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女子第32回全国高等学校駅伝競走大会　愛媛県予選会

主　催：愛媛県高等学校体育連盟　毎日新聞社松山支局　一般財団法人愛媛陸上競技
場　所:西条市ひうち陸上競技場

日付:2020-11-1 最終コール:11:05 競技開始:11:15

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
6km 4.0975km 3km 3km 5km

1 1:11:14 6 八幡浜 上田　 琴葉(2) 三好　 菜加(2) 山本　 瑚春(1) 小野　 鈴花(1) 徳山　   和(2)
ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾊ ﾐﾖｼ ﾅﾉｶ ﾔﾏﾓﾄ ｺﾊﾙ ｵﾉ ｽｽﾞｶ ﾄｸﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ
(1) 19:48 (1) 33:51 (1) 44:06 (1) 54:42 (1) 1:11:14
(1) 19:48 (1) 14:03 (1) 10:15 (2) 10:36 (1) 16:32 NSR

2 1:12:03 5 聖カタリナ学園 福田　 美空(2) 濵野　 友那(3) 河本　   律(2) 山﨑   　空(1) 岡田　 倫佳(3)
ﾌｸﾀﾞ ﾐｸ ﾊﾏﾉ ﾕｳﾅ ｶﾜﾓﾄ ﾘﾂ ﾔﾏｻｷ ｿﾗ ｵｶﾀﾞ ﾘﾝｶ

(2) 20:03 (2) 34:09 (2) 44:33 (2) 55:00 (2) 1:12:03
(2) 20:03 (2) 14:06 (2) 10:24 (1) 10:27 (2) 17:03

3 1:16:42 3 今治北 杉本　 和巴(1) 塩崎　 楓花(2) 大澤　 夏実(3) 村越　   梢(1) 越智　 楓野(3)
ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾊ ｼｵｻﾞｷ ﾌｳｶ ｵｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ ﾑﾗｺｼ ｺｽﾞｴ ｵﾁ ｶﾉ
(3) 21:22 (3) 36:11 (3) 47:10 (3) 58:33 (3) 1:16:42
(3) 21:22 (3) 14:49 (3) 10:59 (3) 11:23 (3) 18:09

4 1:20:01 14 新居浜東 一井　 愛央(2) 小野 安友奈(3) 髙橋　 未羽(1) 芥川　   凜(3) 伊藤　   萌(3)
ｲﾁｲ ﾏﾋﾛ ｵﾉ ｱﾕﾅ ﾀｶﾊｼ ﾐｳ ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾘﾝ ｲﾄｳ ﾓｴ

(4) 22:12 (4) 37:45 (4) 49:08 (4) 1:00:34 (4) 1:20:01
(4) 22:12 (4) 15:33 (4) 11:23 (4) 11:26 (5) 19:27

5 1:21:29 9 松山北 菅　   茉梨(2) 橘　   希歩(3) 渡部 日菜美(1) 東原   　萌(2) 長﨑　 泉水(2)
ｶﾝ ﾏﾂﾘ ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉｱ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾐ ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾓｴ ﾅｶﾞｻｷ ｲｽﾞﾐ

(5) 22:50 (5) 38:40 (5) 50:32 (5) 1:02:19 (5) 1:21:29
(5) 22:50 (5) 15:50 (5) 11:52 (5) 11:47 (4) 19:10

OPN 1:24:42 100 新西･今南･今東 藤田　 夏穂(1) 一井　 愛可(1) 谷口　 らん(2) 森内　 優衣(2) 近藤　 紗加(2)
ﾌｼﾞﾀ ｶﾎ ｲﾁｲ ｱｲｶ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾗﾝ ﾓﾘｳﾁ ﾕｲ ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ

(OPN) 21:41 (OPN) 38:50 (OPN) 50:40 (OPN) 1:02:32 (OPN) 1:24:42
(OPN) 21:41 (OPN) 17:09 (OPN) 11:50 (OPN) 11:52 (OPN) 22:10

OPN 1:27:03 102 野村･宇東･宇南 岩村　 和華(1) 酒井　 遥佳(2) 氏本　 月菜(1) 井関　 日南(1) 櫻井　 彩乃(2)
ｲﾜﾑﾗ ﾜｶ ｻｶｲ ﾊﾙｶ ｳｼﾞﾓﾄ ﾙｳﾅ ｲｾｷ ﾋﾅ ｻｸﾗｲ ｱﾔﾉ

(OPN) 24:03 (OPN) 40:28 (OPN) 53:38 (OPN) 1:06:50 (OPN) 1:27:03
(OPN) 24:03 (OPN) 16:25 (OPN) 13:10 (OPN) 13:12 (OPN) 20:13

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
6km 4.0975km 3km 3km 5km

区間記録 河野　朋恵  大森ゆりえ  西山　貴美(松山商業) 大平　美樹  徳山　　和  
八幡浜      八幡浜      藤田　真優(八 幡 浜) 松山商業    八幡浜      

19:23 13:14  9:49  9:58 16:59

OPN:オープン参加/ NSR…区間新記録

八幡浜は14年連続14回目の優勝


