
女子　総合成績

順位 チーム名

稲美（94）

　42.08 　10.03 1 　16.56 1 　23.59 1 　31.18 1 　42.08 1

　10.03 1 　6.53 3 　7.03 2 　7.19 5 　10.50 6

平岡（32）

　42.26 　10.17 3 　17.13 3 　24.25 3 　32.02 4 　42.26 2

　10.17 3 　6.56 6 　7.12 4 　7.37 12 　10.24 2

小野（71）

　42.30 　10.05 2 　16.58 2 　24.16 2 　31.36 3 　42.30 3

　10.05 2 　6.53 3 　7.18 7 　7.20 7 　10.54 8

加古川（28）

　42.36 　10.34 6 　17.26 4 　24.34 4 　31.35 2 　42.36 4

　10.34 6 　6.52 2 　7.08 3 　7.01 1 　11.01 11

氷丘（29）

　42.48 　10.27 4 　17.40 5 　25.04 8 　32.35 8 　42.48 5

　10.27 4 　7.13 14 　7.24 12 　7.31 10 　10.13 1

野々池（14）

　43.06 　10.42 8 　17.42 6 　24.55 6 　32.11 5 　43.06 6

　10.42 8 　7.00 8 　7.13 5 　7.16 3 　10.55 9

自由が丘（55）

　43.22 　10.48 10 　17.47 7 　25.01 7 　32.20 7 　43.22 7

　10.48 10 　6.59 7 　7.14 6 　7.19 5 　11.02 12

陵南（39）

　43.30 　11.03 17 　17.53 10 　24.48 5 　32.11 6 　43.30 8

　11.03 17 　6.50 1 　6.55 1 　7.23 8 　11.19 14

加古川中部（31）

　43.41 　10.56 13 　18.07 12 　25.31 10 　32.49 9 　43.41 9

　10.56 13 　7.11 12 　7.24 12 　7.18 4 　10.52 7

神吉（37）

　43.43 　10.56 14 　18.15 15 　25.34 11 　33.04 12 　43.43 10

　10.56 14 　7.19 18 　7.19 8 　7.30 9 　10.39 4

稲美北（95）

　43.50 　10.50 11 　18.04 11 　25.41 14 　32.52 10 　43.50 11

　10.50 11 　7.14 15 　7.37 17 　7.11 2 　10.58 10

荒井（61）

　44.38 　10.29 5 　17.51 9 　25.34 12 　33.50 16 　44.38 12

　10.29 5 　7.22 19 　7.43 20 　8.16 28 　10.48 5

緑が丘（54）

　44.53 　11.27 24 　18.22 17 　25.52 15 　33.31 14 　44.53 13

　11.27 24 　6.55 5 　7.30 15 　7.39 13 　11.22 16

三木東（56）

　45.05 　11.06 19 　18.12 14 　25.34 13 　33.27 13 　45.05 14

　11.06 19 　7.06 9 　7.22 11 　7.53 16 　11.38 20

大久保（16）

　45.12 　11.19 23 　18.34 19 　26.03 18 　33.47 15 　45.12 15

　11.19 23 　7.15 16 　7.29 14 　7.44 14 　11.25 17

泉（78）

　45.33 　11.29 26 　19.01 23 　27.16 26 　35.04 24 　45.33 16

　11.29 26 　7.32 24 　8.15 30 　7.48 15 　10.29 3

小野南（70）

　45.39 　11.32 28 　19.05 25 　26.24 20 　34.18 20 　45.39 17

　11.32 28 　7.33 25 　7.19 8 　7.54 18 　11.21 15

浜の宮（34）

　45.39 　10.46 9 　18.08 13 　25.28 9 　33.00 11 　45.39 18

　10.46 9 　7.22 19 　7.20 10 　7.32 11 　12.39 31

藤田　直子 (1)

2

大西　文香 (3) 二木　涼楓 (2) 磯谷　奈那 (3) 植村　美月 (2) 原田　陽菜 (1)

1区(3.0km) 2区(2.0km) 3区(2.0km) 4区(2.0km) 5区(3.0km)

1

高田　紗良 (2) 長野　亜美 (1) 石黒　聖知 (1) 藤井　明愛 (2)

4

ソープ　愛満 (2) 神山　碧希 (2) 水野　さくら (1) 小椋　愛花 (2) 大城　愛夏 (3)

3

田中　由眞 (2) 北野　千晃 (3) 神内　香穂 (2) 石井　愛華 (1) 影山　萌花 (3)

6

西尾　わこと (3) 辻　美咲 (2) 大林　萌乃佳 (3) 西村　悠里 (2) 迫田　夏歩 (3)

5

好井　万結 (2) 小林　遙 (1) 好井　愛結 (2) 日高　正梨 (3) 平田　彩乃 (3)

8

辻川　海月 (1) 橋本　千咲妃 (2) 大西　美良 (3) 長谷川　若菜 (2) 山本　果奈 (3)

7

中張　菜柚 (1) 小原　羽咲子 (1) 久野　紗歩 (1) 森下　詩 (2) 川添　瀬奈 (2)

10

神吉　彩絵 (2) 宗佐　涼帆 (2) 石川　優衣 (1) 脇本　毬代 (1) 駒井　詩絵里 (2)

9

庄司　彩夏 (2) 鳩場　帆乃佳 (2) 北本　紗彩 (2) 佐藤　琴望 (3) 中間　椛 (2)

12

塚本　夕藍 (1) 前田　萌愛 (2) 菅原　心渚 (2) 井上　結菜 (1) 山下　真央 (1)

11

宮宅　ひな (1) 坂下　莉菜 (2) 脇下　小春 (2) 勢田　妃代莉 (3) 堤　香帆 (3)

14

上野　玲 (1) 楠　望咲 (2) 安藤　奈々美 (3) 小林　希依 (1) 中本　美弥 (3)

13

多鹿　蕗 (2) 宮家　里奈 (1) 的野　里菜 (2) 江本　桜 (1) 宮家　加奈 (3)

16

柴本　心優 (1) 松尾　風花 (1) 熊谷　志帆 (2) 増田　椛栞 (1) 蔦川　真優 (2)

15

鳴尾　真優 (1) 佐々木　紫乃 (1) 前田　さくら (1) 北迫　茉梨愛 (2) 直江　詩 (1)

18

髙山　あおい (2) 河野　愛優花 (2) 一井　陽遥 (2) 清田　四季 (3) 井澤　知南 (3)

17

平石　晴菜 (2) 松尾　菜々珠 (2) 西島　緩奈 (1) 土肥　くるみ (1) 田中　希空 (3)



宝殿（43）

　46.00 　10.41 7 　17.49 8 　25.54 17 　33.56 17 　46.00 19

　10.41 7 　7.08 10 　8.05 25 　8.02 22 　12.04 24

播磨（96）

　46.02 　11.29 27 　18.40 20 　26.25 21 　34.35 21 　46.02 20

　11.29 27 　7.11 12 　7.45 21 　8.10 24 　11.27 19

旭丘（72）

　46.03 　11.07 21 　18.46 22 　26.26 22 　34.37 22 　46.03 21

　11.07 21 　7.39 27 　7.40 18 　8.11 25 　11.26 18

西脇（45）

　46.17 　11.04 18 　18.34 18 　26.16 19 　34.17 19 　46.17 22

　11.04 18 　7.30 23 　7.42 19 　8.01 20 　12.00 22

魚住（19）

　46.24 　11.03 16 　18.20 16 　25.53 16 　34.09 18 　46.24 23

　11.03 16 　7.17 17 　7.33 16 　8.16 28 　12.15 26

加古川山手（30）

　46.39 　10.54 12 　19.18 27 　27.22 28 　35.23 27 　46.39 24

　10.54 12 　8.24 32 　8.04 24 　8.01 20 　11.16 13

別府（35）

　46.54 　11.17 22 　19.13 26 　27.01 24 　34.54 23 　46.54 25

　11.17 22 　7.56 30 　7.48 22 　7.53 16 　12.00 22

西脇南（47）

　47.37 　11.55 30 　19.24 29 　27.21 27 　35.21 26 　47.37 26

　11.55 30 　7.29 22 　7.57 23 　8.00 19 　12.16 27

社（81）

　47.37 　11.33 29 　18.43 21 　26.53 23 　35.07 25 　47.37 27

　11.33 29 　7.10 11 　8.10 27 　8.14 27 　12.30 28

北条（75）

　47.50 　11.29 25 　19.05 24 　27.12 25 　35.37 28 　47.50 28

　11.29 25 　7.36 26 　8.07 26 　8.25 31 　12.13 25

加西（77）

　48.59 　12.08 31 　19.57 31 　28.09 29 　36.12 29 　48.59 29

　12.08 31 　7.49 29 　8.12 28 　8.03 23 　12.47 33

加美（89）

　49.03 　10.58 15 　19.22 28 　28.17 30 　37.17 32 　49.03 30

　10.58 15 　8.24 32 　8.55 33 　9.00 33 　11.46 21

三木（50）

　49.29 　12.45 34 　20.12 33 　28.44 32 　36.57 30 　49.29 31

　12.45 34 　7.27 21 　8.32 31 　8.13 26 　12.32 29

大蔵（12）

　49.48 　12.26 33 　20.11 32 　28.23 31 　37.05 31 　49.48 32

　12.26 33 　7.45 28 　8.12 28 　8.42 32 　12.43 32

衣川（13）

　49.51 　12.22 32 　20.20 34 　29.02 33 　37.19 33 　49.51 33

　12.22 32 　7.58 31 　8.42 32 　8.17 30 　12.32 29

錦城（10）

　52.38 　11.06 20 　19.46 30 　29.47 34 　38.51 34 　52.38 34

　11.06 20 　8.40 34 　10.01 34 　9.04 34 　13.47 34

魚住東（20）

二見（21）

20

間處　來良 (2) 河島　愛華 (1) 松山　麻美 (3) 田中　美沙希 (2) 日数谷　綾音 (1)

19

柳井　蓮音 (2) 黒川　采加奈 (1) 中尾　望花 (1) 井村　円香 (3) 杉原　杏由子 (3)

22

安達　蒼璃 (1) 合田　さくら (3) 増田　朱音 (3) 清岡　美都 (2) 福井　みほ (3)

21

常峰　未来 (2) 久語　英里奈 (1) 久語　さくら (2) 神谷　真那 (1) 長光　結南 (1)

24

山本　陽菜 (3) 長谷　曖菜 (2) 石田　紗奈 (2) 厚見　咲恵 (1) 坂本　幸妃音 (3)

23

守谷　春咲 (2) 望月　誉乃美 (2) 竹岡　詠 (3) 梶丸　優那 (2) 角　悠妃 (1)

26

松原　ちよ (3) 廣田　七海 (2) 本荘　公愛 (3) 岩佐　佳歩 (3) 松原　衣吹 (2)

25

杉本　奈々絵 (2) 横山　英恵 (2) 川下　さりは (2) 山本　奈津 (2) 玉垣　花歩 (1)

28

藤田　真央 (2) 岡本　美優 (1) 井藤　百夏 (1) 伊藤　凜 (1) 水原　沙紀 (2)

27

角濱　紫苑 (1) 坂本　星七 (2) 田中　真希 (3) 原　渚紗 (3) 吉田　愛唯 (3)

30

吉田　優音 (3) 山口　詩帆 (1) 木原　緋芽 (1) 元井　美月 (2) 布一　結衣 (1)

29

河合　虹海 (2) 長尾　佳珠羽 (2) 竹内　ゆず (1) 三宅　愛菜 (1) 松岡　凜奈 (2)

32

木村　響 (2) 青石　小巻 (1) 藤田　和奏 (2) 荒木　淳那 (2) 辻本　陽菜 (2)

31

髙原　彩 (2) 岩谷　佳歩 (1) 黒田　花菜 (1) 三枝　茉叶 (1) 樽井　優奈 (2)

34

竹原　佐那子 (1) 石川　優奈 (1) 里　あぐり (1) 島田　唯愛 (1) 大村　七海 (1)

33

小橋　花華 (2) 赤松　倖名 (2) 佐藤　実結 (2) 鳥羽　優那 (2) 岡本　沙也 (2)

DNS

影田　美樹 (1) 阿部　胡桃 (1) 木下　愛梨 (2) 横山　瑠奈 (1) 榊　結良 (2)

DNS

中村　亞瑚 (2) 朝川　真帆 (2) 髙井　梨帆 (1) 喜多　はるな (1) 田中　花音 (2)


