
小千谷市プロジェクトⅩ-A（14）

　44.17 　11.30 1 　18.57 1 　26.37 1 　34.23 1 　44.17 1
　11.30 1 　7.27 1 　7.40 1 　7.46 1 　9.54 2

十日町A（8）
　46.17 　12.12 3 　20.00 2 　28.03 2 　36.15 3 　46.17 2

　12.12 3 　7.48 2 　8.03 4 　8.12 4 　10.02 3
十日町B（9）

　46.23 　11.53 2 　20.03 3 　28.05 3 　35.55 2 　46.23 3
　11.53 2 　8.10 4 　8.02 3 　7.50 2 　10.28 4

小千谷市プロジェクトⅩ-B（15）

　46.50 　12.20 4 　20.23 4 　28.56 4 　37.02 4 　46.50 4
　12.20 4 　8.03 3 　8.33 6 　8.06 3 　9.48 1

小千谷市プロジェクトⅩ-Ｃ（16）

　48.17 　12.39 9 　21.03 8 　28.59 5 　37.14 5 　48.17 5
　12.39 9 　8.24 6 　7.56 2 　8.15 5 　11.03 7

長岡･東北中（3）

　48.37 　12.24 5 　20.48 6 　29.15 6 　37.48 6 　48.37 6
　12.24 5 　8.24 6 　8.27 5 　8.33 6 　10.49 5

南魚沼･塩沢中（12）

　49.47 　12.34 7 　21.01 7 　29.40 8 　38.33 7 　49.47 7
　12.34 7 　8.27 9 　8.39 7 　8.53 8 　11.14 10

三条レディースA（1）

　50.08 　12.33 6 　20.46 5 　29.26 7 　38.49 8 　50.08 8
　12.33 6 　8.13 5 　8.40 8 　9.23 11 　11.19 11

中魚･津南中（11）

　50.34 　13.28 13 　21.54 12 　30.36 10 　39.21 9 　50.34 9
　13.28 13 　8.26 8 　8.42 9 　8.45 7 　11.13 9

十日町･川西中（6）

　50.40 　13.07 12 　21.43 9 　30.32 9 　39.31 10 　50.40 10
　13.07 12 　8.36 10 　8.49 10 　8.59 9 　11.09 8

小千谷市プロジェクトⅩ-クロカン（17）

　51.35 　12.58 11 　22.15 13 　31.26 12 　40.44 11 　51.35 11
　12.58 11 　9.17 13 　9.11 12 　9.18 10 　10.51 6

十日町･下条中（13）

　52.47 　12.39 9 　21.46 11 　31.53 13 　41.26 13 　52.47 12
　12.39 9 　9.07 11 　10.07 14 　9.33 12 　11.21 12

十日町･中条中（7）

　54.07 　12.35 8 　21.44 10 　30.47 11 　40.48 12 　54.07 13
　12.35 8 　9.09 12 　9.03 11 　10.01 14 　13.19 14

十日町･水沢中（5）

　54.49 　13.56 14 　23.15 14 　32.43 14 　42.21 14 　54.49 14
　13.56 14 　9.19 14 　9.28 13 　9.38 13 　12.28 13

魚沼･守門中（4）

　14.05 15 　23.52 15
　14.05 15 　9.47 15

三条レディースB（2）

　14.42 　24.14 　33.22 　43.03 　55.23
　14.42 　9.32 　9.08 　9.41 　12.20

十日町･松之山中（10）

　13.40 　22.39 　31.49 　41.42
　13.40 　8.59 　9.10 　9.53

※OPはオープン参加　DNFは途中棄権

3
中島　ひな子 (1) 俵山　利奈 (2) 根津　真里奈 (3) 遠田　鈴 (1) 南雲　穂香 (1)

吉原　あかり (2)

2
柳　悠那 (3) 濱野　希美 (3) 真霜　きらら (2) 浅田　萌音 (3) 村山　愛美沙 (1)

1
羽鳥　さくら (3) 小柳　千依 (3) 大石　朋佳 (3) 小林　日香莉 (1)

5
廣井　美遥 (3) 大塚　瞳 (3) 小川　麻姫 (1) 若井　涼 (3) 吉田　萌恵 (2)

4
田中　雪菜 (2) 関　美空 (2) 小林　萌香 (3) 井上　美那海 (2) 柿倉　悠杏 (2)

7
平賀　さつき (3) 野上　寿々 (3) 小林　海 (2) 内山　裕菜 (1) 山本　桜 (1)

6
古川　さこ (1) 川又　綾花 (3) 小宮山　真那 (2) 本間　萌亜 (3) 丸山　実紗 (3)

9
福島　有紗 (2) 山岸　芽生 (2) 宮崎　蕗子 (1) 藤原　千奈 (2) 田中　千智 (1)

8
佐藤　みなみ (3) 長谷川　麗菜 (3) 桒原　萌 (2) 佐藤　希美花 (2) 西山　愛唯実 (1)

11
猪又　綾乃 (3) 羽鳥　妙 (3) 品田　萌衣 (3) 藤塚　亜子 (2) 和田　鈴帆 (1)

10
佐藤　実花 (2) 高橋　海月 (2) 佐藤　千佳 (1) 水落　万椰 (3) 富井　涼音 (3)

髙野　真奈 (3)

13
小宮山　睦愛 (3) 根津　梨々花 (3) 田村　野々花 (1) 藤木　千乃 (3) 大島　美嘉 (2)

12
小島　美咲 (2) 水落　一衣 (3) 上村　珠央 (3) 山口　祥佳 (3) 生越　理紗子 (3)
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OP
小野塚　詩 (2) 山岸　沙映 (1) 福原　紅亜 (1) 福原　星那 (1)

OP
荒井　美羽 (2) 捧　亜優 (2) 木戸　愛梨 (2) 長谷川　凜 (3) 長澤　日和 (2)

DNF
五十嵐　萌乃 (2) 榎本　千奈 (3) 山田　歩舟 (3) 榎本　麻央 (1) 髙木　里菜 (3)

14
山田　美悠 (2) 富井　萌衣 (1) 富井　ひなの (3) 佐藤　日夏 (3)


