
男子第42回・女子第31回愛媛県中学校駅伝競走大会

兼　第30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

：愛媛県警備保障株式会社

：㈱フジ・リテイリング、株式会社 三好鉄工所

：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38秒 第1位 42分16秒

第2位 58分10秒 第2位 43分06秒

第3位 58分40秒 第3位 43分10秒

第4位 58分43秒 第4位 43分21秒

第5位 58分51秒 第5位 43分24秒

第6位 59分01秒 第6位 43分27秒

第7位 59分43秒 第7位 43分35秒

第8位 59分56秒 第8位 43分49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 源代　瑛己(3) ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｴｲｷ 新居浜市立西中学校 8分52秒 第1区 3.0km 第1位 松岡　美来(3) ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 宇和島市立城南中学校 9分50秒

第2位 加藤　佑樹(3) ｶﾄｳ ﾕｳｷ 今治市立南中学校 9分01秒 第2位 近藤　楓香(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾌｳｶ 西条市立小松中学校 10分06秒

第3位 内山　遼人(3) ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾄ 新居浜市立南中学校 9分04秒 第3位 近藤　結愛(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 新居浜市立中萩中学校 10分07秒

第2区 3.0km 第1位 山岡　洸心(2) ﾔﾏｵｶ ｺｳｼﾝ 西条市立東予東中学校 9分20秒 第2区 2.0km 第1位 鎌倉　琴音(3) ｶﾏｸﾗ ｺﾄﾈ 新居浜市立泉川中学校 6分54秒

第2位 小野　創太(3) ｵﾉ ｿｳﾀ 新居浜市立南中学校 9分21秒 第2位 佃　美羽音(1) ﾂｸﾀﾞ ﾐﾊﾈ 新居浜市立中萩中学校 7分00秒

第3位 兵頭　銀二(2) ﾋｮｳﾄﾞｳ ｷﾞﾝｼﾞ 松山市立西中学校 9分25秒 第3位 金田　彩杏(2) ｶﾈﾀﾞ ｱﾔﾅ 新居浜市立南中学校 7分01秒

第3区 3.0km 第1位 玉井　奏多(2) ﾀﾏｲ ｿｳﾀ 松山市立西中学校 9分36秒 第3区 2.0km 第1位 真鍋　楓果(3) ﾏﾅﾍﾞ ﾌｳｶ 新居浜市立中萩中学校 7分01秒

第2位 渡邊　樹(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 新居浜市立西中学校 9分45秒 第2位 清水　ひより(1) ｼﾐｽﾞ ﾋﾖﾘ 今治市立大西中学校 7分10秒

第3位 石黒　壱晴(3) ｲｼｸﾞﾛ ｲｯｾｲ 宇和島市立城東中学校 9分49秒 第3位 曽我部　柚羽(2) ｿｶﾞﾍﾞ ﾕｽﾞﾊ 新居浜市立泉川中学校 7分11秒

第4区 3.0km 第1位 伊藤　歩夢(3) ｲﾄｳ ｱﾕﾑ 新居浜市立中萩中学校 9分30秒 第3位 井出　愛梨(1) ｲﾃﾞ ｱｲﾘ 今治市立立花中学校 7分11秒

第2位 高塚　叶大(3) ﾀｶﾂｶ ｶﾅﾀ 新居浜市立南中学校 9分46秒 第4区 2.0km 第1位 梶原　璃音(3) ｶｼﾞﾜﾗ ﾘｵﾝ 今治市立立花中学校 6分57秒

第3位 鎌田　大雅(2) ｶﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 新居浜市立西中学校 9分48秒 第2位 森川　千代(1) ﾓﾘｶﾜ ﾁﾖ 新居浜市立泉川中学校 7分06秒

第5区 3.0km 第1位 池田　篤生(3) ｲｹﾀﾞ ｱﾂｼ 新居浜市立西中学校 9分14秒 区間新記録 第3位 清水　莉媛(2) ｼﾐｽﾞ ﾚｵﾝ 宇和島市立城南中学校 7分10秒

第2位 新居田　将樹(3) ﾆｲﾀﾞ ﾏｻｷ 西条市立東予東中学校 9分49秒 第5区 3.0km 第1位 塩﨑　瑞希(1) ｼｵｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 新居浜市立南中学校 10分32秒

第3位 玉田　煌(2) ﾀﾏﾀﾞ ｷﾗﾘ 宇和島市立城東中学校 9分53秒 第2位 永易　聖(3) ﾅｶﾞﾔｽ ﾋｼﾞﾘ 新居浜市立中萩中学校 10分55秒

第6区 3.0km 第1位 島田　悠史(3) ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼ 新居浜市立西中学校 9分15秒 第2位 今井　楓乃(1) ｲﾏｲ ｶﾉ 新居浜市立泉川中学校 10分55秒

第2位 戒能　大斗(3) ｶｲﾉｳ ﾋﾛﾄ 砥部町立砥部中学校 9分37秒

第3位 前川　侑大(1) ﾏｴｶﾜ ﾕｳﾀ 西条市立東予東中学校 9分50秒
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