
期 日

スタート

審 判 長

記録主任

主　　催

主　　管

全5区間 12.0km

第１区間 3.0km

第２区間 2.0km

第３区間 2.0km

第４区間 2.0km

第５区間 3.0km

順位 № 学校名 記　録 備考

１位 51 川中島(長野) 41 分58 秒 新

２位 12 魚津東部(富山) 43 分25 秒

３位 31 南越(福井) 43 分30 秒

４位 53 伊那松川(長野) 43 分32 秒

５位 11 雄山(富山) 43 分34 秒

６位 41 吉田(新潟) 43 分38 秒

７位 23 田鶴浜(石川) 43 分47 秒

８位 54 鉢盛(長野) 43 分53 秒

区 № 学校名 氏　名(学年) 区間記録 備考
１区 66 下諏訪(長野) 小口 雪音(3) 9 分42 秒 新
２区 11 雄山(富山) 杉澤 美帆(2) 6 分46 秒 新
３区 51 川中島(長野) 新原 徳子(2) 7 分02 秒
４区 51 川中島(長野) 竹内 美翔(1) 7 分32 秒
５区 51 川中島(長野) 小林 希良莉(2) 10 分17 秒

中條延太郎

竹内秀樹

コース

松本市教育委員会

長野県教育委員会

長野県中学校体育連盟

長野陸上競技協会

長野県松本平広域公園陸上競技場発着・周回コース

長野陸上競技協会

信濃毎日新聞社

総 合

区 間 賞

第５回　北信越中学校駅伝競走大会

公式記録集（女子の部）(11501507)

共　　催
(財)信毎文化事業財団

後　　援

2011/11/23(水)

10:15

時刻 天候 気温℃ 風向 風速m/sec 湿度％

10:15 晴れ 11.0 東南東 5.0 46

11:00 晴れ 12.0 南東 4.5 43気象状況



平成23年11月23日（水）　10時15分スタート

上段：通算記録（順位）

大会記録（12.0km）　 新＝新記録 下段：区間記録（順位）

記録

12.000 km

1 51 川中島(長野) 41分58秒 9'53 (3) 17'07 (2) 24'09 (1) 31'41 (1) 41'58 (1)

新 9'53 (3) 7'14 (5) 7'02 (1) 7'32 (1) 10'17 (1)

2 12 魚津東部(富山 43分25秒 10'24 (13) 17'37 (4) 25'15 (6) 32'50 (6) 43'25 (2)

10'24 (13) 7'13 (4) 7'38 (11) 7'35 (2) 10'35 (4)

3 31 南越(福井) 43分30秒 10'03 (4) 17'37 (4) 25'10 (5) 32'47 (4) 43'30 (3)

10'03 (4) 7'34 (18) 7'33 (8) 7'37 (5) 10'43 (5)

4 53 伊那松川(長野 43分32秒 10'30 (17) 18'00 (14) 25'31 (9) 33'06 (9) 43'32 (4)

10'30 (17) 7'30 (13) 7'31 (7) 7'35 (2) 10'26 (2)

5 11 雄山(富山) 43分34秒 10'14 (9) 17'00 (1) 24'47 (2) 32'34 (2) 43'34 (5)

10'14 (9) 新 6'46 (1) 7'47 (19) 7'47 (15) 11'00 (14)

6 41 吉田(新潟) 43分38秒 10'23 (12) 17'48 (9) 25'03 (3) 32'40 (3) 43'38 (6)

10'23 (12) 7'25 (7) 7'15 (2) 7'37 (5) 10'58 (13)

7 23 田鶴浜(石川) 43分47秒 10'30 (18) 17'57 (12) 25'39 (12) 33'14 (10) 43'47 (7)

10'30 (18) 7'27 (11) 7'42 (15) 7'35 (2) 10'33 (3)

8 54 鉢盛(長野) 43分53秒 10'20 (10) 17'30 (3) 25'05 (4) 32'48 (5) 43'53 (8)

10'20 (10) 7'10 (2) 7'35 (9) 7'43 (12) 11'05 (17)

9 22 北辰(石川) 43分59秒 10'08 (5) 17'41 (6) 25'18 (7) 32'58 (7) 43'59 (9)

10'08 (5) 7'33 (17) 7'37 (10) 7'40 (9) 11'01 (15)

10 56 菅野(長野) 44分00秒 10'46 (22) 17'57 (12) 25'26 (8) 33'04 (8) 44'00 (10)

10'46 (22) 7'11 (3) 7'29 (5) 7'38 (7) 10'56 (12)

11 21 津幡南(石川) 44分09秒 10'50 (24) 18'15 (19) 25'34 (11) 33'15 (11) 44'09 (11)

10'50 (24) 7'25 (7) 7'19 (3) 7'41 (10) 10'54 (9)

12 42 広神(新潟) 44分33秒 10'38 (19) 18'08 (17) 25'51 (14) 33'43 (14) 44'33 (12)

10'38 (19) 7'30 (13) 7'43 (16) 7'52 (21) 10'50 (7)

13 55 更北(長野) 44分40秒 11'03 (30) 18'32 (27) 26'01 (18) 33'45 (16) 44'40 (13)

11'03 (30) 7'29 (12) 7'29 (5) 7'44 (14) 10'55 (11)

14 52 駒ヶ根東(長野 44分44秒 10'51 (25) 18'17 (20) 25'56 (17) 33'34 (13) 44'44 (14)

10'51 (25) 7'26 (10) 7'39 (12) 7'38 (7) 11'10 (19)

第4中継～競技場

42'07

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

泉 知里(2)

3.0 km 2.0 km 2.0 km 2.0 km 3.0 km

競技場～第1中継 第1中継～第2中継 第2中継～第3中継 第3中継～第4中継

山岸 鈴加(1)

玉城 かんな(3) 西本 梨花(1) 新原 徳子(2) 竹内 美翔(1) 小林 希良莉(2)

間野 七彩(3) 大崎 光(1) 濱田 梓織(2) 高岡 沙彩(1)

斎木 美月(2)

真柄 碧(3) 八田愛花(1) 藤本菜緒(2) 山田祐実(3) 永宮生都(2)

熊谷 美佑(3) 西永 梨恵(3) 小沼 千夏(3) 星野みなみ(3)

蛭田 凜(3)

髙塚 菜生(2) 杉澤 美帆(2) 野﨑 莉子(1) 長澤 みずき(1) 米沢 美柚(1)

児玉 美希(3) 佐野 涼香(3) 柳 結衣(3) 大熊 百合菜(2)

三村 静香(2)

佐竹 莉奈(3) 山本 楓(3) 石崎 彩(3) 高本 瑞季(2) 佐藤 彩羅(2)

安田 佳織(3) 上條 麻奈(3) 菅沼 真衣(3) 山本 音緒(2)

山本 千優(2)

岡田 奈巳(3) 竹下 亜衣(3) 山﨑 珠里(1) 西田実由奈(1) 中村 瑠衣(1)

赤井 麗佳(3) 小林 千紗(2) 矢島 風香(1) 塩原 真悠(1)

堀内 智加(1)

岡本 真実(2) 中條屋茉那(2) 北川 千夏(2) 中  洋恵  (1) 北本 妃南(2)

星野 美貴(2) 小峯 瑞季(2) 星野 恵杜(2) 重野 沙也加(3)

大野  晴香(3) 酒井  雛(3) 小林 美帆(2) 荒井 香穂(1) 岡村 未歩(1)

宮入 唯(2) 宮脇 杏菜(3) 下平 尚(2) 白川 みほ(1)

第５回　北信越中学校駅伝競走大会（女子の部）　成績表



上段：通算記録（順位）

大会記録（12.0km）　 新＝新記録 下段：区間記録（順位）

記録

12.000 km 第4中継～競技場

42'07

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

3.0 km 2.0 km 2.0 km 2.0 km 3.0 km

競技場～第1中継 第1中継～第2中継 第2中継～第3中継 第3中継～第4中継

15 33 万葉(福井) 44分47秒 10'28 (15) 17'53 (10) 25'32 (10) 33'22 (12) 44'47 (15)

10'28 (15) 7'25 (7) 7'39 (12) 7'50 (18) 11'25 (28)

16 57 櫻ヶ岡(長野) 44分54秒 10'56 (27) 18'13 (18) 26'02 (19) 33'51 (17) 44'54 (16)

10'56 (27) 7'17 (6) 7'49 (21) 7'49 (17) 11'03 (16)

17 25 星稜(石川) 44分54秒 9'52 (2) 17'43 (7) 25'43 (13) 33'44 (15) 44'54 (17)

9'52 (2) 7'51 (32) 8'00 (26) 8'01 (25) 11'10 (19)

18 59 戸倉上山田(長 44分55秒 10'11 (7) 17'54 (11) 25'53 (15) 34'12 (21) 44'55 (18)

10'11 (7) 7'43 (26) 7'59 (25) 8'19 (30) 10'43 (5)

19 32 中央(福井) 45分14秒 10'41 (20) 18'24 (22) 26'19 (24) 34'02 (18) 45'14 (19)

10'41 (20) 7'43 (26) 7'55 (23) 7'43 (12) 11'12 (21)

20 13 城端(富山) 45分16秒 11'10 (33) 18'45 (33) 26'12 (21) 34'03 (19) 45'16 (20)

11'10 (33) 7'35 (19) 7'27 (4) 7'51 (19) 11'13 (22)

21 14 南星(富山) 45分17秒 10'49 (23) 18'29 (24) 26'12 (21) 34'03 (19) 45'17 (21)

10'49 (23) 7'40 (24) 7'43 (16) 7'51 (19) 11'14 (23)

22 24 津幡(石川) 45分41秒 11'01 (28) 18'39 (30) 26'18 (23) 34'25 (23) 45'41 (22)

11'01 (28) 7'38 (22) 7'39 (12) 8'07 (26) 11'16 (25)

23 34 東陽(福井) 45分42秒 10'43 (21) 18'31 (25) 26'31 (27) 34'26 (24) 45'42 (23)

10'43 (21) 7'48 (30) 8'00 (26) 7'55 (23) 11'16 (25)

24 45 中之島(新潟) 45分43秒 10'21 (11) 18'02 (15) 25'54 (16) 34'26 (24) 45'43 (24)

10'21 (11) 7'41 (25) 7'52 (22) 8'32 (35) 11'17 (27)

25 35 小浜(福井) 45分59秒 11'05 (31) 18'41 (31) 26'29 (26) 34'16 (22) 45'59 (25)

11'05 (31) 7'36 (20) 7'48 (20) 7'47 (15) 11'43 (32)

26 60 東御東部(長野 46分00秒 10'14 (8) 18'03 (16) 26'05 (20) 34'52 (27) 46'00 (26)

10'14 (8) 7'49 (31) 8'02 (30) 8'47 (39) 11'08 (18)

27 62 永明(長野) 46分05秒 10'29 (16) 18'27 (23) 26'52 (34) 35'11 (32) 46'05 (27)

10'29 (16) 7'58 (34) 8'25 (38) 8'19 (30) 10'54 (9)

28 61 豊科北(長野) 46分06秒 11'11 (34) 18'41 (31) 26'44 (33) 34'36 (26) 46'06 (28)

11'11 (34) 7'30 (13) 8'03 (32) 7'52 (21) 11'30 (29)

29 43 下条(新潟) 46分25秒 12'07 (40) 19'53 (39) 27'53 (39) 35'34 (36) 46'25 (29)

12'07 (40) 7'46 (29) 8'00 (26) 7'41 (10) 10'51 (8)

川口 紗英(3)

半田 聖蘭(2)

中村 星香(2) 武田 麻優(1) 福岡 七海(1) 宮本 薫(2) 川端 友稀(2)

山﨑 さくら(2) 弓田 玲(3) 戸谷 涼乃(1) 丸山 愛奈(3)

境 美月(3)

五島 莉乃(2) 伍賀 姫香(1) 柿本 清美(1) 仙石茄奈絵(2) 清水 有咲(1)

竹内 優花(1) 市川 綾華(2) 緑川 海玖(1) 中島 和華(3)

谷口  舞(1)

新井 里沙(3) 長島 百香(2) 酒井 唯加(3) 山本 麻衣(1) 青柳 量子(2)

林 明日香(2) 浅地 李佳(2) 山本 千絵(2) 宮本 遥奈(2)

吉野 珠梨(1)

室谷 唯佳(3) 吉村  恋(3) 佐伯 陽菜(3) 張田 愛美(3) 灰塚 千沙都(1)

谷口 美咲(3) 田井 綾乃(1) 山﨑真祐子(2) 山本 杏奈(1)

出口 栞里(3)

大槻 彩音(2) 東保 海鈴(2) 松塚  愛 (3) 齋藤えりか(3) 西山みづき(2)

土田 佳奈(2) 星野 ひかり(3) 吉田 綺更(3) 皆川 幸恵(1)

吉江 美季(1)

野村茉由(2) 下防梨乃(2) 藤井杏奈(1) 吉田麗美香(2) 島田真衣(2)

甘利 祐子(2) 佐藤 佑郁(1) 増田 眞琴(1) 細田 真央(2)

上原 舞(1) 加賀見 麻里(1) 中島 夏希(3) 篠原 涼夏(2) 田中 杏子(1)

今川 愛未(3) 渡邊 真由(2) 麻田 ゆりえ(3) 矢野口 弘乃(1)

小宮山 冬花(3) 小嶋 優莉(1) 小杉 さおり(3) 生越 千優(2) 近藤 彩香(3)



上段：通算記録（順位）

大会記録（12.0km）　 新＝新記録 下段：区間記録（順位）

記録

12.000 km 第4中継～競技場

42'07

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

3.0 km 2.0 km 2.0 km 2.0 km 3.0 km

競技場～第1中継 第1中継～第2中継 第2中継～第3中継 第3中継～第4中継

30 44 燕(新潟) 46分33秒 11'10 (32) 18'49 (34) 26'32 (28) 34'52 (27) 46'33 (30)

11'10 (32) 7'39 (23) 7'43 (16) 8'20 (32) 11'41 (31)

31 58 信濃(長野) 46分45秒 10'53 (26) 18'38 (29) 26'36 (31) 34'58 (29) 46'45 (31)

10'53 (26) 7'45 (28) 7'58 (24) 8'22 (33) 11'47 (34)

32 65 南宮(長野) 46分52秒 10'09 (6) 18'18 (21) 26'34 (29) 35'01 (30) 46'52 (32)

10'09 (6) 8'09 (39) 8'16 (37) 8'27 (34) 11'51 (35)

33 15 吉江(富山) 46分53秒 11'27 (37) 19'25 (37) 27'39 (37) 35'38 (38) 46'53 (33)

11'27 (37) 7'58 (34) 8'14 (36) 7'59 (24) 11'15 (24)

34 66 下諏訪(長野) 46分57秒 9'42 (1) 17'43 (7) 26'19 (24) 35'13 (33) 46'57 (34)

新 9'42 (1) 8'01 (36) 8'36 (39) 8'54 (40) 11'44 (33)

35 63 山ノ内(長野) 47分11秒 11'35 (38) 19'11 (35) 27'12 (35) 35'19 (34) 47'11 (35)

11'35 (38) 7'36 (20) 8'01 (29) 8'07 (26) 11'52 (36)

36 70 中野平(長野) 47分30秒 11'20 (35) 19'15 (36) 27'28 (36) 35'35 (37) 47'30 (36)

11'20 (35) 7'55 (33) 8'13 (35) 8'07 (26) 11'55 (38)

37 69 山辺(長野) 47分37秒 10'27 (14) 18'31 (25) 26'43 (32) 35'27 (35) 47'37 (37)

10'27 (14) 8'04 (38) 8'12 (34) 8'44 (38) 12'10 (39)

38 67 信明(長野) 47分41秒 11'02 (29) 18'33 (28) 26'35 (30) 35'10 (31) 47'41 (38)

11'02 (29) 7'31 (16) 8'02 (30) 8'35 (37) 12'31 (40)

39 68 篠ノ井西(長野 47分52秒 11'42 (39) 19'45 (38) 27'49 (38) 36'00 (39) 47'52 (39)

11'42 (39) 8'03 (37) 8'04 (33) 8'11 (29) 11'52 (36)

40 64 塩尻広陵(長野 48分47秒 11'22 (36) 19'55 (40) 28'35 (40) 37'08 (40) 48'47 (40)

11'22 (36) 8'33 (40) 8'40 (40) 8'33 (36) 11'39 (30)

伊藤 未桜(2)

福島 風子(2)

樋山 紗子(2) 宮野 真花(3) 和平 枝里子(3) 板垣 有紀(3)

岡村 智可(1)

赤松 英(2) 三澤 綾乃(2) 鵜澤 小夏(1) 松本 瑞穂(2) 井上 はな(2)

高木 実穂(2) 小林 文音(1) 丸山 らん(2) 清水 鈴奈(1)

阿藤 あかり(3)

山田 このみ(2) 山村  叶(3) 宮東 千鶴留(2) 溝口  奏(3) 梨谷 優菜(3)

小口 雪音(3) 濱 和可奈(3) 武田 友梨羽(3) 酒井 奈々子(3)

田中 日奈子(1)

山本 千明(2) 臼井 夏海(1) 山本 楓(2) 内田 夢加(1) 宮崎 日香里(1)

福岡 鈴可(3) 後藤田 ほたる(3) 藤村 瑛理香(3) 牛山 あかね(3)

酒井 優梨愛(2)

伊藤 千夏(3) 山﨑 倫瑠(2) 鳥羽 若菜(2) 小岩井 三鶴(2) 小林 真梨加(2)

名取 萌花(1) 志村 美侑(2) 松澤 舞(2) 保科 文香(3)

荒井 流衣(2) 中村 理彩(1) 須藤 彩良(2) 東福寺 美佳(3) 羽田 朱里(2)

宗田 夏季(2) 赤羽 美柚(2) 南澤 怜奈(2) 西村 佳菜子(1)



区間記録 9:44 区間記録 7:03
第１区 区間距離 3.0 第4区 区間距離 2.0

順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考 順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考

1 66 下諏訪(長野) 小口 雪音(3) 09:42 新 1 51 川中島(長野) 竹内 美翔(1) 07:32

2 25 星稜(石川) 五島 莉乃(2) 09:52 2 12 魚津東部(富山) 高岡 沙彩(1) 07:35

3 51 川中島(長野) 玉城 かんな(3) 09:53 2 53 伊那松川(長野) 星野みなみ(3) 07:35

4 31 南越(福井) 真柄 碧(3) 10:03 2 23 田鶴浜(石川) 高本 瑞季(2) 07:35

5 22 北辰(石川) 岡田 奈巳(3) 10:08 5 41 吉田(新潟) 大熊 百合菜(2) 07:37

6 65 南宮(長野) 高木 実穂(2) 10:09 5 31 南越(福井) 山田祐実(3) 07:37

区間記録 6:50 区間記録 10:10
第2区 区間距離 2.0000 第5区 区間距離 3.0

順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考 順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考

1 11 雄山(富山) 杉澤 美帆(2) 06:46 新 1 51 川中島(長野) 小林 希良莉(2) 10:17

2 54 鉢盛(長野) 上條 麻奈(3) 07:10 2 53 伊那松川(長野) 山岸 鈴加(1) 10:26

3 56 菅野(長野) 小林 千紗(2) 07:11 3 23 田鶴浜(石川) 佐藤 彩羅(2) 10:33

4 12 魚津東部(富山) 大崎 光(1) 07:13 4 12 魚津東部(富山) 泉 知里(2) 10:35

5 51 川中島(長野) 西本 梨花(1) 07:14 5 31 南越(福井) 永宮生都(2) 10:43

6 57 櫻ヶ岡(長野) 弓田 玲(3) 07:17 5 59 戸倉上山田(長野) 半田 聖蘭(2) 10:43

区間記録 6:49
第3区 区間距離 2.0

順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考

1 51 川中島(長野) 新原 徳子(2) 07:02

2 41 吉田(新潟) 柳 結衣(3) 07:15

3 21 津幡南(石川) 北川 千夏(2) 07:19

4 13 城端(富山) 山本 千絵(2) 07:27

5 56 菅野(長野) 矢島 風香(1) 07:29

5 55 更北(長野) 小林 美帆(2) 07:29

第５回　北信越中学校駅伝競走大会（女子の部）

区間トップ６



決勝 11月23日 13:35

 1 細川 栞颯(1)      7:28 38 丸山 瑠璃(2)      8:03 
ﾎｿｶﾜ ｶｽﾞｻ 南星 ﾏﾙﾔﾏ  ﾙﾘ 中野平

 2 森 玲奈(1)      7:30 39 朝野七菜美(1)      8:05 
ﾓﾘ ﾚｲﾅ 田鶴浜 ｱｻﾉﾅﾅﾐ 東陽

 3 柳 妃菜(1)      7:34 40 久保 瑞希(1)      8:06 
ﾔﾅｷﾞ ﾋﾅ 吉田 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞｷ 南宮

 4 吉野 可奈子(1)      7:34 41 山本 佳世子(1)      8:07 
ﾖｼﾉ ｶﾅｺ 魚津東部 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾖｺ 城端

 5 相馬萌冬珠(1)      7:35 42 水田 晴南(2)      8:08 
ｿｳﾏﾓﾄﾐ 南越 ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ 信濃

 6 中  彩音(2)      7:38 43 白木 果歩(2)      8:09 
ﾅｶ ｱﾔﾈ 津幡南 ｼﾛｷ ｶﾎ 菅野

 7 森田 綾李(1)      7:38 44 宮川 茉佑子(1)      8:10 
ﾓﾘﾀ ｱﾔﾘ 田鶴浜 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏﾕｺ 万葉

 8 原 有梨奈(1)      7:39 45 岡島 佑佳(2)      8:11 
ﾊﾗ ﾕﾘﾅ 北辰 ｵｶｼﾞﾏ ﾕｶ 津幡南

 9 橋本 佳奈(1)      7:40 46 重野 優(1)      8:11 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 津幡南 ｼｹﾞﾉ ﾕｳ 広神

10 小林 鈴華(1)      7:40 47 佐飛 実弥(2)      8:12 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 菅野 ｻﾋﾞ ﾐﾔ 万葉

11 濱野 郁美(2)      7:44 48 関根 真紀(3)      8:12 
ﾊﾏﾉ ｲｸﾐ 吉田 ｾｷﾈ ﾏｷ 広神

12 近藤 絵理(1)      7:44 49 立井 千里(2)      8:14 
ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ 下条 ﾀﾁｲ ﾁｻﾄ 城端

13 山口 真由(1)      7:47 50 田中佑佳(2)      8:15 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕ 北辰 ﾀﾅｶﾕｶ 南越

14 岩田 未森(2)      7:48 51 山田恵里花(1)      8:16 
ｲﾜﾀ ﾐﾓﾘ 燕 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘｶ 津幡

15 泉田 枝理(1)      7:48 52 大越 愛華(3)      8:16 
ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｴﾘ 燕 ｵｵｺﾞｼ  ﾏﾅｶ 中央

16 宍戸 萌(3)      7:48 53 盛田 このみ(1)      8:26 
ｼｼﾄﾞ ﾓｴ 豊科北 ﾓﾘﾀ ｺﾉﾐ 信濃

17 中野 佑美(2)      7:49 54 仲條 芽映(2)      8:27 
ﾅｶﾉﾕﾐ 東陽 ﾁｭｳｼﾞｮｳ  ﾒﾊﾞｴ 中野平

18 水島 玲奈(1)      7:50 55 杉本 琴香(1)      8:30 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾚﾅ 中央 ｽｷﾞﾓﾄ ｺﾄｶ 駒ヶ根東

19 中島  雪乃(2)      7:50 56 坂田 のぞ美(3)      8:30 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾉ 更北 ｻｶﾀ ﾉｿﾞﾐ 中之島

20 田附  未歩(2)      7:51 57 山田 佑香(2)      8:30 
ﾀﾂﾞｹ ﾐﾎ 万葉 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 吉江

21 飯島 緋理(2)      7:51 58 茂澄 穂乃夏(1)      8:31 
ｲｲｼﾞﾏ ｱｶﾘ 南星 ﾓｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 菅野

22 山川 桃佳(1)      7:52 59 辻口 芹夏(3)      8:32 
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 鉢盛 ﾂｼﾞｸﾞﾁ ｾﾘﾅ 田鶴浜

23 高橋柚香(1)      7:52 60 谷猪 美月(2)      8:32 
ﾀｶﾊｼﾕｶ 南越 ﾀﾆｲ ﾐﾂｷ 津幡

24 河合 晏也子(1)      7:53 61 宮坂 奈緒(1)      8:32 
ｶﾜｲ ｱﾔｺ 城端 ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 櫻ヶ岡

25 横田 花(1)      7:54 62 進藤 柚乃(2)      8:32 
ﾖｺﾀ ﾊﾅ 魚津東部 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾉ 塩尻広陵

26 栗林 千那(3)      7:55 63 重野 寛奈(3)      8:33 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾁﾅ 吉田 ｼﾞｭｳﾉｶﾝﾅ 東陽

27 大野 珠輝(1)      7:58 64 中野 智瑛(1)      8:34 
ｵｵﾉ  ﾀﾏｷ 中野平 ﾅｶﾉ ﾁｱｷ 豊科北

28 鈴木 紗穏楓(1)      7:58 65 白倉 杏美(2)      8:35 
ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 鉢盛 ｼﾗｸﾗ ｱﾐ 櫻ヶ岡

29 高橋 かおり(1)      7:58 66 前田 瑞稀(2)      8:36 
ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 燕 ﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 津幡

30 小林さくら(2)      7:59 67 新井 和奏(1)      8:36 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ 更北 ｱﾗｲ ﾜｶﾅ 南宮

31 竹田 真菜(2)      8:01 68 杉山 美唯(2)      8:39 
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 吉江 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾕ 北辰

32 小林 実夏子(3)      8:02 69 樋屋 彩(1)      8:43 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾐｶｺ 中央 ﾋｵｸ ｱﾔ 駒ヶ根東

33 水江凛華(1)      8:02 70 鈴木 紗理奈(1)      8:50 
ﾐｽﾞｴﾘﾝｶ 小浜 ｽｽﾞｷ ｻﾘﾅ 広神

34 板場 まい(3)      8:02 71 奥島 彩葉(2)      8:56 
ｲﾀﾊﾞ ﾏｲ 下条 ｵｸｼﾏ ｻﾖ 豊科北

35 宍戸 萌百伽(1)      8:02 72 田川 茜(2)      9:05 
ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ 川中島 ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 南宮

36 吉野 杏菜(2)      8:02 73 二木 珠衣(1)      9:08 
ﾖｼﾉ ｱﾝﾅ 南星 ﾌﾀﾂｷﾞ ﾏｲ 信明

37 加納 采弥(1)      8:03 74 高山 実咲(1)      9:42 
ｶﾉｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡 ﾀｶﾔﾏ ﾐｻｷ 信明

女子

補員記録会2km

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 No.
8  1408

19  2308

38  4108

2  1208

24  3107

11  2105

18  2307

15  2206

12  2106

56  5606

37  4107

43  4307

16  2207

44  4405

45  4407

63  6103

33  3406

28  3208

54  5506

30  3305

7  1406

52  5408

25  3108

5  1308

1  1207

36  4104

72  7001

51  5407

46  4408

53  5504

9  1502

26  3202

48  5106

35  3506

60  5708

順

6  1405

42  4304

氏  名 所属名 記録／備考
73  7007

34  3408

67  6504

4  1307

61  5805

55  5604

31  3308

13  2108

40  4207

29  3304

39  4201

3  1306

23  3106

22  2408

27  3203

62  5808

74  7008

49  5207

47  4504

10  1504

57  5608

17  2304

21  2404

59  5707

66  6403

32  3403

65  6108

58  5705

20  2403

69  6508

14  2203

70  6704

50  5208

41  4208

71  6707

64  6105

68  6507
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