
順位 チーム名 総合タイム

1 白鴎大足利 1:13'14" <2> 21.21 <2> 14.14 <1> 10.09 <1> 10.23 <1> 17.07
<2> 35.35 <1> 45.44 <1> 56.07 <1> 1.13.14

2 宇都宮文星女 1:14'53" <3> 21.24 <3> 14.28 <3> 10.37 <3> 10.41 <2> 17.43
<3> 35.52 <3> 46.29 <3> 57.10 <2> 1.14.53

3 那須拓陽 1:15'04" <1> 21.14 <1> 14.07 <2> 10.32 <2> 10.38 <3> 18.33
<1> 35.21 <2> 45.53 <2> 56.31 <3> 1.15.04

4 大田原女 1:18'34" <5> 21.57 <4> 14.42 <5> 11.21 <4> 11.25 <7> 19.09
<4> 36.39 <4> 48.00 <4> 59.25 <4> 1.18.34

5 宇都宮中央女 1:19'40" <7> 22.19 <6> 15.48 <4> 11.19 <5> 11.28 <4> 18.46
<7> 38.07 <5> 49.26 <5> 1.00.54 <5> 1.19.40

6 國學院栃木 1:21'27" <6> 21.59 <7> 16.04 <11> 12.55 <6> 11.43 <4> 18.46
<6> 38.03 <8> 50.58 <6> 1.02.41 <6> 1.21.27

7 真岡女 1:22'00" <9> 23.15 <5> 15.47 <6> 11.50 <8> 12.03 <6> 19.05
<8> 39.02 <7> 50.52 <8> 1.02.55 <7> 1.22.00

8 宇都宮女 1:22'48" <4> 21.37 <8> 16.07 <8> 12.30 <10> 12.32 <9> 20.02
<5> 37.44 <6> 50.14 <7> 1.02.46 <8> 1.22.48

9 鹿沼 1:27'19" <12> 24.20 <9> 16.10 <14> 14.06 <7> 11.48 <10> 20.55
<9> 40.30 <10> 54.36 <9> 1.06.24 <9> 1.27.19

10 宇都宮白楊 1:28'04" <11> 24.13 <11> 17.39 <10> 12.45 <9> 12.17 <11> 21.10
<11> 41.52 <11> 54.37 <11> 1.06.54 <10> 1.28.04

11 高根沢 1:28'11" <10> 23.59 <10> 17.33 <9> 12.32 <11> 12.42 <12> 21.25
<10> 41.32 <9> 54.04 <10> 1.06.46 <11> 1.28.11

12 宇都宮南 1:28'35" <8> 22.59 <15> 19.12 <13> 13.11 <14> 13.56 <8> 19.17
<12> 42.11 <12> 55.22 <12> 1.09.18 <12> 1.28.35

13 石橋 1:32'57" <13> 25.39 <12> 18.00 <7> 12.11 <15> 14.16 <14> 22.51
<13> 43.39 <13> 55.50 <13> 1.10.06 <13> 1.32.57

14 宇都宮清陵 1:34'19" <14> 26.54 <13> 18.09 <12> 13.09 <13> 13.45 <13> 22.22
<14> 45.03 <14> 58.12 <14> 1.11.57 <14> 1.34.19

15 黒磯 1:40'02" <15> 28.45 <14> 18.31 <15> 14.43 <12> 13.01 <15> 25.02
<15> 47.16 <15> 1.01.59 <15> 1.15.00 <15> 1.40.02

上段:区間成績　下段:累計成績

平成30年度女子第33回栃木県高校駅伝競走大会記録表 開催日: 11月3日
1 区
6km

2 区
4.0975km

3 区
3km

藤原 唯奈(1) 古橋 佳奈(2)

4 区
3km

5 区
5km

梅村 光理(2) 平田 梨恋(2) 増子 萌絵(3)

木村 桜華(1) 高秀 歩花(1) 鈴木 志歩(2) 星野 凜(1)

小林 遥香(2) 上野 璃々香(1) 野沢 悠(1) 鈴木 来実(2)

門井 佑加(1) 比護 友恵(3) 大島 愛夢(1) 佐藤 萌々香(2)

石川 千文美(1) 石坂 真那(2) 青木 愛佳(1) 川俣 日奈子(3)

成瀬 叶(2) 赤沼 里和子(1) 髙橋 萌(3) 山根 翠優(1)

大根田 叶(2) 宇津木 彩衣(1) 村田 葵(1) 豊田 美月(2)

酒井 優菜(2) 渡邉 結菜(2) 秋谷 いずみ(1) 野口 周子(2)

黒田 遥花(1) 諸根 陽乃(1) 阿久津 奈那(1) 大川 櫻子(1)

小松 あいみ(3) 渡辺 柚璃(2) 菅原 萌香(2) 飛田 優依(2)

小野崎 杏(2)

平山 凜々亜(1)

渡辺 千晴(1) 伊藤 瑠花(1) 南雲 瑠華(1) 常盤 飛翔(2)

菅野 沙織(1) 高橋 佑奈(1) 君島 涼(1) 福島 綾菜(1)

鉄羅 朋佳(1) 新井 瑠夏(3) 内藤 未唯(1) 村上 小夜香(2)

千葉 彩良(1)

片寄 帆香(1)

長谷見 桜花(3)

鈴木 瑠花(1)

加藤 由菜(1) 加藤 世菜(1) 吉野 由布子(2) 岡 捺稀(2)

渡邊 緋夏(1) 廣瀬 杏奈(2) 邉見 さくら(1) 小栁 美尋(2)

平山 萌花(1)

石山 留衣(2)

竹野井 朱夏(3)

豊田 緋萌瑠(2)

石川 美来(3)

中川 千聡(2)

金田 智尋(2)

日下部 正恵(2)


