
中国中学校《女子28回》駅伝競走大会

【総合順位】

順位 所　属 記　録 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

優　勝 高屋  42:18 岩本　風音(3) 川野さくら(2) 西谷　莉菜(3) 細木　優衣(3) 田中　美鈴(3)

第２位 西条  43:00 櫻本　　雅(3) 前迫　真希(2) 前迫　友希(3) 空　日菜音(2) 森岡　美月(3)

第３位 八本松  43:23 藤田　一花(3) 勝山　　凜(3) 鷹橋　万桜(2) 平野　莉愛(3) 大津　奈々(3)

第４位 千代田  44:14 河内　愛奈(3) 河内　乃愛(2) 神﨑　若菜(2) 大野　桜花(2) 野嶋　香里(2)

第５位 磯松  44:25 池本優里奈(3) 小早川希美(3) 寺田美七海(3) 岡田　千宝(2) 福間　千乃(2)

第６位 大成館  44:32 竹本さくら(3) 平本　栞那(1) 髙橋　美帆(2) 竹本　美咲(1) 小西　優織(1)

第７位 広島三和  44:37 木村祐紀乃(2) 西田　愛唯(3) 吉崎　純夏(3) 岡戸　柚奈(3) 田﨑　瑠花(2)

第８位 坂  44:44 細迫　由野(3) 大崎萌々香(1) 大崎　怜夏(3) 大谷　彩夏(2) 車地小春子(2)

第９位 熊野  44:52 植松　憂咲(3) 石山　燈子(2) 植松　咲花(1) 中組　友唯(2) 丸本　咲里(3)

第10位 鷹取  44:54 坪島さくら(1) 占部　栞望(1) 甲斐　心彩(1) 下山　桜果(1) 江原美月優(1)

【区間賞】  ●:区間最高

第　１　位 第　２　位 第　３　位
名　前 名　前 名　前
ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

山本　悠理(2) 細迫　由野(3) 岩本　風音(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾘ ﾎｿｻｺ ﾕﾉ ｲﾜﾓﾄ ｶｻﾞﾈ
東　　一葉(2) 川野さくら(2)
ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾊ ｶﾜﾉ ｻｸﾗ ﾆｼﾀﾞ ﾒｲ
西谷　莉菜(3) 神﨑　若菜(2) 寺田美七海(3)
ﾆｼﾀﾆ ﾘﾅ ｶﾝｻﾞｷ ﾜｶﾅ ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾅﾐ
細木　優衣(3) 大野　桜花(2)
ﾎｿｷ ﾕｲ ｵｵﾉ ｻｸﾗ

竹本　美咲(1)
ﾀｹﾓﾄ ﾐｻｷ

大津　奈々(3) 森岡　美月(3) 田中　美鈴(3)
ｵｵﾂ ﾅﾅ ﾓﾘｵｶ ﾐﾂﾞｷ ﾀﾅｶ ﾐｽｽﾞ

中国中学校《男子79回》駅伝競走大会

【総合順位】

順位 所　属 記　録 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区

優　勝 三原第五 55:54 菅原　昇真(3) 友村　　輝(3) 福田　悠太(3) 正畑　圭悟(2) 角田　貫耕(3) 小橋　周平(3)

第２位 高屋 56:26 小江　幸人(3) 中村　快成(3) 今泉　建人(3) 奥村　洋希(3) 濱本　　快(2) 中田　透羽(2)

第３位 磯松 57:21 山田　修平(3) 小島　悠生(2) 坂口　雄哉(1) 端本　大星(2) 三淵　颯吾(2) 助信　宗征(3)

第４位 栗原 57:41 吉川　　響(3) 塩出　翔太(3) 山崎　瑛登(2) 塩出　太一(2) 黒飛　了一(3) 角　　　要(2)

第５位 高美が丘 57:46 山本　涼介(3) 花岡　大楽(2) 杉原　健太(1) 船本　拓克(2) 山本　泰己(2) 関ｼﾞｮﾝ(3)

第６位 甲山 57:51 松崎　圭佑(3) 森瀧　純理(3) 坂村　　航(3) 石光　龍樹(3) 太秦　佑祥(3) 永田　亮一(3)

第７位 三原第二 57:55 浜田　翔太(2) 木原　大翔(3) 森安　瑛音(1) 村中　海斗(3) 佐藤　寛大(3) 中藤　杏輔(2)

第８位 向陽 58:11 鈴木　大貴(3) 西永　拓真(3) 野村　臣矢(3) 杉元　一斗(3) 山内　経峻(3) 鈴木斗輝哉(3)

第９位 福山城南 58:23 桒田　大樹(3) 東　　瑛心(3) 安原　由悟(3) 橘髙　真弥(3) 小里　慶太(2) 小林　巧実(3)

第10位 広大福山 58:24 日名子泰明(2) 千田晃士朗(2) 水ノ上英利(3) 大本　航生(3) 城戸　信之(3) 平井　佑享(3)

【区間賞】 ◎:区間新で区間最高 　 ●:区間最高

第　１　位 第　２　位 第　３　位
名　前 名　前 名　前
ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

小江　幸人(3) 吉川　　響(3) 山本　涼介(3)
ｺｴ ﾕｷﾄ ｷｯｶﾜ　ﾋﾋﾞｷ ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｮｳｽｹ
塩出　翔太(3) 友村　　輝(3) 上奥　　輝(3)
ｼｵﾃﾞ ｼｮｳﾀ ﾄﾓﾑﾗ　ﾋｶﾙ ｳｴｵｸ　ﾃﾙ
岩﨑　　楓(2) 三寺　風斗(3) 野村　臣矢(3)
ｲﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ ﾐﾃﾗ　ｶｻﾞﾄ ﾉﾑﾗ　ｼﾞﾝﾔ
正畑　圭悟(2) 笛田　悠馬(3) 瀨戸　和治(3)
ｼｮｳﾊﾀ ｹｲｺﾞ ﾌｴﾀ　ﾕｳﾏ ｾﾄ　ｶｽﾞﾊﾙ
闞　　東輝(3) 角田　貫耕(3)
ｶﾝ　ﾄｳｷ ｶｸﾀﾞ　ﾔｽﾀｶ

濱本　　快(2)
ﾊﾏﾓﾄ　ｶｲ

中田　透羽(2) 小橋　周平(3) 田崎　皓大(3)
ﾀﾅｶ　ﾄﾜ ｺﾊﾞｼ　ｼｭｳﾍｲ ﾀｻｷ　ｺｳﾀﾞｲ

10:30

松賀 ● 8:41 三原第五 8:42

野坂

第５区

第６区 高屋 ●10:14 三原第五 10:16

9:58

高屋 8:42

第４区 三原第五 ● 9:49 西条 9:56 熊野東

8:57

第３区 熊野東 ● 8:40 三原第三 8:41 向陽 8:46

第２区 栗原 ◎ 8:42 三原第五 8:49 本郷

記　録

第１区 高屋 ● 9:16 栗原 9:20 高美が丘 9:22

区間 所　属 記　録 所　属 記　録 所　属

第５区 八本松 ● 9:46 西条  9:51 高屋  9:55

第４区 高屋

大成館  8:13

第３区 高屋 ● 6:06 千代田  6:07 磯松

広島三和  7:51

● 7:59 千代田  8:13

高屋  10:31

区間 所　属

 6:09

第２区 大和 ● 7:45 高屋  7:47

記　録 所　属 記　録 所　属 記　録

第１区 大和 ● 10:22 坂  10:23


