
東海高校女子駅伝

高校最高記録(HR)           1:06:26     橋本・里村・鳥海・田中・小島(埼玉・埼玉栄)H8.12.22
県高校最高記録(PR)         1:07:56     二宮・伊澤・鷲見・松平・下村(愛知・豊川)H20.11.23

藤中　佑美 伊澤　菜々花 堀　優花・榊原　海紗 石川　桜子 久保田　祐子
18:56 12:51 9:28 9:32 15:49

ﾁｰﾑ名

ﾅﾝﾊﾞｰ 所属

ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 選手 大沼　乃愛(3) 藤田　咲良(3) 勝又　姫結(2) 長田　彩沙(1) 中村　由奈(3)
1 日大三島 通過

日大三島 区間

ﾊﾏﾏﾂｼﾘﾂ 選手 澤田　結弥(2) 宮田　伶奈(3) 鈴木　しえる(1) 戸田　涼来(2) 匂坂　有希(1)
2 浜松市立 通過

浜松市立 区間

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｼｮｳﾖｳ 選手 千葉　妃華(3) 甲斐　美波(2) 下玉利　那美(2) 依田　采巳(3) 田中　海優(2)
3 東海大翔洋 通過

東海大翔洋 区間

ﾊﾏﾏﾂｼｮｳｷﾞｮｳ 選手 中川　千愛(1) 戸塚　光梨(1) 髙野　夏梨(2) 藤田　亜子(2) 稲垣　心菜(3)
4 浜松商業 通過

浜松商業 区間

ﾊﾏﾏﾂｺｳ 選手 安井　友真里(2) 鈴木　茜(3) 鈴木　結莉乃(1) 齋藤　真吏亜(3) 米倉　南実(2)
5 浜松工 通過

浜松工 区間

ﾄｺﾊﾀﾞｲｷｸｶﾞﾜ 選手 赤堀　華(2) 渡邉　華那(2) 深谷　菜友(1) 磯崎　心音(1) 安藤　愛華(2)
6 常葉大菊川 通過

常葉大菊川 区間

ﾐﾉｶﾓ 選手 長谷川　蘭菜(2) 岩永　好加(1) 加藤　萌(2) 杉山　遥香(1) 松原　実柑(2)
11 美濃加茂 通過

美濃加茂 区間

ﾀｶﾔﾏﾆｼ 選手 久保　花月(2) 田口　莉子(2) 玉田　心羽(2) 虎井　伶奈(2) 長瀬　里菜(2)
12 高山西 通過

高山西 区間

ﾋﾀﾞ 選手 住野　友理(3) 表　心音(1) 河合　愛結奈(1) 福井　那乃(2) 釜屋　ひめ乃(2)
13 斐太 通過

斐太 区間

ｵｵｶﾞｷﾆﾁﾀﾞｲ 選手 柳原　麻央(2) 加藤　玲奈(1) 浅川　鈴(2) 宮川　優希(3) 野坂　和奏(3)
14 大垣日大 通過

大垣日大 区間

ｹﾝｷﾞﾌｼｮｳ 選手 松波　伶奈(2) 長田　紗幸(1) 織橋　希(2) 森田　響(3) 杉江　愛音(2)
15 県岐阜商 通過

県岐阜商 区間

ｷﾞﾌ 選手 波夛野　陽菜(1) 小林　万里子(2) 林　優衣(2) 堀　愛(2) 山内　菜穂(1)
16 岐阜 通過

岐阜 区間

ｽｽﾞｶ 選手 北村　彩菜(2) 冨田　幸希(1) 井山　はる佳(1) 宮﨑　侑花(1) 酒本　梨瑚(3)
21 鈴鹿 通過

鈴鹿 区間

ｳｼﾞﾔﾏﾀﾞｼｮｳｷﾞｮｳ 選手 須山　沙奈(2) 中村　菜摘(2) 渡邉　心音(3) 澤井　風月(3) 藤原　亜瑚(3)
22 宇治山田商 通過

宇治山田商 区間

ﾖｯｶｲﾁ 選手 山吉　絢(1) 西山　知佐(2) 工藤　夕奈(1) 香西　美優(1) 松田　萌加(1)
23 四日市 通過

四日市 区間

ｲｾｶﾞｸｴﾝ 選手 今井　柚月(1) 久田　朱里(3) 牧井　砂樹(3) 藤原　梨瑚(1) 村田　まどか(2)
24 伊勢学園 通過

伊勢学園 区間

ﾂｼｮｳｺｳ 選手 新開　月渚(2) 磯田　優(2) 出岡　美柚(2) 羽根　杏樹(1) 新開　美玖(3)
25 津商高 通過

津商 区間

ｸﾜﾅ 選手 伊藤　実桜(2) 平野　利佳(2) 岡本　亜依(1) 桑畑　なつ(2) 村上　えみな(1)
26 桑名 通過

桑名 区間

ﾄﾖｶﾜ 選手 秋竹　凛音(1) 林　那優(3) 秋竹　奏音(1) 内田　詩乃(1) 森　彩純(3)
31 豊川 通過

豊川 区間

ﾄﾖﾀｵｵﾀﾆ 選手 石川 桜子(2) 中馬 蘭奈(2) 森 千莉(2) 山本 滝穂(2) 杉浦 さくら(3)
32 豊田大谷 通過

豊田大谷 区間

ｱｲﾁ 選手 髙木　杏珠(1) 柴田　桃花(2) 水谷　侑愛(1) 小嶋　聖來(2) 渡邉　凜(2)
33 愛知 通過

愛知 区間

ｱﾝｼﾞｮｳｶﾞｸｴﾝ 選手 山下　美智乃(3) 田中　小萩(2) 火山　華(1) 小山　心結(3) 坂田　朋花(2)
34 安城学園 通過

安城学園 区間

ｼﾞﾝｶﾝﾀﾞｲｵｶｻﾞｷ 選手 杉浦　未蘭(3) 中島　汐菜(2) 日置　梨愛(1) 野茂　真美咲(3) 若林　藍那(1)
35 人環大岡崎 通過

人環大岡崎 区間

ｵｶｻﾞｷｼﾞｮｳｾｲ 選手 林　彩夢(1) 都築　優衣華(1) 甲斐　琴乃(3) 佐々木　莉愛(1) 谷口　晴菜(3)
36 岡崎城西 通過

岡崎城西 区間
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審 判 長：伊藤　明久

記録主任：石鎚　一則
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