
順位 チーム名
オオクボ

大久保（13）
　42.54 　7.59 8 　13.38 3 　21.20 2 　27.08 2 　35.10 2 　42.54 1

　7.59 8 　5.39 1 　7.42 1 　5.48 1 　8.02 1 　7.44 3
シミズガールズ

清水Girls（24）
　43.03 　7.20 1 　13.29 1 　21.17 1 　27.07 1 　35.10 1 　43.03 2

　7.20 1 　6.09 5 　7.48 2 　5.50 2 　8.03 2 　7.53 6
アカシッコガールズ

明石っ子ガールズ（1）

　44.32 　7.20 2 　13.39 4 　21.34 3 　28.30 4 　36.50 4 　44.32 3
　7.20 2 　6.19 10 　7.55 3 　6.56 22 　8.20 10 　7.42 2

エイガシマジョシエー

江井島女子Ａ（21）

　44.34 　7.53 6 　13.47 5 　21.52 4 　28.15 3 　36.39 3 　44.34 4
　7.53 6 　5.54 2 　8.05 5 　6.23 10 　8.24 11 　7.55 7

マツッコスマイルズ

松っ子スマイルズ（2）

　44.57 　7.36 3 　13.50 7 　22.13 6 　28.59 6 　37.05 5 　44.57 5
　7.36 3 　6.14 7 　8.23 9 　6.46 18 　8.06 4 　7.52 5

サワイケフェニックス

沢池Phenix（10）

　45.29 　8.17 12 　14.38 12 　23.06 11 　29.14 9 　37.30 8 　45.29 6
　8.17 12 　6.21 12 　8.28 12 　6.08 3 　8.16 9 　7.59 8

アサギリショウガッコウ

朝霧小学校（4）
　45.33 　7.42 5 　13.48 6 　22.22 7 　28.37 5 　37.14 7 　45.33 7

　7.42 5 　6.06 4 　8.34 16 　6.15 7 　8.37 15 　8.19 12
ヒトマルプライド

人丸プライド（5）

　45.34 　8.09 10 　14.33 10 　23.10 12 　29.18 10 　37.33 10 　45.34 8
　8.09 10 　6.24 14 　8.37 17 　6.08 3 　8.15 8 　8.01 9

タカオカヒガシランナーズ

高丘東ランナーズ（16）

　45.40 　7.59 7 　14.09 8 　22.35 8 　29.01 7 　37.07 6 　45.40 9
　7.59 7 　6.10 6 　8.26 10 　6.26 11 　8.06 4 　8.33 15

ミナミッコリクオウナイン

南っ子陸王９（14）

　45.43 　8.02 9 　14.25 9 　22.56 9 　29.18 11 　37.31 9 　45.43 10
　8.02 9 　6.23 13 　8.31 13 　6.22 9 　8.13 6 　8.12 10

タカオカニシフォーティーシックス

高丘西46（17）
　46.20 　8.41 21 　14.58 15 　23.01 10 　29.29 13 　37.55 11 　46.20 11

　8.41 21 　6.17 8 　8.03 4 　6.28 12 　8.26 12 　8.25 13
フタミキタ

二見北（31）
　46.32 　8.14 11 　14.34 11 　23.26 16 　30.02 15 　38.57 16 　46.32 12

　8.14 11 　6.20 11 　8.52 18 　6.36 15 　8.55 20 　7.35 1
ファイト！フジエ

ファイト！藤江（11）

　46.41 　7.39 4 　13.38 2 　22.11 5 　29.03 8 　37.55 12 　46.41 13
　7.39 4 　5.59 3 　8.33 14 　6.52 21 　8.52 19 　8.46 19

ハシレミナミチーター

走れ南チーター！（15）

　47.21 　8.38 20 　15.03 17 　23.18 14 　29.27 12 　38.28 13 　47.21 14
　8.38 20 　6.25 15 　8.15 6 　6.09 5 　9.01 21 　8.53 22

タカオカニシガールズ

高丘西Girls（18）

　47.21 　8.25 16 　14.57 14 　23.19 15 　30.00 14 　38.33 14 　47.21 15
　8.25 16 　6.32 17 　8.22 7 　6.41 16 　8.33 13 　8.48 20

キサキ

貴崎（12）
　47.49 　9.12 28 　16.00 25 　24.26 21 　30.46 18 　38.51 15 　47.49 16

　9.12 28 　6.48 21 　8.26 10 　6.20 8 　8.05 3 　8.58 24
タニヤギ

谷八木（20）
　48.05 　8.22 15 　15.03 16 　24.12 17 　30.23 16 　39.32 17 　48.05 17

　8.22 15 　6.41 19 　9.09 24 　6.11 6 　9.09 23 　8.33 15

ナルオ　マユ ヤギ　ヒカリ キタサコ　マリア ササキ　シノ マツムラ　カナデ コイダ　ミオナ

1区(2.0km) 2区(1.5km) 3区(2.0km) 4区(1.5km) 5区(2.0km) 6区(2.0km)

恋田　澪奈 (6)

モリヤ　ハルキ ヤマグチ　クレハ ナガタ　モモコ ヨシダ　リン コイケ　ノア ワタナベ　アヤネ

1
鳴尾　真優 (5) 矢木　耀 (5) 北迫　茉梨愛 (6) 佐々木　紫乃 (5) 松村　奏 (6)

渡邊　絢音 (6)

タケハラ　サナコ ノヅ　ワカナ モリシタ　シヅク ハギワラ　モモカ キシモト　タツキ キシモト　サネカ

2
守谷　春咲 (6) 山口　紅葉 (6) 長田　桃子 (6) 吉田　凜 (5) 小池　乃愛 (5)

岸本　真呼 (6)

ミナミシマ　メイ イシダ　ヒビキ イケベ　リンカ スギヤマ　ウルハ キムラ　コトネ カワバタ　スミレ

3
竹原　佐那子 (5) 野津　和奏 (5) 森下　凉月 (5) 萩原　萌々香 (6) 岸本　樹姫 (4)

川畑　菫 (6)

フクイ　チハル クロダ　ナオコ イノオ　ミウ アダチ　リツキ タグチ　サヤ ナカニシ　マナ

4
南嶋　愛衣 (6) 石田　琵美貴 (6) 池邊　莉夏 (6) 杉山　麗羽 (5) 木村　琴音 (6)

中西　真愛 (6)

カドワキ　ミサキ ハスイケ　カノン ソラダ　ミカ ツジ　ミサキ ソラダ　チカ ニシムラ　ユウリ

5
福井　千遥 (6) 黒田　直緒子 (5) 猪尾　美羽 (6) 安達　梨月 (6) 田口　沙耶 (6)

西村　悠里 (6)

オオノ　ハルカ ヤマオ　ワカ ナカジョウ　ユメ アオ　マユ ヨシカワ　ナナ オカモト　エリカ

6
門脇　実咲 (6) 蓮池　佳暖 (5) 空田　真佳 (5) 辻　美咲 (6) 空田　祐佳 (5)

岡本　英里香 (4)

ヒメダ　レイ マスイ　エリコ コバヤシ　チヅル カワモト　サキ カワモト　ユキ キムラ　ヒビキ

7
王野　遥 (4) 山尾　和夏 (6) 中城　結夢 (5) 阿尾　茉優 (5) 吉川　奈耶 (4)

木村　響 (6)

ナカニシ　チヒロ サカニシ　タマキ サカイ　ハルナ ショウジャク　ジェシカ ニシオカ　アイナ タケタニ　アンリ

8
姫田　礼 (6) 増井　恵理子 (5) 小林　千鶴 (6) 河本　紗希 (5) 河本　祐希 (5)

竹谷　杏梨 (5)

ヤノ　マヒロ ハヤシ　ユリ ナカヤマ　サツキ シマダ　モモカ ホリ　マナエ タカハシ　ハナ

9
中西　ちひろ (5) 坂西　珠季 (6) 境　春菜 (6) 将積　慈心嘉 (4) 西岡　愛奈 (5)

髙橋　華 (6)

タケダ　アン ヒサモト　アヤハ ホリ　ココネ アラオ　ユウキ アベ　リオ トキエダ　リノ

10
矢野　真尋 (6) 林　優里 (6) 中山　彩月 (6) 嶋田　萌々花 (6) 堀　真栄 (6)

時枝　璃乃 (6)

ヨシザワ　カリン ヤマモト　サエ ハナモト　ノア ヤマモト　モモカ カマダ　エリ モリヤマ　ミミ

11
竹田　杏 (6) 久本　彩葉 (4) 堀　心寧 (6) 荒生　祐希 (6) 阿部　里桜 (4)

森山　未実 (6)

フジイ　ヒナ ムカイ　リオ キムラ　ワカ シブヤ　マイ キョウオク　アカリ ヒラタ　ココロ

12
吉澤　佳倫 (6) 山本　冴 (4) 花本　希愛 (6) 山本　桃歌 (6) 鎌田　愛梨 (6)

平田　こころ (6)

ツツイ　ミヅキ タナカ　アヤ モリワキ　カノ ヒラガ　カエラ ヤマシタ　ユウナ ヤマダ　ノノ

13
藤井　日菜 (6) 向　理緒 (5) 木村　和香 (6) 渋谷　磨依 (6) 京奥　朱里 (6)

山田　埜乃 (6)

アオヤギ　ミホ アダチ　ユズ マツモト　ワカナ モリ　ホノカ ミズシマ　ナナミ イトウ　アキコ

14
筒井　望月 (6) 田中　綾 (5) 森脇　樺乃 (5) 平賀　楓来 (5) 山下　友菜 (5)

伊藤　顕子 (5)

エガシラ　ミノリ カツラ　ミライ コバタ　ミキ ヨシオカ　ネネ ハセナカ　ユサキ コデラ　ヒナノ

15
青柳　美穂 (5) 足立　ゆず (5) 松本　若菜 (5) 森　帆郁 (4) 水嶋　七海 (5)

小寺　陽菜乃 (6)

ムラカミ　ユウナ ミナギ　ヒナタ オクダ　トモカ オサキ　メグミ マブチ　ユウコ ウエムラ　マオ

16
江頭　実梨 (6) 桂　未来 (6) 小畑　実嬉 (5) 葭岡　寧音 (6) 長谷中　優咲 (6)

上村　真央 (6)
17

村上　友菜 (6) 皆木　ひなた (6) 奥田　朋香 (6) 尾﨑　めぐみ (6) 馬渕　柚子 (6)



エイガシマジョシビー

江井島女子Ｂ（22）

　48.05 　8.29 19 　15.04 18 　24.14 18 　30.56 19 　39.47 19 　48.05 18
　8.29 19 　6.35 18 　9.10 25 　6.42 17 　8.51 18 　8.18 11

ウオズミジョシ

魚住女子（23）
　48.28 　8.26 17 　14.44 13 　23.17 13 　30.36 17 　39.38 18 　48.28 19

　8.26 17 　6.18 9 　8.33 14 　7.19 27 　9.02 22 　8.50 21
フタミナイキーズ

二見ナイキーズ（29）

　48.33 　8.19 14 　15.40 23 　24.57 25 　31.29 20 　40.06 21 　48.33 20
　8.19 14 　7.21 29 　9.17 26 　6.32 13 　8.37 15 　8.27 14

トバフラッシュツー

鳥羽フラッシュ２（8）

　48.36 　8.18 13 　15.13 19 　24.50 23 　32.03 25 　40.47 23 　48.36 21
　8.18 13 　6.55 23 　9.37 29 　7.13 25 　8.44 17 　7.49 4

ナカサキワイディーケー

中崎ＹＤＫ（6）
　48.49 　9.11 27 　16.01 26 　24.23 20 　31.52 23 　40.05 20 　48.49 22

　9.11 27 　6.50 22 　8.22 7 　7.29 28 　8.13 6 　8.44 18
ゼンリョクニシキ

全力にしき☆（25）

　49.46 　9.12 29 　16.30 29 　25.38 28 　32.10 26 　40.44 22 　49.46 23
　9.12 29 　7.18 28 　9.08 22 　6.32 13 　8.34 14 　9.02 25

ヤマテスーパーガールズ

山手ＳＧ（19）
　49.58 　9.00 25 　15.58 24 　25.06 27 　31.56 24 　41.23 25 　49.58 24

　9.00 25 　6.58 25 　9.08 22 　6.50 19 　9.27 24 　8.35 17
マツッコスターズ

松っ子スターズ（3）

　50.23 　8.45 22 　15.26 21 　24.21 19 　31.30 21 　40.57 24 　50.23 25
　8.45 22 　6.41 19 　8.55 19 　7.09 24 　9.27 24 　9.26 27

エールタイカン

ＹＥＬＬ大観（7）
　51.14 　9.00 26 　15.27 22 　24.29 22 　32.15 27 　41.58 27 　51.14 26

　9.00 26 　6.27 16 　9.02 21 　7.46 30 　9.43 27 　9.16 26
キンポジョシＡ

錦浦女子Ａ（27）

　51.15 　8.53 24 　16.03 28 　24.58 26 　32.16 28 　42.21 28 　51.15 27
　8.53 24 　7.10 26 　8.55 19 　7.18 26 　10.05 31 　8.54 23

トバファイブ

ＴＯＢＡ５（9）
　52.29 　8.26 18 　15.23 20 　24.51 24 　31.42 22 　41.34 26 　52.29 28

　8.26 18 　6.57 24 　9.28 28 　6.51 20 　9.52 29 　10.55 31
フタミジョシーズ

二見女子ーズ（30）

　52.55 　8.52 23 　16.02 27 　26.38 29 　33.45 29 　43.29 29 　52.55 29
　8.52 23 　7.10 26 　10.36 30 　7.07 23 　9.44 28 　9.26 27

キンポジョシＢ

錦浦女子Ｂ（28）

　55.35 　10.00 31 　17.40 31 　27.01 30 　34.52 30 　44.48 30 　55.35 30
　10.00 31 　7.40 30 　9.21 27 　7.51 31 　9.56 30 　10.47 30

ニシキジェーシックス

錦J６（26）
　56.14 　9.42 30 　17.31 30 　28.11 31 　35.55 31 　45.31 31 　56.14 31

　9.42 30 　7.49 31 　10.40 31 　7.44 29 　9.36 26 　10.43 29

イシダ　カグラ ヒオキ　アヤネ タチバナ　リコ フルタニ　ユラ ニシハマ　アンナ ハマダ　オウカ

濵田　桜果 (6)

アサカワ　マホ ニシウマ　ホノカ ウエダ　ナナミ テラダ　スズハ ムラタ　ミズキ オリハラ　ミズキ

18
石田　香具羅 (5) 日置　綾音 (6) 橘　理子 (6) 古谷　優空 (6) 西濱　杏菜 (6)

折原　瑞希 (6)

タカタ　リノ ヨコヤマ　ルナ ウノ　アヤカ シバタニ　ワカ ウメダ　トモカ ナカハラ　ルネ

19
朝川　真帆 (6) 西馬　帆乃香 (5) 植田　菜々美 (6) 寺田　紗芭 (6) 村田　瑞季 (6)

中原　瑠音 (5)

ヤマモト　カンナ ヨコヤマ　サク サクライ　アヤナ マツシタ　ヒナコ エンドウ　ミサキ アエ　ユウ

20
高田　璃乃 (6) 横山　瑠奈 (5) 宇野　彩花 (6) 柴谷　和佳 (5) 梅田　朋佳 (6)

阿江　優 (6)

スギモト　ヒナタ タカハシ　キヨ オカダ　アイリ タカヤマ　ミオ クメ　ココロ フジタ　ワカナ

21
山本　栞菜 (6) 横山　咲空 (6) 櫻井　彩那 (6) 松下　日向子 (6) 遠藤　満咲 (6)

藤田　和奏 (6)

ノモト　ヒヨリ ニシウミ　ホノカ ミウラ　サユリ タナカ　ハナン タカシマ　エル ホウライ　ミナミ

22
杉本　ひなた (6) 高橋　清 (5) 岡田　愛理 (4) 高山　未桜 (4) 久米　こころ (4)

蓬莱　美波 (5)

マエサカ　イブキ アオヤマ　チナツ サカイ　カノハ シマザキ　ミホ モウリ　レイカ ヤマモト　スズカ

23
野本　日和 (6) 西海　ほのか (5) 三浦　小百合 (5) 田中　花音 (6) 髙嶋　恵琉 (4)

山本　涼香 (6)

フカヤ　ハレ キムラ　アユミ ニシウラ　コトノ カタオカ　マイ イロカワ　ユズハ ゴトウ　ハルカ

24
前坂　夷吹 (6) 青山　千夏 (6) 酒井　楓乃葉 (5) 島崎　美穂 (6) 毛利　羚香 (6)

後藤　遥 (6)

シカタ　ユイ フルタニ　カヤ オカダ　リコ ワカマツ　マユ イシカワ　ハルカ シバタ　メミカ

25
深谷　晴 (4) 木村　愛歩 (5) 西浦　琴乃 (6) 片岡　舞衣 (6) 色川　柚葉 (6)

柴田　萌花 (6)

ヤマネ　アヤノ カナマル　エル オオニシ　スイカ ナカムラ　ココア マエダ　アユミ チバ　アヤナ

26
四方　結 (6) 古谷　華弥 (6) 岡田　璃子 (6) 若松　麻由 (6) 石川　はるか (6)

千葉　彩奈 (5)

アマノ　ユウ タケモト　アユミ キザワ　ナナホ ニシヤマ　ニイナ ヤナギ　アミ エンドウ　リコ

27
山根　綾乃 (6) 金丸　恵瑠 (5) 大西　翠香 (4) 中村　心愛 (5) 前田　歩 (6)

遠藤　梨瑚 (5)

アベ　クルミ コウタリ　カノン クニタケ　ミズキ ハヤシ　ワカナ タカハシ　ナツメ フジベ　ハナ

28
天野　優 (5) 武本　歩 (5) 木澤　奈菜帆 (5) 西山　仁菜 (5) 柳　安実 (5)

藤部　葉名 (5)

モリタ　アキミ ハシモト　カナ ハシモト　ミドリ アマツ　アキノ ナカムラ　ユナ オメ　アカリ

29
阿部　胡桃 (5) 神足　佳音 (4) 國武　瑞樹 (5) 林　わかな (4) 髙橋　なつめ (5)

藤本　陽和 (6)
31

大野　葉月 (6) 来馬　穂乃佳 (6) 西海　歩香 (6) 来馬　菜乃佳 (6) 西川　侑里 (4)

尾目　明華里 (6)

オオノ　ハヅキ クルマ　ホノカ ニシウミ　アユカ クルマ　ナノカ ニシカワ　ユリ フジモト　ヒヨリ

30
森田　晃未 (5) 橋本　佳和 (4) 橋本　翠 (6) 天津　晶乃 (5) 中村　侑菜 (5)


