
スタートリスト

第６回滋賀陸協記録会中学の部[22253306] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

　共通男子3000m 決勝 10/22 10:20 

〈〈 決勝 〉〉 (5-0+0)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 4433
モリチ　シュウト コウセイキタチュウ

[10:10.00] 1 4453
タケウチ　リュウノシン コウセイキタチュウ

[10:30.00]

森地　脩翔(3) 甲西北中 竹内　龍ノ心(3) 甲西北中

2 3160
アタラシ　ユウト ヤスチュウ

[10:12.86] 2 3433
タナカ　アサヒ ミナクチチュウ

[10:40.12]

新　悠翔(2) 野洲中 田中　旦陽(3) 水口中

3 2233
ナカムラ　リツ シガチュウ

[10:10.00] 3 3144
ヨシダ　ソウ ヤスチュウ

[10:31.00]

中村　律(1) 志賀中 吉田　空央(3) 野洲中

4 3446
オオクボ　ショウヘイ ミナクチチュウ

[9:55.00] 4 8738
コバヤシ　ナルアキ モリヤマミナミチュウ

[10:36.5]
大久保　翔平(2) 水口中 小林　成晃(2) 守山南中

5 3665
カワイ　ヨシユキ ツチヤマチュウ

[10:00.00] 5 348
フクモト　ケイゴ ウチデチュウ

[10:31.68]

河合　芳倖(3) 土山中 福本　圭悟(2) 打出中

6 3412
イシカワ　カイキ ミナクチチュウ

[9:54.90] 6 3157
カワバタ　タケハル ヤスチュウ

[10:40.00]

石川　海輝(3) 水口中 川端　大晴(2) 野洲中

7 10211
サカイ　ユウタ アケトミチュウ

[10:00.00] 7 8725
ハラダ　ユウタ モリヤマミナミチュウ

[10:34.02]

酒井　悠汰(3) 明富中 原田　雄太(3) 守山南中

8 10218
タカハシ　ルキ アケトミチュウ

[10:14.19] 8 3520
ワタモト　タケトラ シロヤマチュウ

[10:35.23]

髙橋　琉希(2) 明富中 綿本　猛虎(2) 城山中

9 2034
イシバシ　タケチ セイトク

[9:53.67] 9 3447
タシロ　アヤト ミナクチチュウ

[10:30.00]

石橋　高市(3) 聖徳中 田代　恵土(2) 水口中

10 2857
ノセ　リョウケン イチリツモリヤマチュウ

[9:52.50] 10 3570
オガワ　コウヘイ シロヤマチュウ

[10:30.00]

能瀬　亮賢(2) 市立守山中 小川　皓平(3) 城山中

11 3918
ナカノ　ヨイチ シガラキチュウ

[9:57.11] 11 10814
オクダ　リンタロウ ミナクチヒガシチュウ

[10:16.17]
中野　誉一(2) 信楽中 奥田　凛太郎(2) 水口東中

12 3916
イマイ　ユウキ シガラキチュウ

[9:19.65] 12 2009
カトウ　ハル セイトク

[10:15.49]

今井　悠貴(2) 信楽中 加藤　陽(2) 聖徳中

13 3419
ニシハラ　リク ミナクチチュウ

[9:20.90] 13 3414
カミムラ　ケンシン ミナクチチュウ

[10:16.89]

西原　陸(3) 水口中 上村　謙心(3) 水口中

14 2048
ワカサ　ソウタ セイトク

[9:26.05] 14 10841
アサノ　ユウト ミナクチヒガシチュウ

[10:15.00]

若狭　奏汰(3) 聖徳中 浅野　結大(3) 水口東中

15 9633
タニ　リュウセイ セタキタチュウ

[9:24.57] 15 9043
ナカオ　リョウスケ カラサキチュウ

[10:20.72]

谷　隆誠(2) 瀬田北中 中尾　瞭佑(1) 唐崎中

16 3726
ナカジマ　ハルト コウカチュウ

[9:47.34] 16 9040
ゴトウ　ユズキ カラサキチュウ

[10:20.00]

中嶋　悠翔(2) 甲賀中 後藤　柚輝(1) 唐崎中

17 3701
イノウエ　コウスケ コウカチュウ

[9:34.60] 17 3112
ワダ　ナオト ヤスチュウ

[10:19.00]

井上　功介(3) 甲賀中 和田　直人(3) 野洲中

18 10240
イセムラ　ヒロト アケトミチュウ

[9:30.00] 18 3515
タカハシ　キョウスケ シロヤマチュウ

[10:28.64]

伊勢村　優斗(1) 明富中 髙橋　恭祐(2) 城山中

19 10801
ニシノ　ユウヒ ミナクチヒガシチュウ

[9:50.00] 19 10824
ハタイ　カイト ミナクチヒガシチュウ

[10:27.99]

西野　佑飛(3) 水口東中 畑井　海翔(1) 水口東中

20 3420
マツヤマ　リョウスケ ミナクチチュウ

[9:46.60] 20 418
オオバヤシ　リンタロウ アワヅチュウ

[10:20.00]

松山　遼祐(3) 水口中 大林　凛太郎(1) 粟津中

21 7545
ウエノ　ユウト タカホチュウ

[9:29.34] 21 3734
フクイ　シオン コウカチュウ

[10:25.42]

上野　佑斗(3) 高穂中 福井　心温(2) 甲賀中

22 3702
オオジ　サクト コウカチュウ

[9:52.06] 22 2862
イシハラ　コウキ イチリツモリヤマチュウ

[10:21.52]

大治　咲仁(3) 甲賀中 石原　向規(1) 市立守山中

23 443
ヤマモト　ヒイロ アワヅチュウ

[9:50.00] 23 10260
ホンジョウ　リツヤ アケトミチュウ

[10:25.00]

山本　秀路(2) 粟津中 本城　律弥(2) 明富中

24 10815
ニシムラ　ユウヤ ミナクチヒガシチュウ

[9:50.00] 24 9044
ナカオ　シュンスケ カラサキチュウ

[10:20.72]

西村　悠也(2) 水口東中 中尾　駿佑(1) 唐崎中

25 3507
イワイ　タツキ シロヤマチュウ

[9:26.72]
岩井　樹(3) 城山中

リスト出力日時： 2022/10/15 11:51:02

第６回滋賀陸協記録会中学の部



スタートリスト

第６回滋賀陸協記録会中学の部[22253306] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

　共通男子3000m
〈〈 決勝 〉〉 (5-0+0)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3466
ヤマモト　タイジュ ミナクチチュウ

[11:30.00] 1 5633
キタガワ　ユイト コウラチュウ

山本　大樹(1) 水口中 北川　結仁(1) 甲良中

2 10214
キタワキ　タクミ アケトミチュウ

[11:33.01] 2 5634
ハザマ　クニア コウラチュウ

北脇　匠(2) 明富中 陌間　國愛(1) 甲良中

3 4456
オクダ　ユキト コウセイキタチュウ

[11:30.00] 3 5630
バンドウ　カエデ コウラチュウ

奥田　倖登(2) 甲西北中 阪東　楓(2) 甲良中

4 7508
タナカ　ケイタ タカホチュウ

[11:42.45] 4 9210
ナカノ　オトヤ オイカミチュウ

[14:30.30]
田中　慧太(1) 高穂中 中野　音也(1) 老上中

5 4449
ナカノ　ユイト コウセイキタチュウ

[11:30.00] 5 5636
ヤマダ　レノン コウラチュウ

中野　結大(3) 甲西北中 山田　羚暢(1) 甲良中

6 3113
ナガタ　モトキ ヤスチュウ

[11:16.00] 6 5635
マスダ　バンリ コウラチュウ

永田　元輝(3) 野洲中 増田　絆里(1) 甲良中

7 3165
タカオ　コウタロウ ヤスチュウ

[11:37.00] 7 9209
サクライ　ダイキ オイカミチュウ

[12:30.90]
高尾　紘太郎(2) 野洲中 櫻井　大貴(1) 老上中

8 10823
タニ　ナオユキ ミナクチヒガシチュウ

[11:15.00] 8 5637
ヤマモト　ショウタ コウラチュウ

[13:38.69]
谷　直幸(1) 水口東中 山本　聖太(1) 甲良中

9 2422
オオニシ　タカヒコ マツバラ

[11:11.52] 9 3105
フセ　ハルキ ヤスチュウ

[12:33.00]
大西　孝彦(3) 松原中 布施　陽基(1) 野洲中

10 10216
ゴウマ　ソウスケ アケトミチュウ

[11:33.02] 10 5632
オオノ　ユウト コウラチュウ

郷間　宗介(2) 明富中 大野　悠翔(1) 甲良中

11 3914
スズキ　ユタカ シガラキチュウ

[10:45.00] 11 10418
イトウ　ユウジロウ オオギチュウ

[11:50.00]
鈴木　佑岳(2) 信楽中 伊藤　優志郎(1) 仰木中

12 10821
イマイ　ヒロト ミナクチヒガシチュウ

[10:45.00] 12 2530
シミズ　ユウト セタチュウ

[11:53.59]
今井　洋翔(1) 水口東中 清水　雄斗(2) 瀬田中

13 10510
ツガ　ショウタ アオヤマチュウ

[10:41.09] 13 10406
ナイトウ　コウヨウ オオギチュウ

[11:43.46]
津賀　翔太(2) 青山中 内藤　航洋(2) 仰木中

14 10219
テラタニ　ケンゴ アケトミチュウ

[10:45.08] 14 3164
ウノ　テルキ ヤスチュウ

[11:43.76]
寺谷　絢吾(2) 明富中 宇野　瑛生(2) 野洲中

15 3151
ワダ　タクト ヤスチュウ

[10:57.00] 15 2017
キタムラ　アイスケ セイトク

[12:19.43]
和田　拓人(3) 野洲中 北村　愛介(1) 聖徳中

16 11006
フジタ　レオ リツメイカンモリヤマチュウ

[11:00.00] 16 10507
イシヅカ　オウスケ アオヤマチュウ

[12:00.00]
藤田　礼央(2) 立命館守山中 石塚　凰介(2) 青山中

17 9287
ヤマモト　ユウタ オイカミチュウ

[10:56.26] 17 2545
コヤマ　タカ セタチュウ

[12:21.74]
山元　優太(2) 老上中 小山　鷹(1) 瀬田中

18 2533
ワダ　ユウガ セタチュウ

[11:03.06] 18 3450
ナカジマ　ハル ミナクチチュウ

[12:30.00]
和田　悠冴(2) 瀬田中 中島　把琉(2) 水口中

19 2531
スエノブ　サクタロウ セタチュウ

[11:10.85] 19 3463
イワクニ　トモ ミナクチチュウ

[12:00.00]
末信　朔太郎(2) 瀬田中 岩國　智(1) 水口中

20 2241
ホリコシ　アツキ シガチュウ

[11:00.00] 20 3453
サワダ　ナツキ ミナクチチュウ

[12:00.00]
堀越　温貴(1) 志賀中 澤田　夏樹(1) 水口中

21 3863
ニシダ　イッセイ コウナンチュウ

[11:00.00] 21 9213
ハセガワ　コウダイ オイカミチュウ

[12:19.42]
西田　一惺(1) 甲南中 長谷川　晃大(1) 老上中

22 3547
フクダ　ケンシロウ シロヤマチュウ

[11:00.00] 22 3439
ハヤシダ　ホヅミ ミナクチチュウ

[12:00.00]
福田　賢志朗(1) 城山中 林田　歩積(2) 水口中

23 3654
マツオカ　カナタ ツチヤマチュウ

[11:00.00] 23 3442
アキモト　サトシ ミナクチチュウ

[12:00.00]
松岡　奏空(2) 土山中 秋本　悟志(2) 水口中

24 2439
バンバ　イッサ マツバラ

[10:51.60] 24 3159
タナカ　リュウノスケ ヤスチュウ

[12:23.00]
馬場　一幸(2) 松原中 田中　柳之介(2) 野洲中

リスト出力日時： 2022/10/15 11:51:02

第６回滋賀陸協記録会中学の部



スタートリスト

第６回滋賀陸協記録会中学の部[22253306] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

　共通男子3000m
〈〈 決勝 〉〉 (5-0+0)

5組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 2016
ニシボリ　ショウノスケ セイトク

西堀　昇之介(1) 聖徳中

2 2051
ワタナベ　アキモリ セイトク

渡邊　亮守(3) 聖徳中

3 7516
ベッショ　タクマ タカホチュウ

別所　拓馬(1) 高穂中

4 7501
コジマ　ソラ タカホチュウ

小島　蒼空(1) 高穂中

5 2436
バンバ　ソウタロウ マツバラ

馬場　颯太朗(2) 松原中

6 7510
マエダ　アツキ タカホチュウ

前田　篤紀(1) 高穂中

7 7567
ハセ　ミナト タカホチュウ

長谷　源(1) 高穂中

8 2046
ツツミ　コウセイ セイトク

堤　煌聖(3) 聖徳中

9 2412
テラザワ　ケイスケ マツバラ

寺澤　佳佑(1) 松原中

10 2049
カトウ　マサヤス セイトク

加藤　正康(3) 聖徳中

11 10352
カバヤマ　シュンタロウ タマガワチュウ

樺山　舜太朗(2) 玉川中

12 10353
ナカムラ　ユウガ タマガワチュウ

中村　悠雅(2) 玉川中

13 10374
ツタウラ　リョウ タマガワチュウ

蔦浦　遼(1) 玉川中

14 2543
フルタ　イオリ セタチュウ

古田　維織(1) 瀬田中

15 10375
ハタナカ　ナツキ タマガワチュウ

畠中　夏希(1) 玉川中

16 10377
イチイ　サカキ タマガワチュウ

市井　榊(1) 玉川中

17 2405
ヨシダ　ハルヤ マツバラ

吉田　遥弥(1) 松原中

18 10376
ヤマシタ　ハルト タマガワチュウ

山下　悠斗(1) 玉川中

19 10378
ユアサ　ソウタ タマガワチュウ

湯浅　創太(1) 玉川中

20 2410
ヤマグチ　ハヤト マツバラ

山口　隼和(1) 松原中

21 10379
シミズ　トモキ タマガワチュウ

清水　友稀(1) 玉川中

22 2408
ヨコエ　ソウタ マツバラ

横江　蒼大(1) 松原中

23 2402
コニシ　ルイ マツバラ

小西　琉唯(1) 松原中

24 9216
フジムラ　ケンタ オイカミチュウ

藤村　健太(1) 老上中

リスト出力日時： 2022/10/15 11:51:02

第６回滋賀陸協記録会中学の部



スタートリスト

第６回滋賀陸協記録会中学の部[22253306] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

　共通女子1500m 決勝 10/22  9:30 

〈〈 決勝 〉〉 (4-0+0)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3718
シノハラ　チサメ コウカチュウ

[5:40.00] 1 3415
ニシムラ　アヤサ ミナクチチュウ

[5:52.70]
篠原　千雨(3) 甲賀中 西村　彩沙(1) 水口中

2 10827
クボ　ユウカ ミナクチヒガシチュウ

[5:40.00] 2 3482
アカオ　メグミ ミナクチチュウ

[5:52.53]
久保　友香(1) 水口東中 赤尾　愛(3) 水口中

3 2203
ミヤケ　ノノカ シガチュウ

[5:33.57] 3 4439
モチヅキ　ナホ コウセイキタチュウ

[5:52.21]
三宅　野々花(3) 志賀中 望月　菜穂(3) 甲西北中

4 3722
オオガミ　サヨ コウカチュウ

[5:40.00] 4 10802
イノクチ　マイミ ミナクチヒガシチュウ

[5:55.00]
大神　小夜(3) 甲賀中 井口　舞美(3) 水口東中

5 3725
ユルリ　アサミ コウカチュウ

[5:40.00] 5 3491
トリモト　カノ ミナクチチュウ

[5:52.50]
緩利　元美(3) 甲賀中 鳥本　華希(3) 水口中

6 3494
スオウ　サキ ミナクチチュウ

[5:37.80] 6 3476
ミヤジ　キナ ミナクチチュウ

[5:52.00]
周防　咲希(2) 水口中 宮路　樹奈(3) 水口中

7 3727
ワタナベ　ユズキ コウカチュウ

[5:40.00] 7 3416
マツヤマ　ミホ ミナクチチュウ

[5:55.00]
渡邊　柚希(2) 甲賀中 松山　未歩(1) 水口中

8 4450
イサイ　シオリ コウセイキタチュウ

[5:40.00] 8 10807
ミツイ　リカ ミナクチヒガシチュウ

[5:51.54]
委細　汐里(2) 甲西北中 三井　梨花(3) 水口東中

9 10334
スギトウ　モモコ タマガワチュウ

[5:24.10] 9 4454
オクムラ　ミナリン コウセイキタチュウ

[5:44.16]
杉藤　百倖(1) 玉川中 奥村　未艶凜(1) 甲西北中

10 3711
カワイ　ユメノ コウカチュウ

[5:20.00] 10 3551
タナカ　リホ シロヤマチュウ

[5:40.44]
河合　夢乃(3) 甲賀中 田中　莉帆(2) 城山中

11 3903
キクチ　オウカ シガラキチュウ

[5:05.54] 11 2543
アオヤマ　ルネ セタチュウ

[5:41.80]
菊地　桜香(1) 信楽中 青山　流音(2) 瀬田中

12 2834
マキノ　チサ イチリツモリヤマチュウ

[5:11.60] 12 9210
ナカタ　ユイカ オイカミチュウ

[5:43.73]
牧野　智彩(1) 市立守山中 中田　裕衣可(2) 老上中

13 4449
ハヤシダ　アン コウセイキタチュウ

[5:30.00] 13 8720
フクタ　ユナ モリヤマミナミチュウ

[5:50.00]
林田　杏(2) 甲西北中 福田　悠菜(3) 守山南中

14 3411
タナカ　アオイ ミナクチチュウ

[5:30.00] 14 3422
ナガタニ　カエデ ミナクチチュウ

[5:50.00]
田中　葵(1) 水口中 永谷　楓(1) 水口中

15 3475
タホリ　エマ ミナクチチュウ

[5:25.00] 15 3550
ヤマナカ　カノ シロヤマチュウ

[5:50.48]
田堀　笑茉(3) 水口中 山中　香乃(2) 城山中

16 8733
メハタ　マイ モリヤマミナミチュウ

[5:28.80] 16 3497
ツチダ　マナ ミナクチチュウ

[5:50.00]
目秦　舞衣(2) 守山南中 土田　愛那(2) 水口中

17 4447
タナカ　アンリ コウセイキタチュウ

[5:26.23] 17 350
オグラ　チヒロ ウチデチュウ

[5:50.92]
田中　杏莉(2) 甲西北中 椋　千裕(1) 打出中

18 8702
イオハラ　カエデ モリヤマミナミチュウ

[5:30.00] 18 10825
アサノ　ナオ ミナクチヒガシチュウ

[5:50.00]
庵原　楓(1) 守山南中 浅野　七音(1) 水口東中

19 4448
ニシカワ　リコ コウセイキタチュウ

[5:25.00] 19 3401
イチダ　ナギサ ミナクチチュウ

[5:51.54]
西川　理子(2) 甲西北中 市田　凪沙(2) 水口中

リスト出力日時： 2022/10/15 11:50:53

第６回滋賀陸協記録会中学の部



スタートリスト

第６回滋賀陸協記録会中学の部[22253306] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

　共通女子1500m
〈〈 決勝 〉〉 (4-0+0)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3418
フジタ　サワ ミナクチチュウ

[6:34.12] 1 2440
クロカワ　ユナ マツバラ

藤田　幸芭(1) 水口中 黒川　優奈(1) 松原中

2 3413
カワギシ　アンネ ミナクチチュウ

[6:27.79] 2 7501
ヨシミ　サキ タカホチュウ

川岸　杏寧(1) 水口中 吉見　沙樹(3) 高穂中

3 10593
アゴウ　センジュ アオヤマチュウ

[7:00.00] 3 2441
ソノダ　ナノ マツバラ

吾郷　千寿(1) 青山中 園田　菜乃(1) 松原中

4 9248
ヤマモト　アヤネ オイカミチュウ

[6:39.62] 4 7543
ヒョウドウ　ユナ タカホチュウ

山元　彩音(1) 老上中 兵等　結南(3) 高穂中

5 3867
イケダ　フウカ コウナンチュウ

[6:44.12] 5 1716
ウチクボ　アオ ハチマンニシチュウ

池田　楓花(2) 甲南中 内久保　愛生(1) 八幡西中

6 10589
フジキ　ナオ アオヤマチュウ

[7:00.00] 6 2437
サヤマ　シズク マツバラ

藤木　奈緒(1) 青山中 佐山　雫(1) 松原中

7 3534
オカモト　リセ シロヤマチュウ

[6:16.23] 7 1721
シミズ　モモカ ハチマンニシチュウ

岡本　凜星(1) 城山中 清水　桃花(1) 八幡西中

8 2552
ウエダ　マオ セタチュウ

[6:29.95] 8 10314
オクムラ　ミコ タマガワチュウ

上田　麻央(1) 瀬田中 奥村　美湖(2) 玉川中

9 10826
キタヤマ　レイナ ミナクチヒガシチュウ

[6:00.00] 9 2555
フルカワ　アユミ セタチュウ

北山　玲奏(1) 水口東中 古川　歩(1) 瀬田中

10 3404
キムラ　アヤメ ミナクチチュウ

[6:00.00] 10 2227
イワサキ　リホ シガチュウ

木村　彩夢(2) 水口中 岩﨑　俐歩(1) 志賀中

11 10585
ヤナギハラ　シホ アオヤマチュウ

[5:55.31] 11 2222
コマイ　サナ シガチュウ

柳原　志保(2) 青山中 駒井　紗奈(2) 志賀中

12 10819
ヤマザキ　チヒロ ミナクチヒガシチュウ

[5:55.00] 12 10331
サヤマ　マコ タマガワチュウ

山﨑　千尋(2) 水口東中 佐山　まこ(1) 玉川中

13 10598
ウエダ　アヤナ アオヤマチュウ

[6:10.00] 13 10332
ミヤワキ　エミリ タマガワチュウ

上田　絢奈(1) 青山中 宮脇　笑理(1) 玉川中

14 4442
オオドイ　ココナ コウセイキタチュウ

[6:05.79] 14 3877
マツムラ　ユイカ コウナンチュウ

大土井　心花(3) 甲西北中 松村　結華(1) 甲南中

15 10599
サンノ　ヒロミ アオヤマチュウ

[6:08.23] 15 10333
オオタ　ソラ タマガワチュウ

三野　広美(1) 青山中 太田　蒼來(1) 玉川中

16 10588
カワイ　シノ アオヤマチュウ

[6:10.00] 16 10315
ナカイ　ハルノ タマガワチュウ

河合　志野(1) 青山中 中井　晴乃(2) 玉川中

17 10828
サイトウ　ハナノ ミナクチヒガシチュウ

[6:00.00] 17 3879
モリモト　シズク コウナンチュウ

齋藤　花野(1) 水口東中 森本　詩雫(1) 甲南中

18 10830
トモト　ノア ミナクチヒガシチュウ

[6:00.00] 18 4901
ナカムラ　ヒア ノトガワチュウ

戸本　乃愛(1) 水口東中 中村　向葵(1) 能登川中

19 3546
ナカガワ　レナ シロヤマチュウ

[6:08.12]
中川　麗菜(3) 城山中

リスト出力日時： 2022/10/15 11:50:53

第６回滋賀陸協記録会中学の部



スタートリスト

第６回滋賀陸協記録会中学の部[22253306] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

　共通女子3000m 決勝 10/22 10:05 

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3865
ヨコフジ　クオン コウナンチュウ

[12:15.00]

横藤　空音(2) 甲南中

2 7504
ナカムラ　マキ タカホチュウ

中村　真希(2) 高穂中

3 3875
ミヨシ　ユズハ コウナンチュウ

三好　柚花(1) 甲南中

4 10820
ワタナベ　ユアン ミナクチヒガシチュウ

[11:40.00]

渡邊　柚安(2) 水口東中

5 2022
クニエダ　ニコナ セイトク

国枝　にこ奈(2) 聖徳中

6 4907
カツマ　チサ ノトガワチュウ

勝間　千瑳(1) 能登川中

7 3861
アミヂ　ミク コウナンチュウ

[12:00.00]

網治　美空(3) 甲南中

8 11014
ナカジマ　ユリカ リツメイカンモリヤマチュウ

中島　優里花(3) 立命館守山中

9 4451
フクモト　マイ コウセイキタチュウ

[10:20.00]

福本　真生(2) 甲西北中

10 425
フジタ　ルリ アワヅチュウ

[10:50.00]

藤田　琉里(1) 粟津中

11 3703
オオジ　ソラ コウカチュウ

[10:59.00]

大治　空楽(1) 甲賀中

12 10809
ヤマザキ　カナウ ミナクチヒガシチュウ

[10:45.00]

山﨑　叶(3) 水口東中

13 3705
カタヤ　ヒナ コウカチュウ

[10:59.00]

片矢　陽菜(3) 甲賀中

14 2202
イトウ　カエデ シガチュウ

[11:00.00]

伊藤　楓(3) 志賀中

15 3682
ワタナベ　マコ ツチヤマチュウ

[11:30.00]

渡邉　まこ(2) 土山中

16 10803
オガワ　ユイ ミナクチヒガシチュウ

[11:22.95]

小川　由衣(3) 水口東中

17 10805
ナカジマ　スミレ ミナクチヒガシチュウ

[11:25.00]

中島　純鈴(3) 水口東中

18 4457
イジチ　アヤ コウセイキタチュウ

[11:00.00]

伊地智　彩(1) 甲西北中

19 3704
オガワ　サキ コウカチュウ

[10:59.00]

小川　紗希(1) 甲賀中

20 8735
イシダ　サワ モリヤマミナミチュウ

[10:59.00]

石田　紗和(2) 守山南中

リスト出力日時： 2022/10/15 11:50:59

第６回滋賀陸協記録会中学の部


