
順位 チーム名
十日町A（7）

　46.20 　11.54 2 　19.54 2 　27.55 1 　36.08 1 　46.20 1
　11.54 2 　8.00 2 　8.01 1 　8.13 1 　10.12 1

小千谷プロジェクトX-A（17）

　46.58 　11.52 1 　19.51 1 　27.59 2 　36.27 2 　46.58 2
　11.52 1 　7.59 1 　8.08 2 　8.28 2 　10.31 2

十日町B（8）
　49.50 　13.00 9 　21.25 3 　29.56 3 　38.32 3 　49.50 3

　13.00 9 　8.25 3 　8.31 3 　8.36 3 　11.18 5
川西中学校（9）

　50.32 　12.54 8 　21.36 6 　30.23 5 　39.24 4 　50.32 4
　12.54 8 　8.42 6 　8.47 6 　9.01 6 　11.08 3

坂井輪中学校（2）

　50.48 　12.47 5 　21.36 5 　30.18 4 　39.37 6 　50.48 5
　12.47 5 　8.49 9 　8.42 5 　9.19 7 　11.11 4

本丸中学校（1）
　50.58 　12.52 7 　21.37 7 　30.29 6 　39.24 5 　50.58 6

　12.52 7 　8.45 7 　8.52 7 　8.55 5 　11.34 9
小千谷プロジェクトX-B（18）

　51.13 　13.47 15 　22.22 10 　31.01 7 　39.52 7 　51.13 7
　13.47 15 　8.35 4 　8.39 4 　8.51 4 　11.21 7

南中学校（5）
　52.35 　12.42 3 　21.30 4 　31.05 8 　40.47 8 　52.35 8

　12.42 3 　8.48 8 　9.35 11 　9.42 9 　11.48 11
小千谷プロジェクトX-C（19）

　53.17 　14.00 17 　22.41 11 　32.16 12 　41.52 10 　53.17 9
　14.00 17 　8.41 5 　9.35 11 　9.36 8 　11.25 8

中里中学校（14）

　53.22 　12.50 6 　21.55 8 　31.48 9 　42.04 11 　53.22 10
　12.50 6 　9.05 10 　9.53 15 　10.16 15 　11.18 5

中条中学校（11）

　54.10 　13.27 11 　22.47 12 　31.53 10 　41.36 9 　54.10 11
　13.27 11 　9.20 12 　9.06 8 　9.43 10 　12.34 15

三条レディースA（3）

　54.16 　13.17 10 　23.14 15 　32.28 13 　42.36 13 　54.16 12
　13.17 10 　9.57 18 　9.14 9 　10.08 13 　11.40 10

下条中学校（13）

　54.25 　12.45 4 　22.08 9 　32.07 11 　42.22 12 　54.25 13
　12.45 4 　9.23 14 　9.59 16 　10.15 14 　12.03 12

津南中学校Ｔ（15）

　55.17 　14.07 18 　23.28 16 　32.57 15 　42.42 14 　55.17 14
　14.07 18 　9.21 13 　9.29 10 　9.45 12 　12.35 16

水沢中学校（12）

　55.47 　13.37 13 　22.47 13 　32.37 14 　43.04 15 　55.47 15
　13.37 13 　9.10 11 　9.50 14 　10.27 16 　12.43 17

まつのやま学園（10）

　56.01 　13.46 14 　23.33 17 　33.20 17 　43.52 16 　56.01 16
　13.46 14 　9.47 17 　9.47 13 　10.32 17 　12.09 14

宮内中学校（6）
　56.47 　13.53 16 　23.51 18 　34.19 18 　44.02 17 　56.47 17

　13.53 16 　9.58 19 　10.28 18 　9.43 10 　12.45 18
三条レディースB（4）

　58.36 　13.30 12 　23.10 14 　33.09 16 　45.45 18 　58.36 18
　13.30 12 　9.40 15 　9.59 16 　12.36 19 　12.51 19

津南中学校Ｕ（16）

　58.51 　14.10 19 　23.54 19 　35.41 19 　46.44 19 　58.51 19
　14.10 19 　9.44 16 　11.47 19 　11.03 18 　12.07 13

上段：総合記録　下段：区間記録

1区(3.2km) 2区(2.1km) 3区(2.1km) 4区(2.1km) 5区(2.8km)

1
村山　愛美沙 (2) 遠田　鈴 (2) 南雲　穂香 (2) 山田　寿々菜 (1)

3
児玉　華歩 (2) 山岸　芽生 (3) 江村　七海 (2) 山岸　沙映 (2) 福原　陽 (2)

中島　ひな子 (2)

2
吉原　あかり (3) 田中　雪菜 (3) 和田　鈴帆 (2) 小林　日香莉 (2) 柿倉　悠杏 (3)

5
佐藤　優奈 (3) 庭野　紗貴 (3) 根岸　日向 (3) 関　友里加 (2) 梨本　果穂 (3)

4
佐藤　千佳 (2) 佐藤　実花 (3) 星名　美空 (3) 中村　弘美 (1) 富井　沙和 (2)

7
井上　美那海 (3) 込田　美月 (2) 上村　幸来 (2) 関　美空 (3) 吉田　萌恵 (3)

6
居城　日向 (2) 小田　桃羽 (2) 伊藤　和音 (2) 桑島　一紗 (2) 犬井　美佑 (2)

9
佐々木　佑起 (4) 渡邉　琴葉 (1) 藤塚　亜子 (3) 横山　花陽 (2) 小川　麻姫 (2)

8
吉原　颯織 (2) 佐藤　夏音 (3) 皆川　綺理 (2) 伊部　優妃 (3) 清水　翌花 (3)

長沢　日和 (3) 中川　いろは (2)

11
真霜　きらら (3) 田村　野々花 (2) 水落　日子 (1) 滝沢　夢叶 (3) 大島　美嘉 (3)

10
服部　葉月 (3) 樋口　葉菜 (1) 星野　彩絵 (3) 田中　琴真 (3) 富井　和咲 (2)

17
原田　妃芽七 (3) 渡辺　朋佳 (3) 内田　結月 (2) 倉橋　茉那 (3) 西山　千尋 (3)

14
田中　千智 (2) 宮崎　蕗子 (2) 中島　杏 (1) 福島　有紗 (3) 藤原　千奈 (3)

19
滝沢　来実 (2) 滝沢　夏海 (2) 宮澤　花衣 (3) 滝沢　栞奈 (1) 鈴木　未羽 (1)

18
燕　幸香 (2) 丸山　凛子 (3) 芦田　羽菜 (3) 小林　姫菜子 (2) 中村　琴実 (2)
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15
引間　里加 (3) 富井　萌衣 (2) 佐藤　百佳 (3) 宮澤　妃佳里 (3) 山田　美悠 (3)

16
福原　紅亜 (2) 小野塚　詩 (3) 長澤　佳奈 (1) 高橋　瑠那 (1) 福原　星那 (2)
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13
小島　美咲 (3) 小杉　鮎美 (3) 上村　美璃 (3) 開発　ななせ (1) 山田　美沙貴 (1)

12
西山　愛唯実 (2) 荒井　美羽 (3) 桑原　美里 (3)


