
大 会 名 第32回新潟県中学校駅伝競走大会(女子) 女子 区間別一覧表
開催日時 2022/11/2 　11:20　start

会　  場  小千谷市白山運動公園　特設コース
1 区(3.3km) 2 区(2.1km) 3 区(2.1km) 4 区(2.1km) 5 区(3.0km)
順位 記録 選手名 チーム 順位 記録 選手名 チーム 順位 記録 選手名 チーム 順位 記録 選手名 チーム 順位 記録 選手名 チーム

1 11:59 イシカワ　モモコ マキヒガシ 1 8:07 アベ　カンナ トオカマチミナミ 1 8:10 ネツ　ミユウ トオカマチミナミ 1 8:21 タムラ　マドカ トオカマチミナミ 1 11:23 カスガ　ミスズ トオカマチミナミ

石川　桃子(3) 新潟･巻東中 阿部　柑菜(3) 十日町･南中 根津　美優(3) 十日町･南中 田村　円(3) 十日町･南中 春日　未鈴(3) 十日町･南中

2 11:59 アベ　アンナ トオカマチミナミ 2 8:22 ウチダ　アカリ ハッカイ 1 8:10 サイトウ　ノノカ ゴセンキタ 2 8:41 トサカ　スズ トオカマチナカジョウ 2 11:49 イザワ　ココナ トオカマチナカジョウ

阿部　杏菜(1) 十日町･南中 内田　明莉(3) 南魚沼･八海中 齋藤　野々花(1) 五泉･五泉北中 登坂　すず(2) 十日町･中条中 井沢　心々凪(3) 十日町･中条中

3 12:12 ヨシイ　ミズキ カメダニシ 3 8:26 マスダ　リリカ ツバメ 3 8:28 オオノ　マヤ ジョウセイ 2 8:41 ゴトウ　ユイカ ミョウコウコウゲン 2 11:49 エンドウ　アヤナ ゴセンキタ

吉井　瑞葵(3) 新潟･亀田西中 増田　梨々華(2) 燕･燕中 大野　真優(2) 上越･城西中 後藤　ゆいか(1) 妙高･妙高高原中 遠藤　絢愛(2) 五泉･五泉北中

4 12:15 セキ　ユメ ナガオカミナミ 4 8:30 コンドウ　ヒヨリ カシワザキダイサン 4 8:36 キシモト　ワカナ ミョウコウコウゲン 4 8:51 ササキ　アイナ カシワザキダイサン 4 11:54 ナカノ　ミカ オヂヤ

関　優愛(2) 長岡･南中 近藤　ひより(3) 柏崎･第三中 岸本　和奏(3) 妙高･妙高高原中 佐々木　愛菜(1) 柏崎･第三中 中野　美香(3) 小千谷･小千谷中

5 12:17 ヒガシノ　ミオ ミナミサド 4 8:30 ホソカワ　メイ ニイツダイイチ 5 8:46 ミトミ　イロハ カシワザキダイサン 5 8:53 キシダ　ハルカ ジョウセイ 5 11:57 イケダ　アカリ ニイツダイイチ

東野　海和(3) 佐渡･南佐渡中 細川　芽愛(2) 新潟･新津第一中 三富　彩葉(1) 柏崎･第三中 岸田　悠花(3) 上越･城西中 池田　朱里(1) 新潟･新津第一中

6 12:18 フカサワ　ハルナ ツバメヨシダ 6 8:31 イシヅカ　ハルナ ゴセンキタ 6 8:47 オギノ　リコ オヂヤ 5 8:53 タナカ　ユズハ オヂヤ 6 11:58 カワノ　リオ カシワザキダイサン

深澤　陽菜(3) 燕･吉田中 石塚　春菜(3) 五泉･五泉北中 荻野　璃子(1) 小千谷･小千谷中 田中　柚羽(2) 小千谷･小千谷中 川野　莉央(3) 柏崎･第三中

7 12:20 コダマ　リム トオカマチナカジョウ 6 8:31 ノロ　リオナ ミョウコウコウゲン 6 8:47 セキグチ　シアラ ムイカマチ 7 8:57 ミズカミ　マナ ヒロカミ 7 12:00 オカダ　ナナミ ミョウコウコウゲン

児玉　莉夢(3) 十日町･中条中 野呂　梨渚奈(2) 妙高･妙高高原中 関口　幸良(1) 南魚沼･六日町中 水上　愛菜(1) 魚沼･広神中 岡田　七海(3) 妙高･妙高高原中

8 12:27 ムラヤマ　サワ トオカマチゲジョウ 8 8:36 ナカマタ　ヒノ ムイカマチ 8 8:51 ハシモト　シノア トオカマチナカジョウ 8 8:59 ヤマダ　アヤノ カワニシ 8 12:08 カイ　ミノリ サドチュウトウ

村山　紗和(2) 十日町･下条中 中俣　日乃(2) 南魚沼･六日町中 橋本　偲愛(3) 十日町･中条中 山田　綾乃(1) 十日町･川西中 甲斐　実梨(1) 佐渡･佐渡中等(中)

9 12:29 クボタ　ミユ ツナン 9 8:37 クサマ　チサコ ジョウセイ 9 8:52 イグチ　モモ ハッカイ 9 9:04 ヒロタ　アズミ ハッカイ 9 12:10 カガ　ハルカ ジョウセイ

久保田　美有(3) 中魚･津南中 草間　千咲子(2) 上越･城西中 井口　桃(3) 南魚沼･八海中 廣田　彩純(3) 南魚沼･八海中 加賀　春佳(2) 上越･城西中

10 12:42 アダチ　ユイ ゴセンキタ 9 8:37 ヤマノウチ　カンナ ヒロカミ 9 8:52 ノゲイラ　アイコ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク 9 9:04 トミドコロ　カリナ ムイカマチ 10 12:19 ヤマダ　サキ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

安達　優衣(2) 五泉･五泉北中 山之内　柑奈(3) 魚沼･広神中 ノゲイラ　愛子(2) 上越･上教大附中 富所　かりな(1) 南魚沼･六日町中 山田　咲希(2) 上越･上教大附中

11 12:43 ウチダ　ミノリ ハッカイ 11 8:40 クサカベ　ユイ ツバメヨシダ 11 8:55 ヤマギシ　アスカ ツナン 11 9:06 ササキ　ヒナ ニイツダイイチ 11 12:21 イシダ　メオ マキヒガシ

内田　実紀(3) 南魚沼･八海中 日下部　結唯(1) 燕･吉田中 山岸　明日香(3) 中魚･津南中 佐々木　陽菜(2) 新潟･新津第一中 石田　夢桜(1) 新潟･巻東中

12 12:50 ナカガワ　ユア マノ 12 8:41 タダ　アンナ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク 12 9:00 ゴウ　ナナミ ツツミオカ 12 9:07 トヨノ　ホマレ ヤマト 12 12:22 モロハシ　サクラ ツバメヨシダ

中川　優愛(1) 佐渡･真野中 多田　あんな(2) 上越･上教大附中 郷　ななみ(2) 長岡･堤岡中 豊野　歩希(3) 南魚沼･大和中 諸橋　咲來(2) 燕･吉田中

13 12:52 マツイ　サイ ミヤウラ 13 8:43 ヒグチ　ハナ ツナン 13 9:02 ミヤタ　スミレ イトイガワ 12 9:07 タカイ　チョウナ イトイガワ 12 12:22 タカハシ　ワカ ツナンチュウトウ

松井　彩(3) 新潟･宮浦中 樋口　はな(3) 中魚･津南中 宮田　すみれ(3) 糸魚川･糸魚川中 髙井　蝶奈(1) 糸魚川･糸魚川中 髙橋　和佳(1) 中魚･津南中等(中)

14 12:52 フジタ　リサ ジョウセイ 13 8:43 ヨコムラ　メイ カミヤマ 14 9:03 ヤナセ　ハルカ ソノキ 14 9:09 ヒロカワ　アミ ツバメヨシダ 12 12:22 クボタ　リオ ツナン

藤田　里彩(3) 上越･城西中 横村　芽依(1) 新潟･上山中 栁瀬　遥香(2) 新潟･曽野木中 廣川　杏美(1) 燕･吉田中 久保田　里桜(1) 中魚･津南中

15 12:52 ホソカイ　セリ ツバメ 15 8:45 タキザワ　モナ ツナンチュウトウ 14 9:03 ムラヤマ　サヤ カシワザキヒガシ 14 9:09 ソガ　リョウカ ソノキ 15 12:27 シライ　セイナ ソノキ

細貝　芹莉(2) 燕･燕中 滝沢　もな(3) 中魚･津南中等(中) 村山　紗彩(2) 柏崎･東中 曽我　涼夏(1) 新潟･曽野木中 白井　晴菜(3) 新潟･曽野木中

16 12:54 トミイ　ユナ ツナンチュウトウ 16 8:46 セキ　ミイナ オヂヤ 16 9:04 タカハシ　ハルミ ヤマト 16 9:10 ハセガワ　クララ トオカマチゲジョウ 16 12:31 シミズ　サクラ カシワザキヒガシ

富井　柚菜(3) 中魚･津南中等(中) 関　未唯奈(3) 小千谷･小千谷中 髙橋　遥海(2) 南魚沼･大和中 長谷川　くらら(3) 十日町･下条中 清水　さくら(1) 柏崎･東中

17 12:58 ニワノ　ヨウコ オヂヤ 16 8:46 ナカザワ　ココハ ソノキ 17 9:05 マツノ　リンカ ジョウトウ 16 9:10 ヤマガ　カリナ ツツミオカ 17 12:32 ワタナベ　ミコト トオカマチゲジョウ

庭野　陽子(3) 小千谷･小千谷中 中澤　心花(1) 新潟･曽野木中 松野　凛花(1) 上越･城東中 山賀　花梨奈(3) 長岡･堤岡中 渡邉　美心都(2) 十日町･下条中

18 12:59 イケガヤ　ミサキ ミヤウチ 18 8:47 ツチダ　リョウカ クズツカ 18 9:06 アラサワ　イロハ カミヤマ 18 9:15 ヤナギハラ　ユメ ツナンチュウトウ 18 12:33 タガミ　ルカ イトイガワ

池谷　心咲(2) 長岡･宮内中 土田　涼楓(3) 新潟･葛塚中 荒澤　彩葉(1) 新潟･上山中 柳原　由芽(1) 中魚･津南中等(中) 田上　瑠花(1) 糸魚川･糸魚川中

19 13:00 タグチ　リア サドチュウトウ 19 8:49 トミイ　チヒロ ミズサワ 19 9:07 イトウ　シオリ カシワザキショウヨウチュウトウ 18 9:15 オオシマ　リン ジョウトウ 19 12:34 ハヤシ　アオイ ハッカイ

田口　梨愛(2) 佐渡･佐渡中等(中) 富井　千尋(2) 十日町･水沢中 伊藤　栞(3) 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 大嶋　りん(3) 上越･城東中 林　あおい(3) 南魚沼･八海中

20 13:01 セキネ　サラ カナイ 20 8:50 ワダ　ミユ トオカマチナカジョウ 20 9:08 サノ　ユイ ヒロカミ 18 9:15 タカノ　リア ミツケ 19 12:34 ワタナベ　アカリ ツツミオカ

関根　さら(1) 佐渡･金井中 和田　美優(1) 十日町･中条中 佐野　結衣(1) 魚沼･広神中 髙野　莉愛(2) 見附･見附中 渡辺　聖(2) 長岡･堤岡中

21 13:05 オオタケ　アンナ ヤマト 20 8:50 ワタナベ　カオ ヤマト 20 9:08 モロハシ　ミナミ サルハシ 21 9:17 ワタナベ　リサコ コバリ 21 12:38 ホサカ　メイ ミズサワ

大竹　杏奈(1) 南魚沼･大和中 渡邉　夏央(2) 南魚沼･大和中 諸橋　水美(2) 新発田･猿橋中 渡辺　理紗子(1) 新潟･小針中 保坂　芽依(3) 十日町･水沢中

22 13:06 ササキ　ヒラリ サワタ 20 8:50 カネコ　アスカ ツツミオカ 22 9:10 カザマキ　アカリ ツナンチュウトウ 22 9:18 モチダ　ココナ カシワザキヒガシ 21 12:38 サカイ　ユズ ムラマツサクラ

佐々木　閃里(1) 佐渡･佐和田中 金子　明日香(2) 長岡･堤岡中 風巻　星(3) 中魚･津南中等(中) 持田　心愛(3) 柏崎･東中 酒井　有珠(3) 五泉･村松桜中

23 13:07 ミヤシタ　マオ カシワザキダイサン 23 8:55 ワタナベ　カンナ サルハシ 22 9:10 ノグチ　アイミ フジミ 23 9:20 マツキ　ナナ サドチュウトウ 23 12:43 オガワ　ヒビネ ツバメ

宮下　真央(3) 柏崎･第三中 渡邊　栞名(3) 新発田･猿橋中 野口　あいみ(3) 新潟･藤見中 松木　菜奈(2) 佐渡･佐渡中等(中) 小川　ひびね(3) 燕･燕中

24 13:11 イノマタ　マオ ナガオカヒガシ 24 9:00 マツザワ　ホノカ イトイガワ 24 9:13 ナカムラ　キサラ ニイツダイイチ 24 9:21 オオツカ　マオ ミヤウチ 23 12:43 ツノ　ミク ジョウトウ

猪俣　真央(3) 長岡･東中 松澤　帆花(2) 糸魚川･糸魚川中 中村　綺更(3) 新潟･新津第一中 大塚　真緒(1) 長岡･宮内中 津野　美来(3) 上越･城東中



大 会 名 第32回新潟県中学校駅伝競走大会(女子) 女子 区間別一覧表
開催日時 2022/11/2 　11:20　start

会　  場  小千谷市白山運動公園　特設コース
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25 13:13 ヨコヤマ　ケイト カミヤマ 25 9:01 ミヤヤマ　リサ ナガオカヒガシ 25 9:14 カワハラ　リノン マノ 25 9:22 ヤマダ　カナコ ミヤウラ 23 12:43 オグラ　サワ ニイツダイゴ

横山　けいと(1) 新潟･上山中 宮山　莉沙(3) 長岡･東中 川原　莉音(1) 佐渡･真野中 山田　華菜子(2) 新潟･宮浦中 小倉　桜和(2) 新潟･新津第五中

26 13:15 ヤマダ　ユイ ミズサワ 26 9:02 タナカ　レイラ ミヤウラ 25 9:14 ウメザワ　コハル クズツカ 26 9:24 アキヤマ　キコ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク 23 12:43 アダチ　ソヨ カリワ

山田　結衣(3) 十日町･水沢中 田中　麗愛(2) 新潟･宮浦中 梅沢　心晴(1) 新潟･葛塚中 秋山　綺子(1) 上越･上教大附中 安達　爽良(3) 刈羽･刈羽中

27 13:16 ミナカワ　リリコ ソノキ 27 9:03 カイホツ　ミズキ トオカマチゲジョウ 27 9:15 チノ　ココミ ツバメヨシダ 27 9:28 オチアイ　アンズ ゴセンキタ 27 12:46 オノヅカ　リン カシワザキショウヨウチュウトウ

皆川　凜々子(2) 新潟･曽野木中 開發　みずき(3) 十日町･下条中 地野　心美(2) 燕･吉田中 落合　杏(3) 五泉･五泉北中 小野塚　凜(3) 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

28 13:17 シイバ　マリエ ミョウコウコウゲン 28 9:04 マルヤマ　メイサ カシワザキショウヨウチュウトウ 27 9:15 ヤマグチ　サエ コバリ 27 9:28 ミズサワ　ユウ クズツカ 28 12:48 ナカザワ　ルリ ヒロカミ

椎葉　海絵(2) 妙高･妙高高原中 丸山　芽育咲(1) 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 山口　紗英(1) 新潟･小針中 水澤　悠羽(1) 新潟･葛塚中 中澤　瑠璃(2) 魚沼･広神中

29 13:18 タナカ　ユウナ カシワザキショウヨウチュウトウ 28 9:04 ナカシマ　リセ ジョウトウ 29 9:16 ワタナベ　カナミ サドチュウトウ 29 9:29 テラオ　マドカ カシワザキショウヨウチュウトウ 29 12:54 イトウ　ツバキ マノ

田中　優奈(2) 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 中嶋　りせ(2) 上越･城東中 渡邉　果波(2) 佐渡･佐渡中等(中) 寺尾　まどか(2) 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 伊藤　椿(1) 佐渡･真野中

30 13:19 カワカミ　アイリ カワニシ 30 9:05 コバヤシ　サキ マキヒガシ 30 9:21 カナザワ　ユカ ミズサワ 30 9:30 シロモト　ユウカ フジミ 29 12:54 コカイ　ミユ カワニシ

川上　愛理(3) 十日町･川西中 小林　咲希(1) 新潟･巻東中 金澤　由花(1) 十日町･水沢中 城元　侑花(3) 新潟･藤見中 小海　心優(2) 十日町･川西中

31 13:24 イシザカ　ミユ ミツケ 30 9:05 タナカ　アカリ コバリ 31 9:23 ホリイ　メイ ミヤウチ 31 9:32 オクムラ　サラ ニイツダイゴ 31 13:00 スザキ　ユア イタクラ

石坂　美結(2) 見附･見附中 田中　茜璃(2) 新潟･小針中 堀井　芽生(1) 長岡･宮内中 奥村　咲良(1) 新潟･新津第五中 須崎　夢彩(2) 上越･板倉中

32 13:26 ナカムラ　ワカナ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク 32 9:10 タカノ　レア サドチュウトウ 32 9:25 ヤマザキ　ヒマリ ナガオカミナミ 32 9:35 ヤダ　コハル カミヤマ 32 13:01 キシモト　サキ ミヤウラ

中村　若菜(3) 上越･上教大附中 髙野　れあ(3) 佐渡･佐渡中等(中) 山崎　向葵(1) 長岡･南中 矢田　心遥(2) 新潟･上山中 岸本　紗季(2) 新潟･宮浦中

33 13:31 シマ　アミリ ツツミオカ 33 9:12 ヤマダ　メイサ サワタ 33 9:27 タカト　リン ナガオカヒガシ 33 9:36 トミイ　ホノカ ミズサワ 32 13:01 ワシオ　カンナ フジミ

島　あみり(3) 長岡･堤岡中 山田　明咲(1) 佐渡･佐和田中 高戸　凜(1) 長岡･東中 富井　萌加(1) 十日町･水沢中 鷲尾　環菜(3) 新潟･藤見中

34 13:31 イケダ　カンナ ニイツダイイチ 34 9:13 イノマタ　ユナ イタクラ 33 9:27 イトウ　イズミ サワタ 34 9:37 タカハシ　セナ マノ 34 13:04 ヨシダ　ユイ ナガオカヒガシ

池田　環菜(3) 新潟･新津第一中 猪俣　由菜(2) 上越･板倉中 伊藤　泉(1) 佐渡･佐和田中 高橋　世凪(3) 佐渡･真野中 吉田　結(3) 長岡･東中

35 13:34 エンドウ　ミアイ カリワ 35 9:15 ハタケヤマ　ヒナタ カリワ 35 9:32 ミヤコシ　サラ イタクラ 35 9:40 タケベ　ルナ ナガオカミナミ 35 13:05 タナカ　ココナ コバリ

遠藤　碧愛(2) 刈羽･刈羽中 畠山　陽菜(2) 刈羽･刈羽中 宮腰　桜空(2) 上越･板倉中 竹部　月菜(1) 長岡･南中 田中　心菜(2) 新潟･小針中

36 13:35 イマナリ　ユナ ムイカマチ 36 9:17 コイワ　リョウコ フジミ 36 9:33 ヒグチ　ユウカ トオカマチゲジョウ 35 9:40 ササキ　ルナ サワタ 36 13:08 ハガ　コユキ クズツカ

今成　結菜(1) 南魚沼･六日町中 小岩　遼子(3) 新潟･藤見中 樋口　結楓(2) 十日町･下条中 佐々木　瑠那(2) 佐渡･佐和田中 羽賀　小恭(1) 新潟･葛塚中

37 13:36 アサイ　マリア フジミ 37 9:20 ナガシマ　ミヤ ミヤウチ 36 9:33 タカハシ　カノ カワニシ 37 9:43 ハダ　ミオン サルハシ 37 13:09 ニシカタ　サワ ムイカマチ

浅井　まりあ(3) 新潟･藤見中 長島　実耶(2) 長岡･宮内中 髙橋　佳乃(3) 十日町･川西中 羽田　美音(1) 新発田･猿橋中 西潟　紗和(1) 南魚沼･六日町中

38 13:42 イトウ　シオリ イトイガワ 37 9:20 コヤマ　ユメ カシワザキヒガシ 36 9:33 オオタニ　ユウヒ ミツケ 38 9:50 ナカガワ　ルナ ミナミサド 38 13:12 タカハシ　ヒナタ ヤマト

伊藤　史織(3) 糸魚川･糸魚川中 小山　夢芽(1) 柏崎･東中 大谷　優妃(3) 見附･見附中 中川　瑠菜(1) 佐渡･南佐渡中 髙橋　陽音(1) 南魚沼･大和中

39 13:45 オバタ　リコ ヒロカミ 39 9:26 ワタヌキ　メイ カワニシ 39 9:38 カワサキ　チハネ ツバメ 39 9:51 ヨシハラ　ユイコ ムラマツサクラ 39 13:13 タカハシ　リオ サルハシ

小幡　莉子(3) 魚沼･広神中 渡貫　芽依(2) 十日町･川西中 川崎　千羽(3) 燕･燕中 吉原　柚日子(3) 五泉･村松桜中 髙橋　莉央(3) 新発田･猿橋中

40 13:48 ウメキタ　メブキ イタクラ 40 9:31 アカツカ　ユズキ マノ 40 9:39 イシクラ　ユキノ ミヤウラ 40 9:53 ハセガワ　トモカ ナガオカヒガシ 40 13:16 アサイ　サキ カミヤマ

梅北　芽吹(1) 上越･板倉中 赤塚　結月(1) 佐渡･真野中 石倉　由紀乃(2) 新潟･宮浦中 長谷川　友香(3) 長岡･東中 浅井　彩希(2) 新潟･上山中

41 13:50 シノザワ　ヨウ クズツカ 40 9:31 ワタナベ　ハヅキ ニイツダイゴ 40 9:39 オイダ　アリサ カメダニシ 41 9:55 カシロ　ミライ ツバメ 40 13:16 コバヤシ　ツムギ ナガオカミナミ

篠澤　葉(3) 新潟･葛塚中 渡辺　葉月(2) 新潟･新津第五中 老田　有沙(2) 新潟･亀田西中 神代　未来(3) 燕･燕中 小林　紬(1) 長岡･南中

42 13:50 タダ　オンサ コバリ 42 9:35 タキザワ　マオ ムラマツサクラ 42 9:42 コトウ　リン カナイ 42 9:56 オノ　ヒヨリ カメダニシ 42 13:28 スルガ　ユウナ カメダニシ

多田　音咲(2) 新潟･小針中 瀧澤　舞桜(3) 五泉･村松桜中 古藤　凛(3) 佐渡･金井中 小野　日依(2) 新潟･亀田西中 駿河　由奈(2) 新潟･亀田西中

43 13:52 ナカガワ　ミオ ジョウトウ 43 9:37 タカヤマ　リコ ナガオカミナミ 43 9:49 イトウ　サツキ カリワ 43 10:02 オオヒラ　カンナ ツナン 43 13:38 ナメカタ　アイリ ミヤウチ

中川　実音(1) 上越･城東中 髙山　璃子(1) 長岡･南中 伊藤　皐月(2) 刈羽･刈羽中 大平　柑奈(3) 中魚･津南中 行方　愛莉(1) 長岡･宮内中

44 14:04 ハルカワ　サキナ カシワザキヒガシ 44 9:40 タケイシ　リホ ミツケ 44 10:00 シライ　ココミ ミナミサド 44 10:16 カサトリ　ホノカ イタクラ 44 13:40 タカハシ　ネネ ミツケ

春川　幸那(1) 柏崎･東中 武石　理歩(3) 見附･見附中 白井　心結(2) 佐渡･南佐渡中 笠鳥　穂乃佳(2) 上越･板倉中 高橋　音々(1) 見附･見附中

45 14:11 サトウ　メイナ ニイツダイゴ 45 9:41 カネコ　ユイ カナイ 45 10:08 イワノ　アイカ マキヒガシ 45 10:43 ムカイ　リオ マキヒガシ 44 13:40 アキバ　ユウ ミナミサド

佐藤　芽央(1) 新潟･新津第五中 金子　優生(3) 佐渡･金井中 岩野　愛花(2) 新潟･巻東中 向井　里緒(1) 新潟･巻東中 秋場　優羽(2) 佐渡･南佐渡中

46 14:18 ハセガワ　ユキカ ムラマツサクラ 46 9:57 タカノ　ヒカリ ミナミサド 46 10:19 ホリ　カナミ ムラマツサクラ 46 11:02 ツチヤ　レイカ カナイ 46 13:42 キクチ　ミユ カナイ

長谷川　雪香(3) 五泉･村松桜中 髙野　陽佳里(2) 佐渡･南佐渡中 堀　奏美(2) 五泉･村松桜中 土屋　梨華(3) 佐渡･金井中 菊地　未優(3) 佐渡･金井中

47 14:38 イトウ　カノハ サルハシ 47 10:05 ヨシイ　ユウ カメダニシ 47 10:36 ハセガワ　メイ ニイツダイゴ 47 11:20 ニシムラ　マイン カリワ 47 14:12 アオヤギ　ユイ サワタ

伊藤　叶羽(3) 新発田･猿橋中 吉井　悠(1) 新潟･亀田西中 長谷川　芽依(2) 新潟･新津第五中 西村　心(1) 刈羽･刈羽中 青柳　結衣(3) 佐渡･佐和田中


