
第30回記念 選抜女子駅伝北九州大会（一般の部）
  コ ー ス／小倉城歴史の道→浅生通り→長崎街道曲里の松並木前(東曲里)→折り返し（５区間32.7km）
■主　　催／(一財)福岡陸上競技協会･北九州市･北九州市教育委員会･毎日新聞社･RKB毎日放送･ｽﾎﾟｰﾂﾆｯﾎﾟﾝ新聞社
■後　　援／九州陸上競技協会･九州実業団陸上競技連盟･福岡県･福岡県教育委員会･(公財)北九州市体育協会
■特別協賛／ＴＯＴＯ株式会社 *** 駅伝ﾃﾞｰﾀ処理 Ver.11.0 ***

区  間(距離)  
順 　 　  

区間賞 西脇    舞 シュル・ブロ 猿見田裕香 篠塚  麻衣 小原    怜  
(天満屋) (TOTO) (ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ) (ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ) (天満屋) 記　　録

位 チーム名     13分52秒     18分58秒     17分14秒     19分14秒     36分33秒  
　 　  

[8] 西脇    舞 谷本  観月 松下  菜摘 三宅  紗蘭 小原    怜

1 天 満 屋 (1) 0:13:52 (2)  0:33:13 (1)  0:50:34 (1)  1:09:59 (1)  1:46:32 1時間46分32秒

[岡山] (1) 13:52 (3) 19:21 (2) 17:21 (2) 19:25 (1) 36:33

[2] 由水  沙季 伊澤菜々花 猿見田裕香 篠塚  麻衣 青山  瑠衣

2 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ (2) 0:14:10 (4)  0:34:06 (2)  0:51:20 (2)  1:10:34 (2)  1:48:11 1時間48分11秒

[千葉] (2) 14:10 (5) 19:56 (1) 17:14 (1) 19:14 (3) 37:37

[6] 金丸  清香 森田  香織 森    磨皓 森田  詩織 堀    優花

3 パ ナ ソ ニ ッ ク (6) 0:14:35 (3)  0:33:47 (3)  0:51:25 (3)  1:11:44 (3)  1:48:43 1時間48分43秒

[神奈川] (6) 14:35 (2) 19:12 (3) 17:38 (3) 20:19 (2) 36:59

[10] 戸田  朱音 髙谷  愛奈 加藤詩帆加 室伏  香音 岡本奈々依

4 大 阪 学 院 大 学 (3) 0:14:11 (6)  0:34:13 (6)  0:52:14 (4)  1:12:45 (4)  1:51:57 1時間51分57秒

[大阪] (3) 14:11 (6) 20:02 (5) 18:01 (4) 20:31 (4) 39:12

[9] 小原  諒子 髙木  結加 松枝  未代 石井  里佳 安藤  有沙

5 鹿 児 島 銀 行 (5) 0:14:33 (5)  0:34:09 (4)  0:51:57 (5)  1:13:10 (5)  1:53:17 1時間53分17秒

[鹿児島] (5) 14:33 (4) 19:36 (4) 17:48 (5) 21:13 (5) 40:07

[1] 一  紋野女 シュル・ブロ 前之原瑠衣 黒田  純菜 本田  純麗

6 TOTO (4) 0:14:12 (1)  0:33:10 (5)  0:51:58 (6)  1:13:47 (6)  1:54:29 1時間54分29秒

[福岡] (4) 14:12 (1) 18:58 (6) 18:48 (6) 21:49 (6) 40:42

[11] 大内  もか 森    歩美 西尾  咲良 松村  悠香 竹川ひなの

7 北 九 州 市 一 般 選 抜 (7) 0:14:40 (7)  0:35:56 (7)  0:55:34 (7)  1:18:11 (7)  1:59:56 1時間59分56秒

[福岡] (7) 14:40 (7) 21:16 (7) 19:38 (7) 22:37 (7) 41:45

12分59秒 18分11秒 15分58秒 18分49秒 35分22秒 【大会記録】

過去最高記録 小林祐梨子 K.ｾﾘｰ.ﾁｪﾋﾟｴｺﾞ 増田裕美･宮内宏子 野田頭美穂 福士加代子 1時間43分49秒

(豊田自動織機) (九電工) (沖電気宮崎･OKI) (ワコール) (ワコール) (沖電気宮崎)

第20回 第24･25回 第7･18回 第15回 第17回 第７回

第1区(4.3km) 第2区(5.9km) 第3区(5.1km) 第4区(6.0km) 第5区(11.4km)


