
令和３年度 愛媛県中学校⾧距離継走大会
女子の部

順位 タイム チーム [1] 2000m [2] 2000m [3] 2000m [4] 3000m [5] 3000m

1 41:47.32 城南 向井    理子(3) 山本  亜里沙(2) 清水    莉媛(1) 松岡    美来(2) 山本    祐希(3)

 07:17.28  07:06.99  06:51.46  10:24.13  10:07.46

2 42:59.28 中萩 永易      聖(2) 村上    愛結(1) 松島    理乃(3) 真鍋    楓果(2) 近藤    結愛(1)

 07:08.60  07:09.30  07:01.68  11:05.67  10:34.03

3 44:07.63 泉川 矢野    京楓(3) 曽我部  彩羽(3) 矢野    千尋(2) 曽我部  柚羽(1) 鎌倉    琴音(2)

 07:30.18  07:14.52  07:15.47  11:07.46  11:00.00

4 44:12.48 新居浜西 塩崎    陽菜(2) 越智    楓来(2) 中条    優奈(3) 寺尾    咲音(2) 松原    礼奈(3)

 07:39.54  07:22.21  07:01.64  11:29.31  10:39.78

5 44:23.94 砥部 古鎌    美優(3) 福野  李々花(1) 北嶋  さくら(2) 井門      萌(1) 北嶋      夢(3)

 07:36.93  07:14.04  07:07.78  10:49.08  11:36.11

6 45:18.22 川東 服部    理央(3) 岡田    愛子(3) 新上    知佳(3) 渡邊    未菜(2) 野村    向菜(3)

 07:53.94  07:28.49  07:33.23  11:13.04  11:09.52

7 45:20.21 三瓶 竹内    音乃(3) 竹﨑      悠(2) 山田    桃愛(3) 山本    碧唯(2) 島袋    愛央(3)

 07:49.14  07:29.83  07:43.91  11:09.06  11:08.27

8 45:21.59 小松 阿部    真帆(1) 満田    夏希(3) 篠宮    美優(2) 泉      沙良(3) 佐々木陽南子(1)

 07:32.43  07:35.07  07:18.63  11:45.59  11:09.87

9 45:26.78 津島 武田    莉奈(3) 河野    亜海(1) 山口  さくら(3) 増本    乃心(2) 斧      聖羅(1)

 07:36.60  07:42.83  07:26.36  11:25.71  11:15.28

10 45:28.86 保内 西村    里心(1) 小野    優凛(2) 玉井    杏樹(1) 泉    いちご(3) 岡田    佳乃(3)

 07:37.35  07:27.14  07:07.23  11:48.94  11:28.20

11 45:40.10 城北 菅原    悠来(3) 武田    莉凛(2) 菅原    魅心(1) 那須    愛華(2) 梶谷    侑生(3)

 07:47.24  07:25.16  07:35.74  11:43.29  11:08.67

12 45:45.09 松山南 白石    彩乃(2) 大村    陽菜(2) 星加    安理(2) 大成    亜美(2) 河本      虹(2)

 08:03.70  07:22.84  07:20.32  11:33.80  11:24.43

13 45:46.52 西条東 越智  心央奈(1) 近藤    悠花(1) 越智    千裕(1) 矢野      碧(2) 岩崎    心菜(3)

 07:56.68  07:18.66  07:10.29  11:38.27  11:42.62

14 46:02.67 近見 矢野    心晴(2) 久保    美空(1) 玉井    恵和(2) 池田    樹来(3) 瀬野    千聖(3)

 08:42.14  07:46.36  08:01.83  11:11.99  10:20.35

15 46:07.21 三間 岡崎    莉子(2) 高田    朋葉(3) 渡辺    るい(3) 稲田    真愛(3) 谷口    芽生(3)

 07:54.19  07:30.01  07:37.33  11:39.98  11:25.70

16 46:09.38 新居浜東 佐薙    凜亜(1) 山下      舞(3) 安川    心咲(2) 神野    希望(3) 千葉    美桜(2)

 07:35.25  07:42.52  07:47.85  11:48.12  11:15.64

17 46:12.33 宇和島南中等 牧野    瑞己(1) 山口    璃海(2) 清家    花歩(3) 善家    美空(3) 二神    夢郁(2)

 07:45.96  07:36.43  07:48.24  11:32.99  11:28.71

18 46:15.37 川之江南 加藤      柚(2) 岡本      雫(2) 南    亜弥奈(2) 山川    ゆな(2) 篠原    結衣(3)

 08:05.72  07:21.46  07:30.14  11:45.32  11:32.73

19 46:16.19 宇和 宇都宮  愛夢(2) 西岡    和香(2) 松本    奈々(1) 瀧川    陽莉(3) 尾上    桃奈(2)

 07:51.73  07:38.76  07:44.10  11:30.34  11:31.26

20 46:16.55 重信 八塚    咲空(3) 東    心々美(3) 丸山    花楓(1) 磯金    栞那(2) 山﨑      葉(3)

 07:43.62  07:50.60  07:26.87  11:43.63  11:31.83

21 46:22.64 大西 秋山  亜弥奈(3) 安野    里菜(3) 篠崎    吹花(1) 小西    陽菜(2) 御手洗  心菜(1)

 09:05.28  07:56.66  07:28.19  11:21.78  10:30.73

22 46:45.74 東予東 貴田    乃愛(2) 斎藤    咲菜(2) 鎌田  結姫乃(2) 井川  ちひろ(3) 日浅      萌(1)

 07:35.94  07:54.10  07:51.45  11:37.60  11:46.65

23 46:50.83 角野 福田  己晃生(2) 髙島    小奈(2) 吉岡    彩華(2) 山中  友理香(3) 鈴木    来弥(3)

 07:42.39  07:28.25  07:20.67  12:22.60  11:56.92



順位 タイム チーム [1] 2000m [2] 2000m [3] 2000m [4] 3000m [5] 3000m

24 47:27.85 新居浜南 川人    夏音(1) 金田    彩杏(1) 才川  結苺華(1) 檜垣    心優(3) 青木      花(3)

 07:40.90  07:37.60  07:41.23  12:25.11  12:03.01

25 47:34.78 椿 冨山    結菜(3) 石井    花奈(2) 高市  ももの(2) 日野    歩美(1) 大川    彩月(3)

 07:52.58  07:49.02  07:42.63  12:02.50  12:08.05

26 47:40.04 吉田 中野    莉緒(3) 堀尾    詩音(2) 西田  あおい(1) 神田  こはる(2) 松井    美穣(3)

 08:19.34  07:59.61  08:01.18  11:46.68  11:33.23

27 47:58.04 御荘 二宮    緋愛(3) 松本    安奈(3) 菅原  稀杏來(3) 嘉新    心来(2) 古川    夏羽(1)

 08:50.47  08:25.82  08:11.20  11:10.78  11:19.77

28 48:02.73 新谷 近藤  ほのか(2) 宮岡    優子(2) 林    日南子(3) 井上  愛理珠(1) 京森    和花(2)

 08:28.58  08:23.54  07:50.67  11:58.57  11:21.37

29 48:03.63 松山西中等 濱本    聖奈(1) 矢野      遥(3) 鎌田    唯希(3) 大下    杏海(1) 堀口    虹光(3)

 07:51.70  09:05.70  07:39.00  12:25.65  11:01.58

30 48:04.30 桑原 井関    碧乙(1) 鴻上    咲莱(2) 上田      椿(3) 越智    天音(3) 向井  のどか(3)

 08:33.24  07:46.68  08:38.56  11:33.27  11:32.55

31 48:08.87 土居 村上      栞(1) 武田      晴(1) 藤田  いちご(2) 真鍋  なつひ(1) 野間    泉咲(3)

 08:26.08  08:09.17  07:43.64  11:56.90  11:53.08

32 48:25.12 北郷 八木  陽奈子(3) 村越      楓(3) 小林  まなみ(3) 柴田    美羽(2) 吉田    愛生(1)

 07:31.69  07:20.58  07:12.49  13:44.91  12:35.45

33 48:35.14 今治東中等 田窪    愛美(2) 吉野  ひなの(1) 添田    裕加(1) 渡邉    紗月(2) 尾上  ひなの(3)

 08:59.16  07:56.90  07:57.83  12:34.66  11:06.59

34 48:38.44 大洲北 上田      蒔(1) 塩井    来旺(1) 池浦    陽菜(2) 森本    愛梨(2) 三宅  わかば(2)

 08:14.92  08:53.87  07:47.49  12:43.13  10:59.03

35 48:41.20 伊方 山岡    花音(2) 大黒    麗美(2) 篠澤      怜(1) 小野    心春(2) 小野    琴実(3)

 08:18.56  07:32.76  08:23.06  12:31.54  11:55.28

36 48:47.65 勝山 小泉    千璃(2) 藤本  茉里奈(2) 武智  茉里奈(2) 水野    琴葉(2) 福本    柑奈(2)

 08:12.38  08:10.07  07:43.27  12:28.08  12:13.85

37 49:10.87 城辺 稲田    杏菜(3) 髙平  こころ(3) 立花    蕗那(2) 豊久    早綾(1) 山本    梓音(3)

 07:53.16  07:58.40  07:43.60  13:11.05  12:24.66

38 49:49.16 川之江北 高岡    留姫(3) 伊藤    愛梨(1) 北條    琴海(3) 苅田    奈々(3) 小松    楓花(1)

 08:12.54  07:51.76  08:14.84  12:20.51  13:09.51

39 50:04.30 広見 河野    桃子(3) 大森  野々花(3) 芝        花(3) 山本    寧音(2) 高瀬  ひより(2)

 08:25.94  08:26.25  08:02.02  13:09.00  12:01.09

40 50:12.43 弓削 北舛  詩唯花(1) 有馬  斐南子(1) 伊藤    彩音(2) 加登    莉子(2) 中根    維花(2)

 08:27.09  08:09.31  08:27.55  12:48.01  12:20.47

41 50:59.97 一本松 中平    愛音(2) 福島  志生凪(1) 猪野    未羽(2) 尾﨑  さゆ里(2) 中尾    紫乃(2)

 09:38.02  08:17.96  08:08.60  12:45.52  12:09.87

42 52:09.88 愛大附属 美間    一花(1) 近藤  はるか(1) 黒田    優芽(3) 徳岡      陽(2) 浮穴    和花(1)

 08:15.92  08:41.55  09:08.63  13:59.76  12:04.02


