
2020立川市駅伝競走大会【記録表】中学女子 2020年1月19日（日）

通過 通過 通過 通過 通過 通過

区順 区順 区順 区順 区順 区順

0:13:21 (1) 0:27:02 (1) 0:40:56 (1) 0:57:43 (2) 1:11:34 (1) 1:25:20 (1)

中学女子 (1) 13:21 (1) 13:41 (2) 13:54 (1) 16:47 (8) 13:51 (1) 13:46 (4)

0:14:11 (3) 0:27:29 (2) 0:42:40 (2) 0:57:19 (1) 1:13:14 (2) 1:26:58 (2)

中学女子 (2) 14:11 (3) 13:18 (1) 15:11 (3) 14:39 (1) 15:55 (4) 13:44 (3)

0:14:04 (2) 0:28:54 (3) 0:45:04 (3) 1:00:24 (4) 1:15:19 (4) 1:29:03 (3)

中学女子 (3) 14:04 (2) 14:50 (4) 16:10 (7) 15:20 (3) 14:55 (3) 13:44 (2)

0:14:36 (4) 0:30:03 (4) 0:45:09 (4) 1:00:11 (3) 1:14:41 (3) 1:29:20 (4)

中学女子 (4) 14:36 (4) 15:27 (9) 15:06 (2) 15:02 (2) 14:30 (2) 14:39 (5)

0:16:07 (7) 0:31:17 (7) 0:46:55 (6) 1:02:25 (6) 1:18:39 (5) 1:34:07 (5)

中学女子 (5) 16:07 (7) 15:10 (6) 15:38 (4) 15:30 (5) 16:14 (6) 15:28 (7)

0:15:27 (6) 0:30:14 (5) 0:49:34 (9) 1:05:03 (7) 1:22:18 (8) 1:34:34 (6)

中学女子 (6) 15:27 (6) 14:47 (3) 19:20 (10) 15:29 (4) 17:15 (8) 12:16 (1)

0:15:20 (5) 0:30:17 (6) 0:45:56 (5) 1:02:14 (5) 1:19:18 (6) 1:35:29 (7)

中学女子 (7) 15:20 (5) 14:57 (5) 15:39 (5) 16:18 (6) 17:04 (7) 16:11 (8)

0:16:30 (9) 0:31:57 (9) 0:48:38 (7) 1:05:25 (8) 1:21:22 (7) 1:36:23 (8)

中学女子 (8) 16:30 (9) 15:27 (8) 16:41 (8) 16:47 (7) 15:57 (5) 15:01 (6)

0:16:26 (8) 0:31:41 (8) 0:48:57 (8) 1:05:56 (9) 1:23:56 (9) 1:41:18 (9)

中学女子 (9) 16:26 (8) 15:15 (7) 17:16 (9) 16:59 (9) 18:00 (9) 17:22 (9)

0:18:00 (10) 0:33:39 (10) 0:49:41 (10) 1:07:37 (10) 1:26:09 (10) 1:44:11 (10)

中学女子 (10) 18:00 (10) 15:39 (10) 16:02 (6) 17:56 (10) 18:32 (10) 18:02 (10)

上田そあ

10 31
立川一中バドミントン部Ａ

1:44:11

渡邉あいり 白井ありさ 工藤楠未 白石莉胡 後藤明香里 桒田なつみ

9 32
立川一中バドミントン部B

1:41:18

田沼ゆず 市川明穏 福島恵麻 岩本恋瑚 新谷梨乃

石川寧々

8 24
立川第三中学校陸上部女子B

1:36:23

大賀姫莉 野口結花 五十嵐玲 野田凜 丸山友里花 広本藍花

7 26
立川第六中　女子バスケットボール部

1:35:29

三澤舞花 中野和奏 坂本梨緒 坂本菜緒 東結愛

田村真桜

6 21
立川六中・陸上競技部(女)

1:34:34

ハマダ伊緒菜 山田紗楓 池渕志保 八島日和 臼井美喜 鈴木結衣

5 30
立川五中B

1:34:07

高野南歩 青木愛実 川合遥菜 鳴嶋沙南 甲野結愛

3 23
立川第三中学校陸上部女子A

1:29:03

北岡優里 向田愛美 清水奏葉 古瀬愛菜美 酒井麻結

2 25
立川二中駅伝チーム

1:26:58

武田さくら 若松菜々子 髙木理緒 濡髪美咲 有森満音

順位 No. チーム名 総合記録

1区（3.2km） 2区（3.2km） 3区（3.2km） 4区（3.2km）

渡邉心

1 29 1:25:20
立川五中Ａ

村上咲海 久保美陽菜 橘川愛美 川崎慶乃 白坂結衣

藤田菜々

区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録

5区（3.2km） 6区（3.2km）

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

通過タイム 通過タイム 通過タイム 通過タイム 通過タイム 通過タイム

佐藤麻衣

増田有沙

4 22
立川一中

1:29:20

木村美零 早坂茉実子 徳山未夢 三島由貴 青木宥伽


