
第26回新潟県女子駅伝競走大会（11月7日（日））
順位 チーム名

ナガオカエーシー

長岡ＡＣ（8）
　1.16.04 　20.18 6 　30.43 2 　46.15 1 　56.33 1 　1.16.04 1

　20.18 6 　10.25 3 GR　15.32 1 　10.18 5 　19.31 4
カオカマチ

十日町（10）
　1.16.18 　19.47 1 　30.03 1 　47.15 2 　57.04 2 　1.16.18 2

　19.47 1 　10.16 1 　17.12 3 　9.49 1 　19.14 1
ニイガタメイクンコウコウ

新潟明訓高校（16）

　1.18.36 　20.04 2 　31.38 7 　48.46 3 　59.20 3 　1.18.36 3
　20.04 2 　11.34 15 　17.08 2 　10.34 11 　19.16 2

ニイガタシチュウオウ

新潟市中央（1）
　1.19.33 　20.15 4 　31.23 6 　49.49 5 　1.00.13 4 　1.19.33 4

　20.15 4 　11.08 11 　18.26 6 　10.24 7 　19.20 3
オヂヤプロジェクトエックス

小千谷プロジェクトＸ（11）

　1.20.04 　20.13 3 　31.04 3 　49.25 4 　1.00.16 5 　1.20.04 5
　20.13 3 　10.51 6 　18.21 5 　10.51 13 　19.48 7

ニシカン

西蒲（6）
　1.20.10 　20.17 5 　31.18 5 　49.56 6 　1.00.27 6 　1.20.10 6

　20.17 5 　11.01 10 　18.38 7 　10.31 9 　19.43 5
ナガオカアールシー

長岡ＲＣ（9）
　1.21.15 　21.17 11 　32.09 10 　50.21 7 　1.01.29 7 　1.21.15 7

　21.17 11 　10.52 8 　18.12 4 　11.08 14 　19.46 6
ニイガタアキハ

新潟秋葉（2）
　1.22.12 　21.16 10 　31.59 9 　51.52 10 　1.02.12 11 　1.22.12 8

　21.16 10 　10.43 5 　19.53 14 　10.20 6 　20.00 8
カシワザキシエー

柏崎市（13）
　1.22.47 　21.56 13 　33.06 13 　51.46 9 　1.02.01 10 　1.22.47 9

　21.56 13 　11.10 12 　18.40 8 　10.15 4 　20.46 10
ミョコウシ

妙高市（15）
　1.22.59 　21.01 8 　32.29 12 　52.06 12 　1.01.56 9 　1.22.59 10

　21.01 8 　11.28 14 　19.37 11 　9.50 2 　21.03 12
サンジョウレディス

三条レディス（7）

　1.24.09 　21.28 12 　33.22 14 　52.23 13 　1.03.41 15 　1.24.09 11
　21.28 12 　11.54 16 　19.01 9 　11.18 15 　20.28 9

シバタシ

新発田市（4）
　1.24.18 　21.06 9 　31.48 8 　52.59 14 　1.03.31 14 　1.24.18 12

　21.06 9 　10.42 4 　21.11 16 　10.32 10 　20.47 11
ツバメシ

燕市（5）
　1.24.38 　22.01 14 　32.19 11 　51.56 11 　1.01.55 8 　1.24.38 13

　22.01 14 　10.18 2 　19.37 11 　9.59 3 　22.43 13
ジョウエツシ

上越市（14）
　1.26.37 　22.49 15 　33.40 15 　53.02 15 　1.03.27 13 　1.26.37 14

　22.49 15 　10.51 6 　19.22 10 　10.25 8 　23.10 14
ゴセン

五泉（3）
　1.27.07 　20.21 7 　31.13 4 　51.45 8 　1.03.15 12 　1.27.07 15

　20.21 7 　10.52 8 　20.32 15 　11.30 16 　23.52 16
ナンボクウオヌマ

南北魚沼（12）
　1.28.43 　23.00 16 　34.27 16 　54.13 16 　1.04.56 16 　1.28.43 16

　23.00 16 　11.27 13 　19.46 13 　10.43 12 　23.47 15

1
吉原　颯織 (2) 山田　優花 (3) サラ　ワンジル (2) 柿倉　七南 (3) 近藤　結衣 (1)

1区(5.52km) 2区(2.82km) 3区(4.73km) 4区(2.82km) 5区(5.21km)
ヨシハラ　サオリ ヤマダ　ユウカ サラ　ワンジル カキクラ　ナナン コンドウ　ユイ

フクハラ　ハル アベ　ホノカ ナグモ　ホノカ オオツカ　アヤセ ヤマダ　スズナ

2
福原　陽 (2) 阿部　和夏 (3) 南雲　穂香 (2) 大塚　彩世 (3)

3
寺木　みのり (1) 塚田　真由 (2) 小林　明日美 (3) 安達　梨絢 (1) 廣澤　胡花 (1)

山田　寿々菜 (1)

テラキ　ミノリ ツカダ　マユ コバヤシ　アスミ アダチ　レイヤ ヒロサワ　コハナ

スズキ　ユイナ コンドウ　シオ コマタ　ワカ シノザワ　ヨウ オオクラ　ミヅキ

4
鈴木　結菜 (2) 近藤　紫渚 (3) 古俣　和香 (1) 篠澤　葉 (2)

5
田中　雪菜 (3) 庭野　陽子 (2) 和田　鈴帆 (2) 上村　幸来 (2) 柿倉　悠杏 (3)

大蔵　美月 (3)

タナカ　ユキナ ニワノ　ヨウコ ワダ　スズホ カミムラ　ココ カキクラ　ユアン

エベ　モモコ フクダ　セリエ サトウ　アズサ イシカワ　モモコ ヒグチ　ナオ

6
江部　桃子 福田　せりえ (2) 佐藤　梓 (2) 石川　桃子 (2)

7
木ノ内　絵里 (2) 猪俣　真央 (2) 田村　彩葉 (3) 桑原　奈瑚 (2) 鈴木　まこ (1)

樋口　直央 (1)

キノウチ　エリ イノマタ　マオ タムラ　アヤハ クワバラ　ナコ スズキ　マコ

イケダ　リン サトウ　ナナカ カネヤス　マイコ カワサキ　ユヅキ イシクラ　ミユウ

8
池田　凛 (2) 佐藤　菜々香 (3) 金安　舞子 (2) 川崎　悠月 (3)

9
川野　歩莉 (1) 山田　芽依 (3) 野口　紗綾 (3) 天野　琴美 (2) 高橋　伶奈 (3)

石倉　心結 (1)

カワノ　アユリ ヤマダ　メイ ノグチ　サアヤ アマノ　コトミ タカハシ　レナ

エイタカ　ワカハ オカダ　ナナミ ヤマカワ　アンリ エイタカ　コトハ タナカ　リョウ

10
永髙　わか葉 (3) 岡田　七海 (2) 山川　あんり (3) 永髙　こと葉 (3)

11
小林　杏実 丸山　加奈 (2) 山崎　夢夏 (1) 横山　陽春 (1) 西山　愛唯実 (2)

田中　綾 (1)

コバヤシ　アミ マルヤマ　カナ ヤマザキ　ユメカ ヨコヤマ　ヒナタ ニシヤマ　アユミ

クワジマ　カズサ イカラシ　ホノカ ハセガワ　トキワ ワタナベ　カンナ イジロ　ヒナタ

12
桑島　一紗 (2) 五十嵐　穂佳 (2) 長谷川　ときわ 渡邊　栞名 (2)

13
渡辺　美紀 橋本　和叶 (3) 細貝　唯莉 (3) 深澤　陽菜 (2) 佐藤　美音

居城　日向 (2)

ワタナベ　ミキ ハシモト　ワカナ ホソカイ　ユイリ フカサワ　ハルナ サトウ　ミト

ミカミ　コハル トチザワ　ユリ フジタ　リサ セキハラ　リノ ヂワリ　モモコ

14
三上　心晴 (1) 栃澤　優里 (3) 藤田　里彩 (2) 関原　梨乃 (3)

15
黒谷　望美 (1) 遠藤　絢愛 (1) 落合　杏 (2) 石塚　春菜 (2) 塚野　可耶 (2)

地割　萌々子 (2)

クロタニ　ノゾミ エンドウ　アヤナ オチアイ　アンズ イシヅカ　ハルナ ツカノ　カナ

樋高　美弥子 (1)

ニシカタ　アイリ カツマタ　ユノ オバタ　リコ ウチダ　ミノリ ヒダカ　ミヤコ

16
西潟　娃里 (1) 勝又　悠埜 (3) 小幡　莉子 (2) 内田　実紀 (2)


