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5分21秒1 津金　真由子3260 ﾂｶﾈ ｱﾍﾞﾍﾞ駅伝ｸﾗﾌﾞ5分21秒2 大崎 光3296 ｵｵｻｷ ﾋｶﾙ チームＭＡＮＯ5分25秒3 西本　梨花3215 ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ5分29秒4 和田　有菜3220 ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ5分33秒5 田中　ジェシカ3285 ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 腰越JSC5分34秒6 佐久間 若菜3286 ｻｸﾏ ﾜｶﾅ 野田ジュニア5分35秒7 千野　恵実3300 ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 坂城ＪＡＣ5分36秒8 上原 舞3288 ｳｴﾊﾗ ﾏｲ チームまいまい5分37秒9 鳥羽　美宇3269 ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ5分41秒10 堀内　智加3245 ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根中沢RC5分41秒11 竹村　瑞香3248 ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 駒ヶ根中沢RC5分44秒12 岡安　瑠菜3303 ｵｶﾔｽ ﾙﾅ 野田ジュニア5分45秒13 宝田 沙織3299 ﾀｶﾗﾀﾞ ｻｵﾘ ＡＣ富山5分46秒14 竹内　美翔3216 ﾀｹｳﾁ ﾐﾕ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ5分48秒15 中田　貴子3275 ﾅｶﾀ ｷｺ A.C.TOYAMA　Jr.5分49秒16 大上 純奈3293 ｵｵｶﾐ ｼﾞｭﾝﾅ 野田ジュニア5分50秒17 滝沢　菜絵3221 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ5分51秒18 小林　祐華3282 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 腰越JSC5分53秒19 齊藤　茉由子3263 ｻｲﾄｳ ﾏﾕｺ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ5分53秒20 竹内　優花3301 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 坂城JAC5分57秒21 小林　菜々夏3281 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ 腰越JSC5分58秒22 岡村　未歩3217 ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ6分00秒23 庵　悠紀3272 ｲｵﾘ ﾕｳｷ A.C.TOYAMA　Jr.6分01秒24 高岡 沙彩3297 ﾀｶｵｶ ｻｱﾔ チームＭＡＮＯ6分01秒25 染谷　菜月3305 ｿﾒﾔ ﾅﾂｷ 野田ジュニア6分02秒26 児玉　奈美3261 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ6分03秒27 米沢　美柚3273 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾕ A.C.TOYAMA　Jr.6分07秒28 高橋　未来3247 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 駒ヶ根中沢RC6分07秒29 明石　伊生3254 ｱｶｼ ｲｵ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ6分07秒30 黒川　真由香3304 ｸﾛｶﾜ ﾏﾕｶ バレーボール姉妹6分08秒31 宮崎　日香里3278 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾘ 山ノ内東小学校6分09秒32 池上　有咲3249 ｲｹｶﾞﾐ ｱｻｷ 駒ヶ根中沢RC6分10秒33 田中　杏子3256 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明小学校6分17秒34 矢沢　莉子3262 ﾔｻﾞﾜ ﾘｺ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ6分17秒35 上原　春香3258 ｳｴﾊﾗ ﾊﾙｶ ｱﾍﾞﾍﾞ駅伝ｸﾗﾌﾞ6分21秒36 土田　彩美3270 ﾂﾁﾀﾞ ｱﾐ ｱﾍﾞﾍﾞ駅伝ｸﾗﾌﾞ6分21秒37 宮園　侑希3242 ﾐﾔｿﾞﾉ ﾕｷ 城ヶ丘XC6分21秒38 髙橋　莉那3208 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ6分21秒39 下澤　瑠奈3232 ｼﾓｻﾞﾜ ﾙﾅ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ6分21秒40 岡澤　沙季3227 ｵｶｻﾞﾜ ｻｷ 小谷小学校6分24秒41 入江　唯3230 ｲﾘｴ ﾕｲ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ6分26秒42 春日　桃桜3246 ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ヶ根中沢RC6分30秒43 本間　海音3204 ﾎﾝﾏ ｱﾏﾈ 木島平小ｽｷｰ部6分30秒44 小田切　友佳3218 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｶ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ6分32秒45 大野　莉穂3255 ｵｵﾉ ﾘﾎ 山ノ内西小学校6分33秒46 成澤　朋花3277 ﾅﾙｻﾜ ﾄﾓｶ 山ノ内東小学校6分35秒47 渡辺 岬3289 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ ＳＴＳ6分35秒48 吉沢 佳菜子3291 ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾅｺ6分36秒49 小林　志織3266 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 柏原小学校6分36秒50 頭師 彩乃3298 ｽﾞｼ ｱﾔﾉATHLETE-TAG by CHOPPER
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6分36秒51 松本　逸希3234 ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂｷ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ6分38秒52 渡辺　愛永3202 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅｴ 木島平小ｽｷｰ部6分40秒53 庭野　侑希3240 ﾆﾜﾉ ﾕｷ 城ヶ丘XC6分41秒54 丸山　紗里奈3229 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾘﾅ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ6分41秒55 山本　明里3279 ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 山ノ内東小学校6分41秒56 内田　梨湖3284 ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 腰越JSC6分42秒57 唐木　千穂3251 ｶﾗｷ ﾁﾎ 宮田小学校6分42秒58 内田　夢加3253 ｳﾁﾀﾞ ﾕﾒｶ 山ノ内北小学校6分42秒59 長澤　妙3212 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 白馬南小学校6分42秒60 白鳥　あかり3207 ｼﾛﾄﾘ ｱｶﾘ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ6分44秒61 水嶋　柚希3223 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｽﾞｷ 小谷小学校6分47秒62 樋口　明莉3241 ﾋｸﾞﾁ ｱｶﾘ 城ヶ丘XC6分50秒63 下平　綾子3250 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ 駒ヶ根中沢RC6分50秒64 北村　桃子3222 ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｺ 小谷小学校6分51秒65 松沢　帆奈3228 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾊﾝﾅ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ6分53秒66 長内　里紅3233 ｵｻﾅｲ ﾘｸ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ6分58秒67 村田　有優3274 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾕ A.C.TOYAMA　Jr.7分00秒68 山﨑　栞奈3257 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾅ 明科かけっこ7分00秒69 島田　もも3236 ｼﾏﾀﾞ ﾓﾓ 城ヶ丘XC7分01秒70 荻原　詩音3231 ｵｷﾞﾜﾗ ｼｵﾝ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ7分03秒71 竹内 莉菜3287 ﾀｹｳﾁ ﾘﾅ 豊野西小学校7分05秒72 下川　詩織3211 ｼﾓｶﾜ ｼｵﾘ 白馬南小学校7分07秒73 坂口 未祐3290 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾕ ＳＴＳ7分07秒74 髙橋　美希3237 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 城ヶ丘XC7分08秒75 山本　華子3276 ﾔﾏﾓﾄ ｶｺ 山ノ内東小学校7分09秒76 山田　杏奈3239 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ 城ヶ丘XC7分09秒77 宮本　郁実3213 ﾐﾔﾓﾄ ｲｸﾐ 白馬南小学校7分12秒78 角田　希3259 ｶｸﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 高丘小学校7分13秒79 住友 優香3295 ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｶ 小諸ＪＥＣ7分14秒80 岩渕　春菜3265 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾙﾅ7分16秒81 樋口　りか3238 ﾋｸﾞﾁ ﾘｶ 城ヶ丘XC7分18秒82 浦野　美空3205 ｳﾗﾉ ﾐｸ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ7分22秒83 小林　春陽3201 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾋ 木島平小ｽｷｰ部7分24秒84 上條　優芽3206 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾒ 山形小学校7分32秒85 吉岡　綾子3243 ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ ﾁｰﾑ吉岡7分35秒86 塩川　あかり3283 ｱｶﾘ 腰越JSC7分36秒87 山口　舞珠3209 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｼｭ 白馬南小学校7分38秒88 蕪木　千乃3235 ｶﾌﾞﾗｷ ﾕｷﾉ 城ヶ丘XC7分40秒89 佐藤　未希3214 ｻﾄｳ ﾐｷ 白馬南小学校7分40秒90 唐澤　茉実3280 ｶﾗｻﾜ AC豊丘7分41秒91 杉本　留菜3268 ｽｷﾞﾓﾄ ﾙﾅ 立山ﾗﾝﾗﾝ7分43秒92 川上　千翔3302 ｶﾜｶﾐ ﾁｶ かけっこ競技クラブ7分45秒93 高橋　夏海3271 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ 城ヶ丘XC7分45秒94 小松　さくら3203 ｺﾏﾂ ｻｸﾗ 木島平小ｽｷｰ部7分47秒95 松本　菜月3264 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ 山形小学校7分47秒96 塩川　真輝3267 ｼｵｶﾜ ﾏｷ 裾花小学校7分54秒97 松澤　なつめ3224 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅﾂﾒ 小谷小学校8分05秒98 中田　智巳3210 ﾅｶﾀ ﾄﾓﾐ 白馬南小学校8分13秒99 吉沢　愛3225 ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 小谷小学校8分15秒100 岩崎　萌3244 ｲﾜｻｷ ﾓｴATHLETE-TAG by CHOPPER
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18分20秒101 飯島　飛来3219 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾗｲ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
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