静岡市立東中 0:10:39

2 401 杉森　心音 ｽｷﾞﾓﾘ ｺｺﾈ 静岡 浜松市立北浜中 0:10:42

3 407 鈴木　瑠夏 ｽｽﾞｷ ﾙｶ 北海道 旭川市立神居東中 0:10:43

4 405 松本　未空 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｸ 三重 鈴鹿市立平田野中 0:10:46

5 411 森安　桃風 ﾓﾘﾔｽ ﾓﾓｶ 広島 三原市立第五中 0:10:47

6 404 山本　釉未 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾐ 大分 大分市立城東中 0:10:51

7 420 廣瀬　梛 ﾋﾛｾ ﾅｷﾞ 静岡 裾野市立東中 0:10:54

8 427 壁谷　衿奈 ｶﾍﾞﾔ ｴﾘﾅ 愛知 岡崎市立竜海中 0:10:55

9 436 野村　通子 ﾉﾑﾗ ﾐﾁｺ 石川 津幡町立津幡中 0:10:56

10 422 勝呂　遥香 ｽｸﾞﾛ ﾊﾙｶ 静岡 裾野市立東中 0:10:56

11 408 安田　瑠捺 ﾔｽﾀﾞ ﾙﾅ 兵庫 尼崎市立小田北中 0:11:00

12 417 中馬　蘭奈 ﾁｭｳﾏ ﾗﾝﾅ 愛知 豊田市立逢妻中 0:11:03

13 406 山腰　亜依 ﾔﾏｺｼ ｱｲ 岐阜 高山市立日枝中 0:11:03

14 415 安井　友真里 ﾔｽｲ ﾕﾏﾘ 静岡 浜松市立細江中 0:11:03

15 437 松岡　さくら ﾏﾂｵｶ ｻｸﾗ 石川 津幡町立津幡中 0:11:04

16 448 立花　萌成子 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾓﾅｺ 広島 三原市立第五中 0:11:05

17 413 林　凜華 ﾊﾔｼ ﾘﾝｶ 埼玉 川口市立上青木中 0:11:07

18 671 垣田　愛 ｶｷﾀﾞ ｱｲ 石川 七尾市立七尾中 0:11:08

19 434 森谷　心美 ﾓﾘﾀﾆ ﾐﾐ 滋賀 立命館守山中 0:11:10

20 439 上村　琴 ｳｴﾑﾗ ｺﾄ 京都 京都市立桂中 0:11:10

21 425 下玉利　那美 ｼﾓﾀﾏﾘ ﾅﾐ 静岡 浜松市立北浜中 0:11:11

22 459 長瀬　里菜 ﾅｶﾞｾ ﾘﾅ 岐阜 高山市立日枝中 0:11:13

23 457 澤井　風月 ｻﾜｲ ﾌﾂﾞｷ 三重 松阪市立嬉野中 0:11:16

24 429 牧内　大華 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 長野 腰越ＪＳＣ 0:11:17

25 442 佐藤　ゆあ ｻﾄｳ ﾕｱ 京都 0:11:18

26 410 瀬木　彩花 ｾｷﾞ ｱﾔｶ 岐阜 高山市立中山中 0:11:18

27 456 石川　桜子 ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ 愛知 愛知県日進市立日進西中 0:11:19

28 409 田島　愛梨 ﾀｼﾏ ｱｲﾘ 愛知 東海市立横須賀中 0:11:19

29 431 薮谷　奈瑠 ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾅﾙ 大阪 交野市立第四中 0:11:22

30 412 長坂　柊花 ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ 宮城 仙台市立東華中 0:11:23

31 441 鈴木　しえる ｽｽﾞｷ ｼｴﾙ 静岡 浜松市立北浜中 0:11:23

32 674 垣田　奏 ｶｷﾀﾞ ｶﾅ 石川 七尾市立七尾中 0:11:24

33 445 町田　妃那 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾅ 群馬 前橋市立第七中 0:11:25

34 492 水谷　侑愛 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｱ 愛知 東海市立横須賀中 0:11:26

35 458 伊東　未来音 ｲﾄｳ ﾐﾗﾉ 静岡 静岡市立東中 0:11:28

36 440 山地　茉娃 ﾔﾏﾁﾞ ﾏｱｲ 埼玉 新座市立第三中 0:11:29

37 419 髙橋　美月 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 広島 三原市立第五中 0:11:29



38 467 髙木　杏珠 ﾀｶｷﾞ ｱﾝｼﾞｭ 愛知 ＴＳＭ岡崎 0:11:29

39 567 吉本　菜央 ﾖｼﾓﾄ ﾅｵ 福井 陽明中 0:11:30

40 426 前出　心美 ﾏｴﾃﾞ ｺｺﾐ 岐阜 岐阜市立島中 0:11:31

41 443 平塚　心南 ﾋﾗﾂｶ ｺｺﾅ 静岡 静岡市立東中 0:11:32

42 676 杉原　陽色 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｲﾛ 石川 七尾市立七尾中 0:11:32

43 446 佐野　桃香 ｻﾉ ﾓﾓｶ 京都 京都市立桂中 0:11:33

44 495 奥本　菜瑠海 ｵｸﾓﾄ ﾅﾙﾐ 島根 知夫村立知夫小中 0:11:33

45 450 岡本　藍里 ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ 奈良 葛城市立新庄中 0:11:34

46 507 中野　芽衣 ﾅｶﾉ ﾒｲ 北海道 七飯町立七飯中 0:11:34

47 466 磯崎　心音 ｲｿｻﾞｷ ｺｺﾈ 静岡 吉田町立吉田中 0:11:34

48 474 戸枝　くるみ ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 長野 0:11:36

49 489 小迫　葵 ｺｻﾞｺ ｱｵｲ 群馬 伊勢崎市立あずま中 0:11:38

50 498 山田　和花 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ 三重 鈴鹿市立神戸中 0:11:38

51 452 市川　梨愛 ｲﾁｶﾜ ﾘｱ 静岡 吉田町立吉田中 0:11:38

52 650 好井　万結 ﾖｼｲ ﾏﾕ 兵庫 加古川市立氷丘中 0:11:38

53 673 新野　莉璃 ｱﾗﾉ ﾘﾘ 石川 七尾市立七尾中 0:11:39

54 438 天野　花音 ｱﾏﾉ ﾊﾅﾈ 愛知 岡崎市立竜海中 0:11:39

55 475 上野　真由 ｳｴﾉ ﾏﾕ 富山 砺波市立庄西中 0:11:40

56 672 示野　悠奈 ｼﾒﾉ ﾕｳﾅ 石川 七尾市立七尾中 0:11:41

57 424 久保　花月 ｸﾎﾞ ｶﾂﾞｷ 岐阜 高山市立中山中 0:11:42

58 675 西住　萌 ﾆｼｽﾞﾐ ﾓｴ 石川 七尾市立七尾中 0:11:43

59 453 泉　桃果 ｲｽﾞﾐ ﾓﾓｶ 北海道 旭川市立神居東中 0:11:43

60 483 荻野　優妃 ｵｷﾞﾉ ﾕｳﾋ 京都 途中ケ丘クラブ 0:11:44

61 421 岡本　姫渚乃 ｵｶﾓﾄ ﾋﾅﾉ 静岡 裾野市立東中 0:11:44

62 484 甲斐　ゆらら ｶｲ ﾕﾗﾗ 京都 京都市立桂中 0:11:44

63 679 川上　優香 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 石川 七尾市立七尾中 0:11:45

64 546 加藤　芙羽理 ｶﾄｳ ﾌｳﾘ 富山 富山市立大沢野中 0:11:45

65 480 森山　紗仁美 ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ 島根 出雲市立向陽中 0:11:45

66 494 植田　萌音 ｳｴﾀﾞ ﾓﾈ 京都 桂中 0:11:45

67 449 花坂　陽葵 ﾊﾅｻｶ ﾋﾏﾘ 奈良 五條市立五條西中 0:11:45

68 465 門脇　花音 ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ 島根 出雲市立向陽中 0:11:46

69 514 和田　愛加里 ﾜﾀﾞ ｱｶﾘ 静岡 浜松市立北浜中 0:11:48

70 501 石橋　未愛 ｲｼﾊﾞｼ ﾐｱ 滋賀 甲賀市立水口中 0:11:49

71 516 西條　那菜 ｻｲｼﾞｮｳ ﾅﾅ 静岡 静岡市立東中 0:11:49

72 468 戸高　弥桜 ﾄﾀﾞ ﾐｵ 大分 大分市立城東中 0:11:51

73 509 樋口　美桜 ﾋｸﾞﾁ ﾐｵ 岡山 玉野市立宇野中 0:11:51

74 529 杉山　礎典香 ｽｷﾞﾔﾏ ｿﾉｶ 静岡 静岡市立東中 0:11:51

75 473 岡田　梨那 ｵｶﾀﾞ ﾘﾅ 広島 三原市立第五中 0:11:51

76 454 菅生　樹里 ｽｺﾞｳ ｼﾞｭﾘ 埼玉 新座市立第三中 0:11:52

77 497 二色　悠楽 ﾆｼｷ ﾕｳﾗ 北海道 旭川市立神居東中 0:11:52

78 460 原　舞子 ﾊﾗ ﾏｲｺ 富山 富山市立西部中 0:11:52

79 555 嶋岡　月梛 ｼﾏｵｶ ﾙﾅ 富山 富山市立速星中 0:11:52

80 518 河口　仁美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ 石川 能美市立根上中 0:11:54

81 526 影山　真央 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏｵ 滋賀 Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 0:11:54

82 470 中西　知穂 ﾅｶﾆｼ ﾁﾎ 京都 途中ヶ丘クラブ 0:11:55

83 462 須山　沙奈 ｽﾔﾏ ｻﾅ 三重 松阪市立三雲中 0:11:55

84 607 山田　恋紋 ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾓﾝ 愛知 愛知県日進市立日進西中 0:11:56

85 471 山下　美智乃 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾁﾉ 愛知 名古屋市立長良中 0:11:56

86 455 中村　莉菜 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ 群馬 前橋市立第七中 0:11:57

87 532 柴田　美冴 ｼﾊﾞﾀ ﾐｻｴ 富山 富山市立新庄中 0:11:57

88 512 萩原　こころ ﾊｷﾞﾜ ｺｺﾛ 大分 大分市立城東中 0:11:58

89 491 西島　沙羅 ﾆｼｼﾞﾏ ｻﾗ 愛知 岡崎市立竜海中 0:11:59

90 472 北村　彩菜 ｷﾀﾑﾗ ｱﾔﾅ 三重 鈴鹿市立神戸中 0:11:59



91 530 任田　玲実 ﾄｳﾀﾞ ﾚﾐ 石川 能美市立根上中 0:11:59

92 464 鈴木　ちさと ｽｽﾞｷ ﾁｻﾄ 富山 富山市立新庄中 0:11:59

93 569 斉藤　日和 ｻｲﾄｳ ﾋﾖﾘ 福井 鯖江市中央中 0:12:00

94 515 下嶋　優菜 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 長野 下條中 0:12:00

95 508 室谷　紅葉 ﾑﾛﾀﾆ ｲﾛﾊ 石川 津幡町立津幡中 0:12:00

96 543 横井　柚香 ﾖｺｲ ﾕｽﾞｶ 三重 鈴鹿市立神戸中 0:12:01

97 580 大塚　あん奈 ｵｵﾂｶ ｱﾝﾅ 岐阜 高山市立日枝中 0:12:01

98 485 成瀬　美優 ﾅﾙｾ ﾐﾕ 京都 京都市立桂中 0:12:03

99 678 前濱　来瞳 ﾏｴﾊﾏ ｸﾙﾐ 石川 七尾市立七尾中 0:12:03

100 469 高道　唯央 ﾀｶﾐﾁ ｲｵ 富山 富山市立大沢野中 0:12:05

101 447 野村　美結 ﾉﾑﾗ ﾐﾕ 愛知 ＴＳＭ 0:12:06

102 571 原田　桃羽 ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾊ 福井 粟野中 0:12:06

103 511 小村　実加 ｵﾑﾗ ﾐｶ 島根 出雲市立河南中 0:12:07

104 519 本村　瞳 ﾓﾄﾑﾗ ﾋﾄﾐ 石川 能美市立根上中 0:12:07

105 636 﨑元　惟香 ｻｷﾓﾄ ｲﾁｶ 福井 美浜中 0:12:08

106 486 淺田　結衣 ｱｻﾀﾞ ﾕｲ 島根 江津市立江津中 0:12:08

107 513 長澤　雪乃 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｷﾉ 富山 富山市立大沢野中 0:12:08

108 482 佐々木　京 ｻｻｷ ｷｮｳ 埼玉 新座市立第三中 0:12:09

109 644 木村　茉央 ｷﾑﾗ ﾏｵ 福井 武生第一中 0:12:09

110 534 矢田　楓子 ﾔﾀﾞ ﾌｳｺ 三重 鈴鹿市立神戸中 0:12:10

111 536 山本　乃愛 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ 石川 中能登中 0:12:11

112 585 酒井　心希 ｻｶｲ ｺｺﾈ 福井 東陽中 0:12:11

113 531 綿貫　理生 ﾜﾀﾇｷ ﾘｳ 埼玉 新座市立第三中 0:12:11

114 554 竹花　明姫 ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 長野 立科町立立科中 0:12:11

115 610 山口　晏音衣 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 福井 足羽第一中 0:12:12

116 478 大洞　美春 ｵｵﾎﾞﾗ ﾐﾊﾙ 岐阜 高山市立中山中 0:12:12

117 488 下濱　莉子 ｼﾓﾊﾏ ﾘｺ 石川 白山市立北星中 0:12:12

118 560 室谷　柚葉 ﾑﾛﾀﾆ ﾕｽﾞﾊ 石川 津幡町立津幡中 0:12:13

119 487 中西　桃花 ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 石川 野々市市立野々市中 0:12:13

120 500 古田　優奈 ﾌﾙﾀ ﾕﾅ 静岡 裾野市立東中 0:12:14

121 476 羽入田　暖愛 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾉｱ 群馬 前橋市立第七中 0:12:14

122 538 吉田　優 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 岐阜 岐阜市立島中 0:12:14

123 592 山田　ゆい ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 岐阜 岐阜市立島中 0:12:14

124 506 髙栁　陽菜 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾅ 新潟 五泉少年マラソンクラブ 0:12:16

125 617 藏元　真莉奈 ｸﾗﾓﾄ ﾏﾘﾅ 福井 鯖江市中央中 0:12:16

126 577 椎名　百藍 ｼｲﾅ ﾕﾗ 愛知 愛知県日進市立日進西中 0:12:16

127 490 高司　果歩 ﾀｶｼ ｶﾎ 大分 大分市立城東中 0:12:16

128 477 田中　璃音 ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ 群馬 前橋市立第七中 0:12:16

129 549 椎名　光藍 ｼｲﾅ ﾐﾗ 愛知 愛知県日進市立日進西中 0:12:16

130 552 森田　つぐみ ﾓﾘﾀ ﾂｸﾞﾐ 石川 能美市立根上中 0:12:18

131 502 中川　千愛 ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾅ 静岡 浜松市立北部中 0:12:18

132 542 妹尾　帆花 ｾﾉｵ ﾎﾉｶ 島根 出雲市立第二中 0:12:20

133 535 祝田　ほなみ ﾎｳﾀﾞ ﾎﾅﾐ 静岡 浜松市立細江中 0:12:21

134 461 杉浦　さくら ｽｷﾞｳﾗ ｻｸﾗ 愛知 豊田市立逢妻中 0:12:21

135 596 井上　祐佳 ｲﾉｳｴ ﾕｳｶ 福井 東陽中 0:12:21

136 581 道見　日和 ﾄﾞｳﾐ ﾋﾖﾘ 石川 能美市立辰口中 0:12:22

137 606 菅沼　英奈 ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 静岡 静岡市立東中 0:12:22

138 544 上島　彩加 ｶﾐｼﾞﾏ ｱﾔｶ 静岡 浜松市立細江中 0:12:24

139 521 多久和　陽菜 ﾀｸﾜ ﾋﾅ 島根 出雲市立向陽中 0:12:26

140 608 加藤　陽乃 ｶﾄｳ ﾊﾙﾉ 岐阜 岐阜市立島中 0:12:27

141 553 永本　聖奈 ﾅｶﾞﾓﾄ ｾﾅ 石川 中能登中 0:12:28

142 444 今岡　真佑 ｲﾏｵｶ ﾏﾕ 島根 出雲市立河南中 0:12:28

143 563 根岸　舞幸 ﾈｷﾞｼ ﾏｻﾁ 群馬 伊勢崎市立あずま中 0:12:30



144 578 村田　優芽 ﾑﾗﾀ ﾕﾒ 愛知 愛知県日進市立日進西中 0:12:30

145 628 加藤　妃織 ｶﾄｳ ｷﾗﾘ 富山 富山市立大沢野中 0:12:30

146 547 中部　静 ﾅｶﾍﾞ ｼｽﾞｶ 滋賀 甲賀市立水口中 0:12:30

147 537 渡部　心菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾅ 北海道 千代台陸上スクール 0:12:31

148 517 川原　陽和 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根 出雲市立第三中 0:12:31

149 572 竹内　ゆい ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 三重 鈴鹿市立大木中 0:12:32

150 423 田口　莉子 ﾀｸﾞﾁ ﾘｺ 岐阜 高山市立中山中 0:12:32

151 510 広山　舞 ﾋﾛﾔﾏ ﾏｲ 島根 松江市立第一中 0:12:33

152 611 小林　千里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻﾄ 滋賀 長浜市立湖北中 0:12:33

153 583 佐伯　萌子 ｻｴｷ ﾓﾈ 富山 雄山中 0:12:34

154 523 安田　綾乃 ﾔｽﾀﾞ ｱﾔﾉ 石川 金沢南スポコム 0:12:34

155 505 湯田　夏妃 ﾕﾀﾞ ﾅﾂｷ 北海道 函館市立亀田中 0:12:34

156 576 盛田　胡春 ﾓﾘﾀ ｺﾊﾙ 滋賀 甲賀市立水口中 0:12:35

157 557 山﨑　望愛 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾗｲ 石川 津幡町立津幡中 0:12:35

158 524 齋藤　真吏亜 ｻｲﾄｳ ﾏﾘｱ 静岡 浜松市立細江中 0:12:36

159 528 江島　さくら ｴｼﾞﾏ ｻｸﾗ 愛知 愛知県日進市立日進西中 0:12:37

160 558 澤井　夢子 ｻﾜｲ ﾕﾒｺ 石川 中能登中 0:12:38

161 504 瀬木　陽依 ｾｷﾞ ﾋﾖﾘ 岐阜 高山市立中山中 0:12:39

162 626 森内　紗来 ﾓﾘｳﾁ ｻﾗ 富山 富山市立城山中 0:12:39

163 635 渡邉　椿 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｷ 福井 美浜中 0:12:40

164 575 野中　愛菜 ﾉﾅｶ ｱｲﾅ 島根 出雲市立河南中 0:12:42

165 533 橋場　愛唯 ﾊｼﾊﾞ ﾒｲ 群馬 伊勢崎市立あずま中 0:12:43

166 564 酒井　優里 ｻｶｲ ﾕｳﾘ 石川 中能登中 0:12:44

167 527 青木　こはく ｱｵｷ ｺﾊｸ 群馬 前橋市立第七中 0:12:44

168 579 玉田　心羽 ﾀﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ 岐阜 高山市立丹生川中 0:12:44

169 587 大野　未羽 ｵｵﾉ ﾐｳ 石川 中能登中 0:12:45

170 520 札内　美鈴 ﾌﾀﾞｳﾁ ﾐｽｽﾞ 北海道 ＮＡＳＳ 0:12:45

171 622 清水　凛 ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ 福井 東陽中 0:12:45

172 561 生信　優羽 ｲｸﾉﾌﾞ ﾕｳ 滋賀 城山中 0:12:46

173 556 眞野　優実 ﾏﾉ ﾕﾐ 静岡 御殿場市立御殿場中 0:12:46

174 586 正藤　春奈 ﾏｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 石川 白山市立北星中 0:12:46

175 599 水上　星那 ﾐｽﾞｶﾐ ｾｲﾅ 滋賀 長浜市立北中 0:12:48

176 540 小川　麻姫 ｵｶﾞﾜ ﾏｷ 新潟 小千谷市立小千谷中 0:12:49

177 594 松下　真奈 ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ 長野 旭ヶ丘中 0:12:51

178 588 藤澤　穂香 ﾌｼﾞｻﾜ ﾎﾉｶ 石川 中能登中 0:12:51

179 522 桑原　凛 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾝ 島根 出雲市立第三中 0:12:55

180 562 長谷川　彩羽 ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾛﾊ 京都 京都市立桂中 0:12:56

181 624 竹下　暖七 ﾀｹｼﾀ ﾊﾙﾅ 岡山 赤磐市立高陽中 0:12:56

182 541 辻岡　杏菜 ﾂｼﾞｵｶ ｱﾝﾅ 愛知 ＴＳＭ 0:12:57

183 584 岸田　紗季 ｷｼﾀﾞ ｻｷ 滋賀 長浜市立湖北中 0:13:00

184 565 山﨑　希穂 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾎ 静岡 静岡市立東中 0:13:04

185 623 尾﨑　璃緒奈 ｵｻﾞｷ ﾘｵﾅ 三重 鈴鹿市立平田野中 0:13:06

186 621 田村　優衣 ﾀﾑﾗ ﾕｲ 新潟 小千谷市立小千谷中 0:13:06

187 545 村木　玲美乃 ﾑﾗｷ ﾚﾐﾉ 三重 鈴鹿市立神戸中 0:13:06

188 625 八木　美依奈 ﾔｷﾞ ﾐｲﾅ 福井 芦原中 0:13:07

189 595 下村　悠莉 ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 長野 上田市立丸子中 0:13:08

190 598 北川　遼 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳ 滋賀 長浜市立北中 0:13:08

191 609 上村　珠里 ｶﾐﾑﾗ ｼｭﾘ 岐阜 高山市立日枝中 0:13:08

192 627 山下　之葵 ﾔﾏｼﾀ ﾉｱ 岐阜 高山市立日枝中 0:13:09

193 566 平畑　凜和 ﾋﾗﾊﾀ ﾋﾖﾘ 三重 鈴鹿市立平田野中 0:13:10

194 568 樽井　里沙 ﾀﾙｲ ﾘｻ 岐阜 岐阜市立島中 0:13:12

195 618 前田　美羽 ﾏｴﾀﾞ ﾐｳ 福井 成和中 0:13:12

196 496 平野　華 ﾋﾗﾉ ﾊﾅ 石川 野々市市立布水中 0:13:14



197 539 上村　幸来 ｶﾐﾑﾗ ｺｺ 新潟 小千谷市立小千谷中 0:13:21

198 570 竹内　真生 ﾀｹｳﾁ ﾏｵ 三重 鈴鹿市立大木中 0:13:22

199 620 小坂　柚衣奈 ｺｻﾞｶ ﾕｲﾅ 石川 能美市立辰口中 0:13:22

200 601 田邉　杏 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾝ 滋賀 米原市立米原中 0:13:26

201 637 櫻井　理央 ｻｸﾗ ﾘｵ 福井 若狭町立三方中 0:13:28

202 602 中村　優里 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 滋賀 米原市立米原中 0:13:30

203 603 韓　琳奈 ｶﾝ ﾘﾝﾅ 滋賀 米原市立米原中 0:13:30

204 589 前原　菜乃花 ﾏｴﾊﾗ ﾅﾉｶ 兵庫 立命館守山中 0:13:30

205 641 吉田　こころ ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾛ 福井 美浜中 0:13:32

206 559 大原　理恵子 ｵｵﾊﾗ ﾘｴｺ 愛知 ＡＣ一宮Ｊ 0:13:32

207 597 長岡　姫楽 ﾅｶﾞｵｶ ｷﾗ 群馬 伊勢崎市立あずま中 0:13:32

208 612 上原　梨央 ｳｴﾊﾗ ﾘｵ 岐阜 高山市立日枝中 0:13:37

209 600 尾澤　穂香 ｵｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 岐阜 麗澤瑞浪中 0:13:39

210 615 京谷　穂実 ｷｮｳﾀﾆ ﾎﾉﾐ 滋賀 長浜市立北中 0:13:40

211 640 山田　唯華 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲｶ 福井 若狭町立三方中 0:13:47

212 643 遊津　慧音 ｱｿｽﾞ ｶﾉﾝ 福井 美浜中 0:13:49

213 593 青江　由珠葉 ｱｵｴ ﾕｽﾞﾊ 三重 鈴鹿市立大木中 0:13:51

214 582 渡辺　清香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ 新潟 小千谷市立小千谷中 0:13:55

215 605 長谷川　絢香 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔｶ 京都 立命館守山中 0:13:56

216 503 稲田　悠那 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾅ 岐阜 高山市立中山中 0:13:56

217 614 林　由紗 ﾊﾔｼ ﾕｻ 群馬 伊勢崎市立あずま中 0:14:05

218 638 笹井　虹子 ｻｻｲ ﾆｺ 福井 美浜中 0:14:05

219 631 大橋　美咲 ｵｵﾊｼ ﾐｻｷ 石川 能美市立辰口中 0:14:09

220 591 野口　莉奈 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾅ 長野 高森中 0:14:27

221 642 中村　優愛 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｱ 福井 美浜中 0:14:44

222 634 山田　あい ﾔﾏﾀﾞ ｱｲ 福井 若狭町立三方中 0:14:46

223 633 森山　亜衣 ﾓﾘﾔﾏ ｱｲ 滋賀 葉山中 0:15:05

224 647 日野　彩葉 ﾋﾉ ｱﾔﾊ 滋賀 立命館守山中 0:15:15

225 613 田中　穂乃美 ﾀﾅｶ ﾎﾉﾐ 石川 能美市立根上中 0:15:27

226 649 井上　萌花 ｲﾉｳｴ ﾓｶ 岡山 赤磐市立高陽中 0:16:14

227 639 西尾　さらら ﾆｼｵ ｻﾗﾗ 滋賀 日枝中 0:16:36

228 645 池田　心優 ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ 福井 美浜中 0:16:52

229 646 金松　美和 ｶﾈﾏﾂ ﾐﾜ 福井 美浜中 0:16:54

230 550 明間　遥菜 ｱｹﾏ ﾊﾙﾅ 新潟 五泉少年マラソンクラブ 0:17:07

231 551 石本　美月 ｲｼﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 新潟 五泉少年マラソンクラブ 0:17:07

232 648 樋口　美月 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 福井 美浜中 0:17:21


