
順位 チーム名
イナミ

稲美（94）

　30.21 　10.12 1 　17.01 1 　23.32 1 　30.21 1

　10.12 1 　6.49 2 　6.31 1 　6.49 1
リョウナン

陵南（39）

　31.48 　10.54 6 　17.45 3 　24.38 2 　31.48 2

　10.54 6 　6.51 3 　6.53 2 　7.10 3
カコガワ

加古川（28）

　32.36 　10.55 7 　18.29 11 　25.38 9 　32.36 3

　10.55 7 　7.34 16 　7.09 4 　6.58 2
ミキヒガシ

三木東（56）

　32.46 　10.57 9 　17.52 6 　25.21 5 　32.46 4

　10.57 9 　6.55 4 　7.29 14 　7.25 4
ヒラオカ

平岡（32）

　32.54 　10.34 4 　17.48 4 　25.00 3 　32.54 5

　10.34 4 　7.14 7 　7.12 5 　7.54 12
オオクボ

大久保（16）

　32.58 　10.56 8 　18.02 7 　25.30 6 　32.58 6

　10.56 8 　7.06 5 　7.28 12 　7.28 7
ハリマ

播磨（96）

　33.04 　11.21 15 　18.37 13 　25.38 8 　33.04 7

　11.21 15 　7.16 10 　7.01 3 　7.26 5
イズミ

泉（78）

　33.14 　10.20 2 　17.48 5 　25.12 4 　33.14 8

　10.20 2 　7.28 12 　7.24 10 　8.02 17
カコガワチュウブ

加古川中部（31）

　33.31 　11.41 24 　18.49 15 　26.04 12 　33.31 9

　11.41 24 　7.08 6 　7.15 7 　7.27 6
ジユウガオカ

自由が丘（55）

　33.35 　11.08 13 　18.22 8 　25.35 7 　33.35 10

　11.08 13 　7.14 7 　7.13 6 　8.00 15
イナミキタ

稲美北（95）

　33.40 　10.21 3 　17.36 2 　25.40 10 　33.40 11

　10.21 3 　7.15 9 　8.04 20 　8.00 15
オノ

小野（71）

　33.45 　10.34 5 　18.24 9 　26.12 13 　33.45 12

　10.34 5 　7.50 22 　7.48 16 　7.33 8
ノノイケ

野々池（14）

　34.08 　11.09 14 　18.41 14 　26.14 14 　34.08 13

　11.09 14 　7.32 15 　7.33 15 　7.54 12
ミドリガオカ

緑が丘（54）

　34.10 　11.29 18 　19.05 16 　26.30 17 　34.10 14

浅和　澪 (3)

ミヤケ　リナ サカイ　ユキネ ナカニシ　ヒナ マトノ　リナ アサワ　ミオ

14

宮家　里奈 (2) 酒井　幸音 (1) 中西　雛 (2) 的野　里菜 (3)

13

辻　美咲 (3) 井上　莉那 (1) 玉田　和佳菜 (1) 阿江　優 (3) 迫田　真桜 (2)

神内　香穂 (3)

ツジ　ミサキ イノウエ　リナ タマダ　ワカナ アエ　ユウ サコダ　マオ

タナカ　ユマ イシイ　マナ ホソカワ　カレン カジオ　サチ ジンナイ　カホ

12

田中　由眞 (3) 石井　愛華 (2) 細川　花恋 (2) 梶尾　彩智 (2)

11

宮宅　ひな (2) 小川　楓乃 (1) 坂下　莉菜 (3) 脇下　小春 (3) 山口　真奈 (3)

中張　菜柚 (2)

ミヤケ　ヒナ オガワ　カエノ サカシタ　リナ ワキシタ　コハル ヤマグチ　マナ

カワゾエ　セナ オハラ　ウサコ モリシタ　ウタ モリシタ　ハナ ナカバリ　ナユ

10

川添　瀬奈 (3) 小原　羽咲子 (2) 森下　詩 (3) 森下　花 (3)

9

庄司　彩夏 (3) 岸原　珠琉 (1) 伊東　結良 (1) 北本　紗彩 (3) 中間　椛 (3)

柴本　心優 (2)

ショウジ　アヤカ キシハラ　ミル イトウ　ユイラ キタモト　サヤ ナカマ　モミジ

ツタガワ　マユ イノウエ　マイコ マツオ　フウカ マスダ　モミジ シバモト　ミユウ

8

蔦川　真優 (3) 井上　舞衣子 (1) 松尾　風花 (2) 増田　椛栞 (2)

7

河島　愛華 (2) 間處　來良 (3) 渡邉　真優 (1) 分玉　彩智 (1) 日数谷　綾音 (2)

直江　詩 (2)

カワシマ　アイラ マドコロ　ライラ ワタナベ　マヒロ ブンギョク　サチ ヒカズタニ　アヤネ

ササキ　シノ ナルオ　マユ キシガミ　マナ キタサコ　エミリ ナオエ　ウタ

6

佐々木　紫乃 (2) 鳴尾　真優 (2) 岸上　真奈 (2) 北迫　英美里 (1)

5

原田　陽菜 (2) 二木　涼楓 (3) 児玉　梨々子 (3) 肥野　琴巳 (2) 川村　詩子 (2)

安藤　桃花 (1)

ハラダ　ヒナ ニキ　スズカ コダマ　リリコ ヒノ　コトミ カワムラ　ウタコ

ヤシキ　モエコ クスノキ　ミサキ マエダ　ユウネ ウエノ　レイ アンドウ　モモカ

4

屋敷　萌子 (1) 楠　望咲 (3) 前田　優音 (1) 上野　玲 (2)

3

神山　碧希 (3) 大西　陽香 (2) 水野　さくら (2) ソープ　愛満 (3) 小椋　愛花 (3)

大西　美天 (2)

カミヤマ　タマキ オオニシ　ハルカ ミズノ　サクラ ソープ　エマ オグラ　アイカ

ツジカワ　ミツキ ヨシダ　エマ ハシモト　チサキ カワサキ　チヒロ オオニシ　ミソラ

2

辻川　海月 (2) 𠮷田　笑麻 (1) 橋本　千咲妃 (3) 河﨑　千紘 (2)

1

高田　紗良 (3) 長野　亜美 (2) 吉川　菜緒 (1) 吉川　陽菜 (1) 藤田　直子 (2)

1区(3.0km) 2区(2.0km) 3区(2.0km) 4区(2.0km) 5区(3.0km)
タカタ　サラ ナガノ　アミ ヨシカワ　ナオ ヨシカワ　ヒナ フジタ　ナオコ



　11.29 18 　7.36 17 　7.25 11 　7.40 9
カンキ

神吉（37）

　34.10 　11.36 21 　19.07 17 　26.27 16 　34.10 15

　11.36 21 　7.31 14 　7.20 8 　7.43 10
ホウデン

宝殿（43）

　34.11 　11.07 12 　18.35 12 　25.57 11 　34.11 16

　11.07 12 　7.28 12 　7.22 9 　8.14 20
ハマノミヤ

浜の宮（34）

　35.24 　11.35 20 　19.15 20 　27.20 19 　35.24 17

　11.35 20 　7.40 20 　8.05 21 　8.04 18
ヒオカ

氷丘（29）

　35.36 　11.40 22 　18.27 10 　26.25 15 　35.36 18

　11.40 22 　6.47 1 　7.58 17 　9.11 29
オオクボキタ

大久保北（22）

　35.39 　11.40 23 　19.21 21 　27.22 20 　35.39 19

　11.40 23 　7.41 21 　8.01 18 　8.17 21
ウオズミヒガシ

魚住東（20）

　35.42 　10.58 10 　19.48 23 　27.49 22 　35.42 20

　10.58 10 　8.50 30 　8.01 18 　7.53 11
アサヒガオカ

旭丘（72）

　35.49 　11.30 19 　19.07 18 　27.19 18 　35.49 21

　11.30 19 　7.37 18 　8.12 24 　8.30 25
アサギリ

朝霧（11）

　35.50 　11.02 11 　19.08 19 　27.27 21 　35.50 22

　11.02 11 　8.06 24 　8.19 25 　8.23 23
ベフ

別府（35）

　36.15 　12.16 26 　20.27 27 　27.55 24 　36.15 23

　12.16 26 　8.11 25 　7.28 12 　8.20 22
オノミナミ

小野南（70）

　36.26 　12.15 25 　19.54 24 　28.02 25 　36.26 24

　12.15 25 　7.39 19 　8.08 22 　8.24 24
ミキ

三木（50）

　37.00 　11.28 17 　19.45 22 　27.53 23 　37.00 25

　11.28 17 　8.17 26 　8.08 22 　9.07 28
ヤシロ

社（81）

　37.27 　11.23 16 　20.04 26 　28.44 26 　37.27 26

　11.23 16 　8.41 28 　8.40 26 　8.43 27
フタミ

二見（21）

　37.42 　13.03 29 　20.56 29 　29.44 29 　37.42 27

　13.03 29 　7.53 23 　8.48 28 　7.58 14
クロダショウ

黒田庄（91）

　38.00 　12.26 27 　20.44 28 　29.30 28 　38.00 28

村上　舞 (2)

ニシムラ　アンナ フジモト　アオイ オオイシ　メク オオイシ　リミ ムラカミ　マイ

28

西村　杏菜 (1) 藤本　葵 (1) 大石　芽来 (2) 大石　莉未 (1)

27

阿部　胡桃 (2) 白石　結菜 (1) 岡田　瑠依 (1) 横山　瑠奈 (2) 髙橋　なつめ (2)

角濱　紫苑 (2)

アベ　クルミ シライシ　ユナ オカダ　ルイ ヨコヤマ　ルナ タカハシ　ナツメ

サカモト　ホシナ コンドウ　モモ ドウノシタ　ココロ ナガハマ　アオイ カドハマ　シオン

26

坂本　星七 (3) 近藤　もも (1) 堂下　心優 (2) 長濱　藍生 (2)

25

木下　愛羅 (1) 赤松　明音 (1) 西畑　里美 (1) 樽井　優奈 (3) 髙原　彩 (3)

西島　緩奈 (2)

キノシタ　アイラ アカマツ　アカネ ニシハタ　サトミ タルイ　ユナ タカハラ　アヤ

マツオ　ナナミ ヤマモト　ココナ タカタ　ユメ ドヒ　クルミ ニシジマ　カンナ

24

松尾　菜々珠 (3) 山本　心愛 (1) 髙田　友愛 (2) 土肥　くるみ (2)

23

玉垣　花歩 (2) 山本　奈津 (3) 満永　彩愛 (1) 田路　莉羽 (1) 中山　あみ (2)

阿尾　茉優 (2)

タマガキ　カホ ヤマモト　ナツ ミツナガ　サエラ トウジ　リオ ナカヤマ　アミ

オオノ　ハルカ フクザワ　アオイ アカイ　ミズキ ワタナベ　アヤカ アオ　マユ

22

王野　遥 (1) 福澤　葵 (1) 赤井　瑞季 (1) 渡辺　彩加 (1)

21

大塩　澪 (1) 森下　幸來 (1) 神谷　真那 (2) 吉良　美月 (2) 長光　結南 (2)

喜多　はるな (2)

オオシオ　レイ モリシタ　サラ カミヤ　マナ キラ　ミヅキ ナガミツ　ユイナ

タカイ　リホ モリ　ハルカ タナカ　ハルナ マサゴ　アヤカ キタ　ハルナ

20

髙井　梨帆 (2) 森　遥花 (2) 田中　陽菜 (2) 真砂　彩花 (1)

19

松本　瑠南 (2) 那須　日菜美 (1) 木下　七海 (2) 上場　結衣 (2) 内屋　祐里奈 (2)

小林　遙 (2)

マツモト　ルナ ナス　ヒナミ キノシタ　ナナミ カンバ　ユイ ウチヤ　ユリナ

ハセガワ　アミ ヨシイ　マユ マツクマ　ユナ ヤマモト　リンカ コバヤシ　ハルカ

18

長谷川　杏実 (2) 好井　万結 (3) 松熊　優奈 (2) 山本　梨夏 (2)

17

飯伏　梨乃 (2) 橘　実夢 (1) 葛島　由衣 (1) 松澤　陽菜 (1) 髙山　あおい (3)

黒川　采加奈 (2)

イブシ　リノ タチバナ　ミム クズシマ　ユイ マツザワ　ヒナ タカヤマ　アオイ

ヤナイ　レノン ツジモト　ソラ オオヤマ　シノン ナカオ　ノノカ クロカワ　アカナ

16

柳井　蓮音 (3) 辻元　星愛 (1) 大山　心暖 (1) 中尾　望花 (2)

15

宗佐　涼帆 (3) 駒井　詩絵里 (3) 脇本　毬代 (2) 松本　こゆき (3) 神吉　彩絵 (3)

ソウサ　スズホ コマイ　シエリ ワキモト　マリヨ マツモト　コユキ カンキ　サエ

14



　12.26 27 　8.18 27 　8.46 27 　8.30 25
ニシワキ

西脇（45）

　38.39 　12.44 28 　20.02 25 　29.24 27 　38.39 29

　12.44 28 　7.18 11 　9.22 30 　9.15 30
ウオズミ

魚住（19）

　39.21 　13.27 30 　22.09 30 　31.13 30 　39.21 30

　13.27 30 　8.42 29 　9.04 29 　8.08 19

角　悠妃 (2)

ヨシダ　リン フルサト　エリナ キムラ　アユナ サトウ　リオナ カド　ユウヒ

30

吉田　凜 (2) 古里　枝利奈 (2) 木村　歩那 (2) 佐藤　凜音奈 (1)

29

笹倉　愛実 (1) 安達　蒼璃 (2) 吉川　知花 (3) 宮﨑　春 (3) 來住　ひなの (1)

ササクラ　マミ アダチ　アイリ ヨシカワ　トモカ ミヤザキ　ハル キシ　ヒナノ

28


