
中国中学校《男子81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 松賀  53:36 宮原　寛弥(3) 田原琥太郎(3) 三好　智之(2) 脇坂康太郎(3) 前永　蒼登(2) 金元　　樂(3)

第２位 八本松  54:56 藤田　貫佑(3) 蛯原　　駿(3) 小林　大晃(3) 山﨑　剛大(3) 高橋　敦大(3) 山中　琉生(3)

第３位 高屋  55:00 田中　　陸(3) 新木　大翔(2) 末田唯久海(1) 山田　経翔(3) 保田亮太朗(3) 中村　優斗(2)

第４位 世羅  55:35 今谷　文哉(3) 丸山　　蓮(3) 生田　慎稀(2) 森宗　汰朗(2) 古満　櫂晴(3) 今谷　元哉(3)

第５位 福山城北  55:40 井上　史琉(3) 枡田　健伸(3) 大成　遥斗(3) 出原　琉羽(2) 宮宗　唯斗(1) 堀　　誠人(3)

第６位 高美が丘  55:41 杉原　健太(3) 井手　彰吾(2) 廣田　琥珀(2) 上廣　裕太(3) 松永　悠斗(3) 前川　大直(3)

第７位 西条  55:57 三宅　悠斗(2) 山田　光城(3) 原　　周平(3) 白髪　将和(1) 播磨　　心(3) 三谿琳太朗(1)

第８位 向陽  56:12 吉田　凪音(3) 宮田　孝輝(3) 鈴木　雄貴(1) 小西　弘太(2) 緒方真那斗(2) 石田　剛士(3)

第９位 三原第五  56:28 大久保匠己(2) 正畑　竜悟(2) 立石　優紀(2) 坂田　遥生(2) 原　　脩平(2) 川井　俊典(2)

第10位 熊野  56:38 直井　真也(3) 入野　越平(3) 石山　多聞(1) 濱本　銀海(3) 國本　航生(3) 久保田成琉(2)

【区間賞】

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

池野　蓮志(3) 山本　　悠(3) 坂口　雄哉(3)

ｲｹﾉ ﾚﾝｼﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾔ

枡田　健伸(3) 田原琥太郎(3) 池島　大耀(3)

ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾝ ﾀﾊﾗ ｺﾀﾛｳ ｲｹｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ

三好　智之(2) 小林　大晃(3) 小林　蒼空(3)

ﾐﾖｼ ﾄﾓﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ

脇坂康太郎(3) 山﨑　剛大(3) 山田　経翔(3)

ﾜｷｻｶ ｺｳﾀﾛｳ ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾋﾛ ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾄ

古満　櫂晴(3) 保田亮太朗(3) 緒方真那斗(2)

ﾌﾙﾐﾂ ｶｲｾｲ ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｵｶﾞﾀ ﾏﾅﾄ

金元　　樂(3) 山中　琉生(3) 今谷　元哉(3)

ｶﾈﾓﾄ ｶﾞｸ ﾔﾏﾅｶ ﾘｸ ｲﾏﾀﾆ ﾓﾄﾔ

中国中学校《女子30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 三原第五  42:15 森安　桃風(3) 青木　莉子(3) 立花萌成子(2) 岡田　梨那(2) 髙橋　美月(3)

第２位 鷹取  43:03 坪島さくら(3) 江原美月優(3) 占部　栞望(3) 下山　桜果(3) 大住　早永(2)

第３位 福山城南  43:23 中塔　美咲(2) 澤田保乃加(2) 卜部日花里(3) 内海　詠茉(3) 内海　茉緒(3)

第４位 西条  43:26 中井　美波(3) 德丸しゅう(2) 髙取亜也子(2) 本田　海央(2) 藤井　彩奈(2)

第５位 松賀  43:41 山田　依茉(3) 浅井　悠華(2) 相方　結奈(2) 野田　彩羽(1) 高本　依真(2)

第６位 高屋  43:46 細木　梨花(3) 池田　花音(3) 園田　千華(3) 進藤菜々美(1) 高知　咲季(3)

第７位 大野東  43:53 柳井　愛結(3) 三枝　ゆい(2) 永野　陽菜(3) 木曽　実南(1) 渡　こころ(3)

第８位 八本松  44:29 山田　　慈(3) 藤本　莉璃(3) 下東　菜々(3) 高橋佳奈子(1) 濱田　侑茉(1)

第９位 大成館  44:58 井上　菜名(2) 妹尾　望未(2) 渡邊　絢香(1) 馬越　彩奈(1) 小西　優織(3)

第10位 磯松  45:35 三宮　璃音(1) 寺田　小桜(1) 安達　未桜(1) 上本　沙南(2) 小早川光希(3)

【区間賞】

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

森安　桃風(3) 板岡　侑花(3) 坪島さくら(3)

ﾓﾘﾔｽ ﾓﾓｶ ｲﾀｵｶ ﾕｳｶ ﾂﾎﾞｼﾏ ｻｸﾗ

德丸しゅう(2) 澤田保乃加(2) 江原美月優(3)

ﾄｸﾏﾙ ｼｭｳ ｻﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ ｴﾊﾗ ﾐﾂﾞﾕ

立花萌成子(2) 永野　陽菜(3) 下東　菜々(3)

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾓﾅｺ ﾅｶﾞﾉ ﾊﾙﾅ ｼﾀﾋｶﾞｼ ﾅﾅ

岡田　梨那(2) 下山　桜果(3) 進藤菜々美(1)

ｵｶﾀﾞ ﾘﾅ ｼﾓﾔﾏ ﾎﾉｶ ｼﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ

髙橋　美月(3) 藤井　彩奈(2) 大住　早永(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾅ ｵｵｽﾐ ｻｴ

世羅  9:28

第５区 世羅 ● 9:19 高屋  9:20 向陽  9:20

第６区 松賀 ● 9:10 八本松  9:28

高屋  9:12

第３区 松賀 ● 7:46 八本松  7:57 世羅西  8:03

第４区 松賀 ● 8:56 八本松  9:00

第２区 福山城北 ● 8:47 松賀  8:50 鷹取  8:55

記　録

第１区 加計 ● 9:11 国泰寺  9:13 磯松  9:20

区間 所　属 記　録 所　属 記　録 所　属

所　属 記　録

第１区 三原第五 ● 10:32 仁方  10:33 鷹取  10:35

区間 所　属 記　録 所　属 記　録

鷹取  5:44

第３区 三原第五 ● 7:43 大野東  7:56 八本松  7:59

第２区 西条 ● 5:34 福山城南  5:37

高屋  8:20

第５区 三原第五 ● 10:11 西条  10:20 鷹取  10:26

第４区 三原第五 ● 8:04 鷹取  8:13


