
大 会 名 第31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 2021/11/5 　　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 　11.47 カスガ　ミスズ トオカマチミナミ 1 　7.57 ヤマダ　メイ カシワザキダイサン 1 　8.07 オオツカ　ユリ トオカマチミナミ 1 　8.14 ハラサワ　ミハル シオザワ 1 　10.54 タカハシ　ミソラ トオカマチ

春日　未鈴 十日町･南中 山田　芽依 柏崎･第三中 大塚　有莉 十日町･南中 原澤　実暖 南魚沼･塩沢中 髙橋　美空 十日町･十日町中

2 　11.48 ハシモト　ワカナ ツバメヨシダ 2 　7.59 アベ　カンナ トオカマチミナミ 1 　8.07 ハラダ　コナツ シオザワ 2 　8.17 オガワ　サナ イトイガワヒガシ 2 　11.17 エンドウ　アヤナ ゴセンキタ

橋本　和叶 燕･吉田中 阿部　柑菜 十日町･南中 原田　來夏 南魚沼･塩沢中 小川　沙奈 糸魚川･糸魚川東中 遠藤　絢愛 五泉･五泉北中

3 　11.54 ワタナベ　アンナ シオザワ 3 　8.17 コダマ　リム トオカマチナカジョウ 3 　8.13 タカハシ　コウメ トオカマチ 3 　8.23 ネツ　ミユウ トオカマチミナミ 3 　11.24 ワタナベ　ユウナ シオザワ

渡邉　杏菜 南魚沼･塩沢中 児玉　莉夢 十日町･中条中 髙橋　小梅 十日町･十日町中 根津　美優 十日町･南中 渡邉　佑菜 南魚沼･塩沢中

4 　11.59 アベ　ホノカ トオカマチ 4 　8.18 シイバ　マリエ ミョウコウコウゲン 4 　8.25 オオキ　サホ ニイツダイニ 4 　8.30 キシモト　ワカナ ミョウコウコウゲン 4 　11.27 トチザワ　ユリ ジョウセイ

阿部　和夏 十日町･十日町中 椎葉　海絵 妙高･妙高高原中 大木　咲穂 新潟･新津第二中 岸本　和奏 妙高･妙高高原中 栃澤　優里 上越･城西中

5 　12.01 ヤマギシ　ヒロノ トオカマチナカジョウ 5 　8.23 ヤマモト　ヌリア ニイツダイニ 5 　8.33 ナカザワ　ルリ ヒロカミ 5 　8.49 マジマ　ユナ ゴセンキタ 4 　11.27 オオツカ　アヤセ トオカマチミナミ

山岸　野乃 十日町･中条中 山本　ぬりあ 新潟･新津第二中 中澤　瑠璃 魚沼･広神中 間嶋　柚奈 五泉･五泉北中 大塚　彩世 十日町･南中

6 　12.26 ヤマダ　ミキ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク 6 　8.25 モロハシ　サクラ ツバメヨシダ 6 　8.34 コンドウ　ヒヨリ カシワザキダイサン 6 　8.50 シマ　アミリ ツツミオカ 6 　11.30 フカサワ　ハルナ ツバメヨシダ

山田　美輝 上越･上教大附中 諸橋　咲來 燕･吉田中 近藤　ひより 柏崎･第三中 島　あみり 長岡･堤岡中 深澤　陽菜 燕･吉田中

7 　12.28 ヤマダ　ユウカ ツツミオカ 7 　8.26 ササキ　ココロ トオカマチ 7 　8.35 ノロ　リオナ ミョウコウコウゲン 7 　8.51 ワタナベ　カナミ サドチュウトウ 7 　11.32 エイタカ　コトハ ミョウコウコウゲン

山田　優花 長岡･堤岡中 佐々木　心暖 十日町･十日町中 野呂　梨渚奈 妙高･妙高高原中 渡邉　果波 佐渡･佐渡中等(中) 永髙　こと葉 妙高･妙高高原中

8 　12.29 アダチ　ユイ ゴセンキタ 8 　8.32 ヤマノウチ　カンナ ヒロカミ 8 　8.43 サトウ　ナナミ コイデ 8 　9.00 ミヤタ　スミレ イトイガワ 8 　11.35 クボタ　ミユ ツナン

安達　優衣 五泉･五泉北中 山之内　柑奈 魚沼･広神中 佐藤　七夢 魚沼･小出中 宮田　すみれ 糸魚川･糸魚川中 久保田　美有 中魚･津南中

9 　12.32 コジマ　ヒカル ヒガシオヂヤ 9 　8.38 ワタナベ　アカリ ツツミオカ 8 　8.43 イトウ　ミオ ゴセンキタ 9 　9.04 ナカムラ　レノ カシワザキショウヨウチュウトウ 9 　11.42 ヒガシノ　ミオ ミナミサド

小島　ひかる 小千谷･東小千谷中 渡辺　聖 長岡･堤岡中 伊藤　未桜 五泉･五泉北中 中村　怜乃 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 東野　海和 佐渡･南佐渡中

10 　12.40 サトウ　ナナカ ニイツダイニ 9 　8.38 ヤマギシ　アスカ ツナン 10 　8.46 オガワ　ヒビネ ツバメ 10 　9.08 クサマ　チサコ ジョウセイ 10 　11.43 イザワ　ココナ トオカマチナカジョウ

佐藤　菜々香 新潟･新津第二中 山岸　明日香 中魚･津南中 小川　ひびね 燕･燕中 草間　千咲子 上越･城西中 井沢　心々凪 十日町･中条中

11 　12.41 ゴトウ　ナオコ カメダ 11 　8.39 ヒラマツ　ココア フジミ 10 　8.46 タナカ　ツバキ ミナミサド 11 　9.11 イグチ　モモ ハッカイ 11 　11.46 ハラ　セリナ イトイガワヒガシ

後藤　尚子 新潟･亀田中 平松　心愛 新潟･藤見中 田中　椿 佐渡･南佐渡中 井口　桃 南魚沼･八海中 原　惺里奈 糸魚川･糸魚川東中

12 　12.43 フジタ　リサ ジョウセイ 12 　8.43 オノヅカ　リン カシワザキショウヨウチュウトウ 12 　8.49 ヤマギシ　ミク ツツミオカ 12 　9.12 ムラヤマ　ミドリ トオカマチ 12 　11.49 カキクラ　ナナン ツツミオカ

藤田　里彩 上越･城西中 小野塚　凜 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 山岸　未空 長岡･堤岡中 村山　碧 十日町･十日町中 柿倉　七南 長岡･堤岡中

13 　12.47 イノマタ　マオ ナガオカヒガシ 13 　8.44 セキ　モモコ シオザワ 13 　8.52 キシダ　ハルカ ジョウセイ 13 　9.13 ニシワキ　ノノハ ヒガシオヂヤ 13 　11.52 カワノ　リオ カシワザキダイサン

猪俣　真央 長岡･東中 関　桃子 南魚沼･塩沢中 岸田　悠花 上越･城西中 西脇　希絆 小千谷･東小千谷中 川野　莉央 柏崎･第三中

14 　12.59 オカダ　ナナミ ミョウコウコウゲン 13 　8.44 タカヤマ　ミク サドチュウトウ 14 　8.58 ウチダ　アカリ ハッカイ 13 　9.13 モリヤマ　ユヅキ ホリノウチ 14 　11.59 サトウ　ヒナコ ヒロカミ

岡田　七海 妙高･妙高高原中 髙山　真來 佐渡･佐渡中等(中) 内田　明莉 南魚沼･八海中 森山　優月 魚沼･堀之内中 佐藤　日向子 魚沼･広神中

15 　13.04 ニワノ　ヨウコ オヂヤ 15 　8.45 ヤナギ　ハルカ ミヤウラ 15 　8.59 ノゲイラ　アイコ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク 15 　9.16 カトウ　マコ ニイツダイニ 15 　12.04 アサイ　ナナ カミヤマ

庭野　陽子 小千谷･小千谷中 柳　春花 新潟･宮浦中 ノゲイラ　愛子 上越･上教大附中 加藤　真鼓 新潟･新津第二中 浅井　菜那 新潟･上山中

16 　13.04 クワバラ　ナコ ナガオカオオジマ 16 　8.47 オオノ　マヤ ジョウセイ 15 　8.59 オオタニ　ユウヒ ミツケ 15 　9.16 クドウ　ノン カメダ 16 　12.15 カワサキ　ユヅキ ニイツダイニ

桑原　奈瑚 長岡･大島中 大野　真優 上越･城西中 大谷　優妃 見附･見附中 工藤　暖 新潟･亀田中 川崎　悠月 新潟･新津第二中

17 　13.07 ミヤシタ　マオ カシワザキダイサン 17 　8.50 アベ　ヒマリ クビキ 17 　9.00 ヨコヤマ　ユナ ホリノウチ 17 　9.17 タダ　アンナ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク 17 　12.20 コジマ　アンナ イタクラ

宮下　真央 柏崎･第三中 阿部　姫莉 上越･頸城中 横山　結南 魚沼･堀之内中 多田　あんな 上越･上教大附中 小島　杏那 上越･板倉中

18 　13.09 ツボネ　ミウ ミナミサド 17 　8.50 マスダ　リリカ ツバメ 18 　9.02 タナカ　レイラ ミヤウラ 17 　9.17 ホンダ　リョウ ムイカマチ 18 　12.21 ミナカワ　リリコ ソノキ

坪根　美羽 佐渡･南佐渡中 増田　梨々華 燕･燕中 田中　麗愛 新潟･宮浦中 本多　椋 南魚沼･六日町中 皆川　凜々子 新潟･曽野木中

19 　13.13 マツイ　サイ ミヤウラ 19 　8.51 ハセガワ　リカ ホンマル 19 　9.04 コバヤシ　カナタ トオカマチナカジョウ 17 　9.17 イソベ　オハナ コイデ 19 　12.26 サノ　マナ ミツケミナミ

松井　彩 新潟･宮浦中 長谷川　璃佳 新発田･本丸中 小林　奏 十日町･中条中 磯部　おはな 魚沼･小出中 佐野　茉那 見附･南中

20 　13.15 カツマタ　ユノ ムイカマチ 19 　8.51 ツチダ　リョウカ クズツカ 19 　9.04 ヤナセ　ハルカ ソノキ 20 　9.19 ワタナベ　ユイ オヂヤ 20 　12.28 ニシカタ　ユナ ハッカイ

勝又　悠埜 南魚沼･六日町中 土田　涼楓 新潟･葛塚中 栁瀬　遥香 新潟･曽野木中 渡邉　結衣 小千谷･小千谷中 西潟　由菜 南魚沼･八海中

21 　13.18 セキハラ　リノ イタクラ 21 　8.52 ブトウ　ユヅキ コイデ 21 　9.05 シオバラ　ナナ ムイカマチ 21 　9.23 シマクラ　コナン ミナミサド 21 　12.29 ヤマダ　サキ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

関原　梨乃 上越･板倉中 武藤　ゆづき 魚沼･小出中 塩原　那奈 南魚沼･六日町中 島倉　小楠 佐渡･南佐渡中 山田　咲希 上越･上教大附中

22 　13.21 ヤマダ　ユイ ミズサワ 21 　8.52 イタガキ　ハナ カミヤマ 22 　9.06 タナカ　ユズハ オヂヤ 22 　9.25 ナカヤマ　ルナ ナガオカオオジマ 22 　12.31 スミヤ　ミノリ ナガオカオオジマ

山田　結衣 十日町･水沢中 板垣　はな 新潟･上山中 田中　柚羽 小千谷･小千谷中 中山　月愛 長岡･大島中 角屋　実莉 長岡･大島中

23 　13.23 ウチダ　ミノリ ハッカイ 23 　8.53 ブロード　エリナ コバリ 22 　9.06 ワシズ　ノア ヒガシオヂヤ 23 　9.27 ワタナベ　リオン タイナイナカジョウ 22 　12.31 サトウ　カラ コイデ

内田　実紀 南魚沼･八海中 ブロード　恵里菜 新潟･小針中 鷲頭　のあ 小千谷･東小千谷中 渡辺　璃音 胎内･中条中 佐藤　加莱 魚沼･小出中

24 　13.23 マツダ　ミナ イトイガワヒガシ 24 　8.56 カシワギ　ハルナ ホリノウチ 24 　9.07 フジタ　ミナミ ミツケミナミ 24 　9.29 サイトウ　ミウ ソノキ 22 　12.31 タカヤマ　カホ カメダ

松田　珠奈 糸魚川･糸魚川東中 柏木　葉月 魚沼･堀之内中 藤田　みなみ 見附･南中 斎藤　未羽 新潟･曽野木中 高山　花帆 新潟･亀田中
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25 　13.24 ホソカイ　ユイリ ツバメ 24 　8.56 タケイシ　リホ ミツケ 25 　9.09 タナカ　ユウナ カシワザキショウヨウチュウトウ 24 　9.29 ニシカワ　サクラ カミヤマ 25 　12.32 イトウ　シオリ イトイガワ

細貝　唯莉 燕･燕中 武石　理歩 見附･見附中 田中　優奈 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 西川　さくら 新潟･上山中 伊藤　史織 糸魚川･糸魚川中

26 　13.28 オンダ　マナミ ミツケ 24 　8.56 イシヅカ　ノノ ミナミサド 25 　9.09 サトウ　ノエル サドチュウトウ 26 　9.35 ヤノ　アイ コバリ 26 　12.33 ナカマタ　ヒノ ムイカマチ

恩田　真心 見附･見附中 石塚　暖乃 佐渡･南佐渡中 佐藤　埜愛瑠 佐渡･佐渡中等(中) 矢野　亜依 新潟･小針中 中俣　日乃 南魚沼･六日町中

27 　13.32 オバタ　リコ ヒロカミ 27 　8.58 ヘイナイ　リユ イトイガワヒガシ 27 　9.11 チノ　ココミ ツバメヨシダ 27 　9.36 オオタキ　ホノカ クビキ 27 　12.34 カナザワ　レナ ミズサワ

小幡　莉子 魚沼･広神中 平内　りゆ 糸魚川･糸魚川東中 地野　心美 燕･吉田中 大瀧　ほの香 上越･頸城中 金澤　伶奈 十日町･水沢中

28 　13.32 セキカワ　アヤメ クビキ 27 　8.58 クガワ　ラン ハッカイ 28 　9.12 スザキ　ユア イタクラ 27 　9.36 セキグチ　リノ トオカマチナカジョウ 28 　12.35 イイダ　キラ ニイガタマツハマ

関川　あやめ 上越･頸城中 久川　藍 南魚沼･八海中 須崎　夢彩 上越･板倉中 関口　凛乃 十日町･中条中 飯田　綺良 新潟･松浜中

29 　13.35 コジマ　ユリナ ニイツダイゴ 29 　9.00 サイトウ　フウナ カメダ 29 　9.14 ウチヤマ　マナカ クビキ 29 　9.38 タキザワ　ユリナ ツナン 29 　12.37 クリヤマ　マキ リョウツ

小島　優里奈 新潟･新津第五中 齋藤　楓菜 新潟･亀田中 内山　愛果 上越･頸城中 滝沢　ゆりな 中魚･津南中 栗山　茉希 佐渡･両津中

30 　13.38 シノザワ　ヨウ クズツカ 30 　9.01 スワ　ヒナタ ナガオカオオジマ 30 　9.17 クリヤマ　リョウ リョウツ 30 　9.40 トミイ　チヒロ ミズサワ 30 　12.38 イカラシ　リオ ヒガシオヂヤ

篠澤　葉 新潟･葛塚中 諏訪　陽向 長岡･大島中 栗山　凉 佐渡･両津中 富井　千尋 十日町･水沢中 五十嵐　梨音 小千谷･東小千谷中

31 　13.40 アライ　ナノカ コイデ 31 　9.02 ナンバ　カホ ミツケミナミ 31 　9.18 カトウ　コハル イトイガワヒガシ 30 　9.40 ヤマモト　アオイ ミツケ 31 　12.40 イトウ　シオリ カシワザキショウヨウチュウトウ

荒井　菜乃花 魚沼･小出中 南波　夏宝 見附･南中 加藤　小春 糸魚川･糸魚川東中 山本　あおい 見附･見附中 伊藤　栞 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

32 　13.41 ワシオ　カンナ フジミ 31 　9.02 ワタナベ　シオリ ニイツダイゴ 32 　9.19 ヤマギシ　アヤメ ナガオカオオジマ 32 　9.41 メグロ　ノン ミツケミナミ 32 　12.43 ワカツキ　リノ ミヤウラ

鷲尾　環菜 新潟･藤見中 渡辺　詩織 新潟･新津第五中 山岸　彩芽 長岡･大島中 目黒　暖 見附･南中 若月　梨乃 新潟･宮浦中

33 　13.41 コヤマ　ウルハ セイロウ 33 　9.04 サトウ　ホノカ ヒガシオヂヤ 32 　9.19 ウンノ　マイ ゴセン 33 　9.43 カンダ　ユメ ミナミハマ 33 　12.45 タカハシ　ナナ ミツケ

小山　麗羽 北蒲･聖籠中 佐藤　穂乃花 小千谷･東小千谷中 雲野　舞 五泉･五泉中 神田　柚芽 新潟･南浜中 高橋　奈々 見附･見附中

34 　13.42 タカハシ　オトハ コバリ 33 　9.04 ヨシダ　ユイ ナガオカヒガシ 34 　9.20 テラカワ　ニコ コバリ 34 　9.45 ヤマダ　コハク ニイガタマツハマ 33 　12.45 タグチ　リア サドチュウトウ

高橋　乙羽 新潟･小針中 吉田　結 長岡･東中 寺川　仁湖 新潟･小針中 山田　琥珀 新潟･松浜中 田口　梨愛 佐渡･佐渡中等(中)

35 　13.45 チノ　マコ ミツケミナミ 35 　9.08 ナカムラ　ワカナ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク 35 　9.25 ハセガワ　ラン ナガオカヒガシ 35 　9.46 カサトリ　ホノカ イタクラ 35 　12.46 タキカワ　サラ タイナイナカジョウ

千野　真子 見附･南中 中村　若菜 上越･上教大附中 長谷川　蘭 長岡･東中 笠鳥　穂乃佳 上越･板倉中 瀧川　彩良 胎内･中条中

36 　13.50 イチハシ　トモカ カミヤマ 35 　9.08 フジイ　コハル イタクラ 35 　9.25 シロモト　ユウカ フジミ 36 　9.49 カツマタ　カリナ ヒロカミ 36 　12.52 ホンマ　ヒナタ セイロウ

市橋　朋佳 新潟･上山中 藤井　湖春 上越･板倉中 城元　侑花 新潟･藤見中 勝又　香里菜 魚沼･広神中 本間　陽日 北蒲･聖籠中

37 　13.50 シライ　セイナ ソノキ 37 　9.09 マツザワ　ホノカ イトイガワ 35 　9.25 ヤマダ　ミキ ミナミハマ 37 　9.50 コタカ　サチハ ゴセン 37 　12.58 オザワ　カナン ミナミハマ

白井　晴菜 新潟･曽野木中 松澤　帆花 糸魚川･糸魚川中 山田　美希 新潟･南浜中 小髙　倖羽 五泉･五泉中 小澤　夏杏 新潟･南浜中

38 　13.51 タガミ　モカ イトイガワ 37 　9.09 オチアイ　アンズ ゴセンキタ 38 　9.28 タカザワ　スズカ ミズサワ 38 　9.52 マエダ　ミミ フジミ 38 　12.59 イトウ　ヒヨリ ホンマル

田上　桃花 糸魚川･糸魚川中 落合　杏 五泉･五泉北中 高澤　涼香 十日町･水沢中 前田　海心 新潟･藤見中 伊藤　ひより 新発田･本丸中

39 　13.52 シナダ　ワカナ カシワザキショウヨウチュウトウ 39 　9.10 ホサカ　メイ ミズサワ 39 　9.29 オオヒラ　カンナ ツナン 39 　9.53 ワタナベ　ハヅキ ニイツダイゴ 39 　13.01 ノグチ　アイミ フジミ

品田　和奏 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 保坂　芽依 十日町･水沢中 大平　柑奈 中魚･津南中 渡辺　葉月 新潟･新津第五中 野口　あいみ 新潟･藤見中

40 　13.56 ヒグチ　ハナ ツナン 40 　9.11 ゴウ　ユイ オヂヤ 39 　9.29 カマクラ　リオ カミヤマ 40 　9.56 カタノ　エガオ セイロウ 40 　13.02 セキ　ミイナ オヂヤ

樋口　はな 中魚･津南中 郷　佑衣 小千谷･小千谷中 鎌倉　凜音 新潟･上山中 片野　えがお 北蒲･聖籠中 関　未唯奈 小千谷･小千谷中

41 　14.02 キムラ　イチカ ニイガタマツハマ 41 　9.18 ウチヤマ　カコ ムイカマチ 41 　9.30 ヤマガイ　カノハ タイナイナカジョウ 41 　9.58 サトウ　カレン リョウツ 40 　13.02 シンボ　ミサキ ナガオカヒガシ

木村　苺愛 新潟･松浜中 内山　花香 南魚沼･六日町中 山貝　佳花 胎内･中条中 佐藤　華恋 佐渡･両津中 新保　美咲 長岡･東中

　14.03 ナカガワ　ハルカ タイナイナカジョウ 　9.19 エンドウ　ハナ タイナイナカジョウ 　9.30 コジマ　ナツコ ニイツダイゴ 　10.09 オカダ　リナ ホンマル 　13.08 イワノ　マリナ クビキ

42 中川　陽華 胎内･中条中 42 遠藤　華 胎内･中条中 41 小島　菜津子 新潟･新津第五中 42 岡田　莉奈 新発田･本丸中 42 岩野　茉里奈 上越･頸城中

　14.11 スズキ　ミウ ゴセン 　9.19 ハセガワ　メイ セイロウ 　9.32 アオキ　ユツキ イトイガワ 　10.09 キシモト　サキ ミヤウラ 　13.08 ハニュウ　モモカ ツバメ

43 鈴木　美羽 五泉･五泉中 42 長谷川　めい 北蒲･聖籠中 43 青木　結月 糸魚川･糸魚川中 42 岸本　紗季 新潟･宮浦中 42 羽生　百花 燕･燕中

　14.19 アサイ　ユウナ ホリノウチ 　9.19 タカハシ　ミラ ソノキ 　9.34 トヨオカ　アヤメ クズツカ 　10.16 カワイ　マイカ ツバメ 　13.10 キリヤマ　レイ コバリ

44 浅井　友那 魚沼･堀之内中 42 高橋　未來 新潟･曽野木中 44 豊岡　菖 新潟･葛塚中 44 河合　苺香 燕･燕中 44 桐山　怜 新潟･小針中

　14.24 タカノ　レア サドチュウトウ 　9.26 ヤマザキ　メイ ミナミハマ 　9.50 オリイ　ナナ セイロウ 　10.21 セキネ　コハル ツバメヨシダ 　13.13 オオクボ　ララア ホリノウチ

45 髙野　れあ 佐渡･佐渡中等(中) 45 山﨑　芽依 新潟･南浜中 45 折居　奈々 北蒲･聖籠中 45 関根　心晴 燕･吉田中 45 大久保　ららあ 魚沼･堀之内中

　14.34 ハセガワ　アコ ホンマル 　9.27 イソグチ　アン リョウツ 　9.50 ホリ　モモナ カメダ 　10.23 キムラ　マドカ カシワザキダイサン 　13.14 オグラ　サワ ニイツダイゴ

46 長谷川　愛心 新発田･本丸中 46 磯口　杏 佐渡･両津中 45 堀　桃奈 新潟･亀田中 46 木村　円奏 柏崎･第三中 46 小倉　桜和 新潟･新津第五中

　14.36 オザワ　カレン ミナミハマ 　9.34 ヤマグチ　ソナ ニイガタマツハマ 　9.52 ホンマ　ユウラ ホンマル 　11.07 イカラシ　アズハ ナガオカヒガシ 　13.42 ナカガワ　カリン ゴセン

47 小澤　夏恋 新潟･南浜中 47 山口　宙奈 新潟･松浜中 47 本間　結良 新発田･本丸中 47 五十嵐　杏葉 長岡･東中 47 中川　夏凛 五泉･五泉中

　14.46 サトウ　ミウ リョウツ 　9.37 キシ　ユイ ゴセン 　9.55 ナルミ　セリナ ニイガタマツハマ 　11.52 ムシャ　レンナ クズツカ 　14.22 ハガ　チヒロ クズツカ

48 佐藤　美羽 佐渡･両津中 48 岸　優衣 五泉･五泉中 48 鳴海　芹菜 新潟･松浜中 48 武者　恋奈 新潟･葛塚中 48 羽賀　千紘 新潟･葛塚中
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順位 チーム名
トオカマチミナミ
十日町･南中（21）

　47.43 　11.47 1 　19.46 1 　27.53 1 　36.16 1 　47.43 1
　11.47 1 　7.59 2 　8.07 1 　8.23 3 　11.27 4

シオザワ
南魚沼･塩沢中（22）

　48.23 　11.54 3 　20.38 5 　28.45 3 　36.59 2 　48.23 2
　11.54 3 　8.44 13 　8.07 1 　8.14 1 　11.24 3

トオカマチ
十日町･十日町中（23）

　48.44 　11.59 4 　20.25 4 　28.38 2 　37.50 3 　48.44 3
　11.59 4 　8.26 7 　8.13 3 　9.12 12 　10.54 1

ミョウコウコウゲン
妙高･妙高高原中（1）

　49.54 　12.59 14 　21.17 9 　29.52 8 　38.22 4 　49.54 4
　12.59 14 　8.18 4 　8.35 7 　8.30 4 　11.32 7

ゴセンキタ
五泉･五泉北中（51）

　50.27 　12.29 8 　21.38 13 　30.21 10 　39.10 8 　50.27 5
　12.29 8 　9.09 37 　8.43 8 　8.49 5 　11.17 2

ツツミオカ
長岡･堤岡中（25）

　50.34 　12.28 7 　21.06 8 　29.55 9 　38.45 6 　50.34 6
　12.28 7 　8.38 9 　8.49 12 　8.50 6 　11.49 12

トオカマチナカジョウ
十日町･中条中（24）

　50.41 　12.01 5 　20.18 3 　29.22 4 　38.58 7 　50.41 7
　12.01 5 　8.17 3 　9.04 19 　9.36 27 　11.43 10

ジョウセイ
上越･城西中（2）

　50.57 　12.43 12 　21.30 10 　30.22 11 　39.30 9 　50.57 8
　12.43 12 　8.47 16 　8.52 13 　9.08 10 　11.27 4

ニイツダイニ
新潟･新津第二中（71）

　50.59 　12.40 10 　21.03 6 　29.28 6 　38.44 5 　50.59 9
　12.40 10 　8.23 5 　8.25 4 　9.16 15 　12.15 16

ツバメヨシダ
燕･吉田中（26）

　51.15 　11.48 2 　20.13 2 　29.24 5 　39.45 10 　51.15 10
　11.48 2 　8.25 6 　9.11 27 　10.21 45 　11.30 6

イトイガワヒガシ
糸魚川･糸魚川東中（3）

　51.42 　13.23 24 　22.21 23 　31.39 28 　39.56 13 　51.42 11
　13.23 24 　8.58 27 　9.18 31 　8.17 2 　11.46 11

カシワザキダイサン
柏崎･第三中（5）

　51.53 　13.07 17 　21.04 7 　29.38 7 　40.01 14 　51.53 12
　13.07 17 　7.57 1 　8.34 6 　10.23 46 　11.52 13

ミナミサド
佐渡･南佐渡中（52）

　51.56 　13.09 18 　22.05 18 　30.51 15 　40.14 15 　51.56 13
　13.09 18 　8.56 24 　8.46 10 　9.23 21 　11.42 9

ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

上越･上教大附中（4）
　52.19 　12.26 6 　21.34 11 　30.33 12 　39.50 11 　52.19 14

　12.26 6 　9.08 35 　8.59 15 　9.17 17 　12.29 21
ヒロカミ
魚沼･広神中（27）

　52.25 　13.32 27 　22.04 17 　30.37 13 　40.26 16 　52.25 15
　13.32 27 　8.32 8 　8.33 5 　9.49 36 　11.59 14

ヒガシオヂヤ
小千谷･東小千谷中（32）

　52.33 　12.32 9 　21.36 12 　30.42 14 　39.55 12 　52.33 16
　12.32 9 　9.04 33 　9.06 22 　9.13 13 　12.38 30

ハッカイ
南魚沼･八海中（30）

　52.58 　13.23 23 　22.21 24 　31.19 20 　40.30 17 　52.58 17
　13.23 23 　8.58 27 　8.58 14 　9.11 11 　12.28 20

コイデ
魚沼･小出中（39）

　53.03 　13.40 31 　22.32 30 　31.15 18 　40.32 18 　53.03 18
　13.40 31 　8.52 21 　8.43 8 　9.17 17 　12.31 22

ツナン
中魚･津南中（31）

　53.16 　13.56 40 　22.34 32 　32.03 35 　41.41 37 　53.16 19
　13.56 40 　8.38 9 　9.29 39 　9.38 29 　11.35 8

カメダ
新潟･亀田中（72）

　53.18 　12.41 11 　21.41 14 　31.31 24 　40.47 20 　53.18 20
　12.41 11 　9.00 29 　9.50 45 　9.16 15 　12.31 22

ナガオカオオジマ
長岡･大島中（36）

　53.20 　13.04 16 　22.05 19 　31.24 23 　40.49 22 　53.20 21
　13.04 16 　9.01 30 　9.19 32 　9.25 22 　12.31 22

カシワザキショウヨウチュウトウ
柏崎･柏崎翔洋中等(中)（9）

　53.28 　13.52 39 　22.35 33 　31.44 29 　40.48 21 　53.28 22
　13.52 39 　8.43 12 　9.09 25 　9.04 9 　12.40 31

ムイカマチ
南魚沼･六日町中（37）

　53.28 　13.15 20 　22.33 31 　31.38 26 　40.55 23 　53.28 23
　13.15 20 　9.18 41 　9.05 21 　9.17 17 　12.33 26

オヂヤ
小千谷･小千谷中（29）

　53.42 　13.04 15 　22.15 21 　31.21 21 　40.40 19 　53.42 24
　13.04 15 　9.11 40 　9.06 22 　9.19 20 　13.02 40

24

ニワノ　ヨウコ ゴウ　ユイ タナカ　ユズハ ワタナベ　ユイ セキ　ミイナ
庭野　陽子 (2) 郷　佑衣 (2) 田中　柚羽 (1) 渡邉　結衣 (1) 関　未唯奈 (2)

23
勝又　悠埜 (3) 内山　花香 (3) 塩原　那奈 (1) 本多　椋 (1) 中俣　日乃 (1)

22
品田　和奏 (1) 小野塚　凜 (2) 田中　優奈 (1) 中村　怜乃 (3) 伊藤　栞 (2)

カツマタ　ユノ ウチヤマ　カコ シオバラ　ナナ ホンダ　リョウ ナカマタ　ヒノ

21
桑原　奈瑚 (2) 諏訪　陽向 (2) 山岸　彩芽 (3) 中山　月愛 (3) 角屋　実莉 (3)

シナダ　ワカナ オノヅカ　リン タナカ　ユウナ ナカムラ　レノ イトウ　シオリ

20
後藤　尚子 (3) 齋藤　楓菜 (1) 堀　桃奈 (1) 工藤　暖 (3) 高山　花帆 (3)

クワバラ　ナコ スワ　ヒナタ ヤマギシ　アヤメ ナカヤマ　ルナ スミヤ　ミノリ

19
樋口　はな (2) 山岸　明日香 (2) 大平　柑奈 (2) 滝沢　ゆりな (3) 久保田　美有 (2)

ゴトウ　ナオコ サイトウ　フウナ ホリ　モモナ クドウ　ノン タカヤマ　カホ

18
荒井　菜乃花 (3) 武藤　ゆづき (2) 佐藤　七夢 (1) 磯部　おはな (1) 佐藤　加莱 (3)

ヒグチ　ハナ ヤマギシ　アスカ オオヒラ　カンナ タキザワ　ユリナ クボタ　ミユ

17
内田　実紀 (2) 久川　藍 (2) 内田　明莉 (2) 井口　桃 (2) 西潟　由菜 (3)

アライ　ナノカ ブトウ　ユヅキ サトウ　ナナミ イソベ　オハナ サトウ　カラ

16
小島　ひかる (3) 佐藤　穂乃花 (3) 鷲頭　のあ (2) 西脇　希絆 (2) 五十嵐　梨音 (2)

ウチダ　ミノリ クガワ　ラン ウチダ　アカリ イグチ　モモ ニシカタ　ユナ

15
小幡　莉子 (2) 山之内　柑奈 (2) 中澤　瑠璃 (1) 勝又　香里菜 (1) 佐藤　日向子 (3)

コジマ　ヒカル サトウ　ホノカ ワシズ　ノア ニシワキ　ノノハ イカラシ　リオ

14
山田　美輝 (3) 中村　若菜 (2) ノゲイラ　愛子 (1) 多田　あんな (1) 山田　咲希 (1)

オバタ　リコ ヤマノウチ　カンナ ナカザワ　ルリ カツマタ　カリナ サトウ　ヒナコ

13
坪根　美羽 (1) 石塚　暖乃 (2) 田中　椿 (2) 島倉　小楠 (2) 東野　海和 (2)

ヤマダ　ミキ ナカムラ　ワカナ ノゲイラ　アイコ タダ　アンナ ヤマダ　サキ

12
宮下　真央 (2) 山田　芽依 (3) 近藤　ひより (2) 木村　円奏 (3) 川野　莉央 (2)

ツボネ　ミウ イシヅカ　ノノ タナカ　ツバキ シマクラ　コナン ヒガシノ　ミオ

11
松田　珠奈 (3) 平内　りゆ (1) 加藤　小春 (2) 小川　沙奈 (3) 原　惺里奈 (2)

ミヤシタ　マオ ヤマダ　メイ コンドウ　ヒヨリ キムラ　マドカ カワノ　リオ

10
橋本　和叶 (3) 諸橋　咲來 (1) 地野　心美 (1) 関根　心晴 (1) 深澤　陽菜 (2)

マツダ　ミナ ヘイナイ　リユ カトウ　コハル オガワ　サナ ハラ　セリナ

9
佐藤　菜々香 (3) 山本　ぬりあ (1) 大木　咲穂 (2) 加藤　真鼓 (1) 川崎　悠月 (3)

ハシモト　ワカナ モロハシ　サクラ チノ　ココミ セキネ　コハル フカサワ　ハルナ

8
藤田　里彩 (2) 大野　真優 (1) 岸田　悠花 (2) 草間　千咲子 (1) 栃澤　優里 (3)

サトウ　ナナカ ヤマモト　ヌリア オオキ　サホ カトウ　マコ カワサキ　ユヅキ

7
山岸　野乃 (3) 児玉　莉夢 (2) 小林　奏 (3) 関口　凛乃 (3) 井沢　心々凪 (2)

フジタ　リサ オオノ　マヤ キシダ　ハルカ クサマ　チサコ トチザワ　ユリ

6
山田　優花 (3) 渡辺　聖 (1) 山岸　未空 (3) 島　あみり (2) 柿倉　七南 (3)

ヤマギシ　ヒロノ コダマ　リム コバヤシ　カナタ セキグチ　リノ イザワ　ココナ

5
安達　優衣 (1) 落合　杏 (2) 伊藤　未桜 (3) 間嶋　柚奈 (3) 遠藤　絢愛 (1)

ヤマダ　ユウカ ワタナベ　アカリ ヤマギシ　ミク シマ　アミリ カキクラ　ナナン

4
岡田　七海 (2) 椎葉　海絵 (1) 野呂　梨渚奈 (1) 岸本　和奏 (2) 永髙　こと葉 (3)

アダチ　ユイ オチアイ　アンズ イトウ　ミオ マジマ　ユナ エンドウ　アヤナ

3
阿部　和夏 (3) 佐々木　心暖 (3) 髙橋　小梅 (3) 村山　碧 (3) 髙橋　美空 (3)

オカダ　ナナミ シイバ　マリエ ノロ　リオナ キシモト　ワカナ エイタカ　コトハ

2
渡邉　杏菜 (3) 関　桃子 (3) 原田　來夏 (2) 原澤　実暖 (3) 渡邉　佑菜 (3)

アベ　ホノカ ササキ　ココロ タカハシ　コウメ ムラヤマ　ミドリ タカハシ　ミソラ

1
春日　未鈴 (2) 阿部　柑菜 (2) 大塚　有莉 (3) 根津　美優 (2) 大塚　彩世 (3)

ワタナベ　アンナ セキ　モモコ ハラダ　コナツ ハラサワ　ミハル ワタナベ　ユウナ

1区(3.3km) 2区(2.1km) 3区(2.1km) 4区(2.1km) 5区(3.0km)
カスガ　ミスズ アベ　カンナ オオツカ　ユリ ネツ　ミユウ オオツカ　アヤセ



第31回新潟県中学校駅伝競走大会(女子) 女子総合結果
2021/11/5 　　11:20　start
 小千谷市白山運動公園　特設コース 天候：曇り時々雨

順位 チーム名 1区(3.3km) 2区(2.1km) 3区(2.1km) 4区(2.1km) 5区(3.0km)
イタクラ
上越･板倉中（6）

　53.44 　13.18 21 　22.26 27 　31.38 27 　41.24 29 　53.44 25
　13.18 21 　9.08 35 　9.12 28 　9.46 35 　12.20 17

カミヤマ
新潟･上山中（75）

　53.44 　13.50 36 　22.42 36 　32.11 37 　41.40 36 　53.44 26
　13.50 36 　8.52 21 　9.29 39 　9.29 24 　12.04 15

ミツケ
見附･見附中（38）

　53.48 　13.28 26 　22.24 26 　31.23 22 　41.03 24 　53.48 27
　13.28 26 　8.56 24 　8.59 15 　9.40 30 　12.45 33

ミヤウラ
新潟･宮浦中（73）

　53.52 　13.13 19 　21.58 16 　31.00 16 　41.09 26 　53.52 28
　13.13 19 　8.45 15 　9.02 18 　10.09 42 　12.43 32

サドチュウトウ
佐渡･佐渡中等(中)（53）

　53.53 　14.24 45 　23.08 40 　32.17 40 　41.08 25 　53.53 29
　14.24 45 　8.44 13 　9.09 25 　8.51 7 　12.45 33

ミツケミナミ
見附･南中（40）

　54.01 　13.45 35 　22.47 37 　31.54 31 　41.35 33 　54.01 30
　13.45 35 　9.02 31 　9.07 24 　9.41 32 　12.26 19

ソノキ
新潟･曽野木中（74）

　54.03 　13.50 37 　23.09 41 　32.13 38 　41.42 38 　54.03 31
　13.50 37 　9.19 42 　9.04 19 　9.29 24 　12.21 18

イトイガワ
糸魚川･糸魚川中（7）

　54.04 　13.51 38 　23.00 38 　32.32 41 　41.32 32 　54.04 32
　13.51 38 　9.09 37 　9.32 43 　9.00 8 　12.32 25

ミズサワ
十日町･水沢中（33）

　54.13 　13.21 22 　22.31 29 　31.59 33 　41.39 35 　54.13 33
　13.21 22 　9.10 39 　9.28 38 　9.40 30 　12.34 27

クビキ
上越･頸城中（8）

　54.20 　13.32 28 　22.22 25 　31.36 25 　41.12 27 　54.20 34
　13.32 28 　8.50 17 　9.14 29 　9.36 27 　13.08 42

ツバメ
燕･燕中（28）

　54.24 　13.24 25 　22.14 20 　31.00 17 　41.16 28 　54.24 35
　13.24 25 　8.50 17 　8.46 10 　10.16 44 　13.08 42

フジミ
新潟･藤見中（76）

　54.38 　13.41 32 　22.20 22 　31.45 30 　41.37 34 　54.38 36
　13.41 32 　8.39 11 　9.25 35 　9.52 38 　13.01 39

コバリ
新潟･小針中（77）

　54.40 　13.42 34 　22.35 34 　31.55 32 　41.30 31 　54.40 37
　13.42 34 　8.53 23 　9.20 34 　9.35 26 　13.10 44

ホリノウチ
魚沼･堀之内中（34）

　54.41 　14.19 44 　23.15 42 　32.15 39 　41.28 30 　54.41 38
　14.19 44 　8.56 24 　9.00 17 　9.13 13 　13.13 45

タイナイナカジョウ
胎内･中条中（54）

　55.05 　14.03 42 　23.22 43 　32.52 43 　42.19 40 　55.05 39
　14.03 42 　9.19 42 　9.30 41 　9.27 23 　12.46 35

ニイツダイゴ
新潟･新津第五中（81）

　55.14 　13.35 29 　22.37 35 　32.07 36 　42.00 39 　55.14 40
　13.35 29 　9.02 31 　9.30 41 　9.53 39 　13.14 46

ナガオカヒガシ
長岡･東中（35）

　55.25 　12.47 13 　21.51 15 　31.16 19 　42.23 41 　55.25 41
　12.47 13 　9.04 33 　9.25 35 　11.07 47 　13.02 40

セイロウ
北蒲･聖籠中（56）

　55.38 　13.41 33 　23.00 39 　32.50 42 　42.46 42 　55.38 42
　13.41 33 　9.19 42 　9.50 45 　9.56 40 　12.52 36

ニイガタマツハマ
新潟･松浜中（80）

　55.51 　14.02 41 　23.36 45 　33.31 48 　43.16 45 　55.51 43
　14.02 41 　9.34 47 　9.55 48 　9.45 34 　12.35 28

リョウツ
佐渡･両津中（58）

　56.05 　14.46 48 　24.13 48 　33.30 47 　43.28 47 　56.05 44
　14.46 48 　9.27 46 　9.17 30 　9.58 41 　12.37 29

ミナミハマ
新潟･南浜中（78）

　56.08 　14.36 47 　24.02 47 　33.27 46 　43.10 44 　56.08 45
　14.36 47 　9.26 45 　9.25 35 　9.43 33 　12.58 37

ホンマル
新発田･本丸中（57）

　56.25 　14.34 46 　23.25 44 　33.17 45 　43.26 46 　56.25 46
　14.34 46 　8.51 19 　9.52 47 　10.09 42 　12.59 38

ゴセン
五泉･五泉中（55）

　56.39 　14.11 43 　23.48 46 　33.07 44 　42.57 43 　56.39 47
　14.11 43 　9.37 48 　9.19 32 　9.50 37 　13.42 47

クズツカ
新潟･葛塚中（79）

　58.17 　13.38 30 　22.29 28 　32.03 34 　43.55 48 　58.17 48
　13.38 30 　8.51 19 　9.34 44 　11.52 48 　14.22 48

25

26

27

28

29

30

タカノ　レア タカヤマ　ミク

オンダ　マナミ タケイシ　リホ

セキハラ　リノ フジイ　コハル

サトウ　ノエル ワタナベ　カナミ タグチ　リア
髙野　れあ (2) 髙山　真來 (3) 佐藤　埜愛瑠 (3) 渡邉　果波 (1) 田口　梨愛 (1)

マツイ　サイ ヤナギ　ハルカ タナカ　レイラ キシモト　サキ ワカツキ　リノ
松井　彩 (2) 柳　春花 (3) 田中　麗愛 (1) 岸本　紗季 (1) 若月　梨乃 (3)

オオタニ　ユウヒ ヤマモト　アオイ タカハシ　ナナ
恩田　真心 (2) 武石　理歩 (2) 大谷　優妃 (2) 山本　あおい (2) 高橋　奈々 (2)

イチハシ　トモカ イタガキ　ハナ カマクラ　リオ ニシカワ　サクラ アサイ　ナナ
市橋　朋佳 (3) 板垣　はな (2) 鎌倉　凜音 (1) 西川　さくら (3) 浅井　菜那 (3)

スザキ　ユア カサトリ　ホノカ コジマ　アンナ
関原　梨乃 (3) 藤井　湖春 (3) 須崎　夢彩 (1) 笠鳥　穂乃佳 (1) 小島　杏那 (2)

シライ　セイナ タカハシ　ミラ ヤナセ　ハルカ サイトウ　ミウ ミナカワ　リリコ

チノ　マコ ナンバ　カホ フジタ　ミナミ メグロ　ノン サノ　マナ
千野　真子 (3) 南波　夏宝 (3) 藤田　みなみ (2) 目黒　暖 (3) 佐野　茉那 (3)

タガミ　モカ マツザワ　ホノカ アオキ　ユツキ ミヤタ　スミレ イトウ　シオリ

31
白井　晴菜 (2) 高橋　未來 (2) 栁瀬　遥香 (1) 斎藤　未羽 (3) 皆川　凜々子 (1)

ヤマダ　ユイ ホサカ　メイ タカザワ　スズカ トミイ　チヒロ カナザワ　レナ

32
田上　桃花 (3) 松澤　帆花 (1) 青木　結月 (1) 宮田　すみれ (2) 伊藤　史織 (2)

セキカワ　アヤメ アベ　ヒマリ ウチヤマ　マナカ オオタキ　ホノカ イワノ　マリナ

33
山田　結衣 (2) 保坂　芽依 (2) 高澤　涼香 (3) 富井　千尋 (1) 金澤　伶奈 (3)

ホソカイ　ユイリ マスダ　リリカ オガワ　ヒビネ カワイ　マイカ ハニュウ　モモカ

34
関川　あやめ (3) 阿部　姫莉 (1) 内山　愛果 (2) 大瀧　ほの香 (1) 岩野　茉里奈 (3)

ワシオ　カンナ ヒラマツ　ココア シロモト　ユウカ マエダ　ミミ ノグチ　アイミ

35
細貝　唯莉 (3) 増田　梨々華 (1) 小川　ひびね (2) 河合　苺香 (3) 羽生　百花 (1)

タカハシ　オトハ ブロード　エリナ テラカワ　ニコ ヤノ　アイ キリヤマ　レイ

36
鷲尾　環菜 (2) 平松　心愛 (2) 城元　侑花 (2) 前田　海心 (2) 野口　あいみ (2)

アサイ　ユウナ カシワギ　ハルナ ヨコヤマ　ユナ モリヤマ　ユヅキ オオクボ　ララア

37
高橋　乙羽 (2) ブロード　恵里菜 (2) 寺川　仁湖 (2) 矢野　亜依 (2) 桐山　怜 (2)

ナカガワ　ハルカ エンドウ　ハナ ヤマガイ　カノハ ワタナベ　リオン タキカワ　サラ

38
浅井　友那 (3) 柏木　葉月 (3) 横山　結南 (2) 森山　優月 (2) 大久保　ららあ (3)

コジマ　ユリナ ワタナベ　シオリ コジマ　ナツコ ワタナベ　ハヅキ オグラ　サワ

39
中川　陽華 (3) 遠藤　華 (3) 山貝　佳花 (3) 渡辺　璃音 (3) 瀧川　彩良 (2)

イノマタ　マオ ヨシダ　ユイ ハセガワ　ラン イカラシ　アズハ シンボ　ミサキ

40
小島　優里奈 (3) 渡辺　詩織 (3) 小島　菜津子 (3) 渡辺　葉月 (1) 小倉　桜和 (1)

コヤマ　ウルハ ハセガワ　メイ オリイ　ナナ カタノ　エガオ ホンマ　ヒナタ

41
猪俣　真央 (2) 吉田　結 (2) 長谷川　蘭 (3) 五十嵐　杏葉 (1) 新保　美咲 (3)

キムラ　イチカ ヤマグチ　ソナ ナルミ　セリナ ヤマダ　コハク イイダ　キラ

42
小山　麗羽 (2) 長谷川　めい (2) 折居　奈々 (2) 片野　えがお (2) 本間　陽日 (1)

サトウ　ミウ イソグチ　アン クリヤマ　リョウ サトウ　カレン クリヤマ　マキ

43
木村　苺愛 (2) 山口　宙奈 (1) 鳴海　芹菜 (2) 山田　琥珀 (2) 飯田　綺良 (2)

オザワ　カレン ヤマザキ　メイ ヤマダ　ミキ カンダ　ユメ オザワ　カナン

44
佐藤　美羽 (2) 磯口　杏 (3) 栗山　凉 (2) 佐藤　華恋 (3) 栗山　茉希 (2)

ハセガワ　アコ ハセガワ　リカ ホンマ　ユウラ オカダ　リナ イトウ　ヒヨリ

45
小澤　夏恋 (2) 山﨑　芽依 (3) 山田　美希 (3) 神田　柚芽 (2) 小澤　夏杏 (2)

スズキ　ミウ キシ　ユイ ウンノ　マイ コタカ　サチハ ナカガワ　カリン

46
長谷川　愛心 (3) 長谷川　璃佳 (3) 本間　結良 (3) 岡田　莉奈 (3) 伊藤　ひより (2)

シノザワ　ヨウ ツチダ　リョウカ トヨオカ　アヤメ ムシャ　レンナ ハガ　チヒロ

47
鈴木　美羽 (1) 岸　優衣 (2) 雲野　舞 (2) 小髙　倖羽 (2) 中川　夏凛 (2)

48
篠澤　葉 (2) 土田　涼楓 (2) 豊岡　菖 (3) 武者　恋奈 (3) 羽賀　千紘 (3)


