








第70回　国民体育大会冬季大会スキー競技会　ぐんま冬国体2015
東日本大震災復興支援

女子　5km

公式成績表

2015年02月21日
群馬県　尾瀬の郷片品村　　　　　　　　　‘〟■’‘TVり1L■H　　　　　　　　　　　開始時刻：13＝00

終了時刻：14：03

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 � �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

108 �004 �01305402 �太田　小雪 �高島市立今津中学校 �滋賀県 �22：45．1 �108 �22：45．1 �6：54．2 �370．02 

109 �128 �01305602 �冨賀見奈朋 �京都光華S．C． �京都府 �22：51．0 �109 �22：51．0 �7：00．1 �374．98 

110 �031 �01306607 �土井智沙代 �同志社香里高等学校 �大阪府 �22：53．0 �110 �22：53．0 �7：02．1 �376．67 

111 �033 �01305609 �林真生 �同志社女子高等学校 �京都府 �23：09．2 �111 �23：09．2 �7：18．3 �390．30 

112 �129 �01304390 �大西和沙 �武庫川女子大学 �兵庫県 �23：15．5 �112 �23：15．5 �7：24．6 �395．60 

113 �101 �01303544 �酉紋あかり �関西学院大学 �京都府 �23：24．9 �113 �23：24．9 �7：34．0 �403．50 

114 �203 � �土樋三起 �西根小学校（教） �岩手県 �23：46．2 �114 �23：46．2 �7：55．3 �421．42 

115 �006 �01305684 �菊内来実 �水戸葵陵高等学校 �茨城県 �23：50．1 �115 �23：50．1 �7二59．2 �424．70 

116 �053 �01305452 �黒岩知真 �京都光華高等学校 �京都府 �23：59．1 �116 �23：59．1 �8：08．2 �432．28 

117 �003 �01305521 �小谷貴子 �湯原中学校 �岡山県 �24：37．9 �117 �24：37．9 �8：47．0 �464．92 

118 �052 �01305803 �西井愛華 �兵庫県立村岡高等学校 �兵庫県 �24：41．8 �118 �24：41．8 �8：50．9 �468．20 

119 �019 �01305133 �小林手放 �大阪女学院高等学校 �大阪府 �24二43．2 �119 �24：43．2 �8：52．3 �469．38 

120 �049 �01306055 �白戸　真美子 �金城学院高等学校 �愛知県 �24：46．5 �120 �24：46．5 �8：55．6 �472．15 

121 �113 �01304049 �畑中優香 �武庫川女子大学 �兵庫県 �24：49．4 �121 �24二49．4 �8：58．5 �474．59 

122 �032 �01306279 �南真唯 �兵庫県立村岡高等学校 �兵庫県 �25：09．8 �122 �25：09．8 �9：18．9 �491．76 

123 �002 �01306115 �木谷菜々 �同志社香里高等学校 �大阪府 �25：20．2 �123 �25：20．2 �9：29．3 �500．51 

124 �048 � �武井保菜実 �愛媛県立松山東高等学校 �愛媛県 �25二35．8 �124 �25：35．8 �9：44．9 �513．63 

125 �211 � �中世古法子 �コカ・コーラセントラルジ �三重県 �25：49．2 �125 �25：49，2 �9：58．3 �524．90 

126 �015 �01306063 �中根由貴 �豊島学院高等学校 �東京都 �26二06．3 �126 �26：06．3 �10：15．4 �539．29 

127 �112 �01303734 �志手咲穂 �名城大学 �愛知県 �26：11．6 �127 �26：11．6 �10：20．7 �543．75 

128 �001 �01306696 �津島早織 �豊島学院高等学校 �東京都 �26：18．2 �128 �26：18．2 �10：27．3 �549．30 

129 �016 �01306146 �遠藤芙憂 �米子北高等学校 �鳥取県 �26：21．4 �129 �26：21．4 �10：30．5 �551．99 

130 �110 � �武井晃穂 �愛媛大学 �愛媛県 �26：43．3 �130 �26：43．3 �10：52．4 �570．42 

131 �127 �01304775 �山本みずほ �武庫川女子大学 �山口県 �26：43．5 �131 �26：43．5 �10：52．6 �570．59 

132 �051 �01305545 �飛世萌果 �東邦大学付属東邦中学校 �千葉県 �27：32．6 �132 �27：32．6 �11：41．7 �611．90 

DID NOT START

l117恒301883座潤由樹 �座果SRC �l青森県l　　】i 

l13申302032l重田結歌 �l早稲田大学 �l群馬県1　1111 
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