
第30回記念 選抜女子駅伝北九州大会（高校の部）
  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（６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 大西ひかり ﾊﾞｲﾚ・ｼﾝｼｱ 村松    灯 平田  歩弓 佐藤  千紘 髙田  晴香  
(須磨学園) (神村学園) (立命館宇治) (神村学園) (大阪薫英女学院) (大阪薫英女学院) 記　　録

位 チーム名     13分48秒 <新>18分07秒     17分01秒     19分25秒     16分30秒     21分47秒  
　 　 　  

[31] 中須  瑠菜 ﾊﾞｲﾚ・ｼﾝｼｱ 鳥居    華 平田  歩弓 野竹ゆめみ 中尾友梨奈
1 神 村 学 園 (3) 0:14:08 (1)  0:32:15 (1)  0:49:37 (1)  1:09:02 (1)  1:25:33 (1)  1:47:41 1時間47分41秒

[鹿児島] (3) 14:08 (1) 新 18:07 (3) 17:22 (1) 19:25 (2) 16:31 (3) 22:08
[21] 松室  真優 谷口  亜未 青木  彩帆 村尾  綾香 佐藤  千紘 髙田  晴香

2 大 阪 薫 英 女 学 院 (2) 0:14:02 (8)  0:34:26 (7)  0:51:58 (2)  1:11:48 (2)  1:28:18 (2)  1:50:05 1時間50分05秒
[大阪] (2) 14:02 (9) 20:24 (4) 17:32 (2) 19:50 (1) 16:30 (1) 21:47

[23] 平村  古都 相原  美咲 山際  夏芽 加藤  小雪 加藤  美咲 相原結芽子
3 世 羅 (4) 0:14:10 (5)  0:34:10 (6)  0:51:47 (3)  1:11:55 (4)  1:29:15 (3)  1:51:07 1時間51分07秒

[広島] (4) 14:10 (6) 20:00 (8) 17:37 (3) 20:08 (8) 17:20 (2) 21:52
[24] 山口  真実 酒井  美玖 松本  夢佳 野末  侑花 吉村    唯 日吉  鈴菜

4 北 九 州 市 立 (8) 0:14:25 (3)  0:33:57 (2)  0:50:59 (7)  1:12:37 (5)  1:29:34 (4)  1:51:54 1時間51分54秒
[福岡] (8) 14:25 (2) 19:32 (2) 17:02 (12) 21:38 (5) 16:57 (4) 22:20

[25] 高橋  栞奈 三原    梓 村松    灯 原田  楓奈 伊藤  美空 津熊  莉菜
5 立 命 館 宇 治 (7) 0:14:22 (4)  0:34:00 (3)  0:51:01 (6)  1:12:29 (6)  1:29:41 (5)  1:52:01 1時間52分01秒

[京都] (7) 14:22 (3) 19:38 (1) 17:01 (10) 21:28 (7) 17:12 (4) 22:20
[30] 大西ひかり 金山    琳 広内  来幸 後藤  藍子 松尾  瞳子 鯉田  優奈

6 須 磨 学 園 (1) 0:13:48 (2)  0:33:56 (4)  0:51:32 (4)  1:12:04 (3)  1:29:12 (6)  1:52:04 1時間52分04秒
[兵庫] (1) 13:48 (8) 20:08 (7) 17:36 (6) 20:32 (6) 17:08 (9) 22:52

[27] 紀野  愛実 神田  美沙 磯部  涼美 有田菜々美 足立  愛香 賀籠六里歩
7 大 分 東 明 (9) 0:14:32 (6)  0:34:10 (5)  0:51:43 (5)  1:12:10 (7)  1:29:52 (7)  1:52:51 1時間52分51秒

[大分] (9) 14:32 (3) 19:38 (6) 17:33 (4) 20:27 (9) 17:42 (11) 22:59
[33] 藤岡  加梨 菅田  雅香 松田  百代 梅﨑  可愛 川原  一文 中山  優奈

8 東 海 大 福 岡 (11) 0:14:51 (9)  0:34:39 (10)  0:52:56 (8)  1:13:24 (8)  1:30:15 (8)  1:53:08 1時間53分08秒
[福岡] (11) 14:51 (5) 19:48 (9) 18:17 (5) 20:28 (3) 16:51 (10) 22:53

[26] 舩木  千花 舩木  柚花 石松    空 沖谷  友奈 岡﨑  莉子 森廣  彩音
9 西 京 (5) 0:14:11 (10)  0:34:41 (8)  0:52:13 (9)  1:13:26 (9)  1:30:22 (9)  1:53:40 1時間53分40秒

[山口] (5) 14:11 (10) 20:30 (4) 17:32 (7) 21:13 (4) 16:56 (12) 23:18
[28] 野崎    光 田﨑  優理 小野  愛莉 若松  世奈 中野  好葉 尾籠さや香

10 宮 崎 日 大 (6) 0:14:18 (7)  0:34:24 (9)  0:52:50 (10)  1:14:10 (10)  1:32:08 (10)  1:54:34 1時間54分34秒
[宮崎] (6) 14:18 (7) 20:06 (10) 18:26 (9) 21:20 (12) 17:58 (6) 22:26

[32] 境田  真夕 栗原    泉 藤原  花音 藤村  光紀 畑野  心咲 松井    渚
11 千 原 台 (10) 0:14:34 (11)  0:35:08 (11)  0:53:43 (11)  1:15:18 (11)  1:33:08 (11)  1:57:05 1時間57分05秒

[熊本] (10) 14:34 (11) 20:34 (11) 18:35 (11) 21:35 (11) 17:50 (13) 23:57
[34] 枇杷  華愛 川上  望華 興梠  初奈 永吉  真織 橋本  玲菜 大久保穂香

12 北 九 州 市 選 抜 (13) 0:15:21 (13)  0:37:21 (13)  0:56:46 (13)  1:18:01 (12)  1:35:50 (12)  1:58:41 1時間58分41秒
[福岡] (13) 15:21 (13) 22:00 (12) 19:25 (8) 21:15 (10) 17:49 (8) 22:51

[29] 渡辺  夕奈 山口    遥 寺山  春菜 田中  愛夢 西野  天葉 山下    藍
13 佐 賀 清 和 (12) 0:15:03 (12)  0:36:19 (12)  0:55:53 (12)  1:17:59 (13)  1:36:13 (13)  1:58:45 1時間58分45秒

[佐賀] (12) 15:03 (12) 21:16 (13) 19:34 (13) 22:06 (13) 18:14 (7) 22:32
13分14秒 18分35秒 16分06秒 19分06秒 15分38秒 20分00秒 【大会記録】

過去最高記録 小林祐梨子 新谷　仁美 今田麻里絵 池内　彩乃 蔵原さやか 菅　華都紀 1時間45分52秒
(須磨学園) (興譲館) (戸畑商業) (立命館宇治) (熊本市立商業) (興譲館) (立命館宇治)
第17･18回 第16回 第18回 第22回 第8回 第22回 第24回

第1区(4.3km) 第2区(5.9km) 第3区(5.1km) 第4区(6.0km) 第5区(4.8km) 第6区(6.6km)


