
総合成績（女子）

46.26

順位 チーム名[ﾅﾝﾊﾞｰ] 1区 3.2km 2区 2km 3区 2km 4区 2km 5区 3km 順位 チーム名[ﾅﾝﾊﾞｰ] 1区 3.2km 2区 2km 3区 2km 4区 2km 5区 3km
コサダガオカ メイヨウ

古佐田丘中（1） 明洋中（38）

　45.59 　12.03 6 　19.40 6 　27.29 5 　35.04 5 　45.59 1 　50.04 　13.26 25 　21.21 23 　29.28 19 　37.39 17 　50.04 18

大会新 　12.03 6 　7.37 7 　7.49 8 　7.35 2 　10.55 1 　13.26 25 　7.55 16 　8.07 15 　8.11 17 　12.25 17
ニシワキ シモツダイニ

西脇中（8） 下津第二中（22）

　46.01 　11.51 4 　19.19 3 　26.52 1 　34.30 1 　46.01 2 　50.09 　13.27 26 　21.36 25 　29.41 20 　37.50 19 　50.09 19

大会新 　11.51 4 　7.28 2 　7.33 3 　7.38 3 　11.31 5 　13.27 26 　8.09 21 　8.05 13 　8.09 15 　12.19 16
コウヨウ タナベ

向陽中（57） 田辺中（40）

　46.24 　11.38 3 　19.12 2 　26.54 2 　34.45 2 　46.24 3 　50.11 　13.24 24 　22.01 27 　30.14 24 　38.09 22 　50.11 20

大会新 　11.38 3 　7.34 4 　7.42 6 　7.51 6 　11.39 7 　13.24 24 　8.37 29 　8.13 16 　7.55 7 　12.02 14
タイセイ トウイン

大成中（34） 桐蔭中（14）

　46.41 　12.20 12 　19.45 7 　27.12 4 　34.50 3 　46.41 4 　50.26 　13.05 23 　20.49 18 　29.05 16 　37.46 18 　50.26 21

　12.20 12 　7.25 1 　7.27 2 　7.38 3 　11.51 9 　13.05 23 　7.44 10 　8.16 18 　8.41 24 　12.40 22
カイナンチュウ ヒダカ

海南中（16） 日高中（51）

　46.57 　11.31 2 　19.06 1 　27.05 3 　34.51 4 　46.57 5 　50.51 　12.38 17 　20.23 12 　29.05 17 　37.53 20 　50.51 22

　11.31 2 　7.35 6 　7.59 11 　7.46 5 　12.06 15 　12.38 17 　7.45 11 　8.42 23 　8.48 26 　12.58 24
タカオ イワデ

高雄中（39） 岩出中（3）

　47.05 　11.23 1 　19.24 4 　27.43 9 　35.47 8 　47.05 6 　51.38 　13.39 27 　21.24 24 　29.46 22 　38.30 23 　51.38 23

　11.23 1 　8.01 19 　8.19 19 　8.04 12 　11.18 3 　13.39 27 　7.45 11 　8.22 20 　8.44 25 　13.08 25
カメガワ リュウジン

亀川中（20） 龍神中（44）

　47.36 　12.17 11 　19.58 10 　27.34 6 　35.43 6 　47.36 7 　52.09 　12.10 9 　21.45 26 　30.43 26 　40.15 28 　52.09 24

　12.17 11 　7.41 9 　7.36 4 　8.09 15 　11.53 10 　12.10 9 　9.35 32 　8.58 27 　9.32 31 　11.54 11
カミアキヅチュウ ヤスダ

上秋津中（54） 保田中（69）

　47.46 　12.14 10 　19.48 8 　27.45 10 　36.09 10 　47.46 8 　52.38 　12.20 13 　20.56 20 　30.03 23 　39.15 24 　52.38 25

　12.14 10 　7.34 4 　7.57 10 　8.24 18 　11.37 6 　12.20 13 　8.36 27 　9.07 28 　9.12 28 　13.23 27
タツミチュウ イサオ

巽中（71） 有功中（64）

　48.02 　12.04 8 　19.36 5 　27.35 7 　36.07 9 　48.02 9 　52.55 　12.25 15 　21.01 21 　30.46 27 　40.02 25 　52.55 26

　12.04 8 　7.32 3 　7.59 11 　8.32 19 　11.55 12 　12.25 15 　8.36 27 　9.45 31 　9.16 29 　12.53 23
シモツダイイチ ヒガシカイナン

下津第一中（21） 東海南中（19）

　48.02 　11.54 5 　20.07 11 　27.48 11 　36.22 12 　48.02 10 　53.33 　14.10 29 　22.41 29 　31.24 28 　40.04 26 　53.33 27

　11.54 5 　8.13 24 　7.41 5 　8.34 21 　11.40 8 　14.10 29 　8.31 25 　8.43 25 　8.40 23 　13.29 29
カミトンダ チベンワカヤマ

上富田中（45） 智辯中（70）

　48.10 　12.39 18 　20.27 13 　28.50 15 　36.46 13 　48.10 11 　54.10 　12.31 16 　21.17 22 　29.43 21 　40.43 29 　54.10 28

　12.39 18 　7.48 14 　8.23 21 　7.56 8 　11.24 4 　12.31 16 　8.46 30 　8.26 22 　11.00 32 　13.27 28
ショウヨウ オオトウチュウ

松洋中（27） 大塔中（43）

　48.16 　12.04 7 　19.54 9 　27.40 8 　35.44 7 　48.16 12 　54.38 　13.51 28 　22.24 28 　31.33 29 　40.12 27 　54.38 29

　12.04 7 　7.50 15 　7.46 7 　8.04 12 　12.32 20 　13.51 28 　8.33 26 　9.09 29 　8.39 22 　14.26 30
シモサトチュウガッコウ キンダイフゾク

下里中学校（59） 近大和歌山中（58）

　48.46 　13.03 22 　20.43 16 　28.49 14 　36.47 14 　48.46 13 　55.54 　15.03 30 　23.12 30 　32.07 30 　41.02 30 　55.54 30

　13.03 22 　7.40 8 　8.06 14 　7.58 9 　11.59 13 　15.03 30 　8.09 21 　8.55 26 　8.55 27 　14.52 31
イワデダイニ メイワ

岩出第二中（4） 明和中（9）

　49.04 　12.49 20 　20.44 17 　30.41 25 　38.01 21 　49.04 14 　58.32 　15.25 31 　24.26 31 　33.54 31 　43.17 31 　58.32 31

　12.49 20 　7.55 16 　9.57 32 　7.20 1 　11.03 2 　15.25 31 　9.01 31 　9.28 30 　9.23 30 　15.15 32
ノカミ トウヨウ

野上中（23） 東陽中（37）

　49.15 　12.46 19 　20.31 14 　28.44 13 　36.49 15 　49.15 15

　12.46 19 　7.45 11 　8.13 16 　8.05 14 　12.26 18 　8.06 20 　7.54 9 　8.32 19 　12.26 18
タカツミ

高積中（49）

　49.28 　12.53 21 　20.53 19 　28.11 12 　36.14 11 　49.28 16

　12.53 21 　8.00 18 　7.18 1 　8.03 11 　13.14 26
シラハマ

白浜中（46）

　49.52 　12.21 14 　20.32 15 　29.14 18 　37.15 16 　49.52 17

　12.21 14 　8.11 23 　8.42 23 　8.01 10 　12.37 21

ソワ　ユイロイノウエ　ナナコ テラダ　カエデ ムトウ　アオイ

モリ　イツミ ヒダカ　ミト カキモト　ユウミ

16
井上　菜々子 (2) 寺田　楓 (2) 武藤　蒼衣 (2) 曾和　百綾 (2)

17
森　一桃 (1) 日高　海音 (2) 垣本　夢実 (2) 樫山　果歩 (3)

14
久保　瑚都 (3) 坂　心音 (2) 脇田　結香 (1)

15
新谷　日菜子 (2) 中前　心和 (2) 油谷　知歩 (2)

クロツチ　コトハ

ヤマシタ　マオ

山下　真央 (1)

黒土　琴映 (3)

クボ　コト サカ　ココネ ワキタ　ユイカ

シンタニ　ヒナコ ナカマエ　ココナ アブラヤ　チホ

12
小林　紗彰 (2) 中西　晶萌 (3) 北山　美緒 (1)

13
坂地　穂乃花 (2) 田中　沙知 (3) 中村　安祐美 (1)

ムカイヤマ　ヒヨリ

キタウラ　アヤノ

北裏　彩乃 (1)

向山　妃織 (3)

サカモト　ミサ

阪本　美沙 (3)

ムラタ　カノン

ノムラ　ミツキ

コバヤシ　サアヤ ナカニシ　アキホ キタヤマ　ミオ

サカジ　ホノカ タナカ　サチ ナカムラ　アユミ

ナガノ　ユリハ イナガキ　ユズハ フユキ　アヤネ

永野　結里羽 (2)

竹本　歩積 (1)

田中　乃愛 (3)

審判長： 清水　歩

田辺スポーツパーク陸上競技場 記録主任： 前　進平

決勝 令和3年11月20日 11:30

令和３年度　和歌山県中学校駅伝競走大会

山村　芽衣奈 (1)
1

ヤマムラ　メイナ

執行　颯夏 (1)

山本　夏未 (3)

コダマ　ミノリ カシウチ　アマネ コダマ　カナエ

児玉　みのり (2) 樫内　天音 (3) 児玉　かなえ (2) 外山　鈴 (3)

トヤマ　リン

上野山　凛 (2)
3

ウエノヤマ　リン

宮地　杏 (2) 髙木　日夏里 (3)

松本　華波 (1)
2

マツモト　カナミ

折田　優希 (3) 大津　心優 (1)

オリタ　ユウキ オオツ　ミユウ マツオ　アカリ

ミヤチ　アンズ タカギ　ヒカリ ナカムラ　トモ

松尾　あかり (1)

中村　朋 (2)

ヤマモト　ナツミ

シギョウ　ソナ

中谷　瑚夏 (2)
5

ナカタニ　コナツ

中前　海莉 (1) 弓場　麗輝 (2)

川手　菜央 (1)
4

カワテ　ナオ

道明　由梨奈 (1) 溝口　佳世 (2)

川口　晏奈 (3) 濱口　雫葉 (1)

ドウミョウ　ユリナ ミゾグチ　カヨ ヤマサキ　ユウ

ナカマエ　カイリ ユバ　レイシャ カワグチ　アンナ

山﨑　優羽 (3)

ハマグチ　シズハ

濵　芹奈 (3)
7

ハマ　セリナ

山鷲　虹羽 (1) 木村　芙侑 (3)

石橋　京華 (2)
6

イシバシ　キョウカ

楠本　七瀬 (3) 尾﨑　紅 (2)

クスモト　ナナセ オザキ　モミジ タナカ　サキ

ヤマワシ　ナナハ キムラ　フウ ツムラ　ハルナ

田中　咲 (3)

津村　春那 (3)

タナカ　ノア

タケモト　ホヅミ

タカガキ　コトネ

杉若　陽菜 (3) 保富　好葉 (2) 野村　音葉 (3) 野村　美月 (2) 髙垣　琴音 (3)

9

アンオ　ホノカ

吉村　弥依 (1) 坂本　安菜 (1) 梶本　ひなの (2) 村田　果音 (1) 庵尾　歩叶 (1)

8

スギワカ　ヒナ ホトミ　コノハ ノムラ　オトハ

ヨシムラ　ヤエ サカモト　アンナ カジモト　ヒナノ

サカタ　メイ

ニシムラ　ヒカリ

酒田　芽依 (1)

10

ヤマシタ　レイナ

中川　萌愛 (3) 山中　悠生 (3) 大前　蒼空 (1) 西村　光梨 (3) 山下　怜那 (1)

ナカガワ　モア ヤマナカ　ユキ オオマエ　ソラ

11
稲垣　結月華 (1) 冬木　彩音 (3)

マツカワ　ユア

松川　ゆあ (1)

アリモト　マオ

有本　茉央 (1)

30

キタムラ　レイカ ナカタ　ヒナリ ウエノ　ミナリ カタヤマ　メグミ ヒロタ　ナホ

北村　怜雅 (3) 中田　妃奈里 (3) 上野　美成 (3) 片山　恵 (2) 廣田　菜穂 (2)

タテ　ミユノ

竪　心結乃 (1)

マツシタ　ナツ

松下　なつ (3)

ナカシマ　コトハ

中嶋　琴葉 (1)

ヨシヅ　ココハ

吉津　心羽 (2)

山口　あおい (2)

ヤマグチ　アオイカシヤマ　カホ

18

19

20

21

22

23

24

25

キノシタ　ナナコ マエダ　リナ オカモト　ミユ マエヤマ　カホ タニグチ　リコ

木下　菜々子 (3) 前田　理奈 (3) 岡本　心優 (3) 前山　果歩 (1) 谷口　莉子 (1)

ヒガシノ　ユキミ ニシカワ　マリン ショウブオク　キラ ミヤモト　ナナミ オカ　ココミ

東野　志美 (3) 西川　真凛 (3) 菖蒲奥　妃羅 (1) 宮本　奈南 (1) 岡　心実 (3)

シブヤ　マオ タニモト　ホノカ ハマモト　スズラン ナカタ　ココミ フルクボ　リン

澁谷　真央 (2) 谷本　穂乃香 (2) 濵本　鈴蘭 (2) 中田　心美 (3) 古久保　凛海 (1)

ミヤワキ　アヤノ カトウ　ヨシノ ヨシカワ　チサキ オカダ　アオイ イナバ　スミレ

宮脇　彩乃 (2) 加藤　芳野 (3) 吉川　知咲希 (1) 岡田　葵 (3) 稲葉　すみれ (2)

ハラ　ウミ シュウケ　モカ サツ　ナナミ イソザキ　ヒナタ スズキ　マイ

原　優心 (2) 周家　苺珈 (1) 佐津　那波 (1) 磯崎　日向 (2) 鈴木　真衣 (2)

オカ　クルミ ハシヅメ　ココネ サカシタ　マツリ ワタムラ　ユキ タツミ　ユナ

岡　くるみ (3) 橋爪　心音 (2) 阪下　祭 (2) 綿村　友希 (1) 巽　由奈 (2)

ウエムラ　ツバキ サキヤマ　マナカ フルクボ　モモカ イケダ　ユナ ミゾグチ　ワカ

上村　椿 (3) 﨑山　真佳 (3) 古久保　百華 (1) 池田　百愛 (1) 溝口　和花 (1)

サハラ　キサキ デジマ　ユイ サハラ　ミオ ウエノヤマ　ミウ ワキムラ　サホ

佐原　希咲 (2) 出嶋　佑衣 (2) 佐原　美桜 (1) 上野山　美羽 (2) 𦚰村　幸歩 (2)

26

フクモト　ミズキ タニグチ　ユズカ ミズマ　モモカ ヨシダ　ユウカ アベ　サキ

福元　みずき (1) 谷口　柚香 (3) 水間　桃花 (3) 吉田　悠華 (2) 阿部　沙紀 (3)

27

ヒョウノ　ミユ コタニ　ヒナ ミゾバタ　ハナ ヤマモト　ユイナ エノモト　モモカ

表野　未侑 (1) 小谷　緋那 (3) 溝端　英 (1) 山本　唯菜 (1) 榎本　百花 (3)

玄素　沙永子 (1) 山本　有理佐 (3) 宮本　花那 (3) 土山　蒼生 (2) 佐々木　友里 (1)

29

アオキ　サエ オカモト　ウタ ドイバタ　カオン オオハタ　アツキ タネ　カホ

青木　咲絵 (2) 岡本　詩 (2) 土井畑　花音 (1) 大畑　愛月 (1) 多禰　珂帆 (2)

28

ゲンソ　サエコ ヤマモト　アリサ ミヤモト　ハナ ドヤマ　アオイ ササキ　ユリ

ナカノ　ミナ フジタ　ニナ シバサキ　トウコ イノウエ　サクラ ナカニシ　サクラ

中野　実奈 (2) 藤田　新菜 (2) 芝嵜　董子 (2) 井上　さくら (2) 中西　咲華 (2)
31

山本　ねね (3) 野田　光莉 (1) 辻󠄀　晏菜 (2) 土井　茜 (1) 榎本　友香 (2)

ヤマモト　ネネ ノダ　ヒカリ ツジ　アンナ ドイ　アカネ エノモト　ユウカ


