
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) 40 分35 秒 新

２位 11 雄山(富山) 42 分01 秒

３位 53 菅野(長野) 43 分01 秒

４位 52 駒ヶ根東(長野) 43 分23 秒

５位 54 戸倉上山田(長野) 43 分24 秒

６位 43 広神(新潟) 43 分31 秒

７位 32 万葉(福井) 43 分46 秒

８位 23 鹿西(石川) 43 分50 秒

区 № 学校名 氏　名(学年) 区間記録 備考
１区 11 雄山(富山) 宝田 彩香(3) 9 分54 秒
２区 51 川中島(長野) 和田 有菜(1) 6 分39 秒 新
３区 51 川中島(長野) 中村 智美(3) 6 分46 秒 新
４区 51 川中島(長野) 西本 梨花(2) 6 分57 秒 新
５区 51 川中島(長野) 新原 徳子(3) 10 分15 秒

総 合

区 間 賞

後　　援

長野県教育委員会

松本市教育委員会

長野県中学校体育連盟

コース

長野県松本平広域公園陸上競技場発着・周回コース

(一財)長野陸上競技協会

第６回　北信越中学校駅伝競走大会

公式記録集（女子の部）(12501507)

2012/11/23(金)

10:15

中條延太郎

竹内秀樹

(一財)長野陸上競技協会

共　　催
信濃毎日新聞社

(公財)信毎文化事業財団



区間記録 9:42 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 11 雄山(富山) 宝田 彩香(3) 09:54 1 51 川中島(長野) 西本 梨花(2) 06:57 新

2 51 川中島(長野) 小林 希良莉(3) 09:58 2 11 雄山(富山) 髙塚 菜生(3) 07:06

3 54 戸倉上山田(長野) 竹内 優花(2) 09:59 2 52 駒ヶ根東(長野) 蟹澤 紗希(3) 07:06

4 23 鹿西(石川) 戸部 千晶(2) 10:07 4 31 南越(福井) 藤本 菜緒(3) 07:19

5 53 菅野(長野) 小林 千紗(3) 10:09 5 43 広神(新潟) 小峯 瑞季(3) 07:24

6 41 鳥屋野(新潟) 榎 千遥(3) 10:21 6 34 足羽(福井) 角谷 夏歩(2) 07:25

区間記録 6:46 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 51 川中島(長野) 和田 有菜(1) 06:39 新 1 51 川中島(長野) 新原 徳子(3) 10:15

2 11 雄山(富山) 杉澤 美帆(3) 06:55 2 52 駒ヶ根東(長野) 春日 桃桜(1) 10:32

3 54 戸倉上山田(長野) 千野 恵実(2) 07:00 3 53 菅野(長野) 三村 静香(3) 10:33

4 43 広神(新潟) 星野 恵杜(3) 07:07 3 63 永明(長野) 田中 杏子(2) 10:33

5 23 鹿西(石川) 小林 葵(2) 07:12 5 11 雄山(富山) 山下 華奈(2) 10:37

6 52 駒ヶ根東(長野) 宮入 唯(3) 07:13 6 21 田鶴浜(石川) 山口 早紀(1) 10:44

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) 中村 智美(3) 06:46 新

2 52 駒ヶ根東(長野) 高梨 菜々(1) 07:03

3 43 広神(新潟) 山本 千優(3) 07:09

4 53 菅野(長野) 曽根 ほの翔(1) 07:23

4 33 鯖江(福井) 松井 優月(1) 07:23

6 11 雄山(富山) 長澤 みずき(2) 07:29

第６回　北信越中学校駅伝競走大会（女子の部）

区間トップ６



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) 40分35秒 9'58 (2) 16'37 (1) 23'23 (1) 30'20 (1) 40'35 (1)

新 9'58 (2) 新 6'39 (1) 新 6'46 (1) 新 6'57 (1) 10'15 (1)

2 11 雄山(富山) 42分01秒 9'54 (1) 16'49 (2) 24'18 (2) 31'24 (2) 42'01 (2)

9'54 (1) 6'55 (2) 7'29 (6) 7'06 (2) 10'37 (5)

3 53 菅野(長野) 43分01秒 10'09 (5) 17'28 (5) 24'51 (4) 32'28 (4) 43'01 (3)

10'09 (5) 7'19 (14) 7'23 (4) 7'37 (13) 10'33 (3)

4 52 駒ヶ根東(長野) 43分23秒 11'29 (36) 18'42 (29) 25'45 (15) 32'51 (8) 43'23 (4)

11'29 (36) 7'13 (6) 7'03 (2) 7'06 (2) 10'32 (2)

5 54 戸倉上山田(長野) 43分24秒 9'59 (3) 16'59 (3) 25'00 (5) 32'36 (5) 43'24 (5)

9'59 (3) 7'00 (3) 8'01 (33) 7'36 (11) 10'48 (7)

6 43 広神(新潟) 43分31秒 10'44 (19) 17'51 (10) 25'00 (5) 32'24 (3) 43'31 (6)

10'44 (19) 7'07 (4) 7'09 (3) 7'24 (5) 11'07 (16)

7 32 万葉(福井) 43分46秒 10'27 (9) 17'47 (7) 25'18 (7) 32'50 (7) 43'46 (7)

10'27 (9) 7'20 (15) 7'31 (8) 7'32 (10) 10'56 (11)

8 23 鹿西(石川) 43分50秒 10'07 (4) 17'19 (4) 24'49 (3) 32'43 (6) 43'50 (8)

10'07 (4) 7'12 (5) 7'30 (7) 7'54 (24) 11'07 (16)

9 21 田鶴浜(石川) 43分55秒 10'33 (11) 17'48 (8) 25'45 (15) 33'11 (11) 43'55 (9)

10'33 (11) 7'15 (9) 7'57 (30) 7'26 (7) 10'44 (6)

10 31 南越(福井) 44分05秒 10'47 (21) 18'12 (18) 25'43 (13) 33'02 (9) 44'05 (10)

10'47 (21) 7'25 (18) 7'31 (8) 7'19 (4) 11'03 (13)

11 33 鯖江(福井) 44分18秒 10'46 (20) 18'00 (12) 25'23 (8) 33'02 (9) 44'18 (11)

10'46 (20) 7'14 (7) 7'23 (4) 7'39 (16) 11'16 (24)

12 22 津幡南(石川) 44分28秒 10'49 (22) 18'04 (15) 25'36 (11) 33'19 (13) 44'28 (12)

10'49 (22) 7'15 (9) 7'32 (11) 7'43 (18) 11'09 (19)

13 12 魚津東部(富山) 44分28秒 10'28 (10) 17'54 (11) 25'35 (10) 33'38 (17) 44'28 (13)

10'28 (10) 7'26 (19) 7'41 (18) 8'03 (28) 10'50 (8)

14 42 小千谷南(新潟) 44分29秒 10'58 (26) 18'16 (19) 25'49 (18) 33'25 (14) 44'29 (14)

10'58 (26) 7'18 (13) 7'33 (13) 7'36 (11) 11'04 (14)

15 41 鳥屋野(新潟) 44分38秒 10'21 (6) 17'49 (9) 25'32 (9) 33'14 (12) 44'38 (15)

10'21 (6) 7'28 (21) 7'43 (20) 7'42 (17) 11'24 (30)

榎 千遥(3) 齋藤 結友(3) 長谷川 朱莉(1) 佐藤 有紀奈(1) 高田 菜々子(2)

大崎 光(2) 高岡 沙彩(2) 吉野 可奈子(2) 泉 知里(3) 石浦 藍里(1)

関 朱音(2) 関口 莉歩(1) 羽鳥 日彩(2) 渡邊 真菜(1) 瀧澤 舞(3)

川地 莉子(1) 福岡 真夕(1) 松井 優月(1) 片山 未悠(1) 山﨑 夏花(3)

北本 妃南(3) 中條屋茉那(3) 中  彩音(3) 中  洋恵(2) 北川 千夏(3)

佐藤 彩羅(3) 高本 瑞季(3) 森  玲奈(2) 藤井 美裕(1) 山口 早紀(1)

永宮生都(3) 加藤 まどか(1) 八田 愛花(2) 藤本 菜緒(3) 相馬 萌冬珠(2)

中村 星香(3) 島田 美羽(1) 川端 友稀(3) 加藤 杏奈(2) 武田 麻優(2)

戸部 千晶(2) 小林 葵(2) 増田 美夢(1) 山本 佳織(1) 吉田 優海(1)

竹内 優花(2) 千野 恵実(2) 西野入 萌利(1) 真柳 日南(1) 中村 鈴(1)

星野 美貴(3) 星野 恵杜(3) 山本 千優(3) 小峯 瑞季(3) 山本香菜子(1)

小林 千紗(3) 矢島 風香(2) 曽根 ほの翔(1) 小林 鈴華(2) 三村 静香(3)

堀内 智加(2) 宮入 唯(3) 高梨 菜々(1) 蟹澤 紗希(3) 春日 桃桜(1)

小林 希良莉(3) 和田 有菜(1) 中村 智美(3) 西本 梨花(2) 新原 徳子(3)

宝田 彩香(3) 杉澤 美帆(3) 長澤 みずき(2) 髙塚 菜生(3) 山下 華奈(2)

第５区

3.0 km 2.0 km 2.0 km 2.0 km 3.0 km

第６回　北信越中学校駅伝競走大会（女子の部）　成績表

2012年11月23日(金)

41'58

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区 第４区

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 第4中継～競技場



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５区

3.0 km 2.0 km 2.0 km 2.0 km 3.0 km

2012年11月23日(金)

41'58

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区 第４区

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 第4中継～競技場

16 13 八尾(富山) 44分47秒 11'15 (33) 18'32 (23) 26'03 (20) 33'40 (19) 44'47 (16)

11'15 (33) 7'17 (11) 7'31 (8) 7'37 (13) 11'07 (16)

17 34 足羽(福井) 44分52秒 11'03 (28) 18'20 (20) 26'09 (21) 33'34 (15) 44'52 (17)

11'03 (28) 7'17 (11) 7'49 (25) 7'25 (6) 11'18 (27)

18 56 豊科北(長野) 45分07秒 10'57 (25) 18'27 (21) 26'11 (22) 33'39 (18) 45'07 (18)

10'57 (25) 7'30 (23) 7'44 (21) 7'28 (8) 11'28 (33)

19 44 津南(新潟) 45分07秒 10'35 (13) 18'01 (14) 25'40 (12) 33'35 (16) 45'07 (19)

10'35 (13) 7'26 (19) 7'39 (17) 7'55 (25) 11'32 (34)

20 60 信濃(長野) 45分08秒 10'39 (16) 18'31 (22) 26'12 (24) 34'02 (21) 45'08 (20)

10'39 (16) 7'52 (34) 7'41 (18) 7'50 (20) 11'06 (15)

21 35 中央(福井) 45分26秒 11'12 (32) 18'34 (24) 26'22 (25) 34'00 (20) 45'26 (21)

11'12 (32) 7'22 (16) 7'48 (24) 7'38 (15) 11'26 (32)

22 59 鉢盛(長野) 45分26秒 10'35 (14) 18'39 (27) 26'11 (22) 34'12 (23) 45'26 (22)

10'35 (14) 8'04 (39) 7'32 (11) 8'01 (27) 11'14 (23)

23 14 大沢野(富山) 45分26秒 11'46 (40) 19'24 (40) 26'57 (34) 34'25 (28) 45'26 (23)

11'46 (40) 7'38 (29) 7'33 (13) 7'28 (8) 11'01 (12)

24 57 伊那松川(長野) 45分27秒 10'36 (15) 18'00 (12) 25'44 (14) 34'11 (22) 45'27 (24)

10'36 (15) 7'24 (17) 7'44 (21) 8'27 (35) 11'16 (24)

25 45 小千谷(新潟) 45分35秒 10'59 (27) 18'35 (25) 26'25 (26) 34'17 (25) 45'35 (25)

10'59 (27) 7'36 (25) 7'50 (26) 7'52 (22) 11'18 (27)

26 58 更北(長野) 45分36秒 11'32 (38) 19'04 (35) 26'51 (33) 34'42 (30) 45'36 (26)

11'32 (38) 7'32 (24) 7'47 (23) 7'51 (21) 10'54 (10)

27 24 野田(石川) 45分43秒 11'05 (30) 18'43 (30) 26'34 (29) 34'27 (29) 45'43 (27)

11'05 (30) 7'38 (29) 7'51 (27) 7'53 (23) 11'16 (24)

28 55 広徳(長野) 45分47秒 10'34 (12) 18'10 (17) 26'25 (26) 34'22 (27) 45'47 (28)

10'34 (12) 7'36 (25) 8'15 (38) 7'57 (26) 11'25 (31)

29 62 赤穂(長野) 45分53秒 10'26 (8) 17'40 (6) 25'46 (17) 34'15 (24) 45'53 (29)

10'26 (8) 7'14 (7) 8'06 (35) 8'29 (36) 11'38 (37)

30 15 福岡(富山) 45分57秒 11'22 (35) 18'58 (33) 26'36 (30) 34'48 (34) 45'57 (30)

11'22 (35) 7'36 (25) 7'38 (16) 8'12 (32) 11'09 (19)

竹村 端香(2) 高橋 未来(2) 水上 茉優(1) 江崎 花香(2) 下平 綾子(1)

北岡 朱里(3) 山田 智絵美(1) 中川 莉子(2) 越田 千裕(3) 小坂 桃香(3)

井久保 咲良(2) 高木 智絵(1) 田原 美奈(2) 虎本 幸(1) 前橋 歩美(1)

木村 莉歩(2) 古畑 里帆(2) 三澤 里央(2) 栁澤 緋里(1) 木田 沙耶(2)

若井 涼(1) 細金 望(3) 大塚 瞳(1) 富井 有沙(1) 滝澤 弓那(2)

小林 美帆(3) 清水 美来(1) 荒井 香穂(2) 小林 さくら(3) 岡村 未歩(2)

相原 もこ(3) 柿岡 美紅(1) 黒田 果南(3) 山本 夏実(2) 広瀬 悠(1)

山岸 鈴加(2) 小沢 彩夏() 後藤 萌(2) 座光寺 未来 (1) 熊谷 有紗(2)

青柳 量子(3) 長谷川 日菜(1) 長島 百香(3) 井上 莉那(2) 上田 菜穂(3)

古河 雅(1) 鈴木 紗穏楓(2) 山本 音緒(3) 市川 歩美(3) 山川 桃佳(2)

高橋 陽花(3) 村山 朋絵(2) 富澤 花(3) 磯部 笑香(3) 富澤 歩美(1)

赤松 英(3) 三澤 綾乃(3) 伊藤 琉那(1) 平塚 栞(1) 井上 はな(3)

吉村 奈々(2) 小林 菫(2) 水野谷 和子(2) 角谷 夏歩(2) 五嶋 友加里(2)

吉江 美季(2) 木村 凌(1) 中澤 紫音(1) 臼井 美紅(1) 矢野口 弘乃(2)

藤田 優子(1) 田中 里奈(3) 滝本 志帆(3) 野村円(2) 白川 輝(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５区

3.0 km 2.0 km 2.0 km 2.0 km 3.0 km

2012年11月23日(金)

41'58

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区 第４区

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 第4中継～競技場

31 65 中野平(長野) 45分59秒 11'16 (34) 18'59 (34) 26'59 (35) 34'47 (32) 45'59 (31)

11'16 (34) 7'43 (32) 8'00 (32) 7'48 (19) 11'12 (22)

32 63 永明(長野) 46分16秒 10'41 (17) 18'44 (31) 27'14 (38) 35'43 (39) 46'16 (32)

10'41 (17) 8'03 (37) 8'30 (39) 8'29 (36) 10'33 (3)

33 64 岡谷東部(長野) 46分19秒 10'52 (23) 18'38 (26) 26'30 (28) 34'47 (32) 46'19 (33)

10'52 (23) 7'46 (33) 7'52 (28) 8'17 (34) 11'32 (34)

34 68 喬木(長野) 46分31秒 10'25 (7) 18'04 (15) 26'02 (19) 34'17 (25) 46'31 (34)

10'25 (7) 7'39 (31) 7'58 (31) 8'15 (33) 12'14 (40)

35 25 志賀(石川) 46分34秒 11'29 (37) 19'06 (37) 26'41 (31) 34'46 (31) 46'34 (35)

11'29 (37) 7'37 (28) 7'35 (15) 8'05 (30) 11'48 (39)

36 69 伊那(長野) 46分34秒 10'53 (24) 18'45 (32) 26'47 (32) 35'16 (35) 46'34 (36)

10'53 (24) 7'52 (34) 8'02 (34) 8'29 (36) 11'18 (27)

37 70 佐久東(長野) 46分42秒 11'04 (29) 19'07 (38) 27'00 (36) 35'32 (38) 46'42 (37)

11'04 (29) 8'03 (37) 7'53 (29) 8'32 (39) 11'10 (21)

38 66 附属松本(長野) 46分54秒 10'44 (18) 18'39 (27) 27'11 (37) 35'18 (36) 46'54 (38)

10'44 (18) 7'55 (36) 8'32 (40) 8'07 (31) 11'36 (36)

39 67 信明(長野) 46分56秒 11'09 (31) 19'20 (39) 27'29 (40) 36'04 (40) 46'56 (39)

11'09 (31) 8'11 (40) 8'09 (36) 8'35 (40) 10'52 (9)

40 61 山ノ内(長野) 47分08秒 11'36 (39) 19'04 (35) 27'17 (39) 35'21 (37) 47'08 (40)

11'36 (39) 7'28 (21) 8'13 (37) 8'04 (29) 11'47 (38)

遠藤 尚(2) 野中 梨紗子(1) 遠藤 慧(3) 依田 伊吹(3) 丸橋 由紀子(3)

山本 千明(3) 臼井 夏海(2) 山本 明里(1) 山本 楓(3) 内田 夢加(2)

一ノ瀬 菜月(2) 青木 弥佳(1) 辻本 采香(2) 内田 真愛(1) 内山 璃沙(1)

宗田  夏季(3) 田中 日奈子(2) 小澤 由衣(1) 西村 佳菜子(2) 赤羽 美柚(3)

今川 梨湖(3) 前畑 夏弥乃(2) 木坂 光希(1) 畠中 優希(1) 髙浦 彩生(1)

伊藤 美咲(2) 加藤 晴香(1) 熊谷 早恵(1) 荻原 里奈(2) 黒田 琴音(1)

今井 萌(2) 宮坂 万理(1) 原 しおり(3) 中村 日菜子(3) 髙橋 結子(1)

松澤 綾音(1) 佐藤 汐理(2) 羽生 楓(2) 前島 優菜(2) 松田 未来(2)

大野 珠輝(2) 白鳥 花純(1) 佐藤 美結(3) 角田 希(2) 丸山 瑠璃(3)

上原 舞(2) 加賀見 麻里(2) 武藤 帆南(3) 武村 佳穂(1) 田中 杏子(2)



決勝 11月23日 13:35

 1 滝沢 菜絵(1)     7:01 38 倉沢 果歩(2)     7:57 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 川中島 ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛

 2 白川 みほ(2)     7:17 39 松本 志菜(1)     7:58 
ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 駒ヶ根東 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾅ 鹿西

 3 所河 二千花(1)     7:20 40 神田 紗花(1)     7:58 
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 駒ヶ根東 ｶﾝﾀﾞ ｽｽﾞｶ 広神

 4 米沢 美柚(2)     7:21 41 平井 みほ(2)     7:58 
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾕ 雄山 ﾋﾗｲ ﾐﾎ 鯖江

 5 河野 未奈(3)     7:23 42 今井 愛実(1)     7:59 
ｶﾜﾉ ﾐﾅ 雄山 ｲﾏｲ  ﾏﾅﾐ 中野平

 6 金丸 咲希(1)     7:23 43 岡本 真湖(2)     7:59 
ｶﾅﾏﾙ ｻｷ 大沢野 ｵｶﾓﾄ ﾏｺ 福岡

 7 水島 玲奈(2)     7:26 44 町    夏帆(1)     8:00 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾚﾅ 中央 ﾏﾁ ﾅﾂﾎ 田鶴浜

 8 森田  綾李(2)     7:26 45 郷 侑花(2)     8:01 
ﾓﾘﾀ ｱﾔﾘ 田鶴浜 ｺﾞｳ ﾕｳｶ 小千谷

 9 髙橋 歩実(2)     7:27 46 松浦 有咲(2)     8:02 
ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ 小千谷南 ﾏﾂｳﾗ ｱﾘｻ 八尾

10 大野 奈都美(1)     7:30 47 喜多野 彩香(1)     8:02 
ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ 更北 ｷﾀﾉ ｱﾔｶ 大沢野

11 上木 紀香(2)     7:31 48 齊藤 静花(1)     8:04 
ｳｴｷ ﾉﾘｶ 鯖江 ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北

12 小蔵つかさ(1)     7:32 49 中嶋 亜美(1)     8:05 
ｺｸﾞﾗ ﾂｶｻ 津幡南 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾐ 魚津東部

13 熊谷 愛海(1)     7:33 50 堀田 莉紗(1)     8:05 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｲｶ 中央 ﾎｯﾀ ﾘｻ 信濃

14 萩原 菜月(1)     7:33 51 長川 結衣(3)     8:07 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾅﾂｷ 万葉 ﾅｶﾞｶﾜ ﾕｲ 八尾

15 中條 有貴(1)     7:34 52 大倉 里菜(2)     8:09 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 万葉 ｵｵｸﾗ ﾘﾅ 雄山

16 渡邊 実希(3)     7:35 53 坂本 亜結美(2)     8:09 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 小千谷南 ｻｶﾓﾄ ｱﾕﾐ 志賀

17 廣井 あゆ(1)     7:36 54 山岸 咲菜(1)     8:10 
ﾋﾛｲ ｱﾕ 小千谷南 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾅ 更北

18 赤羽 ゆり華(1)     7:36 55 村上 明日香(1)     8:11 
ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ 菅野 ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 鉢盛

19 橋本 佳奈(2)     7:39 56 茂澄 穂乃夏(2)     8:13 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 津幡南 ﾓｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 菅野

20 宍戸 萌百伽(2)     7:39 57 真柄加世子(3)     8:14 
ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ 川中島 ﾏｶﾗ ｶﾖｺ 南越

21 髙橋柚香(2)     7:39 58 岡田 光(3)     8:15 
ﾀｶﾊｼ ﾕｶ 南越 ｵｶﾀﾞ ﾋｶﾙ 志賀

22 飴 初花(3)     7:42 59 遠藤 颯起(1)     8:15 
ｱﾒ ﾊﾂｶ 大沢野 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾂｷ 福岡

23 白木 果歩(3)     7:45 60 高家 朋杏(2)     8:18 
ｼﾛｷ ｶﾎ 菅野 ﾀｶｲｴ ﾓｱ 足羽

24 樋口 愛梨(2)     7:46 61 重野 優(2)     8:19 
ﾋｸﾞﾁ ｱｲﾘ 津南 ｼｹﾞﾉ ﾕｳ 広神

25 金守 菜月(1)     7:47 62 萬年 愛葉(2)     8:20 
ｶﾅﾓﾘ ﾅﾂｷ 川中島 ﾏﾝﾈﾝ  ﾔｽﾊ 中野平

26 中村  未来(2)     7:48 63 宮田 伊毬(3)     8:20 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾗｲ 田鶴浜 ﾐﾔﾀﾞ ｲﾏﾘ 八尾

27 風巻 美孔(2)     7:50 64 重倉 このみ(2)     8:20 
ｶｻﾞﾏｷ ﾐｸ 津南 ｼｹﾞｸﾗ  ｺﾉﾐ 中野平

28 上野 夢希菜(1)     7:51 65 湯本 珠実(1)     8:21 
ｳｴﾉ ﾕｷﾅ 万葉 ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科北

29 下平 尚(3)     7:51 66 氣賀澤 柚希(1)     8:21 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵ 駒ヶ根東 ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂

30 小倉 里笑(2)     7:52 67 安藤 秋恵(1)     8:22 
ｵｸﾞﾗ ﾘｴ 鳥屋野 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷｴ 信濃

31 山本 麻衣(2)     7:53 68 朝日りおん(1)     8:23 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ 中央 ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂

32 森 玲菜(2)     7:53 69 井坂 綾美(1)     8:25 
ﾓﾘ ﾚｲﾅ 広徳 ｲｻｶ ｱﾔﾐ 志賀

33 中澤 夢乃(1)     7:54 70 小池 桃歌(1)     8:31 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾒﾉ 豊科北 ｺｲｹ ﾓﾓｶ 赤穂

34 石川 ゆいか(2)     7:54 71 高橋 光(1)     8:32 
ｲｼｶﾜ ﾕｲｶ 足羽 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那

35 山田 里花(1)     7:55 72 山本 涼香(3)     8:32 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｶ 鉢盛 ﾔﾏﾓﾄ ｽｽﾞｶ 津幡南

36 岩野萌香(1)     7:57 73 髙栁 千里(2)     8:36 
ｲﾜﾉ ﾓｴｶ 南越 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾁｻﾄ 鯖江

37 高橋 ひより(1)     7:57 74 北原 凪紗(1)     8:46 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 小千谷 ｷﾀﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 伊那

補員・女子

2km

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

41  5207

38  5107

40  5206

79  1407

2  1105

1  1104

50  4205

15  3504

59  2103

63  2207

21  5806

75  3304

11  3207

17  3508

10  3206

44  5307

49  4202

51  4208

72  3105

62  2205

37  5105

56  4407

78  1402

77  5302

55  4406

39  5108

60  2105

48  4105

12  3208

42  5208

 5907

20  5604

16  3505

46  5502

順

73  3108

13  3406

24

23  5905

65  2306

No. 氏  名 所属名 記録／備考

74  3302

33  6508

53  4307

61  2108

57  4502

8  1506

80  1408

19  5602

7  1307

26  6007

5  1302

4  1207

68  2506

22  5807

3  1108

43  5309

71  3103

25  5908

9  1507

14  3407

70  2508

32  6507

6  1303

52  4305

18  5601

29  6207

31  6506

30  6208

69  2507

27  6008

35  6906

64  2208

28  6206

36  6907

76  3303

58  4508



75 秋元 美咲(1)     8:47 
ｱｷﾓﾄ ﾐｻｷ 広神

76 中野 百菜(1)     9:07 
ﾅｶﾉ ﾓﾓﾅ 鹿西

77 白倉  李緒(1)     9:32 
ｼﾗｸﾗ    ﾘ ｵ 信明

78 市橋 若奈(2)    10:22 
ｲﾁﾊｼ ﾜｶﾅ 鳥屋野
小池 あゆみ(1)
ｺｲｹ ｱﾕﾐ 戸倉上山田
網谷 雛乃(2)
ｱﾐﾀﾆ ﾋﾅﾉ 野田

補員・女子

2km
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

34  6708

54  4308

66  2307

欠場
67  2401

欠場

47  4104

45  5405
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