
全国高等学校駅伝競走大会（女子）出場記録
第１回より京都西京極陸上競技場付設マラソンコース

回 年 学校名 記録 順位
1 区 2 区 3 区 4 区 5 区

6 k 4.0975k 3 k 3 k 5 k

1 89 大津商 1.15.06 29 阪口　浩子 安田　留美 溝　　泰江 鵜飼　明子 澤　　綾子

2 90 大津商 1.15.45 37 阪口　浩子 川口　有紀 小嶋　昌美 中西　望真 溝　　泰江

3 91 大津商 1.15.57 42 田中しおり 宮川　夕子 溝　　泰江 川口　有紀 横山　千春

4 92 大津商 1.16.12 45 田中しおり 横山　千春 越智　郁子 星　麻衣子 川口　有紀

5 93 大津商 1.13.43 43 越智　郁子 廣岡　理恵 横江　佳奈 横山　千春 田中しおり

6 94 水口東 1.14.47 41 河合　智子 原田　千晶 福島　容子 中井真理子 渡辺由貴子

7 95 水口東 1.12.59 28 河合　智子 原田　千晶 井原　美香 藤本　絵美 渡辺由貴子

8 96 水口東 1.11.56 22 井原　美香 藤本　絵美 原田　千晶 伊藤瑠光子 西村みゆき

9 97 水口東 1.13.02 32 西村みゆき 松岡　愛佳 田村　　梢 伊藤瑠光子 藤本　絵美

10 98 比叡山 1.16.00 54 蓑輪まり子 澤田　佳恵 藤井　里香 原　　美幸 大野　清美

11 99 比叡山 1.18.24 47 澤田　佳恵 藤井　里沙 原　　美幸 脇坂　美沙 藤井　里香

12 00 水口東 1.12.43 23 久保　怜子 竹村　真奈 瑞慶山アケミ 山本美由紀 岡　　　碧

13 01 水口東 1.11.47 22 山本美由紀 久保　怜子 瑞慶山アケミ 竹村　真奈 岡　　　碧

14 02 水口東 1.12.21 27 山本美由紀 岡　　　碧 藤田　萌楓 江口　千晶 久保　怜子

15 03 八幡商 1.16.35 56 大橋　味世 高榮　杏奈 寺岡みなと 村川裕美子 大西　弥生

16 04 草津東 1.12.43 33 坂東　慶子 岩坪友佳里 山脇　佳代 若井　希実 山本菜美子

17 05 草津東 1.13.00 33 山本菜美子 長谷川亜衣 山脇　佳代 清水　優花 岩坪友佳里

18 06 草津東 1.12.20 33 山本菜美子 堀井　直子 若井　希実 清水　優花 岩坪友佳里

19 07 滋賀学園 1.16.46 46 深尾　萌衣 井上　彩花 伊藤　　慈 小森由実子 高木　志穂

20 08 草津東 1.14.37 53 福井　　愛 浅田　順子 堀井　直子 大橋　礼実 松田　祐美

21 09 滋賀学園 1.15.40 41 井上　彩花 北川　沙耶 則貞　　瞳 高木　志穂 神山　緩菜

22 10 草津東 1.15.24 43 岸本　七海 前野　沙織 大野　千晴 兼松　侑里 浅田　順子

23 11 草津東 1.14.51 42 岸本　七海 草野　香織 山下　　凪 兼松　侑里 大野　千晴

24 12 草津東 1.15.46 45 大野　千晴 草野　香織 山下　　凪 兼松　侑里 岸本　七海

25 13 比叡山 1.13.44 51 足達　美保 丸谷　有衣 大木　はな 河原田　萌 齊藤　真央

26 14 比叡山 1.14.10 42 澤村　真央 福林　舞也 大﨑　　睦 小林　里奈 丸谷　有衣

27 15 比叡山 1.12.41 43 澤村　真央 丸谷　有衣 柳川　理子 田中　友梨 三宅　満星

28 16 比叡山 1.11.29 29 飛田　凜香 澤村　真央 田中　友梨 三宅　満星 柳川　理子
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