
順位 チーム名 総合タイム

1 ＡＴ・ＳＴＡＲＳ（高萩市） 36'29" (5) 8.40 (1) 6.58 (2) 6.57 (1) 7.08 (1) 6.46
(2) 15.38 (1) 22.35 (1) 29.43 (1) 36.29

2 水戸市陸上（水戸市） 37'33" (4) 8.39 (2) 7.01 (4) 7.13 (2) 7.21 (2) 7.19
(3) 15.40 (2) 22.53 (2) 30.14 (2) 37.33

3 茨城町ミニバス（茨城町） 38'31" (3) 8.33 (9) 7.20 (3) 7.04 (10) 7.48 (12) 7.46
(5) 15.53 (3) 22.57 (3) 30.45 (3) 38.31

4 東少年バドミントン（石岡市） 38'47" (2) 8.16 (6) 7.14 (9) 7.35 (16) 8.17 (4) 7.25
(1) 15.30 (4) 23.05 (5) 31.22 (4) 38.47

5 長堀ミニバス（ひたちなか市） 39'04" (8) 8.50 (8) 7.17 (8) 7.33 (12) 7.57 (5) 7.27
(6) 16.07 (6) 23.40 (7) 31.37 (5) 39.04

6 堀口ミニバス（ひたちなか市） 39'05" (6) 8.40 (4) 7.06 (10) 7.40 (8) 7.46 (16) 7.53
(4) 15.46 (5) 23.26 (4) 31.12 (6) 39.05

7 常陸大宮フェアリーズ（常陸大宮市） 39'07" (7) 8.43 (11) 7.33 (6) 7.32 (7) 7.43 (8) 7.36
(9) 16.16 (7) 23.48 (6) 31.31 (7) 39.07

8 常磐ミニバス（水戸市） 39'09" (11) 9.07 (7) 7.16 (12) 7.49 (3) 7.28 (6) 7.29
(11) 16.23 (10) 24.12 (8) 31.40 (8) 39.09

9 日立陸上クラブ（日立市） 39'13" (15) 9.22 (10) 7.26 (6) 7.32 (4) 7.30 (3) 7.23
(12) 16.48 (11) 24.20 (10) 31.50 (9) 39.13

10 附属ミニバス（水戸市） 39'17" (13) 9.08 (5) 7.12 (11) 7.44 (6) 7.37 (8) 7.36
(10) 16.20 (8) 24.04 (9) 31.41 (10) 39.17

11 佐野ミニバス（ひたちなか市） 39'28" (1) 8.13 (13) 7.57 (16) 8.11 (5) 7.33 (7) 7.34
(7) 16.10 (12) 24.21 (11) 31.54 (11) 39.28

12 田彦ミニバス（ひたちなか市） 40'01" (14) 9.12 (2) 7.01 (13) 7.52 (14) 8.07 (15) 7.49
(8) 16.13 (9) 24.05 (12) 32.12 (12) 40.01

13 渡里ミニバス（水戸市） 40'16" (16) 9.23 (18) 8.25 (1) 6.55 (8) 7.46 (13) 7.47
(17) 17.48 (13) 24.43 (13) 32.29 (13) 40.16

14 寿ミニバス（水戸市） 40'45" (12) 9.07 (17) 8.14 (5) 7.30 (15) 8.09 (11) 7.45
(15) 17.21 (14) 24.51 (14) 33.00 (14) 40.45

15 あおいＪｒ．（常陸太田市） 40'58" (10) 8.58 (16) 8.03 (17) 8.13 (13) 8.00 (10) 7.44
(14) 17.01 (15) 25.14 (15) 33.14 (15) 40.58

16 久慈（日立市） 41'50" (17) 9.25 (15) 8.02 (15) 8.06 (17) 8.19 (17) 7.58
(16) 17.27 (17) 25.33 (16) 33.52 (16) 41.50

17 内原ミニバス（水戸市） 42'05" (9) 8.58 (14) 7.58 (18) 8.24 (18) 8.58 (13) 7.47
(13) 16.56 (16) 25.20 (17) 34.18 (17) 42.05

18 高野ミニバス（ひたちなか市） 44'39" (20) 10.48 (12) 7.44 (14) 7.56 (19) 9.18 (21) 8.53
(18) 18.32 (18) 26.28 (18) 35.46 (18) 44.39

19 外野ソフト（ひたちなか市） 46'23" (21) 11.31 (19) 8.38 (21) 10.00 (11) 7.56 (19) 8.18
(21) 20.09 (21) 30.09 (19) 38.05 (19) 46.23

20 ひたちなか女子（ひたちなか市） 46'32" (19) 10.29 (21) 9.34 (19) 9.09 (20) 9.20 (18) 8.00
(20) 20.03 (20) 29.12 (20) 38.32 (20) 46.32

21 ＪＶＣ水戸（水戸市） 47'44" (18) 10.19 (20) 8.44 (20) 9.54 (21) 10.05 (20) 8.42
(19) 19.03 (19) 28.57 (21) 39.02 (21) 47.44

上段:区間成績 下段:累計成績

平成２８年度第３３回茨城県スポーツ少年団駅伝競走大会＜女子＞記録表 開催日: 2016/12/3
1 区 2 区 3 区 4 区 5 区
2km 1.6km 1.6km 1.6km 1.6km

蛭田 百花 友部 愛唯 二反田瑞希 大高 輝 早川 来未

竹本 歩莉 関 光琉 村井 友音 西野和香菜 竹中 陽

堀 未沙紀 江橋 萌愛 金子 凜 黒崎 凛 皆塚美沙都

谷川 夢奈 須﨑 沙織 小沼 鈴奈 草間 優衣 岡野 優

大森 千鶴 羽野理恵子 橋本 梨帆 湯原まりん 野﨑 聖羽

大谷美希菜 大谷絵里菜 高野 深優 冨田菜乃巴 久保田彩葉

住谷 知華 大津 遥夏 疋田 彩寧 相原 百華 工藤 咲輝

江幡 美玖 石井 春花 嶋崎 美月 石井 歩花 中庭 真綾

下田 優衣 水出 彩蘭 黒澤 凜 佐藤 南萌 山形 一華

廣瀬 葉優 坂本 流唯 加藤 彩花 加瀬友理佳 千田 結奈

中野 風夏 稲野辺裕彩 土屋 凜果 清水 瑚夏 稲田 望乃

川崎 奈穂 矢田部愛里 星野日向子 佐久間彩那 新橋 紗雪

橘 美優 小圷 真央 栁 里乃 後藤 凛 藤木 羅々

細谷穂乃佳 中村 林檎 伊勢島恵美 伊勢島 愛 大橋 心來

後藤帆乃華 飯島 蓮 生田目菜穂 青山 凜音 高崎 真綾

小貫 清流 高橋 芳充 大塚 悠乃 加藤 光咲 田所奈々美

大内 咲香 川野輪奈々 古橋 琉衣 小林 由 播田実沙恵

長塚 留衣 高平 結衣 吉本ひなた 西野 葵 岩渕 萠希

大森 麻由 小林 美良 江幡佳奈衣 松本 亜優 田中 礼華

高泉 羽菜 大見 桜 右近 優楓 久保田華奈 平山 綾乃

河野 友花 祖田真友子 上村 藍里 山崎ちえみ 榊��原 未空


