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第18回福井県駅伝選手権大会

令和2年度福井県高等学校駅伝競走大会　第65回都市対抗駅伝競走大会

主催：福井県高等学校体育連盟(高校)　一般財団法人福井陸上競技協会(都市)

鯖江市つつじハーフマラソンコース(207110)

日付:2020-11-1 最終コール:10:25 競技開始:10:40

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム １区 ２区 ３区 ４区 ５区
6km 4.0975km 3km 3km 5km

1 1:13:44 4 鯖江 道屋 瑠美奈(3) 藤田 百詠(3) 山口 晏音衣(1) 末本 愛菜(2) 酒井 心希(1)
ﾐﾁﾔ ﾙﾐﾅ ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ ｽｴﾓﾄ ﾏﾅ ｻｶｲ ｺｺﾈ

(2) 21:03 (2) 35:21 (1) 45:42 (1) 55:58 (1) 1:13:44
(2) 21:03 (2) 14:18 (1) 10:21 (1) 10:16 NSR (1) 17:46

2 1:20:01 5 美方 佐藤 鳳羽(1) 高原 さくら(3) 齋藤 花音(1) 仲上 碧美(2) 桶野 想乃(1)
ｻﾄｳ ﾌｳﾜ ﾀｶﾊﾗ ｻｸﾗ ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾋﾞﾙ ｵｹﾉ ｺｺﾉ

(1) 20:42 (1) 34:43 (2) 45:50 (2) 58:24 (2) 1:20:01
(1) 20:42 (1) 14:01 (2) 11:07 (3) 12:34 (6) 21:37

3 1:23:17 1 大野 松井 美咲(2) 寺坂 咲紀(2) 堀 真由子(2) 今井 望遥(1) 山 菜々子(2)
ﾏﾂｲ ﾐｻｷ ﾃﾗｻｶ ｻｷ ﾎﾘ ﾏﾕｺ ｲﾏｲ ﾐﾊﾙ ﾔﾏ ﾅﾅｺ

(5) 22:51 (4) 39:41 (4) 51:40 (3) 1:04:03 (3) 1:23:17
(5) 22:51 (4) 16:50 (3) 11:59 (2) 12:23 (3) 19:14

4 1:24:10 3 敦賀気比 川端 案花里(3) 竹中 穂花(1) 水原 愛依(1) 山口 桃花(2) 松本 実咲(1)
ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｶﾘ ﾀｹﾅｶ ﾎﾉｶ ﾐｽﾞﾊﾗ ｱｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻｷ
(4) 22:43 (3) 38:38 (3) 50:57 (4) 1:05:17 (4) 1:24:10
(4) 22:43 (3) 15:55 (4) 12:19 (9) 14:20 (2) 18:53

5 1:29:36 7 武生 前田 優花(1) 小林 日向(1) 加藤 みるく(1) 辻子 華乃音(2) 中西 智早希(1)
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ ｶﾄｳ ﾐﾙｸ ﾂｼﾞｺ ｶﾉﾝ ﾅｶﾆｼ ﾁｻｷ
(6) 23:50 (7) 42:24 (6) 54:57 (6) 1:08:29 (5) 1:29:36
(6) 23:50 (8) 18:34 (5) 12:33 (6) 13:32 (4) 21:07

6 1:30:31 6 敦賀 野村 いちご(2) 高山 愛香(2) 宮松 志希(1) 山岸 沙也加(2) 宮本 さくら(3)
ﾉﾑﾗ ｲﾁｺﾞ ﾀｶﾔﾏ ｱｲｶ ﾐﾔﾏﾂ ｼｷ ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ ﾐﾔﾓﾄ ｻｸﾗ
(3) 22:32 (5) 40:43 (5) 54:16 (5) 1:08:06 (6) 1:30:31
(3) 22:32 (7) 18:11 (9) 13:33 (7) 13:50 (7) 22:25

7 1:32:38 9 福井商 増永 日彩(2) 中嶋 偲月(1) 大久保 凛(1) 油谷 有希乃(2) 山本 莉沙(1)
ﾏｽﾅｶﾞ ﾋｲﾛ ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾂﾞｷ ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝ ｱﾌﾞﾗﾔ ﾕｷﾉ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ
(9) 26:47 (8) 44:27 (8) 57:54 (8) 1:11:11 (7) 1:32:38
(9) 26:47 (5) 17:40 (8) 13:27 (5) 13:17 (5) 21:27

8 1:33:42 10 高志 水野 夏波(2) 田中 花(2) 谷口 亜里紗(1) 谷口 葵梨(1) 大坂 陽菜(1)
ﾐｽﾞﾉ ｶﾅﾐ ﾀﾅｶ ﾊﾅ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾘｻ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｲﾘ ｵｵｻｶ ﾋﾅ
(7) 24:36 (6) 42:20 (7) 56:30 (7) 1:10:35 (8) 1:33:42
(7) 24:36 (6) 17:44 (10) 14:10 (8) 14:05 (9) 23:07

9 1:36:00 2 若狭 石田 亜希(1) 藤井 心菜(2) 武野 天音(1) 和多田 弥憂(1) 森見 茉奈(2)
ｲｼﾀﾞ ｱｷ ﾌｼﾞｲ ｺｺﾅ ﾀｹﾉ ｱﾏﾈ ﾜﾀﾀﾞ ﾐﾕｳ ﾓﾘﾐ ﾏﾅ

(8) 26:30 (9) 46:03 (9) 59:03 (9) 1:12:12 (9) 1:36:00
(8) 26:30 (10) 19:33 (6) 13:00 (4) 13:09 (10) 23:48

10 1:36:29 8 藤島 小野 晶咲(1) 斉藤 楓果(1) 関野 彩葉(1) 玉木 希(1) 石村 日彩(1)
ｵﾉ ｱｷｻ ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ ｾｷﾉ ｲﾛﾊ ﾀﾏｷ ﾉｿﾞﾐ ｲｼﾑﾗ ﾋｲﾛ

(10) 27:00 (10) 46:05 (10) 59:30 (10) 1:13:59 (10) 1:36:29
(10) 27:00 (9) 19:05 (7) 13:25 (10) 14:29 (8) 22:30

11 羽水
DNS

１区 ２区 ３区 ４区 ５区
6km 4.0975km 3km 3km 5km

区間記録 八木　絵里(美方) 齋藤　菜摘(鯖江) 真柄　　碧(美方) 橋本はなえ(美方) 平井　　恵(美方)
                                                            

19:54 13:51 10:05 10:19 16:45

DNS:欠    場/ NSR…区間新記録


