
成績一覧表第68 全国高等学校駅伝競走大会・第29回 全国高等学校女子駅伝競走大会
[コード：17391003]

2017年11月5日 9時50分 スタート

コース : 高知市東部総合運動場周回コース(H27.11～)
[コード：397000]

主 催 : 毎日新聞社高知支局 高知県高等学校体育連盟
主 管 : 高知陸上競技協会

審 判 長:林 繁實
記録主任:久川 博幸

女子高校 駅伝

総合成績
順位 チーム 記録 備考

優 勝 山田 1:11:42 大会新

第２位 追手前 1:22:28

第３位 中村 1:23:28

第４位 幡多農業 1:24:56

第５位 高知商 1:31:25

第６位 土佐女子 1:33:09

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(6km) 寺尾 鼓妙 (3) 山田 20:26

第２区(4.0975km) 野村菜々美 (3) 山田 13:58

第３区(3km) 澤本沙久羅 (2) 山田 9:55 区間新

第４区(3km) 弘光 美紅 (2) 山田 9:56 区間新

第５区(5km) 西川 鶴乃 (3) 山田 17:27

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所

9:00 晴れ 15.0℃ 40％ 東北東 2.1m/s

高知市
10:00 晴れ 16.9℃ 37％ 東北東 2.1m/s

11:00 晴れ 17.8℃ 33％ 西 1.4m/s

12:00 晴れ 18.6℃ 31％ 南南西 1.1m/s



2017年11月5日 9時50分スタート

女子高校 駅伝

総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
6km

第２区
4.0975km

第３区
3km

第４区
3km

第５区
5km

西松 美樹 (2)
山田 #27H27

20:22

片岡 秀美 (3)
山田Ａ #28H28

13:38

中里 千穂香(3)
山田 #27H27

10:27

大塚 日真莉(1)
山田Ａ #28H28

10:14

西松 美樹 (3)
山田Ａ #28H28

16:47

1 10 1:11:42
NGR

山田 寺尾 鼓妙 (3)
ﾃﾗｵ ﾂﾂﾞﾐ

( 1) 20:26
( 1) 20:26

野村菜々美 (3)
ﾉﾑﾗ ﾅﾅﾐ

( 1) 34:24
( 1) 13:58

澤本沙久羅 (2)
ｻﾜﾓﾄ ｻｸﾗ

( 1) 44:19
( 1) * 9:55

弘光 美紅 (2)
ﾋﾛﾐﾂ ﾐｸ

( 1) 54:15
( 1) * 9:56

西川 鶴乃 (3)
ﾆｼｶﾜ ﾂﾙﾉ

( 1) 1:11:42
( 1) 17:27

2 21 1:22:28 追手前 伊藤向日葵 (2)
ｲﾄｳ ﾋﾏﾜﾘ

( 2) 22:21
( 2) 22:21

松本 実怜 (2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾚ

( 3) 38:28
( 3) 16:07

下村 絢音 (1)
ｼﾓﾑﾗ ｱﾔﾈ

( 2) 50:18
( 2) 11:50

小松 有結 (2)
ｺﾏﾂ ｱﾕ

( 2) 1:02:47
( 2) 12:29

円山 紀乃 (2)
ｴﾝｻﾞﾝ ｷﾉ

( 2) 1:22:28
( 3) 19:41

3 47 1:23:28 中村 西 杏実 (2)
ﾆｼ ｱﾐ

( 4) 23:03
( 4) 23:03

秋元 萌香 (1)
ｱｷﾓﾄ ﾓｴｶ

( 4) 39:34
( 4) 16:31

福田 夏鈴 (2)
ﾌｸﾀﾞ ｶﾘﾝ

( 4) 51:35
( 3) 12:01

藤田まあり (1)
ﾌｼﾞﾀ ﾏｱﾘ

( 3) 1:04:15
( 3) 12:40

濵口 菜月 (2)
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ

( 3) 1:23:28
( 2) 19:13

4 45 1:24:56 幡多農業 福田 サラ (1)
ﾌｸﾀﾞ ｻﾗ

( 3) 22:28
( 3) 22:28

野島 萌夏 (2)
ﾉｼﾞﾏ ﾓｶ

( 2) 37:59
( 2) 15:31

押谷 颯 (1)
ｵｼﾀﾆ ｿﾖｶ

( 3) 51:30
( 6) 13:31

川田 芽生 (2)
ｶﾜﾀﾞ ﾒｲ

( 4) 1:04:44
( 4) 13:14

三浦 萌子 (1)
ﾐｳﾗ ﾓｴｺ

( 4) 1:24:56
( 4) 20:12

5 28 1:31:25 高知商 松木 琴美 (1)
ﾏﾂｷﾞ ｺﾄﾐ

( 5) 25:08
( 5) 25:08

下元 美吹 (2)
ｼﾓﾓﾄ ﾐﾌﾞｷ

( 5) 42:11
( 5) 17:03

藤田 風子 (3)
ﾌｼﾞﾀ ﾌｳｺ

( 5) 54:56
( 5) 12:45

中山 朋世 (2)
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾖ

( 5) 1:08:34
( 5) 13:38

中本 光 (3)
ﾅｶﾓﾄ ﾋｶﾙ

( 5) 1:31:25
( 6) 22:51

6 22 1:33:09 土佐女子 片山 日和 (3)
ｶﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ

( 6) 26:30
( 6) 26:30

池田佳菜子 (2)
ｲｹﾀﾞ ｶﾅｺ

( 6) 43:44
( 6) 17:14

小笠原未玲 (2)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐﾚｲ

( 6) 56:09
( 4) 12:25

塩見 那菜 (1)
ｼｵﾐ ﾅﾅ

( 6) 1:12:21
( 6) 16:12

黒岩星紗碧 (3)
ｸﾛｲﾜ ｾｻﾐ

( 6) 1:33:09
( 5) 20:48

凡例 NGR:大会新記録/ *…区間新記録


