
第42回岡山県中学校駅伝大会

【女子】
No 学校名 1 2 3 4 5 6 7 8

1 吉備 有富　郁（3） 間野　結（2） 苅田　彩夏（2） 桐野　留衣（1） 松尾　莉奈（1） 寺園　萌笑（3） 福田　あみ（2） 真鍋　明好（2）

2 琴浦 山本　笑莉（3） 種田　琴之（2） 野田　多花楽（2） 三宅　波菜（3） 峯俊　真菜（3） 若林　瑠月（2） 横田　鈴華（2） 内田　望愛（2）

3 邑久 鳥山　瑞穂（3） 大西　美碧（1） 井上　小桜（1） 川野　さくら（3） 今田　幸希奈（3） 柴田　亜美（3） 川野　舞夏（2） 丸山　結菜（1）

4 新見第一 池田　未來（3） 亀山　幸枝（1） 亀山　朋花（3） 生田　渚彩（3） 石橋　奈々（3） 田村　樹莉（3） 妹尾　遥愛（3） 丸山　優香(3)

5 操南 石井　佑采（3） 萩原　和奏（3） 小川　芽息（3） 三宅　彩巳梨（2） 森元　　杏（2） 髙見　紗矢（1）

6 山南 奈爪　桃花（3） 岡﨑　芽依（1） 末利　佳子（1） 太田　汎南（1） 細川　藍（2） 光本　朱杏（2） 加藤　凛花（1） 杉山　綾奈（1）

7 庄 後藤　琴葉（3） 堀家　捺葵（2） 和氣　葵依（3） 川内　成実（3） 永井　悠菜（1） 大戸　菜月（1） 廣川　結衣（2） 山野　星紗(1)

8 倉敷西 大森　胡桃（3） 楠　ひなた（2） 小西　かぐや（2） 藤木　ほのか（2） 土倉　夕佳（2） 井戸　彩奈(3) 那須　胡珀(3) 松永　彩奈(2)

9 総社東 佐藤　萌栞（2） 斎藤　美羽（1） 本田　ひなた（2） 山﨑　寛奈（2） 村上　和愛（1） 小川　凪央（2） 小林　稀麗（2） 高杉　友佳（2）

10 京山 馬場　瑞希（3） 江口　歩美（2） 北向　菜々（3） 小林　芽生（2） 三浦　帆乃果（2） 青木　陽香(1) 藤元　なな（1） 正木　紗（2）

11 芳泉 大西　未来（3） 小田　桃華（3） 土居　心温（2） 金森　絢風（2） 三坂　叶愛（2） 赤木　聖菜（1） 安藤　朝咲(2) 吉永　望来（1）

12 高梁 大久保　楓（2） 須山　あかり（3） 平松　優綺（3） 五百蔵なごみ（2） 平田　なつ実（2） 大森　藍花（3） 福本　夏琳（2） 岩瀨　瑠利（2）

13 中山 平田　晏理（2） 藤本　明（1） 森　友葉（1） 草野　理子（2） 村田　希望（2） 濱田　飛羽（1） 岩本　実都（1） 片山　詩菜（2）

14 倉敷北 久留　真桜（2） 松原　歩乃花（2） 島田　紗那（2） 原田　心琴（2） 樽岡　琴音（2） 澤田　葵衣（2） 平松　愛菜（2） 鴨井　心（2）

15 北陵 長畑　音々（2） 初岡　心寧（1） 山本　彩音（3） 野々上　結華（3） 今田　真衣（3） 仁木　萌結果（2） 石原　唯名（2）

16 金光 安田　千恵（2） 宇野 早織（3） 川田　華愛（3） 川上　雫（3） 速水　菜々子（1） 中務　友美子（2）

17 県操山 小山　　千代（1） 秋山　　朋香（1） 益本　　麻央（1） 眞田　　　薫（1） 栗田　帆の夏（1） 松本　　桜和（1）

18 味野 紙谷　朱音（2） 片山　恵玲那（1） 仲前　咲花（1） 小川　紗英（2） 藤田　珠璃（2） 石原　ひなの（1） 松本　佳恵（1） 田中　奈々（1）

19 高陽 竹下　暖七（2） 内藤　心（2） 井上　萌花（1） 川添　梨花（2） 高橋　葉月（3）

20 落合 市場　優琉（2） 髙山　由衣（2） 石井　七海（3） 村岡　若奈（2） 築澤　麻綾（2） 宮本　千愛（2） 金平　麻佑（2）

21 倉敷福田 浅野　百咲（2） 井澤　有彩（2） 千田　淑乃（1） 岡部　世衣良（1） 黒石　智珠（1） 岡本　七海（1） 玄馬　沙耶（2） 新本　真子（2）

22 新田 中田　千遥（2） 上中　瑠菜（2） 武本　心音（1） 高畑　咲妃（1） 有松　陽菜（1） 小西　ひまり(2) 三好　寧々(2) 三宅　梓(1)

23 津山 川上　さくら（2） 入江　花和（1） 下山　莉央（1） 大谷　歩結（1） 上原　唯華（1） 田中　琴葉（2） 坂本　澄々花（1） 岡　碧（2）

24 新見南 宮田　奏（3） 川井　菜月(2) 河原　怜那（2） 田井　百香（2） 守屋　知秋（3） 三上　夢（3） 逸見　ほのか（2） 山本　志明(2)

25 里庄 三宅　凛（2） 前原　乙華（2） 寺居　楓彩（1） 宮本　モアナ（2） 今城　和佳（1） 村上　真央（1） 藤永　千夏（1）

26 津山東 平田　茉亜紗（2） 井上　沙唯（1） 小椋　初夏（3） 光岡　結菜（1） 杉山　憂花（2） 辻　莉々子（2） 竹内　李奈（1） 寄本　詩織（2）

27 倉敷第一 金光　紗和（1） 葛原　舞華（2） 三宅　梨心（2） 島川　春花（2） 赤澤　萌那　（1） 長瀨　新那（1） 阿部　悠菜（1） 今川　歩果（2）

28 和気 堀部　美空（2） 早瀬　小菊（1） 青木　優奈（1） 中西　和花（1） 津留　花奈（2） 渡会　くるみ（2） 仁井田　遥花（1） 山﨑　　凛（1）

29 郷内 山形　彩楓（2） 大塚　理久（2） 田邉　理桜（1） 濵井　里衣（2） 川上　那奈穂（1） 辻浦　　希（1） 星島　杏花（1） 丸山　優菜（1）

30 荘内 山崎　愛花（2） 三宅　優亜（1） 黒明　成珠（2） 土居　柚稀（1） 古家　里奈（1） 西上　さくら（1） 嵐　都愛（1）

31 児島 中塚　麗乃（1） 児島　亜依（2） 沼　凛珠（2） 藤井　春姫（1） 馬場　千尋（1） 道久　佳南（2） 福丸　佳奈（2） 和氣　花歩（2）

32 玉島東 荒井　美咲（2） 松村　良美（1） 川本　凰姫（1） 森田　瀬奈　（3） 武縄　泉吹（2） 鈴木　莉紗（3）

33 倉敷南 岸田　美久（1） 藤原　結菜（1） 和田みらい（3） 松浦　希果（2） 三宅　希佳（3） 近藤　優奈（1） 長谷川和奏（3） 藤木　陽菜（1）

34 岡山白陵 林　優羽（2） 南　恵理（3） 橋本　亜沙佳（2） 衣笠　光音（2） 永原　菜々美（3） 吉田　百華（3） 竹内　遥香(1) 大西　うらら（3）

35 竜操 近藤  結友（3） 磯部　愛結（2） 高橋　　凛（2） 原田　澪李（1） 藤井　日梨（2） 有森　真陽（1） 藤井　江里奈(1)

36 宇野 樋口　美桜（2） 木下　聖羅（1） 藤原　杏夏（3） 山本　麻央（3） 藤原　小晴（1） 佐川　愛未（1）

37 石井 河原　結菜（2） 福田　光希（2） 冨田　旭美（1） 北村　真鈴（2） 中西　美理（2） 福田　眞子（2） 上坂　瑠菜（1）

38 玉島北 浅野　馨（2） 田中　俐帆（1） 野﨑　千智（1） 守本　結菜（1） 小寺　愛香（1） 文屋　陽（2） 戸田　侑希（3） 中尾　一華(2)

39 東陽 山部　史雛（2） 高草　瑠菜（2） 笹川　鳴（2） 村田　梨希（2） 長谷川　鈴佳（2） 佐棟　珠羽（2） 田崎　愛（2）

40 市操山 金森　琉衣（1） 飯田　祐理渚（1） 神田　千尋（2） 藤木　帆海（2） 坂谷　優衣（2） 大山　亜沙美（2） 藤原　ひより（2） 原田　渚（1）

41 倉敷天城 赤堀　志帆（3） 那須　香音（3） 若松　穂乃華（3） 上森　千穂子（2） 森島　菜友（2） 東　叶恵（2） 武井　はな（2）

42 桑田 三宅　弥音（2） 池畠　百花（2） 谷口　華香（2） 鷹城　実優（1） 吉田　真希（2） 浮田　乃愛（1） 大山　樹乃（1） 黒住　咲文（1）

43 奈義 大橋　柚紀（3） 松田　晏奈（3） 上原　楓（3） 滝元　美羽（3） 黒藪　寧々（3） 右手　唯菜（3） 永幡　真奈（3） 安田　笑菜(3)

44 御南 田中　麻弥（1） 松田　和実（2） 堀川　桜来（2） 泉　ひなり（1） 湯浅　茜音（1） 森口　姫奈乃（2） 冨永　琉花（1） 安井　優風(1)

45 倉敷東 中西　可苗（2） 中西　末苗（2） 庄司　颯紀（2） 岡本　紗英（1） 谷本　楓和（1） 水流　歩乃果（2）

46 福南 難波　聖菜（3） 岡田　夏美（3） 山口　迦睦里（1） 原田　結（2） 守本　詩麻（3） 小野　亜衣莉（1） 西村　美夏（3） 宮田　佳音(3)

チーム一覧


