
順位 チーム名 総合タイム

1 宇都宮文星女 1:12'03" <1> 19.56 <1> 14.03 <1> 10.08 <1> 10.17 <1> 17.39
<1> 33.59 <1> 44.07 <1> 54.24 <1> 1.12.03

2 那須拓陽 1:15'15" <2> 21.17 <2> 14.21 <2> 10.32 <3> 10.46 <3> 18.19
<2> 35.38 <2> 46.10 <2> 56.56 <2> 1.15.15

3 國學院栃木 1:18'28" <6> 22.59 <4> 15.09 <4> 11.20 <2> 10.44 <2> 18.16
<6> 38.08 <6> 49.28 <3> 1.00.12 <3> 1.18.28

4 白鴎大足利 1:19'52" <3> 21.22 <5> 15.37 <5> 11.37 <4> 11.46 <5> 19.30
<3> 36.59 <3> 48.36 <4> 1.00.22 <4> 1.19.52

5 小山南 1:23'24" <4> 21.36 <6> 16.24 <3> 11.17 <9> 14.45 <4> 19.22
<5> 38.00 <4> 49.17 <6> 1.04.02 <5> 1.23.24

6 真岡女 1:23'44" <5> 22.43 <3> 14.48 <6> 11.48 <6> 13.29 <7> 20.56
<4> 37.31 <5> 49.19 <5> 1.02.48 <6> 1.23.44

7 宇都宮女 1:29'54" <7> 23.51 <7> 16.41 <8> 13.48 <8> 14.40 <6> 20.54
<7> 40.32 <7> 54.20 <7> 1.09.00 <7> 1.29.54

8 大田原女 1:34'00" <8> 25.06 <9> 18.09 <9> 13.53 <7> 14.03 <9> 22.49
<8> 43.15 <9> 57.08 <9> 1.11.11 <9> 1.34.00

ｵｰﾌﾟﾝ 合同 1:30'31" <9> 26.07 <8> 18.07 <7> 12.49 <5> 12.29 <8> 20.59
<9> 44.14 <8> 57.03 <8> 1.09.32 <8> 1.30.31

上段:区間成績　下段:累計成績

令和4年度女子第37回栃木県高校駅伝競走大会記録表 開催日: 2022年11月3日
1 区
6km

2 区
4.0975km

3 区
3km

4 区
3km

5 区
5km

粕谷 雫(2) 渡邊 怜菜(1) 蓬田 梨世蘭(3) 山田 未唯(3)深澤 雫月(2)

西田 真花(3) 髙久 虹彩(2) 吉葉 咲良(2) 渡辺 萌乃佳(3)

一場 咲那(3) 青木 歩乃瑠(3) 大嶋 妃奈乃(2) 立川 千聖(3)

吉田 芹梨(3) 廣瀬 莉緒(2) 宇賀神 向日葵(3) 小野 心愛(3)

間中 美結(2) 桑原 あみか(3) 椎名 美友(2) 福井 紅音(2)

長島 結衣(2) 藤原 香凛(3) 岡本 夏奈(1) 秋田 梨々子(1)

村上 果蓮(2)

塚田 ひかり(黒磯1) 白水 ゆづさ(小山1)

石下 瑠華(1)

八木 ひとみ(2)

澤井 望乃(3)

松本 芽久(2)

宮崎 絢香(1) 鈴木 真凛(2) 黒崎 ゆな(1)

西松 花歩(高専2) 舟生 靖菜(烏山3)

石川 実鈴(1) 國井 桃花(2) 種元 理桜(2) 戸田 愛大(2)

菊地 ひな(1)

池田 結菜(2)

癸生川 美姫(小山2)

恒吉 優希(2)


