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第24回  高新中学駅伝競走大会(女子の部)
大会記録 42'26"   宿毛中学校   （20回）  /  12 km   

区間記録

2016/11/13

１区 ２区 ３区 ４区 ５区 交代
長谷山妃弥香/2

通過 川﨑　心咲/1 監督

区間 安岡　真由/1 谷井　慎二

大井姫菜子/3
通過 小松菜穂佳/2 監督

区間 萩野　陽向/1 西尾　初恵

北村　心春/2
通過 德久　知優/1 監督

区間 西山　　凜/1 竹村　理志

岡田そよか/2
通過 野村　愛和/3 監督

区間 尾﨑　美保/3 鎌倉　啓憲

村上　千里/2
通過 上村　志帆/1 監督

区間 岩見　琉音/1 筋野　健治

小西　莉央/1
通過 窪田　陽菜/2 監督

区間 宮本友里奈

山﨑　玲奈/2
通過 浜口　小鶴/2 監督

区間 大原　瑞姫/2 山﨑　友義

久保　友香/2
通過 長濱　陽奈/1 監督

区間 石田　祥子/1 上村　陽子

郡　　瑠衣/3
通過 石川　華梨/2 監督

区間 宮地　雛未/2 遠近　晋作

吉川　唯菜/2
通過 李　　未羽/2 監督

区間 渡辺　美咲/1 武森　甚哉

和田　涼帆/3
通過 川田　琴子/2 監督

区間 古味　　栞/1 明神　一雅

川上　藍璃/3
通過 監督

区間 中島　夢翔

宮本　雅野/2
通過 大西　希亜/2 監督

区間 岡村　葵陽/1 野島めぐみ

酒井　菜緒/2
通過 監督

区間 藤原　大生

植野　真央/2
通過 式地未央莉/2 監督

区間 松下千登世/2 倉松　隆二

山本　侑奈/1
通過 宗石　佑麻/1 監督

区間 林　　祐里/1 川﨑　寛典

黒岩　心路/2
通過 山﨑　莉子/2 監督

区間 森田　優花/3 西川　精一

中平　青空/2
通過 本田　彩夏/2 監督

区間 宮﨑　未夢/1 橋本　雅代

北村　鷹胡/1
通過 久田　莉穂/1 監督

区間 北村　艶胡/1 新井さゆり

谷　　遥夏/3
通過 田村　夢叶/2 監督

区間 池　　琳加/1 土居わかな

清遠　一未/3
通過 森　　心愛/3 監督

区間 廣内　利桜/3 佐竹　俊春

近森　　結/2
通過 竹内　希彩/1 監督

区間 尾崎　　晴/3 木村　憲章

阪本　愛佳/1
通過 岡下　夏望/1 監督

区間 木下　和樹

加藤　芹菜/1
通過 谷口　愛莉/1 監督

区間 京田　真奈

中平玲乃愛/1
通過 上野　心寧/1 監督

区間 矢野　正彦

大久保　琳/1
通過 楠　　玲音/3 監督

区間 石﨑あやめ/3 中村　洋介

大黒　有優/3
通過 松島　歩花/1 監督

区間 平山　亜海/1 正木伸太朗

桒瀬　愛梨/2
通過 大﨑　愛深/1 監督

区間 大山　奈々/1 田所　健志

國光　栞奈/1
通過 影山　杏花/3 監督

区間 黒岩美菜都/1 中山　任鋭

木村　朱里/2
通過 横山　日姫/3 監督

区間 池川　実優/1 才市　浩伸

島村　青空/1 山本　響香/3
30 112 県立中村

宮地　陽菜/3 永野　涼花/2 安田莉美叶/2

畠中　　唯/2 島内　里緒/3
29 111 県立安芸

阿多　望海/2 谷　　杏音/2 山本　愛華/2

山岡　未来/2 伊藤ゆうり/2
28 101 加茂

山中　美結/2 加納　朋葉/3 岡林　　夢/3

和田　涼香/3 桑山　乃子/3
27 95 甲浦

清水きらり/2 田嶋　美月/3 伊東　百咲/2

加納　　弦/2 三浦　萌子/3
26 91 宿毛東

有澤　未結/1 三浦きらり/1 矢野　瑞稀/2

中野　麻帆/3 和田　真希/2
25 82 十川

芝　　晴香/1 松下　愛佳/2 松下　　樹/1

中野　有紗/2 岩川　侑加/2
24 80 吉良川

谷口　育珠/2 久保川紀香/2 黒岩　美吹/3

畠中　　空/1 溝渕　香織/1
23 70 小筑紫

吉野　茜音/1 佐竹　美紅/2 井上ゆりあ/1

土山　夕貴/3 大塚日乃莉/2
22 67 香我美

尾崎　　光/1 相原　琴羽/3 上久保　縁/2

片岡　優里/2 小松　莉子/2
21 61 夜須

廣内　琴音/1 立仙　唯佳/3 廣田　湖白/1

渡邊　帆音/1 大川　夏音/2
20 55 嶺北

田岡　汐梨/3 澤田　鈴音/1 後藤なつめ/2

久保　美奈/3 久保　美花/1
19 51 室戸

仙頭万寿花/2 大内　美侑/3 尾崎　美麗/3

宮本　夏妃/1 山本　ゆい/1
18 49 中村

福田　サラ/3 佐田　愛花/2 坂東　愛華/1

松浦　鈴音/3 片岡　花鈴/2
17 44 佐川

田村　莉子/3 和田　　葵/2 氏原　穂香/2

黒川　結可/3 岡林　真由/3
16 42 池川

藤原　瑛麻/2 竹村沙良莉/2 井上　もえ/2

宮﨑　椎菜/2 矢野　千寿/2
15 36 大方

相牟田真珠/1 川田　麻鈴/2 野並　令弥/2

岡田　彩央/1 秋元　萌香/3
14 33 清水

岡　　佳音/1 沖　希乃香/1 森　はるな/1

戸梶　百音/3 森下　　月/3
13 28 日高

田所　　纏/1 森下　彩音/2 田所　寧々/3

高橋希乃花/3 吉村音々亜/3
12 27 高岡

森田　実月/3 岡田　一夏/1 山崎　未涼/2

横田明日香/2 山﨑　萌香/2
11 25 春野

枦山　実由/3 岩田　弥来/3 三井　望夢/2

野村　結葉/2 髙椋　梨央/1
10 22 西部

高橋　彩華/2 坪内　希実/2 橋本　美羽/2

五藤　　優/3 松本　真凛/2
9 21 潮江

高橋　真依/3 藤丸　玲奈/3 浜本　　楓/3

山碕　睦音/2 石田　藍子/3
8 20 城西

松田　小花/1 田村　萌奈/2 森　　彩葉/1

中尾　有利/3 森國　　麗/2
7 16 一宮

片岡　夏海/1 相原　桃姫/3 曽我本奈槻/1

前野　希和/1 西山南々帆/1
6 14 介良

佐古田彩里/1 寺川　　凛/2 藤崎　琴子/2

今西　美紅/2 三好　妃奈/2
5 13 北陵

岡林　美希/3 中平　早保/3 橋村　瑠衣/3

4 11 香長
徳弘　亜衣/2 近江　香穂/1 山下夕里奈/3

3 10 香南
中西　みゆ/3 穗岐山　陽/1 横田　明璃/1

酒井　彩音/3 山下　美海/3

末政　七海/1 山岡　泉水/2

2 2 清水ヶ丘
狩野　早咲/1 萩野日菜子/1

 城東

1 1 奈半利
門田　明弓/1 西岡　美葉/1 桃田　　萌/3 細川　琴心/1

北川　陽向/2 吉崎　夕未/2 福本　朱凜/2

植野　莉捺/1

No No
ｶｰﾄﾞ

所属
 県立中村  宿毛  上久保凜/香我美 香長

 ●：大会(区間)タイ記録  池本　　愛  田村　碧衣  有田　桜/宿毛  橘　みづほ  永森　世恋

 ●：大会(区間)最高記録 10'06" (17回) 6'50" (20回) 7'02" (20,21回) 7'09" (23回) 10'33" (16回)
１区 (3km) ２区 (2km) ３区 (2km) ４区 (2km) ５区 (3km)
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