
成績一覧表第69 全国高等学校駅伝競走大会・第30回 全国高等学校女子駅伝競走大会
[コード：18391003]

2018年11月4日 10時20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:野中　三徳
記録主任:西本　正拓

女子高校 駅伝

総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 山田 1:14:16

第２位 小津 1:23:48

第３位 追手前 1:28:39

第４位 高知高専 1:39:26

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(6km) 大塚日真莉  (3) 山田 20:41

第２区(4.0975km) 弘光　美紅  (3) 山田 14:01

第３区(3km) 中西　みゆ  (2) 山田 10:41

第４区(3km) 西川　莉愛  (1) 山田 11:32

第５区(5km) 澤本沙久羅  (3) 山田 17:21

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所

10:00 晴れ 16.6℃ 64％ 西 1.2m/s

高知市11:00 晴れ 19.2℃ 50％ 東 1.0m/s

12:00 晴れ 20.8℃ 41％ 南東 1.5m/s



2018年11月4日 10時20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

 澤本　沙久羅(2)
 山田　 #29H29
    9:55

 弘光　美紅　(2)
 山田　 #29H29
    9:56

 西松　美樹　(3)
 山田Ａ #28H28
   16:47

1
 
 
 

10
 
 
 

1:14:16
 
 
 

山田 大塚日真莉  (3)
ｵｵﾂｶ ﾋﾏﾘ

(  1)    20:41
(  1)    20:41

弘光　美紅  (3)
ﾋﾛﾐﾂ ﾐｸ

(  1)    34:42
(  1)    14:01

中西　みゆ  (2)
ﾅｶﾆｼ ﾐﾕ

(  1)    45:23
(  1)    10:41

西川　莉愛  (1)
ﾆｼｶﾜ ﾘﾈ

(  1)    56:55
(  1)    11:32

澤本沙久羅  (3)
ｻﾜﾓﾄ ｻｸﾗ

(  1)  1:14:16
(  1)    17:21

2
 
 
 

24
 
 
 

1:23:48
 
 
 

小津 森国　　麗  (1)
ﾓﾘｸﾆ ｳﾗﾗ

(  2)    23:46
(  3)    23:46

島岡　かの  (1)
ｼﾏｵｶ ｶﾉ

(  2)    39:55
(  2)    16:09

横田明日香  (1)
ﾖｺﾀ ｱｽｶ

(  2)    51:42
(  3)    11:47

小野　鮎美  (2)
ｵﾉ ｱﾕﾐ

(  2)  1:03:22
(  2)    11:40

中平　早保  (2)
ﾅｶﾋﾗ ｻﾎ

(  2)  1:23:48
(  2)    20:26

3
 
 
 

21
 
 
 

1:28:39
 
 
 

追手前 吉川萌々歌  (1)
ﾖｼｶﾜ ﾓﾓｶ

(  3)    23:59
(  4)    23:59

山岡　泉水  (1)
ﾔﾏｵｶ ｲｽﾞﾐ

(  3)    40:40
(  3)    16:41

立仙　唯佳  (2)
ﾘｯｾﾝ ﾕｲｶ

(  3)    53:47
(  4)    13:07

田岡　汐梨  (2)
ﾀｵｶ ｼｵﾘ

(  3)  1:08:09
(  4)    14:22

下村　絢音  (2)
ｼﾓﾑﾗ ｱﾔﾈ

(  3)  1:28:39
(  3)    20:30

4
 
 
 

63
 
 
 

1:39:26
 
 
 

高知高専 久川すみれ  (3)
ﾋｻｶﾜ ｽﾐﾚ

(  4)    27:16
(  5)    27:16

寺川　　凛  (1)
ﾃﾗｶﾜ ﾘﾝ

(  4)    47:46
(  5)    20:30

松岡　　悠  (2)
ﾏﾂｵｶ ﾊﾙｶ

(  4)  1:02:01
(  5)    14:15

中川　　桜  (1)
ﾅｶｶﾞﾜ ｻｸﾗ

(  4)  1:16:50
(  5)    14:49

酒井　彩音  (2)
ｻｶｲ ｱﾔﾈ

(  4)  1:39:26
(  5)    22:36

OPN
 
 
 

100
 
 
 

1:24:19
 
 
 

合同 福田　サラ  (2)
ﾌｸﾀﾞ ｻﾗ

(OPN)    22:43
(  2)    22:43

メイリ ワンガリ  (1)

ﾒｲﾘ ﾜﾝｶﾞﾘ
(OPN)    39:40
(  4)    16:57

阿多　望海  (1)
ｱﾀ ﾉｿﾞﾐ

(OPN)    51:21
(  2)    11:41

島内　里緒  (2)
ｼﾏｳﾁ ﾘｵ

(OPN)  1:03:29
(  3)    12:08

秋元　萌香  (2)
ｱｷﾓﾄ ﾓｴｶ

(OPN)  1:24:19
(  4)    20:50

凡例 OPN:オープン参加


