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１０ｋｍ陸連登録の部女子
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 カ ナ 所属クラブ 記 録

1 14008 信櫻 空 ｼﾉｻﾞｸﾗ ｿﾗ 川崎市立橘高校 0:34:14
2 14007 下里 芽依 ｼﾓｻﾞﾄ ﾒｲ 白鵬女子高等学校 0:34:39
3 14015 金子 陽向 ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ 川崎市立橘高等学校 0:34:47
4 14019 五日市 莉歩 ｲﾂｶｲﾁ ﾘﾎ 立教大学 0:34:53
5 14001 村田 楓佳 ﾑﾗﾀ ﾌｳｶ 白鵬女子高等学校 0:35:36
6 14009 前田 梅香 ﾏｴﾀﾞ ｳﾒｶ 立教大学 0:35:44
7 14013 井上 明南 ｲﾉｳｴ ｱｷﾅ 川崎市立橘高校 0:36:03
8 14012 満谷 咲子 ﾐﾂﾀﾆ ｻｷｺ 川崎市立橘高校 0:36:08
9 14014 吉田 凜 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ 川崎市立橘高校 0:36:28

10 14003 梶原 真由 ｶｼﾞﾜﾗ ﾏﾕ 白鵬女子高等学校 0:36:45
11 14021 伊藤 南美 ｲﾄｳ ﾅﾐ 川崎市立橘高校 0:36:46
12 14002 吉元 愛莉 ﾖｼﾓﾄ ｱｲﾘ 白鵬女子高等学校 0:37:32
13 14018 阿久津 有加 ｱｸﾂ ﾅｵｶ ラフィネグループ陸上部0:37:49
14 14023 坂手 結香 ｻｶﾃ ﾕｲｶ 川崎市立橘 0:38:04
15 14028 熊澤 美夢 ｸﾏｻﾞﾜ ﾐﾕ 川崎市立橘 0:38:26
16 14022 平賀 祥子 ﾋﾗｶﾞ ｼｮｳｺ 立教大学 0:38:29
17 14016 鈴木 梨々亜 ｽｽﾞｷ ﾘﾘｱ 都南平高 0:38:32
18 14004 山本 莉子 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｺ 白鵬女子高等学校 0:38:42
19 14026 小川 夕希 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ ラフィネグループ 0:39:27
20 14027 細谷 美鈴 ﾎｿﾔ ﾐｽｽﾞ 川崎市立橘高等学校 0:39:45
21 14025 小幡 美貴 ｵﾊﾞﾀ ﾐｷ 立教大学 0:39:50
22 14033 小田島 侑美 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｷﾐ 立教大学 0:40:28
23 14006 瀧口 奈々 ﾀｷｸﾞﾁ ﾅﾅ 白鵬女子高等学校 0:40:59
24 14052 巻島 希咲 ﾏｷｼﾏ ｷｻ 神奈川県立霧が丘高校陸上競技部0:41:07
25 14030 小川 まり子 ｵｶﾞﾜ ﾏﾘｺ 0:41:16
26 14031 坂本 美奈 ｻｶﾓﾄ ﾐﾅ 0:42:35
27 14038 石井 あかね ｲｼｲ ｱｶﾈ 都南平高 0:43:32
28 14035 浅野 貴子 ｱｻﾉ ﾀｶｺ 0:43:56
29 14037 猪瀬 順子 ｲﾉｾ ｼﾞｭﾝｺ 0:44:01
30 14041 中高 ひろみ ﾅｶﾀｶ ﾋﾛﾐ 0:44:01
31 14042 中原 久代 ﾅｶﾊﾗ ﾋｻﾖ 0:47:48
32 14040 丸山 美海 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｳ 横浜翠陵 0:48:28
33 14044 下重 貴子 ｼﾓｼｹﾞ ﾀｶｺ 0:48:28
34 14039 土屋 京子 ﾂﾁﾔ ｷｮｳｺ 多摩川走遊会 0:48:28
35 14043 石原 綾子 ｲｼﾊﾗ ｱﾔｺ 0:48:36
36 14055 有福 愛 ｱﾘﾌｸ ｱｲ 島原市陸上競技協会 0:48:45
37 14045 村田 博美 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾐ 座間市陸協 0:50:08
38 14036 小林 志乃 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾉ 0:50:29
39 14050 高木 暁子 ﾀｶｷﾞ ｱｷｺ 0:52:01
40 14054 古屋 華子 ﾌﾙﾔ ﾊﾅｺ 翠陵 0:54:19
41 14046 小嶋 芙奈 ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾅ 都南平高 0:54:25
42 14047 半田 智美 ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾓﾐ 横浜市陸上競技協会 0:55:38
43 14048 山内 やよい ﾔﾏﾉｳﾁ ﾔﾖｲ 神奈川Ｍ 0:56:18
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