
スタート 午前9時05分 区間最高記録 第56回 区間最高記録 第56回 区間最高記録 第57回 区間最高記録 第56回 区間最高記録 第56回 区間最高記録 第56回 最高記録

天候 晴 前田梅香 海老沢結 高橋永里香 島津繭子 前田桃花 川上ゆい 田奈中学校 第56回

ﾁｰﾑ名 通算 通算記録 通算 通算記録 通算 通算記録 通算 通算記録 通算 通算記録 通算 通算記録

監督名 区間 区間記録 区間 区間記録 区間 区間記録 区間 区間記録 区間 区間記録 区間 区間記録

茅ヶ崎市立梅田中学校A 【12】 0:14:27 【15】 0:26:53 【12】 0:42:10 【15】 0:56:52 【15】 1:14:37 【15】 1:26:40

 剱持 義昭 <12> 0:14:27 <14> 0:12:26 <10> 0:15:17 <16> 0:14:42 <17> 0:17:45 <13> 0:12:03

茅ヶ崎市立梅田中学校B 【9】 0:13:39 【12】 0:26:09 【14】 0:42:31 【13】 0:55:08 【13】 1:10:08 【13】 1:21:27

 剱持 義昭 <9> 0:13:39 <15> 0:12:30 <14> 0:16:22 <12> 0:12:37 <11> 0:15:00 <6> 0:11:19

西浜 【4】 0:13:00 【5】 0:23:16 【5】 0:37:20 【5】 0:49:33 【6】 1:05:05 【5】 1:16:22

 葛西 威志 <4> 0:13:00 <2> 0:10:16 <6> 0:14:04 <11> 0:12:13 <13> 0:15:32 <5> 0:11:17

成瀬中学校 【11】 0:14:21 【9】 0:25:08 【10】 0:40:31 【12】 0:54:00 【11】 1:08:55 【11】 1:19:46

 小澤 寛治 <11> 0:14:21 <7> 0:10:47 <11> 0:15:23 <14> 0:13:29 <10> 0:14:55 <2> 0:10:51

真鶴中学校 【16】 0:15:51 【17】 0:31:20 【17】 0:47:44 【17】 1:03:21 【17】 1:20:11 【17】 1:36:04

 高山 尚克 <16> 0:15:51 <17> 0:15:29 <15> 0:16:24 <17> 0:15:37 <16> 0:16:50 <17> 0:15:53

池上中学校 【1】 0:12:16 【1】 0:22:51 【2】 0:36:36 【4】 0:48:47 【3】 1:02:58 【3】 1:15:03

 遠藤 拓磨 <1> 0:12:16 <5> 0:10:35 <3> 0:13:45 <10> 0:12:11 <4> 0:14:11 <14> 0:12:05

浜須賀中学校 【2】 0:12:31 【2】 0:23:05 【4】 0:36:50 【3】 0:48:41 【4】 1:03:31 【4】 1:15:13

 齋藤 孝之 <2> 0:12:31 <4> 0:10:34 <3> 0:13:45 <6> 0:11:51 <8> 0:14:50 <11> 0:11:42

千代中学校女子ﾊﾞｽｹ部 【10】 0:14:05 【7】 0:25:00 【8】 0:39:10 【7】 0:50:38 【7】 1:05:18 【6】 1:16:41

 吉田 健太郎 <10> 0:14:05 <9> 0:10:55 <7> 0:14:10 <5> 0:11:28 <7> 0:14:40 <7> 0:11:23

六会中学校C 【13】 0:14:41 【13】 0:26:28 【15】 0:42:54 【14】 0:55:31 【14】 1:10:08 【14】 1:22:49

 長谷川 明洋 <13> 0:14:41 <13> 0:11:47 <16> 0:16:26 <12> 0:12:37 <6> 0:14:37 <15> 0:12:41

小田原市立国府津中学校 【3】 0:12:42 【3】 0:23:12 【1】 0:36:15 【2】 0:47:29 【1】 1:01:05 【2】 1:12:28

 原 明宏 <3> 0:12:42 <3> 0:10:30 <1> 0:13:03 <3> 0:11:14 <1> 0:13:36 <7> 0:11:23

手広中 【5】 0:13:01 【6】 0:23:51 【6】 0:38:04 【6】 0:50:12 【5】 1:05:02 【7】 1:16:42

 齋田 啓佑 <5> 0:13:01 <8> 0:10:50 <8> 0:14:13 <9> 0:12:08 <8> 0:14:50 <10> 0:11:40

山王中学校 【7】 0:13:32 【8】 0:25:08 【7】 0:38:54 【8】 0:50:51 【8】 1:05:22 【8】 1:17:00

 高橋 広野 <7> 0:13:32 <11> 0:11:36 <5> 0:13:46 <8> 0:11:57 <5> 0:14:31 <9> 0:11:38

中原中女子Aﾁｰﾑ 【8】 0:13:38 【10】 0:25:19 【11】 0:40:51 【10】 0:52:43 【9】 1:06:38 【9】 1:17:36

 鈴木 栄貴 <8> 0:13:38 <12> 0:11:41 <12> 0:15:32 <7> 0:11:52 <2> 0:13:55 <4> 0:10:58

松林女子A 【6】 0:13:06 【4】 0:23:15 【3】 0:36:46 【1】 0:47:28 【2】 1:01:37 【1】 1:11:52

 溝部 真治 <6> 0:13:06 <1> 0:10:09 <2> 0:13:31 <1> 0:10:42 <3> 0:14:09 <1> 0:10:15

松林女子B 【15】 0:15:18 【14】 0:26:37 【13】 0:42:14 【11】 0:53:32 【12】 1:09:17 【12】 1:21:13

 溝部 真治 <15> 0:15:18 <10> 0:11:19 <13> 0:15:37 <4> 0:11:18 <15> 0:15:45 <12> 0:11:56

伊勢原中学校陸上競技部 【14】 0:14:44 【11】 0:25:24 【9】 0:40:15 【9】 0:51:10 【10】 1:06:50 【10】 1:17:46

 近藤 智弘 <14> 0:14:44 <6> 0:10:40 <9> 0:14:51 <2> 0:10:55 <14> 0:15:40 <3> 0:10:56

湯河原中学校 【17】 0:15:54 【16】 0:29:33 【16】 0:45:59 【16】 1:00:07 【16】 1:15:08 【16】 1:29:51

 佐藤 亜良太 <17> 0:15:54 <16> 0:13:39 <16> 0:16:26 <15> 0:14:08 <12> 0:15:01 <16> 0:14:43

田奈中学校 田奈中学校 湯河原中学校B 田奈中学校 田奈中学校 田奈中学校

第62回真鶴半島駅伝競走大会  ＜中学女子の部＞  成績一覧表

平成31年1月13日(日) 第１区  お林展望公園～高橋水産前(3.4km) 第２区  高橋水産前～お林展望公園(2.6km) 第３区  お林展望公園～高橋水産前(3.4km)

ﾅﾝ
ﾊﾞｰ
ｶｰﾄﾞ

氏名 備考 氏名 備考 氏名 備考 氏名

0:11:43

氏名

137  根本 二瑚  峰岸 怜未

138  蓬田 優

1:08:10

第４区  高橋水産前～お林展望公園(2.6km) 第５区  お林展望公園～高橋水産前(3.4km) 第６区  高橋水産前～お林展望公園(2.6km)

0:09:49 0:12:27 0:10:21 0:12:20

総合成績(18.0km)

0:09:59

備考 記録 順位 備考

136  新田 響  常磐 陽菜

備考 氏名 備考

 藤原 優那 1:26:40 15

1:21:27 13

 八島 咲宙

 米山 恵麻

 佐藤 望乃  新田 杏  保坂 珠那 

 池内 絢音  杉山 春乃

 八代 菜那

1:16:22 5 鈴木 かりん

 小川 紗穂  仲宗根 英

 柏谷 陽向

140  青木 柑撫  高橋 桜

 井出 咲良  馬場 妃菜花139  辻 涼乃  今井 那奈

 高橋 佑奈  郡山 紗季

 佐々木 友里 1:19:46 11 田邊 あおり

 岩本 日葵 1:36:04 17 青木 愛佳

143  田中 琉奈  鶴岡 日依

 藤原 百花  中村 日南141  鶴田 若菜  濱口 清美

 俵 菜月  飯田 衣桜

 柏原 杏 1:15:03 3 田口 晃羅

 高見 明果 1:15:13 4 岩崎 心音

145  奥井 華音  郡司 瑞季

 鈴木 愛理  矢羽田 亜凛144  菅原 千寛  藤井 かをり

 櫻井 杏  柳川 静里花

 加藤 栞 1:16:41 6 三輪 心菜

 高橋 月渚 1:22:49 14 般若 瑞歩

147  小山 寿々奈  伊藤 杏莉

 大沼 摘久実  山室 碧南146  阿部 祐奈  中島 琴美

 青木 宝未  小澤 優香

 大野 菜樹 1:12:28 2 伊東 美結

 松山 みおり 1:16:42 7 井上 玲

149  重野 菜々美  松本 星菜

 草薙 杏海  永井 伶奈148  吉田 素詠  内田 かなん

 栗田 彩音  嶋本 莉子

 久手堅 まゆみ 1:17:00 8 大谷 風葉

 新井 美穂 1:17:36 9 三ﾂ橋 芽花

151  上口 真穂  鈴木 音璃

 長谷川 咲佳  福田 愛桜羽  和田 未望

 渡邊 美波 1:21:13 12 江藤 琴海

150  山﨑 柚杏  難波 陽菜

 三戸 華恋  由利 優香

 中倉 咲和 1:11:52 1

 打田 美咲 1:17:46 10

153  川口 凜  飛田 那々花

 末吉 陽菜  大迫 薫乃  村手 理花

16 二見 綺音

152  三堀 美咲希  青木 穂花

 松森 遥香  高橋 ももか  榊 明日香 1:29:51

区間記録
 鶴田 若菜

0:12:16
 難波 陽菜

0:10:09
池上中学校 松林女子A 松林女子A

0:13:36
 中倉 咲和

0:10:15
小田原市立国府津中学校 松林女子A

 大沼 摘久実

小田原市立国府津中学校
0:13:03

 福田 愛桜羽
0:10:42

 伊東 美結


