
第41回全日本競歩能美大会【中学女子3km競歩】

ナンバーカード 氏　名 フリガナ 都道府県 所　属

401 林　美玖 ハヤシ　ミク 神奈川 中央大学付属横浜中学校 3000mW 0゜15′20″

402 桑坪　彩衣 クワツボ　アイ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 3000mW 0゜16′18″

403 加藤　愛梨 カトウ　アイリ 岐阜 岐阜市立境川中学校 3000mW 0゜16′47″

404 中元　里央 ナカモト　リオ 石川 金沢市立泉中学校 3000mW 0゜17′15″

405 汲田　世梨 クミタ　セリ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 3000mW 0゜17′16″

406 榎本　希美 エノモト　ノゾミ 石川 石川県立津幡中学校 3000mW 0゜17′32″

407 神山　桃花 コウヤマ　モモカ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 3000mW 0゜18′55″

408 佐竹　美優 サタケ　ミユ 岐阜 岐阜市立境川中学校 3000mW 0゜23′08″

409 青木　優和 アオキ　ユウア 岐阜 岐阜市立長森中学校

410 酒井　夢日 サカイ　ユメカ 岐阜 岐阜市立長森中学校

411 足立　香帆 アダチ　カホ 岐阜 岐阜市立長森中学校

412 石原　楓 イシハラ　カエデ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校

413 井上　詩織 イノウエ　シオリ 岐阜 岐阜市立岐北中学校

414 野々村　梨奈 ノノムラ　リナ 岐阜 岐阜市立岐北中学校

415 小枝　依愛 サエダ　イチカ 岐阜 岐阜市立岐北中学校

416 桐山　響生 キリヤマ　ヒビキ 岐阜 岐阜市立岐北中学校

417 笠原　寧々 カサハラ　ネネ 岐阜 岐阜市立岐北中学校

418 安江　まなみ ヤスエ　マナミ 岐阜 岐阜市立岐北中学校

419 伊勢　瑠里乃 イセ　ルリノ 石川 加賀市立山中中学校

420 伊藤　楓香 イトウ　フウカ 岐阜 岐阜市立島中学校

421 北洞　舞花 キタホラ　マイカ 岐阜 岐阜市立島中学校

422 市川　紗羅 イチカワ　サラ 岐阜 岐阜市立島中学校

423 日向　美稀 ヒナタ　ミキ 岐阜 岐阜市立島中学校

424 太田　愛佑子 オオタ　アユコ 石川 能美市立辰口中学校

425 橋爪　咲希 ハシヅメ　サキ 石川 能美市立辰口中学校

426 安田　日菜子 ヤスタ　ヒナコ 石川 能美市立辰口中学校

427 家　菜々子 イエ　ナナコ 石川 能美市立辰口中学校

428 中嶋　萌花 ナカジマ　モエカ 石川 能美市立辰口中学校

429 黒川　聖女 クロカワ　セナ 石川 能美市立辰口中学校

430 矢田　美歩 ヤタ　ミホ 石川 能美市立辰口中学校

431 砂川　愛実 スナガワ　アミ 石川 能美市立辰口中学校

432 中山　美侑 ナカヤマ　ミウ 石川 能美市立辰口中学校

433 判　琴羽 バン　コトハ 石川 能美市立辰口中学校

434 北川　佳奈 キタガワ　カナ 岐阜 岐阜市立境川中学校

435 大宅　茉暉 オオタク　マキ 岐阜 岐阜市立境川中学校

436 川部　汐葵 カワベ　シオリ 岐阜 岐阜市立境川中学校

437 濟藤　凛 サイトウ　リン 岐阜 岐阜市立境川中学校

438 中林　来望 ナカバヤシ　クルミ 石川 小松市立丸内中学校

439 杉本　華 スギモト　ハナ 石川 小松市立丸内中学校

440 阿戸　佑理子 アド　ユリコ 石川 小松市立松陽中学校

441 飴山　ねね アメヤマ　ネネ 石川 小松市立松陽中学校

442 金丸　彩桜 カナマル　サオ 石川 小松市立松陽中学校
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443 白田　桃菜 シラタ　モモナ 石川 小松市立松陽中学校

444 林　郁美 ハヤシ　イクミ 石川 小松市立松陽中学校

445 明正　真緒 ミョウショウ　マオ 石川 小松市立松陽中学校

446 山下　愛結 ヤマシタ　アユ 石川 小松市立松陽中学校

447 玉川　さら タマガワ　サラ　 石川 小松市立松陽中学校

448 上田　希咲 ウエダ　キサキ 石川 小松市立松陽中学校

449 長坂　緑子 ナガサカ　リコ 石川 金沢市立紫錦台中学校

450 粟木　乃有 アワキ　ノア 石川 能美市立根上中学校

451 小滝　未空 オダキ　ミク 石川 能美市立根上中学校

452 川畠　萌生 カワバタ　メイ 石川 能美市立根上中学校

453 木原　莉彩 キハラ　リサ 石川 能美市立根上中学校

454 高畑　愛菜 タカバタ　アイナ 石川 能美市立根上中学校

455 福田　爽 フクダ　ソウ 石川 能美市立根上中学校

456 樋口　成美 ヒグチ　ナルミ 石川 能美市立根上中学校

457 山本　日和 ヤマモト　ヒヨリ 石川 能美市立根上中学校

458 長谷　杏奈 ハセ　アンナ 石川 能美市立根上中学校

459 坂井　真子 サカイ　マナコ 石川 金沢市立清泉中学校

460 長尾　快音 ナガオ　カイネ 岐阜 岐阜市立藍川中学校

461 矢島　愛実 ヤジマ　アイミ 岐阜 岐阜市立藍川中学校

462 春日　琴 カスガ　コト 岐阜 岐阜市立藍川中学校

463 田中　みうか タナカ　ミウカ 岐阜 岐阜市立藍川中学校

464 近藤　加菜 コンドウ　カナ 石川 能美市立寺井中学校

465 工藤　風月 クドウ　フヅキ 石川 能美市立寺井中学校

466 石本　愛 イシモト　マナ 石川 能美市立寺井中学校

467 今川　鈴里 イマガワ　スズリ 石川 能美市立寺井中学校

468 本島　光 モトジマ　キララ 石川 能美市立寺井中学校

469 新宮　妃莉 シンミヤ　ヒマリ 石川 能美市立寺井中学校

470 桑野　美鈴 クワノ　ミスズ 石川 能美市立寺井中学校

471 田中　里奈 タナカ　リナ 石川 能美市立寺井中学校

472 樋口　もえ ヒグチ　モエ 石川 能美市立寺井中学校

473 田中　紀良里 タナカ　キラリ 石川 能美市立寺井中学校

474 西田　七海 ニシタ　ナナミ 石川 能美市立寺井中学校

475 畑本　千尋 ハタモト　チヒロ 石川 能美市立寺井中学校

476 中塚　千尋 ナカツカ　チヒロ 石川 金沢市立兼六中学校

477 田中　佐和 タナカ　サワ 石川 金沢市立西南部中学校

478 小川　万由子 オガワ　マユコ 長崎 佐世保市立相浦中学校

479 藤田　萌々子 フジタ　モモコ 石川 白山市立松任中学校

480 西田　有希 ニシタ　ユウキ 石川 白山市立松任中学校

481 長田　幸乃 オサダ　サチノ 石川 白山市立松任中学校

482 森下　紗希 モリシタ　サキ 石川 白山市立松任中学校

483 市川　真衣 イチカワ　マイ 石川 金沢市立野田中学校

484 堀　有希 ホリ　ユキ 石川 金沢市立野田中学校

485 蘇　珮綺 TPE 新北市立桃子脚國民中小學


