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日本ｼﾞｭﾆｱ記録(JR)             8:52.3  福士加代子                   ワコール         2001/10/13  
日本高校記録(SR)              8:52.33 小林祐梨子           兵  庫  須磨学園         2005/10/13  
大会記録(GR)                  9:16.54 菅　華都紀           岡  山  興譲館高         2011/4/29   

 1 大西    響 広  島   9:22.60 
ｵｵﾆｼ ﾋﾋﾞｷ 世羅

 2 髙松智美ムセンビ 大  阪   9:26.01 
ﾀｶﾏﾂ ﾉｿﾞﾐ ﾑｾﾝﾋﾞ 薫英女学院

 3 工藤  杏華 大  分   9:26.48 
ｸﾄﾞｳ ｷｮｳｶ 大分西

 4 寺尾  鼓妙 高  知   9:26.76 
ﾃﾗｵ ﾂﾂﾞﾐ 山田

 5 下田平  渚 宮  崎   9:30.71 
ｼﾓﾀﾋﾞﾗ ﾅｷﾞｻ 小林

 6 西永  菜津 山  口   9:30.84 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾅﾂ 西京

 7 嵯峨山  佳菜未 大  阪   9:31.32 
ｻｶﾞﾔﾏ ｶﾅﾐ 薫英女学院

 8 青木  美晴 岡  山   9:33.86 
ｱｵｷ ﾐﾊﾙ 興譲館

 9 金丸  芽生 岡  山   9:34.59 
ｶﾈﾏﾙ ﾒｲ 興譲館

10 中島  紗弥 大  阪   9:35.67 
ﾅｶｼﾏ ｻﾔ 薫英女学院

11 小笠原  法香 山  口   9:36.84 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾘｶ 中村女子

12 竹内  ひかり 大  阪   9:37.67 
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 薫英女学院

13 菅田  雅香 福  岡   9:40.40 
ｽｶﾞﾀ ﾐﾔｶ 東海大付福岡

14 吉薗    栞 宮  崎   9:43.50 
ﾖｼｿﾞﾉ ｼｵﾘ 小林

15 室田  杏子 岡  山   9:47.15 
ﾑﾛﾀ ｷｮｳｺ 興譲館

16 片岡  秀美 高  知   9:47.25 
ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞﾐ 山田

17 西内  彩恵 京  都   9:49.75 
ﾆｼｳﾁ ｻｴ 立命館宇治

18 西尾  咲良 福  岡   9:51.19 
ﾆｼｵ ｻｸﾗ 北九州市立

19 安達  花音 岡  山   9:52.02 
ｱﾀﾞﾁ ｶﾉﾝ 興譲館

20 西    捺帆 香  川   9:52.39 
ﾆｼ ﾅﾂﾎ 高松工芸

21 又村  菜月 京  都   9:52.49 
ﾏﾀﾑﾗ ﾅﾂｷ 立命館宇治

22 西澤  咲乃 京  都   9:52.52 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷﾉ 立命館宇治

23 河内  彩衣琉 愛  媛   9:53.30 
ｺｳﾁ ｱｲﾙ 松山商

24 見田  杏花 広  島   9:56.20 
ﾐﾀ ｷｮｳｶ 世羅

25 大江  美咲 大  分   9:58.15 
ｵｵｴ ﾐｻｷ 大分西

26 藤井  菜々子 福  岡  10:01.49 
ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｺ 北九州市立

27 大賀  菜央 福  岡  10:07.04 
ｵｵｶﾞ ﾅｵ 北九州市立

28 片山  弓華 京  都  10:13.91 
ｶﾀﾔﾏ ﾕﾐｶ 立命館宇治

29 野村    蒼 和歌山  10:19.15 
ﾉﾑﾗ ｱｵｲ 神島

30 有吉  麻奈 福  岡  10:29.21 
ｱﾘﾖｼ ﾏﾅ 北九州市立

31 大野  遥香 熊  本  10:31.28 
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ ルーテル学院
村尾  綾香 大  阪
ﾑﾗｵ ｱﾔｶ 薫英女学院
目野  良佳 福  岡
ﾒﾉ ﾘｮｳｶ 北九州市立
中舍  朱音 岐  阜
ﾅｶｼｬ ｱｶﾈ 土岐商
青山  友莉菜 京  都
ｱｵﾔﾏ ﾕﾘﾅ 京都外大西
渡邉  桃子 大  阪
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 薫英女学院
林田  美咲 福  岡
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐｻｷ 北九州市立
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