
男子第38回・女子第27回愛媛県中学校駅伝競走大会
兼 第26回全国中学校駅伝競走大会愛媛県予選

：愛媛県中学校体育連盟、一般財団法人愛媛陸上競技協会、朝日新聞社

：愛媛県教育委員会、新居浜市、新居浜市教育委員会、南海放送、愛媛朝日テレビ、愛媛CATV、西四国朝日会

：愛高警備保障
：㈱フジ、らくれん

：新居浜市東雲競技場 愛媛中学駅伝コース（平成25年度新設 26年度一部改訂）

【男子総合成績】 スタート時刻 12時15分 【女子総合成績】 スタート時刻 11時00分

順位 記録 備考 順位 記録 備考

第1位 56分13秒 第1位 41分01秒

第2位 57分35秒 第2位 41分08秒

第3位 57分47秒 第3位 42分35秒

第4位 58分09秒 第4位 42分36秒

第5位 58分10秒 第5位 42分47秒

第6位 58分14秒 第6位 42分48秒

第7位 58分30秒 第7位 42分49秒

第8位 58分35秒 第8位 43分01秒

【男子区間成績】 【女子区間成績】
区間 距離 順位 選手名 フリガナ チーム 記録 備考 区間 距離 順位 選手名 フリガナ チーム 記録 備考

第1区 3.0km 第1位 矢原 倖瑛(3) ﾔﾊﾗ ｺｳｴｲ 今治市立日吉中学校 8分50秒 第1区 3.0km 第1位 福田 美空(3) ﾌｸﾀﾞ ﾐｸ 松山市立内宮中学校 9分53秒

第2位 長井 尊将(3) ﾅｶﾞｲﾀｶﾄ 今治市立朝倉中学校 8分53秒 第2位 得居 舞里(2) ﾄｸｲ ﾋﾗﾘ 松山市立椿中学校 10分00秒

第3位 近藤 碧(3) ｺﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ 新居浜市立西中学校 8分57秒 第3位 一井 愛央(3) ｲﾁｲ ﾏﾋﾛ 新居浜市立中萩中学校 10分03秒

第2区 3.0km 第1位 白石 良明(3) ｼﾗｲｼ ﾖｼｱｷ 新居浜市立西中学校 9分12秒 第2区 2.0km 第1位 池田 蒼生(1) ｲｹﾀﾞ ｱｵｲ 新居浜市立西中学校 6分40秒

第2位 後藤 大和(3) ｺﾞﾄｳ ﾔﾏﾄ 愛南町立御荘中学校 9分17秒 第2位 永田 和子(3) ﾅｶﾞﾀ ﾜｺ 松山市立勝山中学校 6分50秒

第3位 廣瀬 弘汰(2) ﾋﾛｾ ｺｳﾀ 今治市立南中学校 9分25秒 第3位 西原 伊吹(3) ﾆｼﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 新居浜市立中萩中学校 6分58秒

第3位 竹内 陽菜(1) ﾀｹｳﾁ ﾋﾅ 新居浜市立東中学校 6分58秒

第3区 3.0km 第1位 越智 将太(2) ｵﾁ ｼｮｳﾀ 新居浜市立西中学校 9分29秒 第3区 2.0km 第1位 大西 璃奈(3) ｵｵﾆｼ ﾘﾅ 新居浜市立西中学校 6分52秒

第2位 岡田 匡平(3) ｵｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 松山市立東中学校 9分36秒 第2位 森内 優衣(3) ﾓﾘｳﾁ ﾕｲ 今治市立北郷中学校 7分00秒

第3位 大久保 孝祐(3) ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 松山市立西中学校 9分37秒 第3位 橘 薫瑠(3) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｵﾙ 松山市立勝山中学校 7分01秒

第4区 3.0km 第1位 松木 鉄人(2) ﾏﾂｷﾞ ﾃﾂﾄ 新居浜市立西中学校 9分24秒 第4区 2.0km 第1位 鈴木 心寧(1) ｽｽﾞｷ ｺｺﾈ 新居浜市立西中学校 6分40秒

第2位 柴田 祥吾(2) ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 新居浜市立泉川中学校 9分36秒 第2位 倉藤 百花(3) ｸﾗﾄｳ ﾓﾓｶ 新居浜市立中萩中学校 6分51秒

第3位 濵松 海響(3) ﾊﾏﾏﾂ ｳｷｮｳ 西予市立三瓶中学校 9分45秒 第3位 清家 綾乃(1) ｾｲｹ ｱﾔﾉ 西予市立三瓶中学校 7分02秒

第5区 3.0km 第1位 三好 裕翔(3) ﾐﾖｼ ﾕｳﾄ 新居浜市立西中学校 9分27秒 第5区 3.0km 第1位 塩崎 楓花(3) ｼｵｻﾞｷ ﾌｳｶ 新居浜市立中萩中学校 10分07秒

第2位 近藤 宗和(3) ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾜ 新居浜市立東中学校 9分41秒 第2位 内ノ村 彩乃(3) ｳﾁﾉﾑﾗ ｱﾔﾉ 新居浜市立西中学校 10分21秒

第3位 仲川 怜哉(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲﾔ 西予市立三瓶中学校 9分44秒 第3位 土居 明莉(3) ﾄﾞｲ ｱｶﾘ 松山市立椿中学校 10分22秒

第6区 3.0km 第1位 鈴木 颯人(3) ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾋﾄ 新居浜市立泉川中学校 9分15秒

第2位 鈴木 健斗(3) ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 新居浜市立中萩中学校 9分16秒

第3位 南 凱士(3) ﾐﾅﾐ ﾄｷﾋﾄ 松山市立道後中学校 9分30秒

新居浜市立中萩中学校

新居浜市立西中学校

愛媛大学教育学部附属中学校
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主 催
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新居浜市立西中学校

新居浜市立泉川中学校
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松山市立東中学校

宇和島市立城北中学校

今治市立日吉中学校

今治市立大西中学校

松山市立椿中学校

松山市立南中学校

西予市立宇和中学校新居浜市立東中学校

新居浜市立泉川中学校

松山市立内宮中学校


