
男子第39回・女子第28回愛媛県中学校駅伝競走大会
兼 第27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

：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22秒 第1位 40分48秒

第2位 57分24秒 第2位 42分37秒

第3位 58分00秒 第3位 42分55秒

第4位 58分13秒 第4位 43分01秒

第5位 58分20秒 第5位 43分05秒

第6位 59分28秒 第6位 43分09秒

第7位 59分33秒 第7位 43分13秒

第8位 59分39秒 第8位 43分19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 齊藤  勇真(3) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 四国中央市立三島南中学校 8分58秒 第1区 3.0km 第1位 得居  舞里(3) ﾄｸｲ ﾋﾗﾘ 松山市立椿中学校 10分00秒

第2位 福岡 優汰(3) ﾌｸｵｶ ﾕｳﾀ 大洲市立大洲北中学校 9分01秒 第2位 鈴木  心寧(2) ｽｽﾞｷ ｺｺﾈ 新居浜市立西中学校 10分01秒

第3位 土廣  凜音(3) ﾂﾁﾋﾛ ﾘｵﾝ 愛媛県立宇和島南中等教育学校 9分02秒 第3位 杉本  和巴(3) ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾊ 今治市立西中学校 10分15秒

第2区 3.0km 第1位 越智  将太(3) ｵﾁ ｼｮｳﾀ 新居浜市立西中学校 9分13秒 第2区 2.0km 第1位 池田  蒼生(2) ｲｹﾀﾞ ｱｵｲ 新居浜市立西中学校 6分38秒

第2位 芝    佑輔(3) ｼﾊﾞ ﾕｳｽｹ 愛媛県立宇和島南中等教育学校 9分16秒 第2位 松島  理乃(1) ﾏﾂｼﾏ ﾘﾉ 新居浜市立中萩中学校 6分49秒

第3位 柴田  祥吾(3) ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 新居浜市立泉川中学校 9分19秒 第3位 越智  優花(2) ｵﾁ ﾕｳｶ 今治市立大西中学校 6分57秒

第3区 3.0km 第1位 松木  鉄人(3) ﾏﾂｷﾞ ﾃﾂﾄ 新居浜市立西中学校 9分33秒 第3区 2.0km 第1位 松原  礼奈(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾅ 新居浜市立西中学校 6分56秒

第2位 権藤  佑弥(2) ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 新居浜市立泉川中学校 9分38秒 第2位 森    夕奈(2) ﾓﾘ ﾕｳﾅ 東温市立重信中学校 7分01秒

第3位 甲斐田 春人(3) ｶｲﾀﾞ ﾊﾙﾄ 宇和島市立城北中学校 9分42秒 第3位 大野  真緒(1) ｵｵﾉ ﾏｵ 新居浜市立泉川中学校 7分03秒

第4区 3.0km 第1位 西原  拓未(2) ﾆｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 新居浜市立西中学校 9分25秒 第3位 井上  愛菜(2) ｲﾉｳｴ ｱｲﾅ 西予市立三瓶中学校 7分03秒

第2位 楠    幸翔(2) ｸｽﾉｷ ﾕｷﾄ 宇和島市立城北中学校 9分55秒 第4区 2.0km 第1位 佐薙 ひまり(3) ｻﾅｷﾞ ﾋﾏﾘ 新居浜市立西中学校 6分59秒

第2位 星田    響(3) ﾎｼﾀ ﾋﾋﾞｷ 新居浜市立泉川中学校 9分55秒 第2位 一井  愛可(3) ｲﾁｲ ｱｲｶ 新居浜市立中萩中学校 7分00秒

第5区 3.0km 第1位 岩重  功輝(3) ｲﾜｼｹﾞ ｺｳｷ 今治市立北郷中学校 9分25秒 第3位 渡部  愛梨(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ 東温市立重信中学校 7分02秒

第2位 豊田  悠賀(2) ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 新居浜市立西中学校 9分38秒 第5区 3.0km 第1位 中条  美優(2) ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾐﾕ 新居浜市立西中学校 10分14秒

第3位 土岐  柊摩(3) ﾄｷ ｼｭｳﾏ 新居浜市立中萩中学校 9分48秒 第2位 上谷  陽夏(1) ｶﾐﾀﾆ ﾊﾙｶ 宇和島市立城南中学校 10分41秒

第6区 3.0km 第1位 田中    翼(3) ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 新居浜市立西中学校 9分25秒 第3位 清家  爽和(2) ｾｲｹ ｻﾜ 愛南町立城辺中学校 10分51秒

第2位 田坂  愛翔(3) ﾀｻｶ ﾏﾅﾄ 新居浜市立泉川中学校 9分29秒

第3位 山田  哲平(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 今治市立北郷中学校 9分41秒
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