
第 30回 富山県中学校駅伝競走大会 友好レース 平成25年9月28日（土） 13時30分現在天候 晴 気温27℃

富山県総合運動公園陸上競技場 東の風0.9ｍ 湿度35％

順位 学校名

１ 庄西 36’20" 畑　　健実3 西岡　里紗2 三山　華穂2 浦出美羽花1 坪内　佑太2

２ 早月 36’25" 椎名　修大2 浅井　栞奈2 大浦　真実1 日出島望月1 河内　太輝2

３ 南星 36’57" 阿部遼太郎2 奥野　未侑3 柴　　綾音2 長徳　咲希2 屋敷　真吾3

４ 出町 37’07" 竹田　智哉1 寺島　梨子3 熊野　亜海1 白江　　彩2 米倉　由貴3

５ 小杉 37’13" 吉澤和寿保2 釣崎恵里子3 澤　麻奈代3 井澤　泉紀3 東山　静也1

６ 魚津東部 37’22" 山口龍之介1 高岡　沙彩3 三井羽留美1 滝川　絢香3 中川　健斗2

７ 高岡西部 37’31" 渡邉　雅俊2 荒田　悠莉3 原　萌々花1 藤森　円香3 中山　太一3

８ 大沢野 37’38" 川除　大輝1 大毛利雪衣1 山本明優里3 川端　詩織2 広瀬　　崚1

９ 大谷 37’42" 槻尾　瑞希3 八百　萌花1 宮田　日向1 丸山実衣奈2 河邉　皓星2

１０ 伏木 37’48" 増川　響生3 安田　希生3 岩坂　理沙1 渋谷　美紀2 高木　　舜3

１１ 芳野 37’53" 常川　颯志3 松浦華奈子2 石田　佳子3 中野　希羅1 中野　友太1

１２ 氷見南部 37’54" 坂本　智哉2 田組伊桜莉2 髙木　風香1 市嶋　雪乃3 角　　大輝2

１３ 牧野 37’55" 白木　楓大2 背戸　悠希2 野村　芽衣3 窪田　春菜2 牧野　光貴2

１４ 富山南部 38’08" 古川　惇皓2 河上　遥南1 中屋　舞美2 黒田ゆうか3 伊藤　　実3

１５ 大門 38’09" 林　　航汰1 橋　あぐり2 山崎　弥喜1 髙野　園子2 栗本　卓弥3

１６ 西條 38’10" 長治　克則3 濵下　朋子3 坂下　　菫1 岸田　由奈2 菅田　将矢3

１７ 志貴野 38’25" 関原　宙希2 室崎明日香1 森岡　美羽2 坂井　萌華2 姫野　貴志2

１８ 新湊 38’32" 吉保　宏太2 朽木　真央1 手操　來南3 酌井　りお3 海老　秀虎3

１９ 富大付属 38’33" 田子　知宏3 駒　沙央里3 小野内花倫1 澤山理紗子3 黒澤　　大2

２０ 高陵 38’37" 竹村　　徹3 新田さくら2 柳瀬麻優香3 升方　美優2 川原　聖茂3

２１ 城山 38’41" 藤井　航太3 村田野乃花1 土屋　亜美2 加野　美里3 竹中　悠人2

２２ 水橋 38’47" 釣谷　亮太1 岩井　成未2 松岡　詩穂3 井上　愛彩2 林　　良行2

２３ 福野 38’52" 上久　純輝3 中町　美涼3 布袋　美鈴1 百島　涼香3 木村　比呂3

２４ 入善 39’01" 室　京太郎1 竹内　愛梨3 真岩　咲子1 川村　百瑛1 魚岸　魁瑠2

２５ 高志野 39’04" 浅野　翔馬3 松田　一花1 板倉千沙都2 能登　彩可3 宝田　一久3

２６ 鷹施 39’05" 長崎　塁大2 新鞍　莉音1 田村奈々葉1 石橋　ゆめ2 広浜　虎威1

２７ 富山北部 39’05" 鍋谷晋之介3 勝山美乃里3 袋谷　未実2 寺川佳奈子1 奥澤　拓眞3

２８ 滑川 39’07" 野崎　竜也3 柿沢　珠来3 髙橋　真咲2 山口　琉佳3 上田　耕平2

２９ 石動 39’11" 西　　航大2 竹島　萌江2 深田麻実子3 前田　望来3 水上　翔斗1

３０ 小杉南 39’19" 藤野　遥稀2 折坂　春奈3 城山　羽菜2 大山　愛可2 松木　駿弥3

３１ 入善西 39’21" 保要　海斗1 林　　萌乃1 里見　綾香2 流　　晴美1 山手　理央3

３２ 魚津西部 39’23" 長谷川侑作2 尾川　聖季3 高慶かおり1 高木美羽香2 米山　周賛1

３３ 和合 39’31" 吉田　　稜3 谷口　香菜2 堀　　優香1 菅田　彩香2 堀田　亮輔3

３４ 戸出 39’32" 竹田　　尋3 野嶽あさひ1 寄田　優華2 小林ひかる1 小笠原快斗1

３５ 平 39’33" 山本　颯樹2 長谷　朋世2 水口　珠寿1 宮本友紀江3 村瀬　隆児2

３６ 速星 39’34" 田島　恭平1 道口　う寧2 植田　眞白1 藤野　陽菜1 虎谷　基央2

３７ 朝日 39’46" 鹿熊　康太1 扇谷　結衣3 笹島　　唯2 水井　彩莉2 水島　秀宗3

３８ 山室 39’52" 福島　晴貴2 古川　　桃1 丹保　絵麻2 青城　聡夏2 新山　翔太2

３９ 杉原 39’52" 上田　啓太3 村上　紗弥1 福田　羽菜1 加藤莉衣奈2 石井　洸太3

４０ 上滝 39’53" 坂田　仁紀2 東林　美羽2 杉本　彩華1 杉森　美苗1 河井　朋哉1

４１ 呉羽 39’59" 矢野　聖人2 坪島　実由2 西村　真衣2 松村かんな3 竹村　直也3

４２ 灘浦 40’02" 荻野　愛弥2 山口　莉央2 圓佛　香織2 清水　明香3 酒井　珠音1

４３ 藤ノ木 40’04" 上島　海人2 山村　咲端3 堀　うらら1 大江　奈央1 岩城　潤平2

４４ 中田 40’07" 平木　峻也2 柴田　咲良1 蓮沼　祐依2 二口　　萌2 柴田　大輝2

４５ 新庄 40’08" 立野真勇弥1 由井　里沙3 早川　綾乃1 中才　梨子3 林　　和輝2

４６ 富山西部 40’15" 中川　　仁3 宮崎　瑚都2 今　　綾音3 西澤　友希3 野尻　佳佑1

４７ 庄川 40’26" 小西　神音2 山本　南穂2 高田　舞鈴1 藤森　真依1 藤森　祐汰3

４８ 新湊南部 40’27" 小田　友希3 二山　采音3 石黒　菜々3 荒谷日々香1 宮島　　巧3

４９ 吉江 40’28" 幅田　良雲3 山村　希美2 橋場　有那2 鍋嶋　遙香1 山田　　且1

５０ 富山東部 40’31" 原田　龍征1 安田　沙耶2 辻　　千夏1 松島　和泉2 齋藤　航太2

５１ 井波 40’47" 齊藤　壮琉2 光主まどか3 武田　瑠美2 山崎　桃佳1 徳永　優翔1

５２ 福岡 40’48" 切本　幸男3 江口　真央2 麻谷　佑衣1 長澤　美里2 大庭　　陸2

５３ 蟹谷 40’59" 石田　翔也2 吉田　吏那3 西永　  空1 加藤　望紗3 鬼頭　　諒3

５４ 井口 41’02" 松村拳士朗3 吉田　優花1 上田　万愛2 藤信万里奈3 前川　裕城3

５５ 月岡 41’42" 長谷　夏希2 福井　陽南1 尾﨑　真優1 永田　紀果2 金山　大洋1

５６ 桜井 41’58" 金田　龍心1 山本　彩加2 ﾌｱｽﾝ ｺﾗｺｯﾄ1 水島　京香1 中村　　厚1

５７ 上市 42’01" 冨永　悠太3 浦田　樹里2 中田　舞絢1 酒井　涼々2 平井　兵馬1

５８ 興南 42’15" 半田　琉晟1 石本　愛菜2 村上　　舞2 森沢　　麗2 荒井　一成3

５９ 射北 42’30" 田嶋　祥樹2 河野　早希1 髙林　　巴3 竹内　飛鳥3 惣名　竜也2

６０ 岩瀬 42’37" 宇枝　宏海2 江尻明日花1 松山和佳奈1 魚谷　茅早2 榊原　嵩史2

６１ 八尾 43’03" 高林　巧光2 栁田　遥香1 井波亜加梨2 羽間　愛菜2 釣谷幸太郎2

６２ 大泉 43’05" 坪島　和也3 中嶋彩也香3 竹内　優衣1 西澤　和泉1 柴田　　翔2

６３ 奥田 43’19" 飴谷　由毅3 山川　胡桃2 大橋愛梨香2 砂田明日香2 御福　悠雅3

６４ 般若 43’26" 小嶋　拓海3 小坂　紗稀3 今川　未結3 高島　未喜2 森　　功太3

６５ 氷見西部 43’33" 藤坂　大地3 浦　明日香2 江渕　萌香2 廣田　理紗3 西岡　裕介2

６６ 国吉 43’39" 中西真捺稀2 笹島　奈菜2 道言　　伶2 早川　由真2 兼松　　諒3

６７ 三成 44’02" 髙松　　遼1 新井　七海1 中村　　華2 堀田　束砂3 金森　敦史2

６８ 山田 47’24" 坂口　裕紀1 中林　奏子3 田中みつき2 藤岡　真紀3 小塚　　勇2

記録 １区 ２区 ３区 ４区 ５区


