
ゼッケン チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 順位 総合

第67回瀬戸地方近郊駅伝競走大会    (一般女子)
平成３０年１２月９日

上段：区間順位、タイム
下段：通算順位、タイム

中山　絵里加 野津　里実 松原　亜純猪飼　真莉子

（1） 11:5816:2206:30
0:47:160:35:180:18:560:12:26 <><1><1><1><2>

（）（1）（2） 0:47:161
愛知高校Ａ39

石田　龍花 服部　若菜 山口　郁美山下　真里奈

（3） 12:3016:0206:46
0:48:080:35:380:19:360:12:50 <><2><2><4><4>

（）（2）（1） 0:48:082
愛知黎明高校36

森　乙葉 太田　帆香 水谷　真子吉田　彩乃

（4） 12:5416:2706:57
0:48:350:35:410:19:140:12:17 <><3><3><2><1>

（）（5）（3） 0:48:353
愛知高校Ｃ41

森田　柚衣 江口　春姫 森山　美空小田木　陽和

（2） 12:3916:5006:31
0:48:470:36:080:19:180:12:47 <><4><4><3><3>

（）（3）（4） 0:48:474
愛知高校Ｂ40

市川　聖莉奈 山田　由衣叶 服部　純菜板倉　優花

（6） 13:0617:0707:17
0:50:440:37:380:20:310:13:14 <><5><5><5><7>

（）（7）（7） 0:50:445
中部大学第一高校30

小谷　優佳 兵藤　柚花 深澤　満理奈加藤　乃愛

（9） 13:4117:0107:31
0:51:380:37:570:20:560:13:25 <><6><6><6><10>

（）（8）（6） 0:51:386
岡崎北高校16

鈴木　詩織 櫻井　茉凛 山下　なぎさ星川　茉鈴

（23） 12:5117:3108:34
0:52:120:39:210:21:500:13:16 <><7><8><12><8>

（）（4）（8） 0:52:127
至学館高校Ａ31

林　蒼依 池尾　優衣 中川　稀理畑田　和子

（11） 14:3816:5907:48
0:53:190:38:410:21:420:13:54 <><8><7><9><13>

（）（18）（5） 0:53:198
聖霊高校12

濵田　唯 野村　佳那 濱林　杏安藤　早希

（8） 14:0718:2207:30
0:54:170:40:100:21:480:14:18 <><9><11><11><14>

（）（12）（11） 0:54:179
名東・菊里合同チーム38

葛谷　恵利 桜井　菜緒 高橋　愛田嶋　詩

（21） 13:5519:0008:29
0:54:300:40:350:21:350:13:06 <><10><12><8><5>

（）（11）（16） 0:54:3010
名古屋学院大学11

石上　夕貴 大野　亜湖 三上　和海坂江　凛

（5） 14:1518:5507:05
0:55:030:40:480:21:530:14:48 <><11><13><13><20>

（）（14）（15） 0:55:0311
名古屋西高校14

小林　京加 森田　和永 友廣　香菜中村　涼夏

（10） 13:5219:1507:34
0:55:070:41:150:22:000:14:26 <><12><15><14><16>

（）（10）（18） 0:55:0712
菊里高校陸上部10

元森　夏希 谷川　麻衣 亀井　風歌岩佐　欣音

（14） 14:1418:1807:56
0:55:070:40:530:22:350:14:39 <><13><14><16><18>

（）（13）（10） 0:55:0713
明和高校15

大川　花菜 成清　春菜 口石　夏子平松　琴美

（17） 15:1018:3808:09
0:55:070:39:570:21:190:13:10 <><14><9><7><6>

（）（22）（14） 0:55:0714
名古屋市工芸高校37
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上段：区間順位、タイム
下段：通算順位、タイム

中村　かえで 則武　桃佳 小林　瑞樹河口　綸花

（33） 13:4118:3709:46
0:55:280:41:470:23:100:13:24 <><15><17><20><9>

（）（8）（13） 0:55:2815
至学館高校Ｂ32

加藤　優奈 野村　晶美 廣川　鈴音諸橋　理子

（13） 15:2818:2507:54
0:55:360:40:080:21:430:13:49 <><16><10><10><12>

（）（27）（12） 0:55:3616
旭野高校9

岩瀬　樹南 白井　花歩 平松　虹音阿南　咲希

（19） 14:2719:0108:18
0:56:080:41:410:22:400:14:22 <><17><16><17><15>

（）（16）（17） 0:56:0817
藤ノ花女子高校20

近藤　奈々香 永井　真愛 伊藤　愛井戸田　菜桜

（7） 14:1819:4907:22
0:56:090:41:510:22:020:14:40 <><18><18><15><19>

（）（15）（22） 0:56:0918
愛知県立旭丘高等学校19

服部　那南実 柴田　真衣 櫻木　萌々花高橋　胡桃

（16） 14:5719:3808:08
0:57:190:42:220:22:440:14:36 <><19><19><18><17>

（）（20）（20） 0:57:1919
熱田高校4

梅村　珠実 渡邉　由夏 塩尻　聖果中山　七海

（25） 13:0119:5808:47
0:57:230:44:220:24:240:15:37 <><20><24><24><26>

（）（6）（25） 0:57:2320
プリティーガールズ8

加藤　瑠花 中島　梨緒 尾畑　望愛山田　菜月

（14） 14:2919:5707:56
0:57:490:43:200:23:230:15:27 <><21><22><21><25>

（）（17）（24） 0:57:4921
菊華高等学校26

浅野　紗衣 祖父江　美雪 納谷　桃山下　桃子

（12） 15:2319:4907:51
0:58:100:42:470:22:580:15:07 <><22><21><19><22>

（）（25）（22） 0:58:1022
天白高校21

遠山　由愛 北條　沙奈 鬼頭　杏奈川原　瑞希

（22） 16:0218:1208:33
0:58:260:42:240:24:120:15:39 <><23><20><23><28>

（）（30）（9） 0:58:2623
愛知県立高蔵寺高等学校ユメミナ２28

稲垣　真有美 太田　茜 猿渡　もえこ渡辺　幸江

（18） 15:1520:0808:11
0:59:000:43:450:23:370:15:26 <><24><23><22><24>

（）（23）（26） 0:59:0024
尾張旭ＲＣ－女子33

松本　祐里奈 孝谷　夏実 松井　歩未布目　美緒

（36） 15:1920:3511:04
1:00:310:45:120:24:370:13:33 <><25><26><26><11>

（）（24）（28） 1:00:3125
旭丘高校・中村高校18

松井　洋子 伊藤　恵 大川　哲子牛丸　波恵

（29） 16:0120:1509:19
1:00:550:44:540:24:390:15:20 <><26><25><28><23>

（）（29）（27） 1:00:5526
三好走ろう会Ｌ7

加藤　涼子 高岡　美侑 山田　怜奈石川　茉莉愛

（20） 14:3921:5208:19
1:01:140:46:350:24:430:16:24 <><27><27><29><31>

（）（19）（31） 1:01:1427
日進西高校6

山下　美冬 椎葉　美月 日髙　結夢塩田　真理

（27） 14:5922:0909:00
1:02:140:47:150:25:060:16:06 <><28><29><30><30>

（）（21）（32） 1:02:1428
守山ＷＡＣチームＡ2
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山根　沙羅 吉田　有希 飯田　晶黒坂　優真

（24） 15:4021:2008:35
1:02:340:46:540:25:340:16:59 <><29><28><31><33>

（）（28）（30） 1:02:3429
守山ＷＡＣチームＢ3

稲熊　笑花 森　美優 林　采佳畔柳　明里

（30） 17:3221:1109:31
1:04:510:47:190:26:080:16:37 <><30><30><33><32>

（）（34）（29） 1:04:5130
春日井高等特別支援学校23

鹿野　知子 安田　詳乃 吉田　文子前川　惠子

（32） 17:2922:5009:45
1:04:570:47:280:24:380:14:53 <><31><31><27><21>

（）（33）（33） 1:04:5731
まるはちシスターズ35

岩沙　春菜 石原　嶺羽 安藤　颯香白山　歩実

（26） 15:2425:3908:49
1:05:350:50:110:24:320:15:43 <><32><34><25><29>

（）（26）（38） 1:05:3532
春日井西高校17

岡田　琴那 鈴木　奈々花 柴田　茉実朝倉　綾菜

（28） 16:2022:5109:18
1:05:490:49:290:26:380:17:20 <><33><32><34><34>

（）（32）（34） 1:05:4933
愛知県立高蔵寺高等学校ゾウヌアマナ
コ

29

船川　真優 鈴木　香帆 川窪　三佐寺田　有美香

（35） 16:1923:4210:20
1:05:590:49:400:25:580:15:38 <><34><33><32><27>

（）（31）（36） 1:05:5934
瀬戸信用金庫ランニング部5

長田　里菜 中野　佳子 青山　琴美服部　真子

（39） 17:3819:2913:22
1:08:470:51:090:31:400:18:18 <><35><35><37><35>

（）（35）（19） 1:08:4735
セト・ティーチャーズ　梅24

伊藤　依子 松尾　敬子 伊藤　沙衣神田　真里

（34） 18:2222:5609:58
1:09:580:51:360:28:400:18:42 <><36><36><35><36>

（）（36）（35） 1:09:5836
愛知県庁クラブ　ガールズ34

伊藤　貴久美 小澤　瑠里子 奥田　あいか中武　真己子

（31） 20:4419:4609:44
1:13:260:52:420:32:560:23:12 <><37><37><39><39>

（）（39）（21） 1:13:2637
尾張瀬戸税務署Ｃ1

塚本　あかね 稲垣　裕子 纐纈　優里島原　志保

（37） 19:1225:1111:20
1:14:560:55:440:30:330:19:13 <><38><38><36><37>

（）（37）（37） 1:14:5638
セト・ティーチャーズ　梅ッシュ25

中野　宇見 安藤　友美 満窪　伶帆戸島　美咲

（38） 19:4025:5112:12
1:18:250:58:450:32:540:20:42 <><39><39><38><38>

（）（38）（39） 1:18:2539
フジトク　ジッパーちゃん22

（）
<><><><><>
（）（）（） DNS

のぞみんレボリューション♡27

（）
<><><><><>
（）（）（） DNS

明和・名西 Ｂ13
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