
順位 ナンバー 氏名漢字 氏名ｶﾅ 記録 所属ｸﾗﾌﾞ名 居住地

1 3207 高嶋　彩音 ﾀｶｼﾏ ｱﾔﾈ  0:11:45 東五位小学校 富山県

2 3201 松浦　会美 ﾏﾂｳﾗ ｴﾐ  0:12:14 いび川陸上 揖斐川町

3 3213 石黒　鈴奈 ｲｼｸﾞﾛ ﾘﾅ  0:12:14 川辺西小 川辺町

4 3280 近藤　もえ ｺﾝﾄﾞｳ ﾓｴ  0:12:37 長森東小 岐阜市

5 3274 鍵谷　つばさ ｶｷﾞﾔ ﾂﾊﾞｻ  0:12:40 高山北小 高山市

6 3272 伊藤　琳 ｲﾄｳ ﾘﾝ  0:12:41 養老陸上 養老町

7 3203 安藤　千尋 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ  0:12:51 養老町立笠郷小学校 養老町

8 3209 遠藤　心和子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾅｺ  0:13:19 藍見小学校 美濃市

9 3273 森　みく奈 ﾓﾘ ﾐｸﾅ  0:13:19 鷺山小学校 岐阜市

10 3247 長屋　莉歩 ﾅｶﾞﾔ ﾘﾎ  0:13:21 洞戸小学校 関市

11 3251 藤田　怜依菜 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾅ  0:13:40 相生小学校 郡上市

12 3248 武藤　芽久 ﾑﾄｳ ﾒｸﾞ  0:13:55 洞戸ジュニアバレー 関市

13 3239 長屋　里胡 ﾅｶﾞﾔ ﾘｺ  0:14:07 洞戸小学校 関市

14 3208 福山　実里 ﾌｸﾔﾏ ﾐｻﾄ  0:14:28 みよし中部小学校 愛知県

15 3265 田中　日菜 ﾀﾅｶ ﾋﾅ  0:14:35 本荘小学校 岐阜市

16 3276 藤井　美弥 ﾌｼﾞｲ ﾐﾔ  0:14:38 黒野小学校 岐阜市

17 3266 松尾　咲良 ﾏﾂｵ ｻｸﾗ  0:14:41 合渡小学校 岐阜市

18 3261 吉村　茜璃 ﾖｼﾑﾗ ｱｶﾘ  0:14:51 木ノ本小 岐阜市

19 3240 船戸　ひなた ﾌﾅﾄ ﾋﾅﾀ  0:14:51 洞戸小学校 関市

20 3254 丸橋　芽生 ﾏﾙﾊｼ ﾒｲ  0:15:17 加納西小学校 岐阜市

21 3243 上村　明日香 ｶﾐﾑﾗ ｱｽｶ  0:15:18 ジュニアバレー 関市

22 3219 久保田　里奈 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ  0:15:26 藍見小学校 美濃市

23 3275 村田　夕夏 ﾑﾗﾀ ﾕｳｶ  0:15:26 岐南町

24 3234 北川　紗妃 ｷﾀｶﾞﾜ ｻｷ  0:15:29 洞戸小ジュニアバレー 関市

25 3246 中島　祐真 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾏ  0:15:35 洞戸小学校 関市

26 3215 古市　琳 ﾌﾙｲﾁ ﾘﾝ  0:15:41 養老町

27 3237 渡邉　奈子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｺ  0:15:44 洞戸小学校 関市

28 3231 大澤　友香 ｵｵｻﾞﾜ ﾕｳｶ  0:15:44 洞戸小学校 関市

29 3218 古田　真唯 ﾌﾙﾀ ﾏﾕ  0:15:55 美濃市立藍見小学校 美濃市

30 3257 淀川　理央 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ﾘｵ  0:15:58 常磐小学校 岐阜市

31 3226 スミス　桃美 ｽﾐｽ ﾓﾓﾐ  0:15:59 洞戸小学校 関市

32 3229 林　愛莉 ﾊﾔｼ ｱｲﾘ  0:16:00 洞戸小学校 関市

33 3283 山口　紗知 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁ  0:16:01 名古屋市立味鋺小 愛知県

34 3202 後藤　彩香 ｺﾞﾄｳ ｱﾔｶ  0:16:04 養老町

35 3277 山田　えこ ﾔﾏﾀﾞ ｴｺ  0:16:08 神島田小学校 愛知県

36 3244 後藤　彩衣 ｺﾞﾄｳ ｱｲ  0:16:10 Ｊｒ．バレー 関市

37 3205 松田　華実 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾅﾐ  0:16:13 芥見東小学校 岐阜市

38 3204 三宅　花 ﾐﾔｹ ﾊﾅ  0:16:13 ☆三宅家走ろう会☆ 美濃加茂市

39 3258 浦崎　もね ｳﾗｻｷ ﾓﾈ  0:16:16 鷺山小学校 岐阜市

40 3232 青木　舞 ｱｵｷ ﾏｲ  0:16:18 洞戸ジュニアバレー 関市

41 3235 内藤　紗帆里 ﾅｲﾄｳ ｻﾎﾘ  0:16:30 洞戸小学校 関市

42 3222 阿曽　安那 ｱｿ ｱﾝﾅ  0:16:38 洞戸小学校 関市

43 3256 井上　七海 ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ  0:16:41 武芸小 関市

44 3255 川口　歩乃果 ｶﾜｸﾞﾁ ﾎﾉｶ  0:16:42 武芸小 関市

45 3206 立石　華 ﾀﾃｲｼ ﾊﾅ  0:16:47 本荘小学校 岐阜市

46 3228 長屋　実祥 ﾅｶﾞﾔ ﾐｻｷ  0:16:48 洞戸小学校 関市

47 3230 林　里穂 ﾊﾔｼ ﾘﾎ  0:16:57 洞戸ジュニアバレー 関市

48 3223 桑原　李佳 ｸﾜﾊﾗ ﾘｶ  0:16:58 洞戸小学校 関市

49 3278 後藤　美紅 ｺﾞﾄｳ ﾐｸ  0:16:59 金竜小学校 関市

50 3267 栗本　千花 ｸﾘﾓﾄ ﾁﾊﾅ  0:17:03 田原小学校 関市

51 3260 岡田　柚香 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ  0:17:04 愛知県

52 3264 吉田　知永未 ﾖｼﾀﾞ ﾁｴﾐ  0:17:08 那加第一小学校 各務原市

53 3245 杉山　瑞穂 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｽﾞﾎ  0:17:10 洞戸小学校 関市

54 3242 江川　麻琴 ｴｶﾞﾜ ﾏｺﾄ  0:17:10 洞戸小学校 関市



55 3217 戸本　知可子 ﾄﾓﾄ ﾁｶｺ  0:17:22 岐阜市

56 3241 吉永　莉子 ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｺ  0:17:24 洞戸小学校 関市

57 3216 古市　星空 ﾌﾙｲﾁ ｿﾗ  0:17:33 養老町

58 3279 後藤　優菜 ｺﾞﾄｳ ﾕﾅ  0:17:41 金竜小学校 関市

59 3210 武井　水希 ﾀｹｲ ﾐｽﾞｷ  0:17:42 博愛小 関市

60 3224 神山　晴世 ｺｳﾔﾏ ﾊﾙﾖ  0:17:50 洞戸小学校 関市

61 3212 小林　未紗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻ  0:18:10 美濃市立藍見小学校 美濃市

62 3252 赤星　喜里 ｱｶﾎﾞｼ ｷﾘ  0:18:10 ホシ印 愛知県

63 3250 小谷　一花 ｺﾀﾆ ｲﾁｶ  0:18:10 愛知県

64 3259 浦崎　るの ｳﾗｻｷ ﾙﾉ  0:18:14 鷺山小学校 岐阜市

65 3270 服部　侑奈 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾅ  0:18:20 藍見小学校 美濃市

66 3268 栗本　日和 ｸﾘﾓﾄ ﾋﾖﾘ  0:18:22 田原小学校 関市

67 3236 村瀬　唯心 ﾑﾗｾ ﾕｲｺ  0:18:26 洞戸小学校 関市

68 3214 林　千里 ﾊﾔｼ ﾁｻﾄ  0:18:33 倉知野球 関市

69 3220 真鍋　未依奈 ﾏﾅﾍﾞ ﾐｲﾅ  0:18:49 加納西小 岐阜市

70 3221 山田　有菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ  0:19:05 富岡小学校 関市

71 3271 小瀬木　彩々良 ｵｾﾞｷ ｻｻﾗ  0:19:06 関市立富岡小学校 関市

72 3263 長井　瑠菜 ﾅｶﾞｲ ﾙﾅ  0:19:27 岐阜市

73 3225 佐野　光 ｻﾉ ﾋｶﾙ  0:19:53 洞戸小学校 関市

74 3262 長井　陽菜 ﾅｶﾞｲ ﾋﾅ  0:20:36 岐阜市

75 3249 山田　侑奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ  0:20:44 倉知小学校 関市

76 3211 笠井　真奈 ｶｻｲ ﾏﾅ  0:20:49 三輪北小学校 岐阜市

77 3269 箕浦　早希 ﾐﾉｳﾗ ｻｷ  0:21:10 柳津小学校 岐阜市

78 3282 渡邉　美紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ  0:22:48 安桜小学校 関市


