
　歴代成績(女子)
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1 山　口 浅江 40′55 兵　庫 一宮南 40′36 福　岡 菅生 40′38 福　岡 早良 40′49 静　岡 御殿場 41′34 静　岡 御殿場 41′02

2 千　葉 白山 41′04 山　口 浅江 40′37 京　都 東輝 41′04 静　岡 御殿場 41′07 福　岡 志摩 42′01 福　岡 曽根 41′13

3 兵　庫 一宮南 41′17 福　岡 菅生 41′08 三　重 白子 41′17 千　葉 小見川 41′15 京　都 東輝 42′33 京　都 加茂川 41′39

4 奈　良 香芝 41′21 滋　賀 水口 41′24 栃　木 市貝 41′28 奈　良 八木 41′20 兵　庫 山崎東 42′24 奈　良 香芝 41′43

5 長　崎 早岐 41′46 熊　本 松橋 41′37 奈　良 八木 41′30 京　都 東輝 41′33 福　島 大熊 42′48 秋　田 合川 42′19

6 京　都 綾部 42′02 京　都 東輝 41′42 兵　庫 一宮南 41′32 群　馬 中之条 41′36 奈　良 八木 42′48 広　島 東朋 42′26

7 大　阪 小津 42′09 長　崎 早岐 41′43 千　葉 小見川 41′34 兵　庫 山崎東 41′39 愛　知 前林 43′05 山　口 熊毛 42′33

8 愛　媛 御荘 42′21 埼　玉 勝瀬 41′46 福　島 勿来第二 41′34 新　潟 新井 41′49 佐　賀 国見 43′10 兵　庫 押部谷 42′41

9 滋　賀 水口 42′21 大　分 稙田 41′52 広　島 熊野 41′45 広　島 熊野 41′52 山　口 華陽 43′13 大　阪 山田東 42′44

10 神奈川 成瀬 42′27 群　馬 群馬南 41′54 熊　本 松橋 41′47 鹿児島 第一鹿屋 41′35 長　野 菅野 43′17 鹿児島 大口 42′46

11 山　梨 韮崎 42′31 栃　木 市貝 41′55 新　潟 新井 41′51 山　口 華陽 42′01 千　葉 南流山 43′28 千　葉 光ヶ丘 42′54

12 栃　木 市貝 42′31 山　梨 韮崎西 41′55 岩　手 西南 42′00 栃　木 市貝 42′17 秋　田 合川 43′30 栃　木 市貝 42′59

13 熊　本 網田 42′33 長　野 松島 41′56 茨　城 大久保 42′12 愛　媛 津島 42′23 群　馬 中之条 43′31 埼　玉 挾間西 43′07

14 大　分 稙田 42′35 宮　崎 西階 42′04 青　森 大鰐 42′16 徳　島 阿南 42′28 愛　媛 津島 43′32 和歌山 大成 43′08

15 福　島 勿来第二 42′36 三　重 白子 42′14 山　口 浅江 42′19 熊　本 一の宮 42′28 栃　木 市貝 43′42 愛　知 前林 43′09

16 福　岡 菅生 42′39 福　島 勿来第二 42′21 東　京 八王子第六 42′26 佐　賀 昭栄 42′46 石　川 津幡 43′46 愛　媛 新井浜西 43′09

17 三　重 白子 42′47 鹿児島 牧園 42′35 大　阪 河南 42′27 岩　手 西南 42′56 埼　玉 熊谷富士見 43′47 鳥　取 鳥取東 43′10

18 群　馬 群馬南 42′52 大　阪 吹田第六 42′36 静　岡 御殿場 42′27 愛　知 前林 42′57 滋　賀 能登川 43′49 熊　本 松橋 43′13

19 鹿児島 牧園 42′53 青　森 大鰐 42′44 鹿児島 牧園 42′32 宮　崎 志和池 42′58 熊　本 一の宮 43′51 長　崎 崎辺 43′16

20 宮　崎 西階 42′56 奈　良 香芝 42′44 群　馬 中之条 42′33 埼　玉 上尾東 43′01 宮　城 山田 43′51 青　森 堀口 43′28

21 和歌山 東陽 42′58 岩　手 西南 42′50 山　梨 韮崎西 42′40 石　川 津幡 43′08 富　山 石動 43′58 大　分 明野 43′37

22 佐　賀 白石 43′00 新　潟 新井 42′50 滋　賀 水口 42′48 香　川 豊浜 43′12 広　島 矢野 44′03 石　川 津幡 43′38

23 愛　知 豊川西部 43′19 愛　知 塩津 42′50 石　川 津幡 42′49 大　分 挾間 43′13 鹿児島 大崎 44′06 宮　崎 小林 43′42

24 秋　田 鷹巣 43′24 福　井 南越 43′04 秋　田 鷹巣 42′50 福　島 大熊 43′21 茨　城 笠間 44′07 富　山 山室 43′44

25 青　森 大鰐 43′26 富　山 大沢野 43′06 佐　賀 昭栄 42′50 茨　城 旭 43′24 山　形 松山 44′16 長　野 菅野 43′50

26 開催地 出水 43′27 広 島 仁方 43′06 和歌山 上南部 42′50 鳥 取 鳥取南 43′24 岐 阜 土岐津 44′18 茨 城 十王 43′50
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26 開催地 出水 43 27 広　島 仁方 43 06 和歌山 上南部 42 50 鳥 取 鳥取南 43 24 岐 阜 土岐津 44 18 茨 城 十王 43 50

27 岐　阜 泉 43′28 神奈川 大矢部 43′17 福　井 南越 42′54 東　京 八王子第六 43′27 開催地 水口 44′19 佐　賀 白石 43′55

28 茨　城 赤塚 43′29 和歌山 海南第一 43′17 大　分 稙田 42′58 大　阪 新池 43′30 新　潟 東小千谷 44′21 福　井 小浜第二 43′55

29 山　形 飯豊 43′33 千　葉 井野 43′21 愛　媛 津島 42′59 岐　阜 土岐津 43′35 香　川 土庄 44′23 滋　賀 日野 43′55

30 静　岡 大淵 43′39 岐　阜 下呂 43′25 宮　城 山田 43′02 長　崎 早岐 43′36 宮　崎 清武 44′35 山　形 松山 43′59

31 長　野 松島 43′45 宮　城 宮城野 43′36 愛　知 旭 43′14 山　形 飯豊 43′37 鳥　取 鳥取南 44′37 宮　城 宮城野 44′02

32 東　京 伊輿 43′52 岡　山 邑久 43′37 徳　島 阿南 43′19 開催地 飽田 43′39 徳　島 阿南 44′37 開催地 明富 44′15

33 富　山 大沢野 43′56 開催地 出水 43′37 長　崎 早岐 43′20 滋　賀 水口 43′41 岩　手 松園 44′38 東　京 川口 44′15

34 新　潟 小千谷 44′02 茨　城 大久保 43′42 富　山 大沢野 43′24 秋　田 花輪第一 43′39 大　阪 山田東 44′41 岩　手 松園 44′16

35 宮　城 加茂 44′04 山　形 飯豊 43′47 神奈川 浜須賀 42′35 宮　城 大沢 43′54 東　京 八王子第六 44′59 島　根 浜田第三 44′36

36 岡　山 邑久 44′17 佐　賀 白石 43′52 長　野 菅野 43′35 岡　山 邑久 43′55 岡　山 邑久 45′00 三　重 川越 44′42

37 沖　縄 高嶺 44′33 静　岡 大淵 43′55 山　形 飯豊 43′40 長　野 菅野 44′00 福　井 小浜第二 45′01 徳　島 半田 44′43

38 北海道 信濃 44′33 北海道 信濃 44′02 宮　崎 三股 43′42 和歌山 海南第一 44′01 青　森 堀口 45′07 群　馬 渋川 44′45

39 広　島 新市中央 44′38 秋　田 鷹巣 44′02 香　川 豊浜 43′46 青　森 大鰐 44′04 大　分 明野 45′10 新　潟 妙高 44′51

40 埼　玉 上尾東 44′42 東　京 東綾瀬 44′09 鳥　取 赤碕 43′57 神奈川 田浦 44′21 山　梨 櫛形 45′12 岐　阜 中山 45′08

41 香　川 古高松 44′52 鳥　取 河北 44′14 岡　山 邑久 44′08 富　山 石動 44′45 神奈川 万騎が原 45′12 神奈川 万騎が原 45′23

42 鳥　取 倉吉東 44′58 愛　媛 御荘 44′22 北海道 興部 44′13 福　井 小浜第二 44′45 三　重 大木 45′18 岡　山 邑久 45′30

43 福　井 小浜第二 45′00 石　川 河北台 44′36 沖　縄 高嶺 44′15 山　梨 竜王北 45′03 長　崎 志佐 45′34 北海道 緑園 45′43

44 石　川 河北台 45′02 沖　縄 高嶺 44′47 埼　玉 越生 44′18 高　知 香長 45′06 和歌山 東陽 45′36 香　川 土庄 45′50

45 徳　島 小松島 45′17 島　根 斐川東 44′55 岐　阜 泉 44′31 島　根 河南 45′19 高　知 大方 46′14 高　知 香長 45′57

46 岩　手 北陵 45′24 香　川 観音寺 44′59 高　知 香長 44′34 三　重 大木 46′09 島　根 仁多 46′46 福　島 泉 46′03

47 高　知 宿毛 45′42 高　知 宿毛 45′12 島　根 斐川東 44′34 沖　縄 久辺 47′25 北海道 緑園 48′09 山　梨 櫛形 46′39

48 島　根 旭丘 46′40 徳　島 石井 46′37 開催地 出水 45′05 北海道 興部 48′02 沖　縄 嘉数 48′39 沖　縄 糸満 47′14
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静　岡 御殿場 40′35 広　島 誠之 40′29 山　口 平生 40′40 群　馬 中之条 41'11 群　馬 中之条 40'44 熊　本 松橋 39'57

福　岡 夜須 42′13 静　岡 御殿場 41′17 埼　玉 水谷 41′49 熊　本 下益城城南 41'34 熊　本 松橋 40'46 福　岡 菅生 40'26

山　口 平生 42′17 山　口 島田 41′24 群　馬 中之条 41′50 広　島 高屋 41'39 広　島 高屋 41'05 石　川 津幡南 40'36

栃　木 市貝 42′31 京　都 亀岡 41′43 福　岡 元岡 42′01 神奈川 山王 41'53 兵　庫 旭丘 41'23 群　馬 芳賀 40'46

滋　賀 明富 42′39 埼　玉 水谷 42′17 千　葉 鎌ヶ谷二 42′02 山　梨 白根巨摩 41'57 福　島 鏡石 41'25 兵　庫 旭丘 40'48

佐　賀 国見 42′42 兵　庫 押部谷 42′22 山　形 松山 42′02 山　口 平生 42'06 千　葉 逆井 41'26 山　形 飛鳥 40'59

熊　本 蘇陽 42′50 千　葉 鎌ヶ谷二 42′28 静　岡 御殿場 42′07 福　島 鏡石 42'11 福　岡 元岡 41'28 山　梨 櫛形 41'07

京　都 亀岡 42′52 群　馬 中之条 42′36 福　島 鏡石 42′07 栃　木 市貝 42'18 大　分 稙田東 41'29 福　島 鏡石 41'21

千　葉 太田 43′00 栃　木 真岡 42′41 京　都 衣笠 42′08 福　岡 元岡 42'26 山　口 平生 41'36 広　島 第五 41'36

兵　庫 押部谷 43′01 三　重 陽和 42′41 熊　本 下益城城南 42′16 兵　庫 旭丘 42'29 静　岡 北 41'50 静　岡 北 41'37

愛　知 前林 43′17 佐　賀 白石 42′53 栃　木 市貝 42′18 愛　知 六ツ美 42'37 富　山 出町 42'00 山　口 平生 41'40

山　梨 白根巨摩 43′18 福　岡 城山 43′03 秋　田 鷹巣 42′18 開催地 萩西 42'37 三　重 白鳥 42'02 千　葉 逆井 41'45

群　馬 中之条 43′18 山　梨 白根巨摩 43′09 石　川 津幡南 42′28 秋　田 鷹巣 42'46 福　井 小浜第二 42'06 埼　玉 東 41'47

長　崎 志佐 43′19 神奈川 平塚中原 43′25 広　島 海田 42′30 静　岡 長泉北 42'46 山　梨 南アルプス市櫛形 42'19 京　都 洛西 41'54

岩　手 厨川 43′22 長　崎 西大村 43′30 大　阪 東陽 42′39 福　井 小浜第二 42'47 京　都 洛西 42'19 鹿児島 川内南 41'56

広　島 誠之 43′32 愛　知 前林 43′38 岩　手 西南 42′39 宮　崎 三股 42'55 神奈川 山王 42'19 秋　田 花輪第一 42'14

茨　城 十王 43′37 徳　島 阿南第二 44′01 長　崎 志佐 42′46 千　葉 鎌ヶ谷二 43'02 鹿児島 川内南 42'22 鳥　取 鳥取大附属 42'19

大　分 明野 43′41 石　川 津幡南 44′02 開催地 萩西 42′47 山　形 山形第六 43'10 愛　知 六ツ美 42'23 長　崎 有明 42'23

奈　良 香芝 43′41 長　野 丸子 44′02 兵　庫 押部谷 42′58 滋　賀 明富 43'11 長　野 菅野 42'41 香　川 半田 42'25

埼　玉 熊谷富士見 43′44 福　島 鏡石 44′06 山　梨 白根巨摩 43′08 大　阪 東陽 43'19 島　根 旭丘 42'53 神奈川 浜須賀 42'31

鹿児島 大口 43′49 岩　手 西南 44′06 佐　賀 白石 43′09 大　分 稙田 43'21 栃　木 山前 42'54 茨　城 八千代第一 42'33

宮　城 宮城野 43′51 東　京 八王子六 44′06 香　川 詫間 43′21 三　重 白鳥 43'28 愛　媛 東 42'59 愛　知 六ツ美 42'36

徳　島 阿南第二 44′02 島　根 旭丘 44′08 滋　賀 明富 43′22 岡　山 上道 43'34 埼　玉 東 43'05 栃　木 小山城南 42'49

山　形 神町 44′04 大　分 明野 44′11 愛　媛 吉田 43′24 奈　良 香芝西 43'37 山　形 第六 43'14 宮　城 将監 42'52

福　井 鯖江 44′04 滋　賀 明富 44′13 和歌山 大成 43′25 鹿児島 川内南 43'38 石　川 津幡南 43'17 長　野 丸子 42'53

福 島 二本松第一 44′17 山 形 松山 44′13 神奈川 鴨居 43′26 京 都 衣笠 43'42 徳 島 観音寺 43'20 佐 賀 川副 42'54
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福　島 二本松第 44 17 山　形 松山 44 13 神奈川 鴨居 43 26 京 都 衣笠 43 42 徳 島 観音寺 43 20 佐　賀 川副 42 54

石　川 津幡南 44′19 愛　媛 吉田 44′19 愛　知 前林 43′31 石　川 津幡南 43'42 大　阪 東陽 43'26 新　潟 南 42'58

和歌山 大成 44′20 大　阪 東陽 44′25 三　重 白鳥 43′31 長　崎 田平 43'44 宮　城 将監 43'31 愛　媛 東 42'59

愛　媛 津島 44′20 香　川 詫間 44′29 富　山 出町 43′35 富　山 出町 43'46 鳥　取 鳥取大附属 43'34 岩　手 下小路 43'02

長　野 菅野 44′22 鳥　取 北条 44′30 宮　崎 小林 43′48 長　野 菅野 43'46 茨　城 秋山 43'37 岐　阜 多治見 43'03

三　重 内部 44′23 秋　田 合川 44′32 高　知 大津 44′02 新　潟 津南 43'48 新　潟 佐和田 43'37 島　根 旭丘 43'04

北海道 大中山 44′26 宮　崎 小林 44′37 新　潟 津南 44′08 和歌山 大成 44'06 岡　山 勝央 43'48 大　分 南生 43'18

秋　田 合川 44′34 鹿児島 川内南 44′40 鳥　取 河原 44′08 鳥　取 鳥取南 44'09 宮　崎 三股 43'50 和歌山 松洋 43'23

鳥　取 鳥取南 44′40 熊　本 岡原 44′40 鹿児島 川内南 44′18 宮　城 将監 44'10 長　崎 雞知 43'52 三　重 白鳥 43'33

新　潟 北浦中条 44′51 開催地 大内 44′49 茨　城 十王 44′23 東　京 花畑 44'10 岩　手 吉浜 43'55 滋　賀 守山南 43'43

大　阪 東陽 44′52 新　潟 津南 44′52 奈　良 香芝 44′31 埼　玉 谷塚 44'11 奈　良 香芝東 44'13 宮　崎 三股 43'50

開催地 彦根 44′53 奈　良 香芝 44′59 徳　島 半田 44′32 岩　手 西南 44'16 和歌山 岩出 44'24 沖　縄 高嶺 44'07

宮　崎 小林 45′00 和歌山 白浜 45′04 長　野 丸子 44′32 高　知 大津 44'21 佐　賀 川副 44'25 高　知 香長 44'22

香　川 高瀬 45′06 福　井 鯖江 45′08 大　分 明野 44′45 佐　賀 白石 44'27 滋　賀 西 44'27 大　阪 和泉 44'25

島　根 旭丘 45′09 茨　城 八千代一 45′40 島　根 松江第一 44′47 徳　島 半田 44'37 秋　田 仙北 44'34 徳　島 観音寺 44'30

富　山 山室 45′29 岐　阜 中山 46′04 沖　縄 仲井真 44′55 香　川 観音寺 44'39 東　京 花畑 44'48 岡　山 勝央 44'32

東　京 甲ノ原 45′35 宮　城 玉川 46′07 宮　城 青葉 44′56 島　根 旭丘 44'39 北海道 江差 44'49 富　山 大沢野 44'43

岡　山 邑久 45′38 岡　山 邑久 46′12 岐　阜 陶 44′59 茨　城 十王 44'50 開催地 幕張本郷 44'55 東　京 深川第三 44'44

岐　阜 大垣西部 45′51 高　知 香長 46′13 福　井 小浜第二 45′30 愛　媛 津島 44'58 香　川 半田 44'56 福　井 万葉 44'47

青　森 堀口 46′20 富　山 石動 46′25 東　京 八王子第六 45′33 岐　阜 陶 44'58 岐　阜 多治見 45'01 北海道 江差 44'51

神奈川 宮崎 46′35 沖　縄 宜野座 46′42 青　森 東北 45′34 北海道 大中山 45'30 高　知 大津 45'42 開催地 幕張本郷 45'38

高　知 香長 46′46 北海道 緑園 47′29 岡　山 邑久 46′18 青　森 東北 46'19 沖　縄 コザ 46'35 奈　良 西 45'40

沖　縄 糸満 47′53 青　森 野辺地 49′33 北海道 緑園 48′40 沖　縄 南星 46'27 青　森 五戸 46'47 青　森 浪岡 45'56

38秒 48秒 1分09秒 13秒 2秒 29秒

８秒 5秒 1秒 8秒 7秒 15秒

43′44 44′06 43′08 43'19 42'53 42'31

44′22 44′30 43′48 43'46 43'37 43'03

45′09 45′40 44′47 44'37 44'34 44'3040位のタイム
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8位と9位の差

20位のタイム

30位のタイム

40位のタイム

1位と2位の差

8位と9位の差

20位のタイム

30位のタイム

40位のタイム

1位と2位の差

8位と9位の差

20位のタイム

30位のタイム

1位と2位の差1位と2位の差

20位のタイム20位のタイム

8位と9位の差8位と9位の差

30位のタイム

40位のタイム40位のタイム

30位のタイム

40位のタイム

20位のタイム

30位のタイム

1位と2位の差

8位と9位の差



都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム

熊　本 武蔵ヶ丘 41'46 広　島 伴 40'58 静　岡 富士岡 40'40 山口 大和 40'32” 兵　庫 稲美北 40'50” 静岡 富士岡 40'30” 1

群　馬 芳賀 41'47 静　岡 冨士岡 41'02 兵　庫 大久保 40'58 兵庫 稲美北 40'48” 山　口 大和 41'12” 開催地 浅江 40'33” 2

兵　庫 旭丘 41'51 埼　玉 住吉 41'05 京　都 蜂ヶ岡 41'17 京都 綾部 40'48” 開催地 浅江 41'15” 栃木 三島 40'52” 3

山　梨 櫛形 42'10 京　都 蜂ヶ岡 41'18 新　潟 燕 41'22 新潟 燕 41'15” 京　都 蜂ヶ岡 41'31” 兵庫 久保 40'55” 4

愛　知 沓掛 42'19 島　根 旭丘 41'26 栃　木 中村 41'29 千葉 成田西 41'20” 静　岡 富士岡 41'44” 埼玉 埼玉栄 40'56” 5

福　岡 菅生 42'29 兵　庫 山手 41'41 広　島 一ツ橋 41'38 福岡 河東 41'23” 石　川 北辰 41'59” 佐賀 白石 41'19” 6

宮　城 吉岡 42'33 茨　城 秋山 41'44 山　口 大和 41'39 三重 一志 41'28” 埼　玉 埼玉栄 42'04” 千葉 成田西 41'20” 7

長　野 山辺 42'37 栃　木 真岡中村 41'45 茨　城 秋山 41'42 静岡 富士岡 41'29” 福　岡 河東 42'06” 山口 大和 41'29” 8

千　葉 逆井 42'40 新　潟 燕 41'50 福　岡 河東 41'49 開催地 浅江 41'30” 千　葉 成田西 42'16” 福島 平第一 41'44” 9

静　岡 富士岡 43'04 千　葉 小見川 41'54 福　島 矢吹 41'51 佐賀 川副 41'35” 広　島 坂 42'23” 山形 山形第十 41'44” 10

山　口 平生 43'10 愛　媛 新居浜東 41'58 愛　知 沓掛 42'01 群馬 赤堀 42'02” 愛　知 沓掛 42'37” 熊本 牛深 41'59” 11

山　形 飛鳥 43'13 岡　山 邑久 42'12 宮　崎 三股 42'08 埼玉 熊谷東 42'09” 奈　良 天理西 42'39” 岐阜 古川 42'03” 12

京　都 蜂ヶ岡 43'14 熊　本 熊本北部 42'16 千　葉 小見川 42'16 奈良 天理西 42'15” 三　重 陵成 42'45” 島根 出雲第一 42'03” 13

栃　木 山辺 43'24 宮　城 吉岡 42'17 神奈川 西谷 42'20 神奈川 田奈 42'16” 栃　木 三島 42'45” 愛媛 新居浜東 42'03” 14

広　島 伴 43'28 秋　田 八幡平 42'40 奈　良 天理西 42'24 福島 矢吹 42'19” 熊　本 武蔵ヶ丘 42'54” 福岡 河東 42'03” 15

島　根 旭丘 43'29 群　馬 中之条 42'48 愛　媛 新居浜東 42'26 広島 八本松 42'23” 大　分 滝尾 43'00” 宮崎 大淀 42'06” 16

鳥　取 赤碕 43'30 宮　崎 三股 43'04 岡　山 邑久 42'31 鹿児島 百引 42'24” 佐　賀 白石 43'07” 群馬 吉岡 42'14” 17

鹿児島 百引 43'37 佐　賀 西部 43'06 長　野 東 42'43 長野 駒ヶ根東 42'26” 香　川 池田 43'11” 大分 滝尾 42'19” 18

埼　玉 東 43'37 神奈川 横浜西谷 43'09 島　根 旭丘 42'46 愛知 沓掛 42'30” 長　崎 西有家 43'11” 新潟 吉田 42'21” 19

愛　媛 東 43'44 奈　良 天理西 43'13 熊　本 松橋 43'02 長崎 時津 42'52” 茨　城 太田 43'13” 愛知 祖父江 42'21” 20

秋　田 八幡平 43'46 鹿児島 出水 43'23 群　馬 中之条 43'02 栃木 西那須野 42'58” 神奈川 田奈 43'18” 山梨 櫛形 42'27” 21

岐　阜 多治見 43'52 鳥　取 鳥取大附属 43'28 佐　賀 鹿島西部 43'09 滋賀 今津 42'58” 山　形 東根第一 43'18” 滋賀 今津 42'31” 22

和歌山 河南 44'00 滋　賀 甲南 43'31 埼　玉 熊谷東 43'11 宮城 富谷 43'02” 長　野 戸倉上山田 43'22” 京都 加茂川 42'34” 23

福　島 矢吹 44'00 長　野 山辺 43'32 徳　島 半田 43'15 香川 池田 43'05” 高　知 県立中村 43'32” 神奈川 万騎が原 42'37” 24

大　阪 藤陽 44'05 大　阪 藤陽 43'32 福　井 鯖江中央 43'23 鳥取 河原 43'07” 鹿児島 宮之城 43'43” 大阪 浜寺南 42'44” 25

岩 手 下小路 44'05 和歌山 河南 43'32 石 川 北辰 43'30 熊本 松橋 43'09” 宮 城 西多賀 43'49” 長野 菅野 42'45” 26

第17回

山口
第18回

山口
第１５回

山口
第１３回

千葉
第１4回

山口 順位
第16回

山口

岩　手 下小路 44 05 和歌山 河南 43 32 石　川 北辰 43 30 熊本 松橋 43 09 宮 城 西多賀 43 49 長野 菅野 42 45 26

新　潟 燕 44'06 山　梨 櫛形 43'43 富　山 西部 43'31 山形 山形第十 43'09” 宮　崎 大淀 43'52” 富山 雄山 42'46” 27

石　川 津幡南 44'09 岐　阜 日新 43'44 鳥　取 河原 43'33 茨城 泉丘 43'13” 富　山 出町 44'04” 長崎 森山 42'55” 28

滋　賀 柏原 44'18 石　川 津幡南 43'48 滋　賀 甲南 43'33 宮崎 妻 43'26” 福　井 鯖江 44'06” 広島 三原第五 42'56” 29

宮　崎 妻 44'23 福　井 鯖江中央 43'48 三　重 一志 43'39 石川 北辰 43'28” 山　梨 櫛形 44'11” 東京 西戸山 42'56” 30

神奈川 浜須賀 44'31 長　崎 有明 43'56 秋　田 八幡平 43'43 北海道 あいの里東 43'29” 和歌山 下津第二 44'28” 鳥取 箕蚊屋 43'00” 31

奈　良 河合第二 44'33 開催地 萩東 44'01 大　阪 東陽 43'45 富山 出町 43'31” 岐　阜 多治見 44'38” 鹿児島 百引 43'01” 32

岡　山 巴久 44'53 富　山 福野 44'02 山　形 第五 43'53 大分 滝尾 43'34” 島　根 松江第一 44'42” 三重 一志 43'01” 33

長　崎 有明 44'57 愛　知 沓掛 44'07 山　梨 若草 43'56 徳島 半田 43'34” 徳　島 三好 44'46” 茨城 下館南 43'15” 34

大　分 滝尾 45'11 山　口 太華 44'31 鹿児島 百引 44'02 岡山 邑久 43'37” 愛　媛 川之江南 44'51” 和歌山 野上 43'15” 35

東　京 深川第五 45'19 徳　島 三好 44'40 大　分 滝尾 44'25 大阪 浜寺南 43'45” 群　馬 宮郷 44'53” 秋田 千畑 43'43” 36

三　重 陵成 45'22 高　知 香長 45'15 開催地 室積 44'27 島根 松江第一 44'01” 岩　手 山田 45'00” 青森 名川 43'53” 37

茨　城 八千代第一 45'26 沖　縄 名護 45'25 青　森 野辺地 44'28 秋田 仙南 44'09” 滋　賀 今津 45'09” 岩手 山田 44'00” 38

沖　縄 読谷 45'28 三　重 陵成 45'32 北海道 上磯 44'35 岐阜 伊奈波 44'14” 大　阪 浜寺南 45'13” 徳島 美馬 44'09” 39

佐　賀 西部 45'38 大　分 三重 45'45 和歌山 河南 44'38 福井 中央 44'16” 鳥　取 東伯 45'23” 奈良 天理西 44'18” 40

高　知 城北 45'45 香　川 大野原 46'00 高　知 城北 44'40 愛媛 新居浜東 44'18” 福　島 矢吹 45'33” 岡山 吉備 44'19” 41

徳　島 観音寺 45'50 岩　手 大宮 47'04 長　崎 有明 44'44 東京 甲ノ原 44'25” 青　森 野辺地 45'58” 高知 中村 44'27” 42

開催地 大椎 46'03 東　京 八王子第四 47'30 岐　阜 多治見 44'45 高知 県立中村 44'40” 東　京 足立第十四 45'59” 福井 明道 44'28” 43

北海道 的場 46'04 北海道 北斗上磯 DNF 宮　城 蛇田 44'51 和歌山 河北 44'50” 秋　田 千畑 46'04” 石川 北辰 44'38” 44

青　森 浪岡 46'30 青　森 野辺地 DNS 岩　手 種市 45'20 山梨 櫛形 45'02” 北海道 七飯 46'25” 宮城 西多賀 44'39” 45

香　川 半田 46'32 山　形 米沢第五 DNS 香　川 観音寺 45'24 岩手 山田 45'33” 岡　山 邑久 46'35” 香川 池田 44'39” 46

福　井 万葉 47'06 福　島 矢吹 DNS 沖　縄 読谷 45'34 青森 野辺地 45'45” 新　潟 十日町 46'47” 沖縄 今帰仁 45'14” 47

富　山 小杉 47'38 福　岡 菅生 DNS 東　京 浅川 46'11 沖縄 大宮 47'54” 沖　縄 国頭 47'55” 北海道 緑南 46'18” 48

1秒 4秒 18秒 16秒 22秒 3秒

3秒 5秒 7秒 1秒 10秒 15秒

43'44 43'13 43'02 42'52” 43'13” 42'21”

44'23 43'48 43'39 43'28” 44'11” 42'56”

45'38 45'45 44'38 44'16” 45'23” 44'18”40位のタイム
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40位のタイム 40位のタイム
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20位のタイム
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