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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)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：2019年2月17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

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 中学生女子 3Km(ﾀｲﾑﾚｰｽ2組) 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

1 591 細谷　愛子 ﾎｿﾔ ｱｲｺ 静岡市立東中学校 静岡県 0:09:55

2 507 米澤　奈々香 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:09:59

3 506 杉森　心音 ｽｷﾞﾓﾘ ｺｺﾈ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:10:07

4 406 石松　愛朱加 ｲｼﾏﾂ ｱｽｶ 浜の宮中学校 兵庫県 0:10:15

5 428 大久保　南 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 光市立浅江中学校 山口県 0:10:16

6 573 鎌田　幸来 ｶﾏﾀﾞ ｺｺ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:18

7 552 黒田　千景 ｸﾛﾀﾞ ﾁｶｹﾞ 京都市立桂川中学校 京都府 0:10:19

8 553 村松　結 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳ 樫原中学校 京都府 0:10:19

9 550 林　凜華 ﾊﾔｼ ﾘﾝｶ 川口市立上青木中学校 埼玉県 0:10:19

10 404 山腰　亜依 ﾔﾏｺｼ ｱｲ 高山市立日枝中学校 岐阜県 0:10:20

11 504 上畑　真由 ｳｴﾊﾀ ﾏﾕ ＵＡＣ 和歌山県 0:10:22

12 569 阪井　空 ｻｶｲ ｿﾗ 瀬戸市立水無瀬中学校 愛知県 0:10:25

13 561 示野　悠奈 ｼﾒﾉ ﾕｳﾅ 七尾中学校 石川県 0:10:35

14 523 兼子　照実 ｶﾈｺ ﾃﾙﾐ 前橋市立第七中学校 群馬県 0:10:36

15 574 松井　あれさ ﾏﾂｲ ｱﾚｻ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:37

16 484 吉田　莉帆 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾎ 西濃クラブ 岐阜県 0:10:38

17 567 廣瀬　梛 ﾋﾛｾ ﾅｷﾞ 裾野市立東中学校 静岡県 0:10:38

18 516 牧内　大華 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 腰越ＪＳＣ 長野県 0:10:39

19 407 有田　茉合香 ｱﾘﾀ ﾏﾘｶ 浜の宮中学校 兵庫県 0:10:40

20 473 水本　佳菜 ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅ 羽曳野市立峰塚中学校 大阪府 0:10:42

21 560 新野　莉璃 ｱﾗﾉ ﾘﾘ 七尾中学校 石川県 0:10:42

22 508 佐藤　鳳羽 ｻﾄｳ ﾌｳﾜ 城南中学校 京都府 0:10:43

23 559 垣田　愛 ｶｷﾀﾞ ｱｲ 七尾中学校 石川県 0:10:44

24 402 長坂　柊花 ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ 仙台市立東華中学校 宮城県 0:10:44

25 517 治尾　優衣奈 ｼﾞｵ ﾕｲﾅ 羽ノ浦中学校 徳島県 0:10:44

26 511 柴田　さくら ｼﾊﾞﾀ ｻｸﾗ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:10:46

27 539 筒井　心葉 ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 高陵中学校 長野県 0:10:47

28 579 須藤　花菜 ｽﾄｳ ﾊﾅ 千葉県野田市立福田中学校 千葉県 0:10:48

29 590 平塚　心南 ﾋﾗﾂｶ ｺｺﾅ 静岡市立東中学校 静岡県 0:10:48

30 436 杉浦　花音 ｽｷﾞｳﾗ ｶﾉﾝ 岡崎市立矢作中学校 愛知県 0:10:48
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第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)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
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会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース
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順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

31 518 竜田　そら ﾀﾂﾀ ｿﾗ 鳴門市第一中学校 徳島県 0:10:48

32 405 住野　友理 ｽﾐﾉ ﾕｳﾘ 高山市立日枝中学校 岐阜県 0:10:49

33 571 佐藤　和 ｻﾄｳ ﾅｺﾞﾐ 北上市立南中学校 岩手県 0:10:50

34 589 塩野　愛梨花 ｼｵﾉ ｴﾘｶ 飯能市立原市場中学校 埼玉県 0:10:51

35 505 下玉利　那美 ｼﾓﾀﾏﾘ ﾅﾐ 浜松北浜中学校 静岡県 0:10:55

36 595 山本　菜々香 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅｶ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:59

37 503 田島　愛梨 ﾀｼﾏ ｱｲﾘ 横須賀中学校 愛知県 0:11:00

38 578 上村　琴 ｳｴﾑﾗ ｺﾄ 京都市立桂中学校 京都府 0:11:01

39 549 丹羽　琴音 ﾆﾜ ｺﾄﾈ 尾張旭市立西中学校 愛知県 0:11:04

40 481 猪熊　紗伎 ｲﾉｸﾏ ｻｷ ＴＳＭ 愛知県 0:11:04

41 476 西澤　茉鈴 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾘﾝ 泉大津市立誠風中学校 大阪府 0:11:04

42 592 西條　那菜 ｻｲｼﾞｮｳ ﾅﾅ 静岡市立東中学校 静岡県 0:11:05

43 543 佐藤　悠花 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川中学校 長野県 0:11:05

44 584 武田　澪蘭 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾗﾉ 寒河江市立陵南中学校 山形県 0:11:05

45 548 中野　芽衣 ﾅｶﾉ ﾒｲ 七飯町立七飯中学校 北海道 0:11:05

46 426 守屋　有彩 ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 春富中学校 長野県 0:11:06

47 435 竹田　実紗 ﾀｹﾀﾞ ﾐｻ 岡崎市立矢作中学校 愛知県 0:11:06

48 415 石正　彩綾 ｲｼﾏｻ ｱﾔ 雄山中学校 富山県 0:11:06

49 512 奈良岡　心 ﾅﾗｵｶ ｺｺﾛ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:11:06

50 566 津田　千空 ﾂﾀﾞ ﾁﾋﾛ 七尾中学校 石川県 0:11:06

51 432 磯部　早良 ｲｿﾍﾞ ｻﾗ 岡崎市立矢作中学校 愛知県 0:11:07

52 502 磯野　友希 ｲｿﾉ ﾕｷ 鹿骨中学校 東京都 0:11:07

53 409 矢野　愛 ﾔﾉ ﾏﾅﾐ 浜の宮中学校 兵庫県 0:11:08

54 412 髙橋　美月 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 三原第五中学校 広島県 0:11:08

55 403 高松　朔良 ﾀｶﾏﾂ ｻｸﾗ 高山市立日枝中学校 岐阜県 0:11:08

56 520 中村　千春 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾊﾙ 能登川中学校 滋賀県 0:11:09

57 547 湯田　夏妃 ﾕﾀﾞ ﾅﾂｷ 函館市立亀田中学校 北海道 0:11:09

58 477 坪倉　緋織 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾋｵﾘ 泉大津市立誠風中学校 大阪府 0:11:10

59 421 市川　梨愛 ｲﾁｶﾜ ﾘｱ 静岡吉田ＡＣ 静岡県 0:11:10

60 551 丹羽　遥奈 ﾆﾜ ﾊﾙﾅ 川口市立上青木中学校 埼玉県 0:11:11
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第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)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：2019年2月17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
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●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

61 562 西住　萌 ﾆｼｽﾞﾐ ﾓｴ 七尾中学校 石川県 0:11:11

62 445 大久保　楓香 ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳｶ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:11:11

63 538 下嶋　優菜 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 下條中学校 長野県 0:11:12

64 468 永田　夕依 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 池田中学校 大阪府 0:11:12

65 529 山下　美智乃 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾁﾉ 長良中学校 愛知県 0:11:13

66 510 工藤　蒼生 ｸﾄﾞｳ ｱｵｲ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:11:13

67 482 二村　菜津乃 ﾌﾀﾑﾗ ﾅﾂﾉ ＴＳＭ 愛知県 0:11:13

68 466 滝井　空良 ﾀｷｲ ｿﾗ 池田中学校 大阪府 0:11:13

69 450 奥浜　夏海 ｵｸﾊﾏ ﾅﾂﾐ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:11:13

70 401 高橋　葉月 ﾀｶﾊｼ ﾊﾂﾞｷ 高陽中学校 岡山県 0:11:16

71 408 岡内　円花 ｵｶｳﾁ ﾏﾄﾞｶ 浜の宮中学校 兵庫県 0:11:17

72 577 細見　采矢 ﾎｿﾐ ｱﾔ 京都市立桂中学校 京都府 0:11:18

73 449 木岡　優芽 ｷｵｶ ﾕﾒ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:11:19

74 555 難波　聖菜 ﾅﾝﾊﾞ ｾﾅ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:11:20

75 491 酒井　心希 ｻｶｲ ｺｺﾈ 東陽中学校 福井県 0:11:20

76 433 渡邉　柚那 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｽﾞﾅ 岡崎市立矢作中学校 愛知県 0:11:21

77 557 白石　憂佳 ｼﾗｲｼ ﾕｳｶ 杉並区立東田中学校 東京都 0:11:22

78 454 橋本　茉渚 ﾊｼﾓﾄ ﾏｵ 大住中学校 京都府 0:11:23

79 545 牧内　愛華 ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 腰越ＪＳＣ 長野県 0:11:24

80 417 柳瀬　花乃 ﾔﾅｾ ﾊﾅﾉ 大沢野中学校 富山県 0:11:25

81 546 森　彩夏 ﾓﾘ ｱﾔｶ 新宿区立新宿西戸山中学校 東京都 0:11:25

82 456 金城　野風 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉｴ 今帰仁中学校 沖縄県 0:11:26

83 457 金城　怜海 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾚﾐ 今帰仁中学校 沖縄県 0:11:27

84 558 西住　早織 ﾆｼｽﾞﾐ ｻｵﾘ 七尾中学校 石川県 0:11:28

85 563 垣田　奏 ｶｷﾀﾞ ｶﾅ 七尾中学校 石川県 0:11:30

86 565 川上　優香 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 七尾中学校 石川県 0:11:31

87 524 澤井　琉衣 ｻﾜｲ ﾙｲ 前橋市立第七中学校 群馬県 0:11:34

88 492 末本　愛菜 ｽｴﾓﾄ ﾏﾅ 中央中学校 福井県 0:11:37

89 461 川崎　桜子 ｶﾜｻｷ ｻｸﾗｺ 城山中学校 滋賀県 0:11:38

90 564 杉原　陽色 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｲﾛ 七尾中学校 石川県 0:11:39
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91 427 真柴　萌菜 ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ 春富中学校 長野県 0:11:39

92 576 甲斐　ゆらら ｶｲ ﾕﾗﾗ 京都市立桂中学校 京都府 0:11:40

93 474 田中　彩貴 ﾀﾅｶ ｻｷ 羽曳野市立峰塚中学校 大阪府 0:11:40

94 459 花田　麻衣 ﾊﾅﾀﾞ ﾏｲ 城山中学校 滋賀県 0:11:40

95 593 伊東　未来音 ｲﾄｳ ﾐﾗﾉ 静岡市立東中学校 静岡県 0:11:42

96 446 速水　月香 ﾊﾔﾐ ﾂｷｶ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:11:42

97 528 田中　璃音 ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ 前橋市立第七中学校 群馬県 0:11:42

98 495 山口　晏音衣 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 足羽第一中学校 福井県 0:11:44

99 411 森安　桃風 ﾓﾘﾔｽ ﾓﾓｶ 三原第五中学校 広島県 0:11:45

100 419 髙道　唯央 ﾀｶﾐﾁ ｲｵ 大沢野中学校 富山県 0:11:45

101 500 中川　凛子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾝｺ 京都市立桂中学校 京都府 0:11:45

102 422 大西　未来 ｵｵﾆｼ ﾐﾗｲ 芳泉中学校 岡山県 0:11:46

103 497 山田　樹希 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 中央中学校 福井県 0:11:46

104 554 守本　詩麻 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾏ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:11:46

105 451 安田　優菜 ﾔｽﾀﾞ ﾕﾅ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:11:46

106 478 浦田　美咲 ｳﾗﾀ ﾐｻｷ 泉大津市立誠風中学校 大阪府 0:11:47

107 519 善利　なつめ ｾﾘ ﾅﾂﾒ 彦根市立東中学校 滋賀県 0:11:47

108 485 近澤　里奈 ﾁｶｻﾞﾜ ﾘﾅ 西濃クラブ 岐阜県 0:11:47

109 452 齊藤　なごみ ｻｲﾄｳ ﾅｺﾞﾐ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:11:47

110 580 成瀬　美優 ﾅﾙｾ ﾐﾕ 京都市立桂中学校 京都府 0:11:49

111 568 岡本　妃渚乃 ｵｶﾓﾄ ﾋﾅﾉ 裾野市立東中学校 静岡県 0:11:49

112 544 佐藤　綾花 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 下伊那松川中学校 長野県 0:11:53

113 585 佐野　桃香 ｻﾉ ﾓﾓｶ 京都市立桂川中学校 京都府 0:11:54

114 496 藏元　真莉奈 ｸﾗﾓﾄ ﾏﾘﾅ 中央中学校 福井県 0:11:57

115 431 山本　乃愛 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ 中能登中学校 石川県 0:12:00

116 483 辻岡　杏菜 ﾂｼﾞｵｶ ｱﾝﾅ ＴＳＭ 愛知県 0:12:02

117 587 萩原　和奏 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:12:05

118 453 永野　和 ﾅｶﾞﾉ ﾅｺﾞﾐ 大住中学校 京都府 0:12:07

119 423 小田　桃華 ｵﾀﾞ ﾓﾓｶ 芳泉中学校 岡山県 0:12:08

120 418 加藤　結菜 ｶﾄｳ ﾕｲﾅ 大沢野中学校 富山県 0:12:08
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121 534 森内　紗来 ﾓﾘｳﾁ ｻﾗ 城山中学校 富山県 0:12:11

122 586 森元　杏 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾝ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:12:15

123 556 岡田　夏美 ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:12:17

124 594 塩見　海七 ｼｵﾐ ﾐｲﾅ 京都市立桂中学校 京都府 0:12:17

125 493 佐々木　由良 ｻｻｷ ﾕﾗ 鯖江中学校 福井県 0:12:19

126 462 生信　優羽 ｲｸﾉﾌﾞ ﾕｳ 城山中学校 滋賀県 0:12:20

127 542 野口　莉奈 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾅ 高森中学校 長野県 0:12:21

128 530 花崎　ももな ﾊﾅｻｷ ﾓﾓﾅ 城山中学校 富山県 0:12:21

129 531 木村　安珠 ｷﾑﾗ ｱﾝｼﾞｭ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:12:21

130 533 箱田　莉奈 ﾊｺﾀﾞ ﾘﾅ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:12:23

131 463 牛迫　莉瑚 ｳｼｻｺ ﾘｺ 池田中学校 大阪府 0:12:25

132 429 富田　奈那 ﾄﾐﾀ ﾅﾅ 羽田中学校 愛知県 0:12:26

133 501 永井　優会 ﾅｶﾞｲ ﾕｱ 北見北中学校 北海道 0:12:27

134 541 圓谷　爽夏 ﾂﾌﾞﾗﾔ ｻﾔｶ 高森中学校 長野県 0:12:31

135 438 小林　千里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻﾄ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:12:32

136 430 玉越　瑚々奈 ﾀﾏｺｼ ｺｺﾅ 羽田中学校 愛知県 0:12:33

137 470 川上　萌愛 ｶﾜｶﾐ ﾓｴ 船岡中学校 滋賀県 0:12:33

138 437 岸田　紗季 ｷｼﾀﾞ ｻｷ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:12:33

139 475 ジュン　娜来 ｼﾞｭﾝ ﾅﾚ 羽曳野市立峰塚中学校 大阪府 0:12:33

140 583 大倉　倭歌 ｵｵｸﾗ ﾜｶ 南桑中学校 京都府 0:12:34

141 464 飯田　百々花 ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｶ 池田中学校 大阪府 0:12:36

142 420 加藤　妃織 ｶﾄｳ ｷﾗﾘ 大沢野中学校 富山県 0:12:37

143 509 戸川　美咲 ﾄｶﾞﾜ ﾐｻ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:12:38

144 532 今泉　ひなた ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾅﾀ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:12:40

145 414 中村　眞唯 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕ 雄山中学校 富山県 0:12:41

146 444 松井　萌花 ﾏﾂｲ ﾓｴｶ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:12:41

147 521 下村　真由 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 上田市立丸子中学校 長野県 0:12:42

148 525 須藤　瑠南 ｽﾄｳ ﾙﾅ 前橋市立第七中学校 群馬県 0:12:43

149 443 中部　遥 ﾅｶﾍﾞ ﾊﾙｶ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:12:44

150 458 井上　心 ｲﾉｳｴ ｺｺﾛ 城山中学校 滋賀県 0:12:46
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151 522 髙藤　優羽 ﾀｶﾌｼﾞ ﾋﾛﾊ 前橋市立第七中学校 群馬県 0:12:48

152 537 能登　美咲 ﾉﾄ ﾐｻｷ 城山中学校 富山県 0:12:50

153 439 中村　悠希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:12:51

154 455 山城　萌葵 ﾔﾏｼﾛ ﾓｴｷﾞ 今帰仁中学校 沖縄県 0:12:51

155 465 飯野　由布 ｲｲﾉ ﾕｳ 池田中学校 大阪府 0:12:53

156 416 佐伯　遥菜 ｻｴｷ ﾊﾙﾅ 雄山中学校 富山県 0:12:55

157 575 長谷川　彩羽 ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾛﾊ 京都市立桂中学校 京都府 0:12:56

158 526 清水　穂音香 ｼﾐｽﾞ ﾎﾉｶ 前橋市立第七中学校 群馬県 0:13:02

159 515 森本　椛帆 ﾓﾘﾓﾄ ｶﾎ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:13:04

160 447 石橋　未愛 ｲｼﾊﾞｼ ﾐｱ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:13:08

161 440 藤川　優月 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 聖徳中学校 滋賀県 0:13:10

162 469 吉福　麻央 ﾖｼﾌｸ ﾏｵ 池田中学校 大阪府 0:13:13

163 540 羽生　彩七 ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 高陵中学校 長野県 0:13:15

164 588 石井　佑采 ｲｼｲ ﾕｽﾞ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:13:18

165 572 中村　郁乃 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾉ 栗東西中学校 滋賀県 0:13:21

166 581 中川　芽唯 ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:13:25

167 487 前田　穂乃花 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 立命館守山中学校 京都府 0:13:27

168 425 金森　絢風 ｶﾈﾓﾘ ｱﾔｶ 芳泉中学校 岡山県 0:13:34

169 582 西村　美夏 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅﾂ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:13:37

170 535 呉羽　珠季 ｸﾚﾊ ﾀﾏｷ 麗澤瑞浪中学校 岐阜県 0:13:44

171 513 石田　明莉 ｲｼﾀﾞ ｱｶﾘ 岡崎ＲＣ 京都府 0:13:46

172 489 前原　菜乃花 ﾏｴﾊﾗ ﾅﾉｶ 立命館守山中学校 兵庫県 0:13:57

173 570 鈴木　桃香 ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ ＳＴＦＣ 静岡県 0:14:12

174 472 福田　美月 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 船岡中学校 滋賀県 0:14:46

175 441 梅原　美乃 ｳﾒﾊﾗ ﾖｼﾉ 聖徳中学校 滋賀県 0:14:57

176 424 安藤　朝咲 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｻ 芳泉中学校 岡山県 0:15:07

177 471 古野　花恋 ﾌﾙﾉ ｶﾚﾝ 船岡中学校 滋賀県 0:15:24


