
スプリット 通過 スプリット 通過 スプリット 通過 スプリット 通過
ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位

0:09:55 (2) 0:20:05 (2) 0:30:38 (2) 0:39:11 (1)
160歳以下 (1) 9:55 (2) 10:10 (3) 10:33 (2) 8:33 (1)

0:09:05 (1) 0:18:54 (1) 0:29:09 (1) 0:39:38 (2)
160歳以下 (2) 9:05 (1) 9:49 (1) 10:15 (1) 10:29 (3)

0:10:16 (5) 0:20:09 (3) 0:31:38 (3) 0:43:03 (3)
160歳以下 (3) 10:16 (5) 9:53 (2) 11:29 (5) 11:25 (6)

0:10:07 (3) 0:21:19 (5) 0:32:02 (4) 0:43:22 (4)
160歳以下 (4) 10:07 (3) 11:12 (6) 10:43 (3) 11:20 (5)

0:10:20 (6) 0:21:08 (4) 0:32:27 (5) 0:44:45 (5)
160歳以下 (5) 10:20 (6) 10:48 (4) 11:19 (4) 12:18 (10)

0:10:14 (4) 0:22:37 (6) 0:36:19 (7) 0:46:21 (6)
161歳以上 (1) 10:14 (4) 12:23 (8) 13:42 (8) 10:02 (2)

0:12:03 (8) 0:23:14 (8) 0:35:48 (6) 0:46:28 (7)
161歳以上 (2) 12:03 (8) 11:11 (5) 12:34 (7) 10:40 (4)

0:11:25 (7) 0:22:50 (7) 0:36:55 (8) 0:48:42 (8)
160歳以下 (6) 11:25 (7) 11:25 (7) 14:05 (9) 11:47 (7)

0:12:35 (9) 0:25:46 (9) 0:38:19 (9) 0:50:21 (9)
161歳以上 (3) 12:35 (9) 13:11 (9) 12:33 (6) 12:02 (9)

0:13:44 (11) 0:27:03 (10) 0:42:40 (11) 0:54:30 (10)
160歳以下 (7) 13:44 (11) 13:19 (10) 15:37 (12) 11:50 (8)

0:12:57 (10) 0:27:15 (11) 0:41:28 (10) 0:55:15 (11)
161歳以上 (4) 12:57 (10) 14:18 (11) 14:13 (10) 13:47 (11)

0:14:24 (12) 0:30:21 (12) 0:44:43 (12) 0:59:33 (12)
160歳以下 (8) 14:24 (12) 15:57 (12) 14:22 (11) 14:50 (12)

３区（2.5km） ４区（2.5km）
氏名 氏名 氏名 氏名総合

順位
No.

チーム名 総合記録
（10km

）

１区（2.5km） ２区（2.5km）

年齢区分 順位

浅川 玲衣 不破 聖衣来

2 43
野田北部B

0:39:38
今泉 日向花 加藤 心彩 秋元 楓 渡邉 一華

1 120
チーム清水-A

0:39:11
福島 紡希 武田 菜月

加部 知子 清水 雅紀

4 45
野田北部A

0:43:22
山崎 柚希 斉藤 胡桃 長田 真歩 荒巻 葵

3 49
上州女子

0:43:03
赤井 文 雨宮 さくら

鹿島 悠璃 石戸 綾華

6 50
TEAM・K2

0:46:21
佐藤 真衣 上原 聡子 内山 弘美 鈴木 礼子

5 44
野田北部C

0:44:45
戸張 彩夏 大河内 真奈

本間 ちひろ 蝦名 由佳

8 48
チームMYMA

0:48:42
石川 恵 岡田 ゆかり 飯田 槙 阿部 明希

7 51
ＧＲＴ－３

0:46:28
猪俣 有加 高橋 繁代

落合 良江 高橋 智美

10 47
アラマダムスY

0:54:30
関 陽子 金子 忍 今泉 裕美 田中 淳子

9 52
アラマダムスO

0:50:21
谷川 君恵 柳田 万実

清水 由喜子 長島 和美

12 46
SLOTH

0:59:33
田島 仁美 花垣 希 花垣 ひかり 塚越 弘美

11 53
ブランチじょーしーず

0:55:15
小林 俊江 上原 直美


