
順位 ＮＯ． 氏名 性別 学年 学校名 タイム 順位 ＮＯ． 氏名 性別 学年 学校名 タイム

1 14 小林百々果 女子 中1 山ノ内中 5:09 1 14 小林百々果 女子 中1 山ノ内中 2:31

2 134 祖父江凜 女子 高2 飯山高 5:09 2 48 根津円 女子 中2 女鳥羽中 2:31

3 63 竹内美琴 女子 中2 木島平中 5:12 3 34 髙橋幸桜子 女子 中2 城南中 2:32

4 138 芳川千恵 女子 高1 飯山高 5:13 4 63 竹内美琴 女子 中2 木島平中 2:33

5 48 根津円 女子 中2 女鳥羽中 5:13 5 134 祖父江凜 女子 高2 飯山高 2:34

6 141 高橋莉那 女子 高3 白馬高 5:15 6 60 湯本美桜 女子 中3 木島平中 2:35

7 60 湯本美桜 女子 中3 木島平中 5:18 7 138 芳川千恵 女子 高1 飯山高 2:36

8 16 山﨑優風 女子 中1 山ノ内中 5:18 8 16 山﨑優風 女子 中1 山ノ内中 2:37

9 34 髙橋幸桜子 女子 中2 城南中 5:19 9 112 小林華怜 女子 高1 中野立志館高 2:37

10 112 小林華怜 女子 高1 中野立志館高 5:20 10 141 高橋莉那 女子 高3 白馬高 2:38

11 136 今溝陽名子 女子 高1 飯山高 5:21 11 25 丸山萌葉 女子 中3 城北中 2:39

12 25 丸山萌葉 女子 中3 城北中 5:21 12 52 市川和 女子 中3 野沢温泉中 2:40

13 27 丸山夏乃 女子 中2 城北中 5:22 13 27 丸山夏乃 女子 中2 城北中 2:40

14 61 小林凜 女子 中2 木島平中 5:25 14 61 小林凜 女子 中2 木島平中 2:41

15 52 市川和 女子 中3 野沢温泉中 5:26 15 28 小林華蓮 女子 中1 城北中 2:42

16 28 小林華蓮 女子 中1 城北中 5:28 16 136 今溝陽名子 女子 高1 飯山高 2:42

17 111 渡邉なな 女子 高1 中野立志館高 5:29 17 10 髙相玲那 女子 中2 山ノ内中 2:43

18 12 山本真優 女子 中1 山ノ内中 5:29 18 111 渡邉なな 女子 高1 中野立志館高 2:43

19 10 髙相玲那 女子 中2 山ノ内中 5:29 19 62 髙橋夢果 女子 中2 木島平中 2:44

20 113 山﨑愛深 女子 高1 中野立志館高 5:31 20 43 篠崎志おり 女子 中3 白馬中 2:45

21 80 前田志颯 男子 小6 ＳＷＡＮ 5:32 21 80 前田志颯 男子 小6 ＳＷＡＮ 2:46

22 132 小林志織 女子 高3 飯山高 5:33 22 26 髙橋くるみ 女子 中3 城北中 2:46

23 137 祢津利宝 女子 高1 飯山高 5:34 23 35 六塚望杏 女子 中2 城南中 2:47

24 46 高橋莉織 女子 中1 白馬中 5:35 24 132 小林志織 女子 高3 飯山高 2:47

25 15 竹節優菜 女子 中1 山ノ内中 5:36 25 37 山中夢華 女子 中1 城南中 2:48

26 43 篠崎志おり 女子 中3 白馬中 5:36 26 113 山﨑愛深 女子 高1 中野立志館高 2:48

27 133 松村明奈 女子 高3 飯山高 5:38 27 12 山本真優 女子 中1 山ノ内中 2:48

28 54 富井遥 女子 中2 野沢温泉中 5:38 28 54 富井遥 女子 中2 野沢温泉中 2:49

29 26 髙橋くるみ 女子 中3 城北中 5:39 29 65 佐藤遙 女子 中1 木島平中 2:49

30 142 大谷好乃 女子 高2 白馬高 5:41 30 44 鎌倉春音 女子 中2 白馬中 2:50

31 78 片山柊 女子 中3 小谷中 5:41 31 78 片山柊 女子 中3 小谷中 2:50

32 62 髙橋夢果 女子 中2 木島平中 5:42 32 142 大谷好乃 女子 高2 白馬高 2:51

33 37 山中夢華 女子 中1 城南中 5:44 33 15 竹節優菜 女子 中1 山ノ内中 2:52

34 35 六塚望杏 女子 中2 城南中 5:46 34 69 和田親 女子 中2 木島平中 2:52

35 65 佐藤遙 女子 中1 木島平中 5:48 35 55 野中美南 女子 中1 野沢温泉中 2:55

36 44 鎌倉春音 女子 中2 白馬中 5:50 36 143 松岡陽菜 女子 高1 白馬高 2:56

37 55 野中美南 女子 中1 野沢温泉中 5:51 37 11 山田愛葵 女子 中2 山ノ内中 2:57

38 13 青木佑月 女子 中1 山ノ内中 5:52 38 47 山本風花 女子 中1 白馬中 2:57

39 47 山本風花 女子 中1 白馬中 5:54 39 13 青木佑月 女子 中1 山ノ内中 2:57

40 143 松岡陽菜 女子 高1 白馬高 5:54 40 64 湯本美月 女子 中1 木島平中 2:58

41 135 竹ノ内かりん 女子 高2 飯山高 5:55 41 133 松村明奈 女子 高3 飯山高 2:58

42 69 和田親 女子 中2 木島平中 5:56 42 79 北村真彩 女子 中2 小谷中 2:58

43 53 河野千雪 女子 中2 野沢温泉中 5:56 43 30 丸山結衣 女子 中1 城北中 2:59

44 64 湯本美月 女子 中1 木島平中 5:58 44 135 竹ノ内かりん 女子 高2 飯山高 3:01

45 110 山本明里 女子 高3 中野立志館高 5:58 45 45 塩島楓菜 女子 中2 白馬中 3:02

46 79 北村真彩 女子 中2 小谷中 6:00 46 110 山本明里 女子 高3 中野立志館高 3:03

47 30 丸山結衣 女子 中1 城北中 6:02 47 53 河野千雪 女子 中2 野沢温泉中 3:04

48 11 山田愛葵 女子 中2 山ノ内中 6:03 48 70 小林愛莉 女子 中1 信濃小中 3:07

49 29 川久保涼美 女子 中1 城北中 6:14 49 36 大口瑠梨羽 女子 中1 城南中 3:10

50 45 塩島楓菜 女子 中2 白馬中 6:23 137 祢津利宝 女子 高1 飯山高

51 70 小林愛莉 女子 中1 信濃小中 6:27 小笠原梨里 女子 高2 飯山高

52 36 大口瑠梨羽 女子 中1 城南中 6:33 関柚月 女子 高3 飯山高

小笠原梨里 女子 高2 飯山高 田川実侑 女子 高2 上田染谷高

関柚月 女子 高3 飯山高 松本詩季菜 女子 中2 小谷中

田川実侑 女子 高2 上田染谷高 湯本明莉 女子 中3 木島平中

松本詩季菜 女子 中2 小谷中 29 川久保涼美 女子 中1 城北中

湯本明莉 女子 中3 木島平中 川上愛加 女子 中2 菅平中

川上愛加 女子 中2 菅平中 櫻井美来 女子 中1 菅平中

櫻井美来 女子 中1 菅平中 中屋壱知架 女子 中3 菅平中

中屋壱知架 女子 中3 菅平中 笠原ひな 女子 高2 中野立志館高

笠原ひな 女子 高2 中野立志館高 鈴木蒼衣 女子 中1 野沢温泉中

篠田凜 女子 中3 野沢温泉中 篠田凜 女子 中3 野沢温泉中

鈴木蒼衣 女子 中1 野沢温泉中 46 高橋莉織 女子 中1 白馬中

岩本華奈 女子 中2 山ノ内中 竹節未羽 女子 中3 山ノ内中

竹節未羽 女子 中3 山ノ内中 岩本華奈 女子 中2 山ノ内中

中島果歩 女子 中2 山ノ内中 中島果歩 女子 中2 山ノ内中

竹節来星 女子 中1 山ノ内中 竹節来星 女子 中1 山ノ内中

高校中学　女子　１５００ｍ 高校中学　女子　８００ｍ


