
第１２回全国中学校駅伝大会オープンレース（女子）
順位 記録 氏      名 学校名 都道府県 順位 記録 氏      名 学校名 都道府県
1 6.54 下山由圭利(3) 小野旭丘 兵庫 76 7.39 石黒　杏奈(1) 飛鳥 山形
2 6.55 千住　文香(1) 菅生 福岡 77 7.39 木舩　優子(2) 平生 山口
3 6.56 福本亜里沙(3) 平生 山口 78 7.40 池田　倫子(1) 丸子 長野
4 6.58 小林　夕乃(1) 小野旭丘 兵庫 79 7.41 大橋　絵理(2) 万葉 福井
5 6.58 堀之内早苗(3) 川内南 鹿児島 80 7.41 栗原　磨美(3) 香長 高知
6 7.00 小暮　沙依(3) 芳賀 群馬 81 7.41 藤原　由佳(1) 半田 徳島
7 7.01 大野　陽華(2) 芳賀 群馬 82 7.41 曽根田花香(2) 守山南 滋賀
8 7.01 阿部　千優(3) 上尾東 埼玉 83 7.41 横井麻有子(3) 新居浜東 愛媛
9 7.02 松井　　望(2) 千葉市選抜 開催地 84 7.42 向井　妃奈(3) 三原第五 広島
10 7.03 吉岡　麻貴(2) 小野旭丘 兵庫 85 7.42 池田　愛美(2) 小山城南 栃木
11 7.03 廣瀬由紀子(1) 鏡石 福島 86 7.42 渡邉　春香(3) 浜須賀 神奈川
12 7.04 石川　千秋(2) 六ツ美 愛知 87 7.43 神尾由梨奈(3) 新居浜東 愛媛
13 7.05 鈴木　　綾(1) 千葉市選抜 開催地 88 7.44 江口　祐子(3) 川副 佐賀
14 7.07 大河原美沙(2) 鏡石 福島 89 7.44 山田　香織(1) 洛西 京都
15 7.07 米山恵莉香(1) 千葉市選抜 開催地 90 7.44 西迫　　桂(3) 三原第五 広島
16 7.09 後藤　　塁(3) 千葉市選抜 開催地 91 7.45 三津田華耶(1) 深川三 東京
17 7.10 村重　葉子(1) 六ツ美 愛知 92 7.45 上ノ薗彩加(2) 三股 宮崎
18 7.11 若林　　愛(3) 上尾東 埼玉 93 7.45 吉田しおり(2) 守山南 滋賀
19 7.11 平　　友美(1) 千葉市選抜 開催地 94 7.45 松本　未来(3) 有明 長崎
20 7.12 掛橋　亜未(2) 長泉北 静岡 95 7.46 中島寿美絵(3) 三原第五 広島
21 7.13 鈴木麻依子(1) 将監 宮城 96 7.46 山﨑　千愛(2) 深川三 東京
22 7.13 姉帯　由季(2) 逆井 千葉 97 7.47 藤澤　　泉(1) 下小路 岩手
23 7.14 青海　佳奈(1) 将監 宮城 98 7.47 田口佳奈子(2) 松洋 和歌山
24 7.14 向　　志悦(2) 津幡南 石川 99 7.48 柴田　美緒(1) 白鳥 三重
25 7.14 澤田　実夏(1) 松橋 熊本 100 7.48 北裏　万純(1) 松洋 和歌山
26 7.14 近藤　　優(2) 千葉市選抜 開催地 101 7.49 牧田　　望(2) 万葉 福井
27 7.15 小林　千晶(2) 芳賀 群馬 102 7.49 落合　知美(3) 浜須賀 神奈川
28 7.15 川久保貴衣(3) 六ツ美 愛知 103 7.50 佐藤　　都(2) 小千谷南 新潟
29 7.15 坂本　彩織(2) 浜須賀 神奈川 104 7.50 濵田　沙季(3) 香長 高知
30 7.16 白石　智美(3) 松橋 熊本 105 7.50 豊島　有沙(2) 洛西 京都
31 7.16 坂口　かな(3) 守山南 滋賀 106 7.51 藤田　真衣(1) 三股 宮崎
32 7.16 水村　仁美(1) 下小路 岩手 107 7.51 石田　千恵(3) 川副 佐賀
33 7.17 内藤　里奈(3) 櫛形 山梨 108 7.53 瀧澤三咲子(3) 小千谷南 新潟
34 7.18 森元　千華(1) 川内南 鹿児島 109 7.57 新宮　彩夏(2) 平田旭丘 島根
35 7.18 安田　　恵(1) 洛西 京都 110 7.59 高橋　優衣(3) 長泉北 静岡
36 7.18 杉江麻佑子(2) 花輪一 秋田 111 8.00 谷林　彩子(3) 和泉 大阪
37 7.19 横内　　彩(3) 櫛形 山梨 112 8.00 丸山　憂奈(1) 深川三 東京
38 7.19 德永かおり(3) 川内南 鹿児島 113 8.01 龍門　里帆(1) 勝央 岡山
39 7.19 埜村美咲紀(3) 松橋 熊本 114 8.01 大橋　奏美(1) 万葉 福井
40 7.20 後藤　美咲(1) 飛鳥 山形 115 8.05 加藤　　岬(2) 飛鳥 山形
41 7.20 内海　優香(2) 八千代一 茨城 116 8.06 安里　祥子(3) 高嶺 沖縄
42 7.20 山岸さくら(1) 津幡南 石川 117 8.08 永山　　茜(3) 三股 宮崎
43 7.21 益子　友希(1) 上尾東 埼玉 118 8.08 松尾　睦紀(1) 幕張本郷 開催地
44 7.21 瀧川　希望(3) 菅生 福岡 119 8.10 森山　遼夏(3) 香長 高知
45 7.22 河野　千晶(2) 小山城南 栃木 120 8.11 重舛　美月(1) 和泉 大阪
46 7.22 高橋あゆみ(1) 花輪一 秋田 121 8.11 相馬　志織(1) 竹田南生 大分
47 7.23 大森　　香(3) 八千代一 茨城 122 8.19 宮本　真衣(1) 天理西 奈良
48 7.23 桑崎　由季(3) 多治見 岐阜 123 8.21 益永　志織(2) 竹田南生 大分
49 7.23 松崎　友美(1) 丸子 長野 124 8.28 國政　沙季(1) 勝央 岡山
50 7.23 中島　友紀(1) 丸子 長野 125 8.36 堀　芙実香(2) 竹田南生 大分
51 7.24 西野由紀美(1) 有明 長崎 126 8.43 西村佳保里(1) 和泉 大阪
52 7.25 安藤　眞奈(1) 将監 宮城 127 8.51 國政　里奈(1) 勝央 岡山
53 7.25 古田　　琳(2) 鳥大附 鳥取 128 9.26 志津　明里(2) 多治見 岐阜
54 7.25 林　結里菜(1) 新居浜東 愛媛
55 7.26 石川　聖華(1) 下小路 岩手
56 7.26 平岡麻友美(3) 八千代一 茨城
57 7.26 岩田　真依(1) 長泉北 静岡
58 7.27 河内真沙子(3) 津幡南 石川
59 7.27 和田　真弓(1) 半田 徳島
60 7.28 稲葉　侑喜(3) 鳥大附 鳥取
61 7.28 塩田ももこ(1) 観音寺 香川
62 7.28 原　　風花(1) 平生 山口
63 7.30 伊藤由季子(1) 平田旭丘 島根
64 7.31 榎本　詩織(2) 小山城南 栃木
65 7.31 保田　清賀(1) 松洋 和歌山
66 7.32 金子　　咲(3) 有明 長崎
67 7.33 山本　　綾(2) 多治見 岐阜
68 7.34 佐々木沙苗(2) 川副 佐賀
69 7.34 上田　祐華(1) 平田旭丘 島根
70 7.35 功刀　友香(2) 櫛形 山梨
71 7.36 中川　茜理(2) 鳥大附 鳥取
72 7.36 熊崎　弥生(1) 幕張本郷 開催地
73 7.37 大久保ちづる(1) 半田 徳島
74 7.39 瀧澤可奈子(1) 小千谷南 新潟
75 7.39 小森　千尋(3) 白鳥 三重
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