
期 日

スタート

審 判 長

記録主任

主　　催

主　　管

全5区間 12.4km

第１区間 3.1km

第２区間 2.1km

第３区間 2.1km

第４区間 2.1km

第５区間 3.0km

順位 № 学校名 記　録 備考

１位 51 川中島(長野) 41 分20 秒

２位 21 津幡南(石川) 43 分39 秒

３位 12 魚津東部(富山) 43 分40 秒

４位 53 菅野(長野) 43 分43 秒

５位 52 鉢盛(長野) 43 分49 秒

６位 22 田鶴浜(石川) 43 分56 秒

７位 54 駒ヶ根東(長野) 43 分59 秒

８位 41 吉田(新潟) 44 分02 秒

区 № 学校名 氏　名(学年) 区間記録 備考
１区 51 川中島(長野) 和田 有菜(3) 10 分00 秒
２区 51 川中島(長野) 和田 真菜(1) 6 分58 秒
３区 14 南星(富山) 福田 彩乃(3) 7 分04 秒
４区 51 川中島(長野) 滝沢 菜絵(3) 7 分12 秒
５区 51 川中島(長野) 小林 成美(2) 10 分02 秒

(一財)長野陸上競技協会

第8回　北信越中学校駅伝競走大会

公式記録集（女子の部）(14501507)

2014/11/24(月)

10:00

伊藤　利博

増田　喜代志

(一財)長野陸上競技協会

共　　催
信濃毎日新聞社

(公財)信毎文化事業財団

総 合

区 間 賞

後　　援

長野県教育委員会

松本市教育委員会

長野県中学校体育連盟

コース

長野県松本平広域公園陸上競技場発着・周回コース



区間記録 0:00 区間記録 0:00
第１区 区間距離 3.1 第4区 区間距離 2.1

順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考 順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考

1 51 川中島(長野) 和田 有菜(3) 10:00 1 51 川中島(長野) 滝沢 菜絵(3) 07:12

2 21 津幡南(石川) 小笠原朱里(2) 10:10 2 53 菅野(長野) 宮澤 花奈実(1) 07:21

3 63 下諏訪(長野) 臼田 彩花(2) 10:26 3 12 魚津東部(富山) 中嶋 亜美(3) 07:24

4 66 丸子北(長野) 久保田 絢乃(1) 10:27 4 54 駒ヶ根東(長野) 長見 京華(2) 07:26

5 12 魚津東部(富山) 石浦 藍里(3) 10:38 5 56 戸倉上山田(長野) 竹内 ほのか(1) 07:29

6 35 三方(福井) 橋本 はなえ(3) 10:41 6 31 武生第一(福井) 大友香奈(3) 07:30

区間記録 0:00 区間記録 0:00
第2区 区間距離 2.1 第5区 区間距離 3.0

順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考 順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考

1 51 川中島(長野) 和田 真菜(1) 06:58 1 51 川中島(長野) 小林 成美(2) 10:02

2 32 鯖江(福井) 黒田 あむ(3) 07:09 2 42 小千谷(新潟) 大塚 瞳(3) 10:30

3 21 津幡南(石川) 川下 玲奈(1) 07:16 3 21 津幡南(石川) 澤井 柚葉(1) 10:32

3 12 魚津東部(富山) 泉 明里(1) 07:16 4 53 菅野(長野) 原田 千鶴(2) 10:37

3 41 吉田(新潟) 栁 愛子(2) 07:16 5 52 鉢盛(長野) 蛭田 杏(2) 10:41

6 55 赤穂(長野) 高橋 凜(1) 07:19 5 35 三方(福井) 北野 藍梨(2) 10:41

6 53 菅野(長野) 柴田 紗来(3) 07:19

区間記録 0:00
第3区 区間距離 2.1

順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考

1 14 南星(富山) 福田 彩乃(3) 07:04

2 51 川中島(長野) 宮澤 美裕(1) 07:08

3 54 駒ヶ根東(長野) 小出 裕香(3) 07:19

4 53 菅野(長野) 曽根 ほの翔(3) 07:24

5 42 小千谷(新潟) 髙橋 ひより(3) 07:25

6 22 田鶴浜(石川) 和田 歩美(2) 07:28

6 11 大沢野(富山) 加藤 栞(1) 07:28

6 45 小針(新潟) 大須賀 美由(3) 07:28

第8回　北信越中学校駅伝競走大会（女子の部）

区間トップ６



上段：通算記録（順位）

※既コースがグランド改修工事のため、本年のみ別コースのため記録は参考記録となります。 下段：区間記録（順位）

記録

12.400 km

1 51 川中島(長野) 41分20秒 10'00 (1) 16'58 (1) 24'06 (1) 31'18 (1) 41'20 (1)

10'00 (1) 6'58 (1) 7'08 (2) 7'12 (1) 10'02 (1)

2 21 津幡南(石川) 43分39秒 10'10 (2) 17'26 (2) 25'04 (2) 33'07 (5) 43'39 (2)

10'10 (2) 7'16 (3) 7'38 (14) 8'03 (27) 10'32 (3)

3 12 魚津東部(富山) 43分40秒 10'38 (5) 17'54 (3) 25'23 (3) 32'47 (2) 43'40 (3)

10'38 (5) 7'16 (3) 7'29 (9) 7'24 (3) 10'53 (11)

4 53 菅野(長野) 43分43秒 11'02 (22) 18'21 (14) 25'45 (9) 33'06 (4) 43'43 (4)

11'02 (22) 7'19 (6) 7'24 (4) 7'21 (2) 10'37 (4)

5 52 鉢盛(長野) 43分49秒 10'45 (12) 18'06 (7) 25'35 (5) 33'08 (6) 43'49 (5)

10'45 (12) 7'21 (9) 7'29 (9) 7'33 (8) 10'41 (5)

6 22 田鶴浜(石川) 43分56秒 10'46 (13) 18'13 (10) 25'41 (6) 33'12 (7) 43'56 (6)

10'46 (13) 7'27 (14) 7'28 (6) 7'31 (7) 10'44 (8)

7 54 駒ヶ根東(長野) 43分59秒 10'42 (8) 18'05 (5) 25'24 (4) 32'50 (3) 43'59 (7)

10'42 (8) 7'23 (11) 7'19 (3) 7'26 (4) 11'09 (21)

8 41 吉田(新潟) 44分02秒 10'57 (20) 18'13 (9) 25'43 (7) 33'17 (8) 44'02 (8)

10'57 (20) 7'16 (3) 7'30 (11) 7'34 (9) 10'45 (9)

9 43 燕(新潟) 44分18秒 10'46 (14) 18'14 (12) 25'44 (8) 33'22 (9) 44'18 (9)

10'46 (14) 7'28 (15) 7'30 (11) 7'38 (12) 10'56 (12)

10 11 大沢野(富山) 44分29秒 10'49 (16) 18'23 (16) 25'51 (13) 33'28 (11) 44'29 (10)

10'49 (16) 7'34 (18) 7'28 (6) 7'37 (10) 11'01 (16)

11 31 武生第一(福井) 44分38秒 10'55 (19) 18'24 (17) 26'09 (17) 33'39 (13) 44'38 (11)

10'55 (19) 7'29 (16) 7'45 (19) 7'30 (6) 10'59 (14)

12 42 小千谷(新潟) 44分43秒 10'53 (18) 18'45 (24) 26'10 (18) 34'13 (18) 44'43 (12)

10'53 (18) 7'52 (25) 7'25 (5) 8'03 (27) 10'30 (2)

13 34 高浜(福井) 44分49秒 10'45 (10) 18'05 (6) 25'49 (11) 33'26 (10) 44'49 (13)

10'45 (10) 7'20 (8) 7'44 (18) 7'37 (10) 11'23 (26)

14 45 小針(新潟) 44分56秒 10'44 (9) 18'39 (20) 26'07 (16) 33'57 (17) 44'56 (14)

10'44 (9) 7'55 (32) 7'28 (6) 7'50 (19) 10'59 (14)

15 14 南星(富山) 44分58秒 11'19 (28) 18'44 (23) 25'48 (10) 33'38 (12) 44'58 (15)

11'19 (28) 7'25 (12) 7'04 (1) 7'50 (19) 11'20 (24)

第8回　北信越中学校駅伝競走大会（女子の部）　成績表

2014年11月24日(月)

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

3.1 km 2.1 km 2.1 km 2.1 km 3.0 km

競技場～第1中継 第1中継～第2中継 第2中継～第3中継 第3中継～第4中継 第4中継～競技場

和田 有菜(3) 和田 真菜(1) 宮澤 美裕(1) 滝沢 菜絵(3) 小林 成美(2)

小笠原朱里(2) 川下 玲奈(1) 榎本 希美(1) 山本 莉奈(3) 澤井 柚葉(1)

石浦 藍里(3) 泉 明里(1) 元起 光里(2) 中嶋 亜美(3) 北京 蘭(1)

赤羽 ゆり華(3) 柴田 紗来(3) 曽根 ほの翔(3) 宮澤 花奈実(1) 原田 千鶴(2)

高安 結衣(2) 中村 朱里(2) 村上 明日香(3) 上條 のあ(2) 蛭田 杏(2)

山口 早紀(3) 佐藤 彩菜(2) 和田 歩美(2) 藤井 美裕(3) 町  夏帆(3)

所河 二千花(3) 小出 千夏(2) 小出 裕香(3) 長見 京華(2) 春日 桃桜(3)

春日 美雨(2) 栁 愛子(2) 中嶋 陽奈(1) 関口 渚(2) 濱野 愛美(3)

加藤 ゆう(3) 柳原 沙弥(3) 大泉 千乃(3) 小林 真子(3) 若林 理紗(3)

広瀬 悠(3) 宮木 真帆(1) 加藤 栞(1) 金丸 咲希(3) 大毛利 雪衣(2)

藤井結愛(1) 藤井乃愛(3) 山岸由佳(3) 大友香奈(3) 多保奈緒子(2)

若井 涼(3) 木島 萌々花(3) 髙橋 ひより(3) 吉田 澪奈(3) 大塚 瞳(3)

水田 ひより(1) 中村 朋香(1) 澤田 杏奈(2) 仲澤 春香(1) 清常 優衣(1)

佐々木 藍衣(2) 涌井 伶香(1) 大須賀 美由(3) 小野 結海(3) 桐山 愛(2)

増田 彩乃(1) 福田 菜々子(1) 福田 彩乃(3) 川原 加奈子(3) 志摩 彩美(3)



上段：通算記録（順位）

※既コースがグランド改修工事のため、本年のみ別コースのため記録は参考記録となります。 下段：区間記録（順位）

記録

12.400 km

2014年11月24日(月)

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

3.1 km 2.1 km 2.1 km 2.1 km 3.0 km

競技場～第1中継 第1中継～第2中継 第2中継～第3中継 第3中継～第4中継 第4中継～競技場

16 55 赤穂(長野) 45分05秒 10'45 (11) 18'04 (4) 25'50 (12) 33'56 (16) 45'05 (16)

10'45 (11) 7'19 (6) 7'46 (20) 8'06 (29) 11'09 (21)

17 13 出町(富山) 45分07秒 10'49 (17) 18'15 (13) 25'53 (14) 33'47 (15) 45'07 (17)

10'49 (17) 7'26 (13) 7'38 (14) 7'54 (23) 11'20 (24)

18 15 堀川(富山) 45分22秒 11'16 (25) 18'38 (19) 26'24 (19) 34'26 (19) 45'22 (18)

11'16 (25) 7'22 (10) 7'46 (20) 8'02 (26) 10'56 (12)

19 23 浅野川(石川) 45分24秒 11'15 (24) 19'07 (27) 26'57 (25) 34'42 (22) 45'24 (19)

11'15 (24) 7'52 (25) 7'50 (24) 7'45 (14) 10'42 (7)

20 35 三方(福井) 45分25秒 10'41 (6) 18'34 (18) 26'38 (21) 34'44 (24) 45'25 (20)

10'41 (6) 7'53 (27) 8'04 (32) 8'06 (29) 10'41 (5)

21 32 鯖江(福井) 45分25秒 10'59 (21) 18'08 (8) 26'01 (15) 33'43 (14) 45'25 (21)

10'59 (21) 7'09 (2) 7'53 (25) 7'42 (13) 11'42 (31)

22 57 坂城(長野) 45分36秒 10'48 (15) 18'41 (22) 26'37 (20) 34'28 (20) 45'36 (22)

10'48 (15) 7'53 (27) 7'56 (26) 7'51 (21) 11'08 (20)

23 44 松浜(新潟) 45分49秒 10'42 (7) 18'22 (15) 26'53 (24) 34'42 (23) 45'49 (23)

10'42 (7) 7'40 (21) 8'31 (37) 7'49 (18) 11'07 (19)

24 56 戸倉上山田(長野) 45分51秒 11'35 (33) 19'06 (26) 27'05 (28) 34'34 (21) 45'51 (24)

11'35 (33) 7'31 (17) 7'59 (30) 7'29 (5) 11'17 (23)

25 33 中央(福井) 46分12秒 11'18 (27) 19'12 (29) 27'08 (29) 35'07 (29) 46'12 (25)

11'18 (27) 7'54 (30) 7'56 (26) 7'59 (24) 11'05 (18)

26 58 豊科北(長野) 46分20秒 11'55 (39) 19'31 (34) 27'09 (30) 34'56 (25) 46'20 (26)

11'55 (39) 7'36 (20) 7'38 (14) 7'47 (16) 11'24 (27)

27 25 津幡(石川) 46分24秒 11'32 (31) 19'26 (32) 27'09 (31) 35'22 (30) 46'24 (27)

11'32 (31) 7'54 (30) 7'43 (17) 8'13 (32) 11'02 (17)

28 24 松任(石川) 46分32秒 11'35 (34) 19'10 (28) 26'41 (22) 35'04 (27) 46'32 (28)

11'35 (34) 7'35 (19) 7'31 (13) 8'23 (36) 11'28 (28)

29 63 下諏訪(長野) 46分45秒 10'26 (3) 18'14 (11) 26'46 (23) 34'59 (26) 46'45 (29)

10'26 (3) 7'48 (23) 8'32 (38) 8'13 (32) 11'46 (32)

30 59 箕輪(長野) 46分57秒 11'26 (29) 19'24 (31) 27'13 (33) 35'05 (28) 46'57 (30)

11'26 (29) 7'58 (33) 7'49 (23) 7'52 (22) 11'52 (33)

小原 茉莉(1) 高橋 凜(1) 稲垣 和奏(1) 中村 仁美(2) 京澤 夏子(2)

守内 美結(3) 老 みいな(2) 浜井 菜緒(1) 坂下 愛望海(1) 白江 彩(3)

河原 奈央(2) 飯山 藍佳(1) 庵 悠紀(3) 藤城 紀香(3) 根塚 みのり(1)

余村 穂歌(3) 三宅  萌(2) 髙桑 琴和(1) 中野 咲希(1) 馬場友梨奈(3)

橋本 はなえ(3) 高橋 萌衣(2) 村上 菜摘(1) 江戸 円華(2) 北野 藍梨(2)

山田 佳奈(1) 黒田 あむ(3) 松井 優月(3) 片山 未悠(3) 川地 莉子(3)

鈴木 賀子(2) 酒井 菜々美(2) 柳澤 優菜(2) 大塚 咲季(2) 米田 陽和(2)

佐藤 愛夏(1) 平岩 鈴夏(3) 風間 恭子(2) 佐藤 愛華(1) 相馬 ゆめ(2)

和田 美紗妃(1) 中村 彩月(2) 青木 希実(2) 竹内 ほのか(1) 山口 紗季(2)

上田 陽菜(1) 乙部 麻緒(2) 漆崎 恭子(2) 小森 加奈子(2) 西岡 萌音(2)

上野 あずみ(2) 真野 ひな帆(1) 小林 叶音(2) 中澤 夢乃(3) 中澤 紫音(3)

生地 梨乃(2) 澤村 あゆみ(3) 大田 菜摘(3) 栗田 侑奈(1) 生地 紫乃(2)

中川 瑞稀(1) 河崎  悠(1) 渡辺 桜子(2) 西田 実希(2) 塩島くるみ(1)

臼田 彩花(2) 中山 葵泉(2) 佐藤 鈴夏(1) 臼田 悠花(2) 吉田 楓(2)

唐澤 七瀬(2) 柴 実里(3) 有賀 由紀恵(1) 日野 まほろ(1) 大槻 美亜(1)



上段：通算記録（順位）

※既コースがグランド改修工事のため、本年のみ別コースのため記録は参考記録となります。 下段：区間記録（順位）

記録

12.400 km

2014年11月24日(月)

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

3.1 km 2.1 km 2.1 km 2.1 km 3.0 km

競技場～第1中継 第1中継～第2中継 第2中継～第3中継 第3中継～第4中継 第4中継～競技場

31 66 丸子北(長野) 47分27秒 10'27 (4) 18'41 (21) 27'01 (26) 35'24 (31) 47'27 (31)

10'27 (4) 8'14 (39) 8'20 (35) 8'23 (36) 12'03 (37)

32 62 堀金(長野) 47分28秒 11'42 (35) 19'46 (36) 27'47 (35) 35'56 (34) 47'28 (32)

11'42 (35) 8'04 (37) 8'01 (31) 8'09 (31) 11'32 (29)

33 65 下伊那松川(長野) 47分29秒 11'17 (26) 19'17 (30) 27'03 (27) 35'29 (32) 47'29 (33)

11'17 (26) 8'00 (34) 7'46 (20) 8'26 (38) 12'00 (36)

34 69 高森(長野) 47分41秒 11'13 (23) 19'01 (25) 27'10 (32) 35'37 (33) 47'41 (34)

11'13 (23) 7'48 (23) 8'09 (33) 8'27 (39) 12'04 (38)

35 60 長野北部(長野) 47分56秒 11'47 (37) 19'48 (37) 27'44 (34) 36'01 (35) 47'56 (35)

11'47 (37) 8'01 (35) 7'56 (26) 8'17 (34) 11'55 (34)

36 67 山ノ内(長野) 48分00秒 12'00 (40) 19'53 (39) 28'18 (38) 36'04 (36) 48'00 (36)

12'00 (40) 7'53 (27) 8'25 (36) 7'46 (15) 11'56 (35)

37 61 富士見(長野) 48分10秒 11'32 (32) 19'37 (35) 27'54 (37) 37'18 (40) 48'10 (37)

11'32 (32) 8'05 (38) 8'17 (34) 9'24 (40) 10'52 (10)

38 64 更北(長野) 48分22秒 11'30 (30) 19'57 (40) 28'54 (40) 36'41 (39) 48'22 (38)

11'30 (30) 8'27 (40) 8'57 (39) 7'47 (16) 11'41 (30)

39 70 柳町(長野) 48分24秒 11'49 (38) 19'51 (38) 27'48 (36) 36'07 (37) 48'24 (39)

11'49 (38) 8'02 (36) 7'57 (29) 8'19 (35) 12'17 (40)

40 68 信濃(長野) 48分35秒 11'45 (36) 19'29 (33) 28'28 (39) 36'28 (38) 48'35 (40)

11'45 (36) 7'44 (22) 8'59 (40) 8'00 (25) 12'07 (39)

久保田 絢乃(1) 小林 未央(1) 溝口 智子(2) 後藤 杏菜(1) 内堀 実咲(1)

小澤 真樹(2) 山崎 まみこ(2) 德竹 瑠夏(1) 工藤 愛菜(1) 中山 涼子(2)

神部 紫音(1) 森本 恵生(3) 羽生 み風(2) 原 彩花(2) 座光寺 未来(3)

藤岡 緩奈(2) 牧野 明日香(2) 樋口 美瑛(2) 関川 真穂(3) 小池 碧桜(2)

山口 真莉恵(3) 竹花 真央(3) 羽尾 胡実(2) 小林 柚(2) 山口 真由(2)

小林 華怜(1) 山﨑 愛深(1) 久保 朋夏(1) 笠原 ひな(2) 山本 明里(3)

田中 楓(2) 前島 由奈(2) 森山 あすみ(1) 津金 真希(2) 平出 藍未(1)

清水 美来(3) 盛田 美生(1) 山岸 咲菜(3) 大野 奈都美(3) 丸山 優芽(2)

宮澤 みらい(2) 山崎 璃央(3) 原山 紗果(2) 冨岡 真由(2) 今井 ゆり(2)

小林 志織(3) 大橋 朱里(2) 安藤 秋恵(3) 笠原 芽生(2) 水澤 かな子(2)


	記録集表紙
	top6
	成績一覧

