
第70回 立川市市民体育大会駅伝競走（中学女子の部） 平成２９年１月１５日実施

通過順 通過順 通過順 通過順 通過順 通過順

区間順 区間順 区間順 区間順 区間順 区間順

0:13:09 (1) 0:26:36 (1) 0:40:04 (1) 0:54:35 (1) 1:08:38 (1) 1:22:01 (1)

13:09 (1) 13:27 (2) 13:28 (1) 14:31 (3) 14:03 (1) 13:23 (1)

0:13:14 (2) 0:27:07 (2) 0:41:31 (2) 0:55:39 (2) 1:11:03 (2) 1:24:39 (2)

13:14 (2) 13:53 (3) 14:24 (4) 14:08 (1) 15:24 (7) 13:36 (2)

0:13:48 (4) 0:29:15 (6) 0:44:16 (5) 0:58:37 (4) 1:12:56 (3) 1:26:49 (3)

13:48 (4) 15:27 (7) 15:01 (5) 14:21 (2) 14:19 (2) 13:53 (4)

0:13:51 (5) 0:27:15 (3) 0:43:07 (4) 0:58:57 (5) 1:13:20 (4) 1:27:56 (4)

13:51 (5) 13:24 (1) 15:52 (16) 15:50 (10) 14:23 (3) 14:36 (8)

0:13:51 (1) 0:27:32 (1) 0:44:10 (1) 0:59:14 (1) 1:13:39 (1) 1:28:18 (1)

13:51 (1) 13:41 (1) 16:38 (1) 15:04 (1) 14:25 (1) 14:39 (1)

0:15:32 (15) 0:30:21 (9) 0:45:49 (8) 1:00:20 (8) 1:14:44 (5) 1:29:06 (5)

15:32 (15) 14:49 (4) 15:28 (10) 14:31 (3) 14:24 (4) 14:22 (5)

0:14:06 (6) 0:28:57 (5) 0:44:36 (7) 0:59:54 (6) 1:14:54 (6) 1:29:18 (6)

14:06 (6) 14:51 (6) 15:39 (11) 15:18 (6) 15:00 (5) 14:24 (6)

0:14:10 (7) 0:29:59 (7) 0:44:20 (6) 1:00:06 (7) 1:15:44 (8) 1:30:30 (7)

14:10 (7) 15:49 (13) 14:21 (3) 15:46 (9) 15:38 (8) 14:46 (10)

0:13:25 (3) 0:28:14 (4) 0:42:01 (3) 0:57:19 (3) 1:14:55 (7) 1:32:20 (8)

13:25 (3) 14:49 (4) 13:47 (2) 15:18 (6) 17:36 (19) 17:25 (20)

0:15:12 (11) 0:30:52 (12) 0:46:13 (11) 1:02:14 (9) 1:19:17 (10) 1:33:49 (9)

15:12 (11) 15:40 (10) 15:21 (8) 16:01 (13) 17:03 (17) 14:32 (7)

0:14:28 (8) 0:30:24 (10) 0:46:08 (10) 1:02:39 (10) 1:18:42 (9) 1:33:51 (10)

14:28 (8) 15:56 (15) 15:44 (14) 16:31 (15) 16:03 (11) 15:09 (12)

0:15:12 (12) 0:30:54 (13) 0:47:05 (13) 1:03:00 (11) 1:19:42 (12) 1:34:30 (11)

15:12 (12) 15:42 (11) 16:11 (17) 15:55 (11) 16:42 (16) 14:48 (11)

0:15:19 (13) 0:30:55 (14) 0:46:46 (12) 1:04:12 (14) 1:19:51 (13) 1:34:35 (12)

15:19 (13) 15:36 (9) 15:51 (15) 17:26 (21) 15:39 (9) 14:44 (9)

0:14:36 (9) 0:30:21 (8) 0:46:02 (9) 1:03:08 (13) 1:19:18 (11) 1:35:28 (13)

14:36 (9) 15:45 (12) 15:41 (12) 17:06 (17) 16:10 (13) 16:10 (18)

0:14:46 (10) 0:32:13 (16) 0:47:25 (14) 1:04:38 (15) 1:20:24 (15) 1:35:46 (14)

14:46 (10) 17:27 (19) 15:12 (7) 17:13 (19) 15:46 (10) 15:22 (13)

0:16:19 (17) 0:33:38 (17) 0:48:45 (16) 1:05:15 (17) 1:20:21 (14) 1:36:04 (15)

16:19 (17) 17:19 (17) 15:07 (6) 16:30 (14) 15:06 (6) 15:43 (15)

0:16:49 (19) 0:34:16 (18) 0:49:37 (18) 1:06:13 (18) 1:22:20 (18) 1:36:06 (16)

16:49 (19) 17:27 (19) 15:21 (8) 16:36 (16) 16:07 (12) 13:46 (3)

0:15:20 (14) 0:30:50 (11) 0:48:22 (15) 1:03:03 (12) 1:21:03 (17) 1:36:30 (17)

15:20 (14) 15:30 (8) 17:32 (21) 14:41 (5) 18:00 (20) 15:27 (14)

0:15:58 (16) 0:31:53 (15) 0:48:57 (17) 1:04:42 (16) 1:20:53 (16) 1:36:39 (18)

15:58 (16) 15:55 (14) 17:04 (19) 15:45 (8) 16:11 (14) 15:46 (16)

0:16:53 (20) 0:34:16 (19) 0:51:05 (20) 1:08:23 (20) 1:24:55 (20) 1:40:58 (19)

16:53 (20) 17:23 (18) 16:49 (18) 17:18 (20) 16:32 (15) 16:03 (17)

0:17:35 (21) 0:34:26 (20) 0:50:08 (19) 1:07:18 (19) 1:24:27 (19) 1:41:57 (20)

17:35 (21) 16:51 (16) 15:42 (13) 17:10 (18) 17:09 (18) 17:30 (21)

0:19:19 (22) 0:36:55 (22) 0:56:25 (22) 1:16:06 (22) 1:34:32 (22) 1:50:54 (21)

19:19 (22) 17:36 (21) 19:30 (22) 19:41 (22) 18:26 (22) 16:22 (19)

0:16:41 (18) 0:35:39 (21) 0:52:52 (21) 1:08:51 (21) 1:27:00 (21)

16:41 (18) 18:58 (22) 17:13 (20) 15:59 (12) 18:09 (21)

柏木 佑希

山口 まりあ

忍足 小結海

小峰 もと

通過タイム 通過タイム 通過タイム

区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録

4区（3.2km） 5区（3.2km） 6区（3.2km）

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名
順位 No. チーム名 総合記録

1区（3.2km） 2区（3.2km）

通過タイム 通過タイム

3区（3.2km）

通過タイム

中塩屋 里佳

3 33
立川四中B

1:26:49

渡辺 寿莉亜 木村 かんな 大竹 優香 北林 優 竹中 涼

4 30
二中　長＋短＋幅

1:27:56

成田 美奈 野中 優希 新田 莉子 高田 千里 檜山 ももか

本田 梨乃

東京駅伝立川選抜
52OPEN 1:28:18

永原 彩

山中 らん

筒木 杏 川島 穂乃香 松之尾 沙希 岩田 祥加 谷川 ちひろ 岡崎 花梨

5 49
立川七中ソフトテニス部

1:29:06

平野 菜月 田中 瑞季 松本 莉奈 佐藤 さくら

7 47
立川五中B

1:30:30

熊澤 佳奈 平野 美咲 山中 芹梨 豊田 菜都

城戸 優花 大髭 愛女 鷹左右 凜

1:35:28

内藤 香海 番場 莉那 星野 茉珠 宮瀬 怜奈 榊原 杏里沙

13 46
立川五中A

12 39
三中ソフトテニス部T

1:34:35

河東 その 野村 歩未

芮　語

DNF 37

21 40
三中ソフトテニス部A

1:50:54

吉田 梨乃 鈴木 莉理華 芹沢 春香 田村 萌優 髙栁 結凪

立三バレー部
本多 里香 中島 音 松田 梨未 藤巻 亜子 武山 結衣

1 32 1:22:01
立川四中A

中村 紗彩 中山 碧 平岡 綾 宇野 結子 神立 風羽

2 43
立川六中陸上部A

1:24:39

山口 梅子 中丸 颯乃 岡田 蓮未 岡田 侑実 梅村 陽菜

藤枝 慧

6 38
立川三中ソフトテニス部S

1:29:18

赤間 千穂 野尻 陽美 加藤 結衣 蛭田 莉央 石井 サラ 吉田 まり

和田 なつみ

9 36
立川三中陸上部

1:33:49

村上 正海 若林 みさき 西口 桃佳 山崎 琴美 永井 柊 中井 響子

8 45
TACHIROKU-BB

1:32:20

朝生 望花 高橋 里帆 鈴木 紗奈 渡辺 陽向 藤原 小春

中林 美結 小林 来南 白木 柚衣

14 35
立川一中陸上部

1:35:46

河野 紗也加

大舘 慈里

11 34
立川四中C

1:34:30

齊藤 碧 佐藤 ことは 星合 真歩 金子 由香利 河野 采佳 吉野 和

10 50
１中バド部２年

1:33:51

倉持 柚依

田崎 那都菜

16 42
立川八中陸上部女子

1:36:06

渥海 月帆 佐川 叶佳 小嶋 夏美 大森 さくら 大倉 由香理 藤本 衣子

15 41
三中ソフトテニス部R

1:36:04

17 44
立川六中陸上部B

1:36:30

三浦 梨瑚 畠山 結衣 富樫 陽菜子 石川 もも 梶原 彩花

18 48
立川五中C

1:36:39

中村 咲希 中島 弥海 荒井 萌香 髙橋 麻洸 小山 優花

窪田 菜緒 飯塚 結真 犬竹 桃子

大賀 恵 八島 温花 森本 綺莉 指田 菜々美 山﨑 麻央 新井 鶴海

橋本 彩花

井草 守琳遠藤 明香里

廣瀬 美咲阿部 花音 山口 千月荻原 永海 桒田 千裕

小野塚 里音

20 31
二中スプリンター

1:41:57

稲垣 佑希 高橋 愛梨花 井上 璃桜 佐藤 杏実 丸山 莉穂 髙森 愛来

19 51
１中バドミントンプレイヤーズ

1:40:58

村松 紫音 鈴木 奏


