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第34回サザン･セト大島ロードレース大会 2018/02/11

８部：5km中学生以上女子

所属地区名 備考

「※」マークは、
日本陸連登録選手

8001 河本　梨花 0:17:481 ｶﾜﾓﾄ ﾘｶ 柳井高校柳井市

8004 波賀　萌菜 0:19:482 ﾊｶﾞ ﾓｴﾅ 広島井口高校広島市 ※

8003 今村　里桜 0:20:123 ｲﾏﾑﾗ ﾘｵ 平生中学校平生町

8075 小林　佳奈 0:20:484 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 光高等学校光市

8059 清水　美遥 0:21:455 ｼﾐｽﾞ ﾐﾊﾙ 広島県立宮島工業高等学校廿日市市

8082 光井　花佳 0:22:176 ﾐﾂｲ ﾊﾅｶ 光高等学校光市

8086 田村　美咲 0:22:257 ﾀﾑﾗ ﾐｻｷ 安下庄中学校周防大島町

8005 山本　樹里 0:22:278 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 果子乃季田布施町

8083 高松　夏帆 0:22:319 ﾀｶﾏﾂ ｶﾎ 光高等学校光市

8006 中原　圭 0:22:3510 ﾅｶﾊﾗ ｹｲ 広島井口高校広島市 ※

8007 梅原　聖花 0:22:3811 ｳﾒﾊﾗ ｷﾖｶ 広島井口高校広島市 ※

8009 西　あかね 0:22:5312 ﾆｼ ｱｶﾈ 廿日市西高校廿日市市

8015 岡崎　眞子 0:23:3613 ｵｶｻﾞｷ ﾏｺ 栁井中学校柳井市

8071 藤山　佳菜恵 0:23:4014 ﾌｼﾞﾔﾏ ｶﾅｴ 柳井市立柳井中学校柳井市

8010 西本　万里子 0:24:2715 ﾆｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 柳井市

8089 芥川　乙葉 0:24:3616 ｱｸﾀｶﾞﾜ ｵﾄﾊ 岩国市立灘中学校岩国市

8012 河本　鈴 0:25:0717 ｶﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 富田中学周南市

8067 岡本　彩奈 0:25:1318 ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ 東和中学校周防大島町

8064 行田　凛 0:25:1319 ﾕｸﾀﾞ ﾘﾝ 東和中学校周防大島町

8087 板東　愛梨 0:25:2720 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ 岩国市立灘中学校岩国市

8008 柳　真季 0:25:4021 ﾔﾅｷﾞ ﾏｷ 防府市

8063 村上　晴歌 0:25:4322 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 東和中学校周防大島町

8024 杉本　直美 0:26:0923 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾐ 周南市

8070 林　真衣 0:26:2424 ﾊﾔｼ ﾏｲ 桑山中学校防府市

8020 田中　淳子 0:26:5025 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 広島市

8088 野原　朱莉 0:26:5626 ﾉﾊﾗ ｼｭﾘ 岩国市立灘中学校岩国市

8011 来栖　彩菜 0:27:0727 ｸﾙｽ ｱﾔﾅ 富田中学周南市

8027 岩本　敏子 0:27:1328 ｲﾜﾓﾄ ﾄｼｺ 光市

8048 上田　恵子 0:27:3729 ｳｴﾀﾞ ｹｲｺ 宇部市

8017 田中　香苗 0:28:0130 ﾀﾅｶ ｶﾅｴ 山口市

8021 山下　未央 0:28:2431 ﾔﾏｼﾀ ﾐｵ うんかい広島市

8023 小杉　文香 0:28:4032 ｺｽｷﾞ ﾌﾐｶ 広島市

8032 小田　玲子 0:28:4333 ｵﾀﾞ ﾚｲｺ 周南市

8016 吉野　明美 0:29:0934  ﾖｼﾉ ｱｹﾐ

8084 藤田　紀子 0:29:1935 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘｺ 岩国市

8065 尾髙　柚月 0:29:4836 ｵﾀﾞｶ ﾕﾂﾞｷ 東和中学校周防大島町

8061 山村　久枝 0:29:5137 ﾔﾏﾑﾗ ﾋｻｴ 岩国市

8081 西川　結衣 0:30:0438 ﾆｼｶﾜ ﾕｲ 尾道市

8018 折出　美沙子 0:30:1239 ｵﾘﾃﾞ ﾐｻｺ 呉市

8028 古市　千尋 0:30:1440 ﾌﾙｲﾁ ﾁﾋﾛ 岩国市

8029 松井　美紀 0:30:3441 ﾏﾂｲ ﾐｷ 岩国市

8080 寺本　愛海 0:31:0342 ﾃﾗﾓﾄ ﾏﾅﾐ 新居浜東中学校愛媛県

8079 小川　早苗 0:31:1243 ｵｶﾞﾜ ｻﾅｴ 周防大島町

8034 佐々木　舞子 0:31:4044 ｻｻｷ ﾏｲｺ 下松市

8026 池田　純子 0:32:4245 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 広島市

8044 井上　真菜美 0:33:1446 ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾐ 山口市

8041 神徳　香璃 0:33:1547 ｺｳﾄｸ ｶｵﾘ 防府市

8045 土橋　富月 0:33:1948 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾌﾂﾞｷ 山口市

8043 有吉　美香 0:33:3449 ｱﾘﾖｼ ﾐｶ 山口市

8025 上田　理枝 0:33:4350 ｳｴﾀ ﾘｴ 広島市
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8052 槙本　みどり 0:33:4751 ﾏｷﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ 岩国市

8047 木田　栄子 0:34:0152 ｷﾀﾞ ｴｲｺ 下関市

8050 所　恭子 0:34:0253 ﾄｺﾛ ﾔｽｺ 大竹市

8053 玉林　綾乃 0:34:1754 ﾀﾏﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ 東広島市

8085 三浦　勢津子 0:34:2655 ﾐｳﾗ ｾﾂｺ 周南市

8055 平田　照江 0:34:3056 ﾋﾗﾀ ﾃﾙｴ ＴＤＪ柳井市

8069 兼重　絵美里 0:34:5657 ｶﾈｼｹﾞ ｴﾐﾘ 周南市

8056 村岡　悦子 0:35:0558 ﾑﾗｵｶ ｴﾂｺ 広島壮年走ろう会大竹市

8051 岡崎　智子 0:35:3759 ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓｺ 防府市

8038 駄場崎　順子 0:36:2960 ﾀﾞﾊﾞｻｷ ｼﾞｭﾝｺ 広島市

8040 千々松　遼子 0:38:4061 ﾁﾁﾞﾏﾂ ﾘｮｳｺ 宇部市

8039 佐古　晴美 0:38:4262 ｻｺ ﾊﾙﾐ 岐阜県

8046 秋山　和美 0:38:5063 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾐ 岩国市

8031 萬徳　和子 0:39:5964 ﾏﾝﾄｸ ｶｽﾞｺ やるちゃ光市
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