
女子 駅伝
総合結果・リスト 審 判 長:岡　俊博

記録主任:澄川　幸助
男子第53回 女子第25回 香川県高等学校新人駅伝競走大会男子第53回 女子第25回 香川県高等学校新人駅伝競走大会男子第53回 女子第25回 香川県高等学校新人駅伝競走大会男子第53回 女子第25回 香川県高等学校新人駅伝競走大会 2012年 1月28日 10時30分

会　場:香川県総合運動公園内周回コース
記録記録記録記録
ｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄ

斉藤　夢 (2) 山内　香苗 (1) 荻田　悠衣 (1) 橋田　麻衣 (2)
(2) 10:42 (1) 19:01 (1) 30:14 (1) 46:46
(2) 10:42 (1) 8:19 (1) 11:13 (1) 16:32

荒井 美由紀 (1) 坂本 満理奈 (1) 福田　奈々 (1) 合田　有佑 (1)
(5) 11:17 (3) 20:27 (2) 32:17 (2) 50:20
(5) 11:17 (3) 9:10 (3) 11:50 (2) 18:03

島田　千寛 (1) 藤川　結稀 (1) 山下 紗緒里 (1) 秋山　紗季 (2)
(4) 11:03 (5) 20:42 (3) 32:21 (3) 50:35
(4) 11:03 (6) 9:39 (2) 11:39 (3) 18:14

原　紫央李 (2) 平尾　理夏 (1) 山形　流生 (1) 西川　知里 (1)
(3) 10:48 (4) 20:30 (4) 32:25 (4) 51:13
(3) 10:48 (7) 9:42 (5) 11:55 (5) 18:48

吉井　貴子 (2) 池田　茉央 (1) 山田　恵利 (1) 西滝　真歩 (2)
(6) 12:02 (6) 21:21 (6) 33:12 (5) 51:38
(6) 12:02 (5) 9:19 (4) 11:51 (4) 18:26

中野　加恵 (1) 真鍋　実佑 (1) 井下　聖香 (2) 神原　奈穂 (2)
(7) 12:07 (7) 21:22 (7) 33:25 (6) 52:26
(7) 12:07 (4) 9:15 (6) 12:03 (6) 19:01

中野　綾子 (2) 矢野 ひまり (1) 十河　嘉子 (1) 八木　彩花 (2)
(1) 10:42 (2) 19:28 (5) 32:29 (7) 52:36
(1) 10:42 (2) 8:46 (9) 13:01 (9) 20:07

細川　歩 (2) 上原　由子 (2) 中村　風佳 (2) 神﨑　茜 (1)
(9) 12:18 (8) 22:03 (8) 34:39 (8) 54:37
(9) 12:18 (8) 9:45 (7) 12:36 (8) 19:58

黑木　彩加 (2) 佐藤　綺音 (1) 大休　沙英 (2) 別役　綾香 (2)
(8) 12:14 (9) 22:08 (9) 35:25 (9) 56:09
(8) 12:14 (9) 9:54 (10) 13:17 (10) 20:44

田中　愛璃 (1) 中野　莉穂 (1) 多田 麻梨奈 (1) 藤本 菜々美 (1)
(10) 12:49 (10) 23:57 (10) 36:45 (10) 56:23
(10) 12:49 (10) 11:08 (8) 12:48 (7) 19:38

１区１区１区１区 ２区２区２区２区 ３区３区３区３区 ４区４区４区４区
9:599:599:599:59 7:537:537:537:53 10:1910:1910:1910:19 15:1015:1015:1015:10

泉　有花泉　有花泉　有花泉　有花 矢野　由佳矢野　由佳矢野　由佳矢野　由佳 川本　昌川本　昌川本　昌川本　昌 垣見　優佳垣見　優佳垣見　優佳垣見　優佳
明善明善明善明善 明善明善明善明善 英明英明英明英明 英明英明英明英明

１区１区１区１区 ２区２区２区２区 ３区３区３区３区 ４区４区４区４区

1 46:46:00 5 観音寺中央A

順位順位順位順位 No.No.No.No.
チーム／チーム／チーム／チーム／
メンバーメンバーメンバーメンバー

2 50:20:00 10 観音寺中央B

3 50:35:00 1 観音寺一A

4 51:13:00 9 香川西

5 51:38:00 6 土庄

6 52:26:00 3 観音寺一B

7 52:36:00 8 高松桜井

8 54:37:00 4 高松商

9 56:09:00 12 高松一

10 56:23:00 2 津田

DNS 7 高松 岡田 あずさ (2) 山本　有貴 (2) 井下　有恵 (1) 伊野　波南 (1)

港　菜月 (2)DNS 11 小豆島

観音寺中央高校は初優勝観音寺中央高校は初優勝観音寺中央高校は初優勝観音寺中央高校は初優勝

佐々木 かれん (1) 岡　桃香 (2) 港　里奈 (1)


