
第２３回　新潟県女子駅伝競走大会 総合記録

順位 チーム名

カシワザキエー

柏崎Ａ（16）
　1.13.36 　17.49 1 　28.23 1 　45.21 1 　54.38 1 　1.13.36 1

ＧＲ 　17.49 1 　10.34 5 　16.58 2 　9.17 1 　18.58 3
オヂヤ

小千谷ＰＪＸ（14）

　1.16.38 　19.42 2 　30.22 3 　47.59 3 　57.58 3 　1.16.38 2
　19.42 2 　10.40 8 　17.37 6 　9.59 5 　18.40 1

ナガオカエーシー

長岡ＡＣ（11）
　1.17.03 　19.57 5 　30.13 2 　47.18 2 　57.47 2 　1.17.03 3

　19.57 5 　10.16 3 　17.05 3 　10.29 9 　19.16 4
ニイガタダイイチ

新潟第一（20）
　1.17.20 　20.48 10 　31.32 12 　48.16 4 　58.23 4 　1.17.20 4

　20.48 10 　10.44 10 　16.44 1 　10.07 6 　18.57 2
ニイガタチュウオウ

新潟中央（1）
　1.18.51 　19.47 4 　30.30 4 　48.33 5 　58.43 5 　1.18.51 5

　19.47 4 　10.43 9 　18.03 7 　10.10 7 　20.08 7
トオカマチ

十日町（13）
　1.19.56 　21.48 17 　31.56 14 　49.17 6 　59.13 7 　1.19.56 6

　21.48 17 　10.08 2 　17.21 5 　9.56 4 　20.43 13
ニイガタアキバ

新潟秋葉（2）
　1.20.06 　20.00 6 　30.48 6 　50.01 11 　1.00.40 13 　1.20.06 7

　20.00 6 　10.48 12 　19.13 14 　10.39 14 　19.26 5
ジョウエツ

上越Ａ（18）
　1.20.11 　21.15 15 　32.27 17 　49.46 9 　1.00.38 12 　1.20.11 8

　21.15 15 　11.12 15 　17.19 4 　10.52 18 　19.33 6
ツバメエー

燕Ａ（7）
　1.20.34 　20.48 11 　32.02 15 　50.32 14 　1.00.25 9 　1.20.34 9

　20.48 11 　11.14 16 　18.30 10 　9.53 3 　20.09 8
ナガオカアールシー

長岡ＲＣ（12）
　1.20.42 　20.49 12 　31.07 9 　49.19 7 　59.05 6 　1.20.42 10

　20.49 12 　10.18 4 　18.12 8 　9.46 2 　21.37 16
カシワザキビー

柏崎Ｂ（17）
　1.21.07 　20.42 9 　31.16 10 　50.21 13 　1.00.38 11 　1.21.07 11

　20.42 9 　10.34 5 　19.05 12 　10.17 8 　20.29 10
カモタガミ

加茂・田上（6）
　1.21.32 　21.26 16 　31.17 11 　49.38 8 　1.00.23 8 　1.21.32 12

　21.26 16 　9.51 1 　18.21 9 　10.45 15 　21.09 14
サンジョウ

三条レディス（10）

　1.22.16 　20.14 8 　30.51 8 　49.57 10 　1.00.26 10 　1.22.16 13
　20.14 8 　10.37 7 　19.06 13 　10.29 9 　21.50 17

ウオヌマ

魚沼（15）
　1.22.23 　20.49 13 　32.07 16 　51.27 16 　1.02.03 16 　1.22.23 14

　20.49 13 　11.18 17 　19.20 15 　10.36 12 　20.20 9
タイナイ

胎内市（3）
　1.22.43 　21.04 14 　31.54 13 　50.39 15 　1.01.16 15 　1.22.43 15

　21.04 14 　10.50 13 　18.45 11 　10.37 13 　21.27 15

15
金子　紅香 (2) 鈴木　結菜 (2) 花岡　侑希 (2) 近　彩愛 (1) 松浦　伽奈 (1)

星野　桃香 (2)

カネコ　ココウ スズキ　ユイナ ハナオカ　ユウキ コン　イチカ マツウラ　カナ

ヤギ　ネネ ホシノ　ミサキ ヒロイ　ミハル イソベ　アマメ ホシノ　モモカ

14
八木　寧希 (2) 星野　美咲 (3) 廣井　美遥 (1) 磯部　あまめ (1)

13
関　萌華 (2) 佐藤　みなみ (1) 西山　愛唯実 (2) 中川　いろは (2) 桑原　美里 (3)

皆川　いろは (2)

セキ　モエカ サトウ　ミナミ ニシヤマ　アユミ ナカガワ　イロハ クワバラ　ミサト

ウチヤマ　チナツ タケダ　メイ イシダイラ　アユナ ナガイ　トコ ミナガワ　イロハ

12
内山　千夏 武田　芽依 (1) 石平　歩那 (2) 永井　都湖 (2)

11
ムネネ　メリー (3) 村松　華來 (2) 天野　琴美 (2) 清水　美菜 (3) 本間　桃和 (1)

岩田　汐莉 (2)

ムネネ　メリー ムラマツ　ハク アマノ　コトミ シミズ　ミナ ホンマ　モモカ

スミヤ　カホ ヨシハラ　サオリ ワタナベ　マリン コアイザワ　サラ イワタ　シオリ

10
角屋　香穂 (2) 吉原　颯織 (2) 渡辺　まりん (3) 小相沢　朔羅 (2)

9
池田　つぶら (3) 佐野　水紀 (2) 西山　未来 (3) 門谷　羽菜 (3) 蓑口　めぐみ

古澤　侑里 (2)

イケダ　ツブラ サノ　ミズキ ニシヤマ　ミライ モンヤ　ハナ ミノグチ　メグミ

イワサキ　ナナコ ヤジマ　ミオ シミズ　アヤナ キノウチ　エリ フルサワ　ユウリ

8
岩﨑　菜々子 (2) 矢島　美緒 (1) 清水　彩愛 (3) 木之内　絵里 (2)

7
谷黒　栞菜 (1) 池田　凛 (2) 武田　彩花 (2) 溝口　陽菜 (2) 五十嵐　望来 (1)

平賀　さつき (1)

タニグロ　カンナ イケダ　リン タケダ　サヤカ ミゾグチ　ヒナ イカラシ　ミク

イソベ　アユ ムラヤマ　アミサ ナカジマ　ヒナコ ヤマダ　スズナ ヒラガ　サツキ

6
磯部　あゆ (2) 村山　愛美沙 (2) 中島　ひな子 (2) 山田　寿々菜 (1)

5
森山　優香 (3) 仲由　朱花 (1) 野田　春花 (2) 久保田　菜美 (1) 磯貝　すず (3)

高橋　雅 (3)

モリヤマ　ユウカ ナカヨシ　シュカ ノダ　ハルカ クボタ　ナミ イソガイ　スズ

マルヤマ　ミサキ ナカマタ　キエ スギモト　ヒナギク ワカオ　ユキナ タカハシ　ミヤビ

4
丸山　美幸 (2) 中俣　稀絵 (3) 杉本　雛鞠 (2) 若尾　幸奈 (1)

3
山岸　みなみ (2) 柿倉　悠杏 (3) 柿倉　花音 (3) 古川　さこ (2) 永田　彩水 (3)

小柳　千依 (1)

ヤマギシ　ミナミ カキクラ　ユアン カキクラ　カオン フルカワ　サコ ナガタ　アミ

ハトリ　サクラ ワダ　スズホ タナカ　ユキナ コバヤシ　ヒカリ コヤナギ　チヨリ

2
羽鳥　さくら (1) 和田　鈴帆 (2) 田中　雪菜 (3) 小林　日香莉 (2)

1

マーシャ　ヴェロニカ (3) 本間　彩花 (3) 田中　絢音 (2) 岡田　果瑚 (2) 宮山　碧唯 (3)

1区(5.52km) 2区(2.82km) 3区(4.73km) 4区(2.82km) 5区(5.21km)

マーシャ　ヴェロニカ ホンマ　アヤカ タナカ　アヤネ オカダ　カレン ミヤヤマ　アオイ
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第２３回　新潟県女子駅伝競走大会 総合記録

順位 チーム名 1区(5.52km) 2区(2.82km) 3区(4.73km) 4区(2.82km) 5区(5.21km)

ゴセン

五泉（4）
　1.23.24 　19.47 3 　30.45 5 　51.56 17 　1.02.43 17 　1.23.24 16

　19.47 3 　10.58 14 　21.11 19 　10.47 17 　20.41 12
シバタ

新発田（5）
　1.25.22 　20.06 7 　30.50 7 　50.17 12 　1.00.51 14 　1.25.22 17

　20.06 7 　10.44 10 　19.27 16 　10.34 11 　24.31 19
ツバメビー

燕Ｂ（8）
　1.27.59 　23.58 20 　35.18 20 　56.35 20 　1.07.20 20 　1.27.59 18

　23.58 20 　11.20 18 　21.17 20 　10.45 15 　20.39 11
ジョウエツ

上越Ｂ（19）
　1.29.48 　22.43 18 　34.14 18 　54.31 18 　1.06.09 19 　1.29.48 19

　22.43 18 　11.31 19 　20.17 18 　11.38 20 　23.39 18
ニシカン

西蒲（9）
　1.34.31 　23.13 19 　35.08 19 　54.40 19 　1.05.47 18 　1.34.31 20

　23.13 19 　11.55 20 　19.32 17 　11.07 19 　28.44 20

細貝　沙良 (2)

モロハシ　アコ ヤマモト　クルミ サトウ　マチコ サトウ　アズサ ホソカイ　サラ

20
諸橋　愛子 (1) 山本　来美 (2) 佐藤　眞千子 (2) 佐藤　梓 (2)

19
水口　真梨奈 (1) 加藤　茉衣子 (1) 高橋　歩果 (2) 長谷川　茉海 (3) 間嶋　菜花 (1)

村山　麻衣子

ミズグチ　マリナ カトウ　マイコ タカハシ　アユカ ハセガワ　マミ マジマ　ナノハ

ワタナベ　ユカ ヒグチ　ナオ ワカバヤシ　リサ マスダ　モモカ ムラヤマ　マイコ

18
渡辺　由夏 (2) 樋口　直央 (1) 若林　理紗 (1) 増田　百華 (3)

17
荒井　雪絵 (2) 居城　日向 (2) 阿部　愛美 (3) 犬井　美佑 (2) 湯浅　翔子

大関　佳 (4)

アライ　ユキエ イジロ　ヒナタ アベ　マナミ イヌイ　ミユ ユアサ　ショウコ

イトウ　ユズハ クロタニ　ノゾミ コイズミ　アヤノ モリヤマ　フウカ オオセキ　ケイ

16
伊藤　柚葉 (2) 黒谷　望美 (1) 小泉　綾乃 (1) 森山　楓日 (2)

2 / 2 ページ


