
第40回全日本競歩能美大会　【中学女子3kmW】

ナンバーカード 氏名 フリガナ 地区 所属 学年

401 稲川　夏希 イナガワ　ナツキ 東京 学習院女子中等科 2 3000mW 0゜16′48″

402 中元　里央 ナカモト　リオ 石川 金沢市立泉中学校 2 3000mW 0゜18′21″

403 上迫　のどか ウエサコ　ノドカ 広島 福山暁の星女子中学校 3 3000mW 0゜18′26″

404 西田　想来 ニシダ　ソラ 長崎 諫早市立諫早中学校 2 3000mW 0゜18′48″

405 野田　朱梨 ノダ　シュリ 石川 白山市立北辰中学校 2 3000mW 0゜19′16″

406 田代　舞衣 タシロ　マイ 長崎 佐世保市立清水中学校 3 3000mW 0゜19′52″

407 川部　寿々実 カワベ　スズミ 岐阜 岐阜市立境川中学校 3 3000mW 0゜22′49″

408 近本　春菜 チカモト　ハルナ 石川 金沢市立港中学校 2

409 淺井　颯来 アサイ　ソラ 岐阜 笠松町立笠松中学校 2

410 伊藤　夕佳 イトウ　ユウカ 岐阜 笠松町立笠松中学校 2

411 箕浦　有海 ミノウラ　アミ 岐阜 笠松町立笠松中学校 2

412 村山　唯 ムラヤマ　ユイ 石川 志賀町立志賀中学校 3

413 長坂　緑子 ナガサカ　リコ 石川 金沢市立紫錦台中学校 2

414 和田　歩美 ワダ　アユミ 石川 七尾市田鶴浜中学校 3

415 平澤　優佳 ヒラサワ　ユカ 長野 中川町立中川中学校 3

416 瀧ヶ平　莉奈 タキガヒラ　リナ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 2

417 棚瀨　優奈 タナセ　ユウナ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 2

418 平林　みのり ヒラバヤシ　ミノリ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 2

419 山田　鮎奈 ヤマダ　アユナ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 2

420 西浦　杏音 ニシウラ　アノン 岐阜 岐阜市立岐北中学校 2

421 磯貝　璃沙 イソガイ　リサ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 2

422 井波　千優 イナミ　チヒロ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 2

423 倉　明日香 クラ　アスカ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 2

424 大野　萌子 オオノ　モエコ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 2

425 中井　朱里 ナカイ　シュリ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 2

426 神山　桃花 コウヤマ　モモカ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 1

427 伊藤　楓香 イトウ　フウカ 岐阜 岐阜市立島中学校 2

428 北洞　舞花 キタホラ　マイカ 岐阜 岐阜市立島中学校 2

429 山本　舞依 ヤマモト　マイ 石川 加賀市立山中中学校 3

430 伊勢　瑠里乃 イセ　ルリノ 石川 加賀市立山中中学校 1

431 桝井　優花 マスイ　ユウカ 石川 小松市立松東中学校 1

432 一松　里香 イチマツ　リカ 石川 小松市立松東中学校 1

433 吉田　妃晶 ヨシタ　ヒカル 石川 小松市立松東中学校 1

434 炭谷　綺乃 スミタニ　キノ 石川 能美市立辰口中学校 2

435 太田　愛佑子 オオタ　アユコ 石川 能美市立辰口中学校 1

436 橋爪　咲希 ハシヅメ　サキ 石川 能美市立辰口中学校 1

437 安田　日菜子 ヤスタ　ヒナコ 石川 能美市立辰口中学校 1

438 矢田　美歩 ヤタ　ミホ 石川 能美市立辰口中学校 1

439 中嶋　萌花 ナカジマ　モエカ 石川 能美市立辰口中学校 1

440 南戸　愛海 ナント　マナミ 石川 能美市立辰口中学校 1

441 家　菜々子 イエ　ナナコ 石川 能美市立辰口中学校 1

442 黒川　聖女 クロカワ　セナ 石川 能美市立辰口中学校 1

443 小川　沙希 オガワ　サキ 岐阜 岐阜市立境川中学校 3

444 長縄　真菜 ナガナワ　マナ 岐阜 岐阜市立境川中学校 2

445 松尾　涼那 マツオ　スズナ 岐阜 岐阜市立境川中学校 2

446 加藤　愛梨 カトウ　アイリ 岐阜 岐阜市立境川中学校 1

447 千葉　日花里 チバ　ヒカリ 岐阜 岐阜市立境川中学校 1

448 佐竹　美優 サタケ　ミユ 岐阜 岐阜市立境川中学校 1

449 桑坪　彩衣 クワツボ　アイ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 2

450 汲田　世梨 クミタ　セリ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 1

451 石原　楓 イシハラ　カエデ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 1

452 澤井　花 サワイ　ハナ 石川 中能登町立中能登中学校 1

453 長谷川　理歩 ハセガワ　リホ 石川 中能登町立中能登中学校 1

454 西　希望 ニシ　ノゾミ 石川 中能登町立中能登中学校 2

455 西　未来 ニシ　ミク 石川 中能登町立中能登中学校 2

資格記録



456 寺前　やよい テラマエ　ヤヨイ 石川 中能登町立中能登中学校 2

457 本吉　那帆 モトヨシ　ナホ 石川 中能登町立中能登中学校 2

458 泉　怜奈 イズミ　レナ 石川 能美市立根上中学校 2

459 北村　千尋 キタムラ　チヒロ 石川 能美市立根上中学校 2

460 谷　汐織 タニ　シオリ 石川 能美市立根上中学校 2

461 水上　結貴 ミズカミ　ユキ 石川 能美市立根上中学校 2

462 穴田　祐里香 アナダ　ユリカ 石川 能美市立根上中学校 2

463 高畑　愛菜 タカバタ　アイナ 石川 能美市立根上中学校 2

464 山本　日和 ヤマモト　ヒヨリ 石川 能美市立根上中学校 2

465 川畠　萌生 カワバタ　メイ 石川 能美市立根上中学校 2

466 樋口　成美 ヒグチ　ナルミ 石川 能美市立根上中学校 2

467 木原　莉彩 キハラ　リサ 石川 能美市立根上中学校 2

468 粟木　乃有 アワキ　ノア 石川 能美市立根上中学校 1

469 小滝　未空 オダキ　ミク 石川 能美市立根上中学校 1

470 福田　爽 フクダ　ソウ 石川 能美市立根上中学校 1

471 黒田　遥 クロダ　ハルカ 石川 金沢市立西南部中学校 2

472 田中　佐和 タナカ　サワ 石川 金沢市立西南部中学校 1

473 清水　美沙 シミズ　ミサ 岡山 金光学園中学校 3

474 北出　りお キタデ　リオ 石川 能美市寺井中学校 2

475 南野　円香 ミナミノ　マドカ 石川 能美市寺井中学校 2

476 定谷　綾華 ジョウヤ　アヤカ 石川 能美市寺井中学校 2

477 湊　萌花 ミナト　モエカ 石川 能美市寺井中学校 2

478 崎田　愛莉 サキタ　アイリ 石川 能美市寺井中学校 2

479 東方　柚季 ヒガシカタ　ユズキ 石川 能美市寺井中学校 2

480 今出　茅那 イマデ　チナ 石川 能美市寺井中学校 2

481 浅井　夢香 アサイ　ユカ 石川 能美市寺井中学校 2

482 松浦　瑚々 マツウラ　ココ 石川 能美市寺井中学校 2

483 山添　瑠奈 ヤマゾエ　ルナ 石川 能美市寺井中学校 2

484 北野　優依 キタノ　ユイ 石川 能美市寺井中学校 2

485 畑嶋　優衣 ハタシマ　ユイ 石川 能美市寺井中学校 2

486 本島　光 モトジマ　キララ 石川 能美市寺井中学校 1

487 今川　鈴里 イマガワ　スズリ 石川 能美市寺井中学校 1

488 石本　愛 イシモト　マナ 石川 能美市寺井中学校 1

489 工藤　風月 クドウ　フヅキ 石川 能美市寺井中学校 1

490 北川　百々果 キタガワ　モモカ 石川 能美市寺井中学校 1

491 森下　彩音 モリシタ　アヤネ 石川 白山市立松任中学校 3

492 長田　幸乃 オサダ　サチノ 石川 白山市立松任中学校 1

493 西田　有希 ニシタ　ユウキ 石川 白山市立松任中学校 1

494 藤田　萌々子 フジタ　モモコ 石川 白山市立松任中学校 2

495 河崎　悠 カワサキ　ハルカ 石川 白山市立松任中学校 2

496 塩島　くるみ シオジマ　クルミ 石川 白山市立松任中学校 2

497 平林　望美 ヒラバヤシ　ノゾミ 石川 金沢市立清泉中学校 1


