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No 高校名 １　区 ２　区 ３　区 ４　区 ５　区

1 大阪薫英女学院 大阪 西澤茉鈴(2) 薮谷奈瑠(2) 向井友希(1) 原田彩花(1) 石黒碧海(2)

2 立命館宇治 京都 池田悠音(1) 瀨川藍(2) 細谷愛子(2) 深田望友(1) 西澤楓(1)

5 学法石川 福島 平尾暁絵(2) 岡本可蓮(1) 三科文(2) 岩崎麻知子(2) 山田桃子(1)

8 豊川 愛知 吉田莉帆(2) 渡邉悠希菜(1) 野村通子(1) 林那優(2) 森彩純(2)

12 旭川龍谷 北海道 中野芽衣(1) 工藤凜果(2) 石川苺(2) 益塚稀(1) 本田愛咲緋(1)

14 健大高崎 群馬 赤井月(1) 秀島ひなた(1) 矢野愛依(1) 萩原紗菜(1) 藍原莉麻菜(1)

16 埼玉栄 埼玉 田中希実(2) 椙山恵衣(2) 手島碧(2) 岩淵光希(1) 大鐘心美(2)

18 本庄第一 埼玉 松田有加(1) 神庭陽菜(2) 神谷咲希(2) 黒田彩乃(2) 高木妃菜(2)

19 市立柏 千葉 増田向日葵(2) 関口歩花(1) 荏原羽珠(2) 関円来(2) 上岡紗彩(2)

21 流経大柏 千葉 瓜生晴(1) 三宅優姫(1) 川田あかり(1) 徳竹琉月(2) 大和久梨帆(1)

22 駒大高 東京 瀧本有杏(1) 小柳もも(1) 伊藤実生(1) 吉岡礼葉(1) 川上莉央(1)

23 川崎市立橘 神奈川 黒葛真愛(1) 髙橋心那(1) 小倉紘(2) 西舘瑠奈(2) 橋爪彩夏(2)

25 三浦学苑 神奈川 松浦陽菜(1) 高橋夏美(1) 田口愛栞(1) 杉本桃香(1) 村上りの(1)

27 帝京長岡 新潟 木之内絵里(2) 金子けいな(1) 村山愛純美(1) 相浦小姫(1) 村松華來(2)

28 十日町 新潟 山田寿々菜(1) 福原陽(2) 村山愛美沙(2) 中島ひな子(2) 南雲穂香(2)

29 新潟第一 新潟 小林日香莉(2) 和田鈴帆(2) 鈴木結菜(2) 樋口直央(1) 川野歩莉(1)

32 鯖江 福井 山口晏音衣(2) 堀結葉(1) 酒井心希(2) 櫻井桃菜(2) 西崎光稀(2)

33 東海大翔洋 静岡 田中海優(1) 伊東未来音(1) 千葉妃華(2) 甲斐美波(1) 橋川佳奈(1)

34 常葉大菊川 静岡 安藤愛華(1) 赤堀華(1) 市川梨愛(2) 松永美空(2) 民谷玲奈(1)

35 浜松工 静岡 米倉南実(1) 安井友真里(1) 鈴木茜(2) 濵井未羽(2) 齋藤真吏亜(2)

36 愛知 愛知 前田彩花(2) 柴田桃花(1) 入山ひなの(2) 山本理乃(1) 小嶋聖來(1)

37 岡崎城西 愛知 甲斐琴乃(2) 武藤苺花(1) 林愛望(2) 谷口晴菜(2) 上別府七実(2)

40 大垣日大 岐阜 伊藤花香(1) 浅川鈴(1) 柳原麻央(1) 野坂和奏(2) 黒原優香(1)

41 県岐阜商 岐阜 近澤里奈(1) 杉江愛音(1) 松波伶奈(1) 若尾桜(2) 森田響(2)

42 美濃加茂 岐阜 田坂望愛(2) 瀬木彩花(2) 松原実柑(1) 三島柚姫(2) 長谷川蘭菜(1)

43 草津東 滋賀 大久保楓香(2) 新井乃愛(1) 新井叶愛(1) 石橋未愛(1) 山地心寧(2)

44 滋賀短大附 滋賀 竹内聖奈(1) 小森芽生(2) 西こゆき(1) 神山仁衣奈(1) 岩田琴羽(1)

47 京都光華 京都 若井彩栞(2) 木村爽風(2) 村井美郁(2) 中村百合花(2) 小出英奈(2)

50 智辯カレッジ 奈良 岡本藍里(1) 縄田雅(2) 福井実夏(2) 嶌田咲希(1) 梅本温加(1)

53 神村学園 鹿児島 田島愛梨(2) 沖田萌々(2) カリバカロライン(1) 上野優月(2) 西川歩夏(2)

54 北信合同 長野(合) 宮沢沙耶乃(1) 丸山亜鐘(1) 小林ほの花(2) 風間和佳(2) 牛山絢心(1)

55 中信合同 長野(合) 辻芽衣(1) 林愛音(1) 近藤美波(1) 小林瑞希(2) 星野沙羅(1)

56 長野東 長野 名和夏乃子(1) 牧内大華(1) 村岡美玖(2) 赤羽真衣佳(2) 仁科玲美(2)

57 長野日大 長野 岡田紅愛(1) 阿部優杏(2) 岡田由愛(1) 北沢凜夏(2) 田中桜萊(1)

58 伊那西 長野 森脇光砂(2) 埋橋凜(2) 滝沢初寧(2) 宮澤真里奈(1) 小林美穂(1)

60 上田 長野 玉井南帆(2) 矢嶋佑希(1) 滝澤舞(1) 鈴木菜生(2) 下島佳純(2)

61 松本国際 長野 小嶋楓來(2) 征矢珠々(1) 林眞由莉(1) 竹川明希(1) 中谷春香(1)

女子第38回春の高校伊那駅伝2022　オーダー表



列 レーン No.C 学校名 列 レーン No.C 学校名
1 1 大阪薫英女学院 25 22 駒大高
2 2 立命館宇治 26 19 市立柏
3 5 学法石川 27 27 帝京長岡
4 8 豊川 28 35 浜松工
5 56 長野東 29 18 本庄第一
6 57 長野日大 30 60 上田
7 58 伊那西 31 29 新潟第一
8 53 神村学園 32 34 常葉大菊川
9 12 旭川龍谷 33 47 京都光華

10 16 埼玉栄 34 37 岡崎城西
11 42 美濃加茂 35 44 滋賀短大附
12 50 智辯カレッジ 36 55 中信合同
13 28 十日町 37 33 東海大翔洋
14 32 鯖江
15 43 草津東
16 41 県岐阜商
17 23 川崎市立橘
18 40 大垣日大
19 61 松本国際
20 21 流経大柏
21 36 愛知
22 25 三浦学苑
23 54 北信合同
24 14 健大高崎
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