
第33回 選抜女子駅伝北九州大会（高校の部）
  日　　時／２０２２年１月２３日（日）午前１０時１０分スタート
  コ ー ス／小倉城歴史の道→浅生通り→八幡東前田→折り返し（６区間27.2km）
■主　　催／北九州市･(一財)北九州市陸上競技協会･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)北九州市スポーツ協会

■特別協賛／ＴＯＴＯ株式会社 *** 駅伝ﾃﾞｰﾀ処理 Ver.12.3 ***

区  間(距離)  
順 　 　 　  

区間賞 松本　明莉 道清　愛紗 石松　愛朱加 柳井　桜子 柳樂　あずみ 中才　茉子  
(筑紫女学園) (須磨学園) (須磨学園) (大阪薫英女学院) (筑紫女学園) (筑紫女学園) 記　　録

位 チーム名     17分23秒 <新>12分06秒     12分36秒     12分18秒 <新>18分56秒     14分48秒  
　 　 　  

[22] 松本　明莉 西山　英莉 市川　碧花 有川　ひなの 柳樂　あずみ 中才　茉子

1 筑 紫 女 学 園 (1) 0:17:23 (2)  0:29:58 (1)  0:42:45 (1)  0:55:07 (1)  1:14:03 (1)  1:28:51 1時間28分51秒

[福岡] (1) 17:23 (4) 12:35 (3) 12:47 (2) 12:22 (1) 新 18:56 (1) 14:48

[23] 西澤　茉鈴 明貝　菜乃羽 石黒　碧海 柳井　桜子 水本　佳菜 向井　友希

2 大 阪 薫 英 女 学 院 (4) 0:17:39 (5)  0:30:21 (3)  0:43:02 (2)  0:55:20 (2)  1:14:35 (2)  1:29:37 1時間29分37秒

[大阪] (4) 17:39 (6) 12:42 (2) 12:41 (1) 12:18 (2) 19:15 (2) 15:02

[25] 田村　優芽 道清　愛紗 石松　愛朱加 生田　翠 大西　文香 福永　愛実

3 須 磨 学 園 (9) 0:18:10 (4)  0:30:16 (2)  0:42:52 (3)  0:55:30 (3)  1:15:52 (3)  1:31:09 1時間31分09秒

[兵庫] (9) 18:10 (1) 新 12:06 (1) 12:36 (4) 12:38 (5) 20:22 (4) 15:17

[29] 西村　美月 境田　百花 境田　萌花 本田　心七海 濵﨑　莉央 山田　明佳

4 千 原 台 (3) 0:17:35 (3)  0:30:08 (4)  0:43:10 (4)  0:55:39 (4)  1:16:03 (4)  1:31:16 1時間31分16秒

[熊本] (3) 17:35 (3) 12:33 (4) 13:02 (3) 12:29 (6) 20:24 (3) 15:13

[24] 太田　咲雪 細谷　愛子 瀨川　藍 西澤　楓 村松　結 林　美怜

5 立 命 館 宇 治 (6) 0:17:43 (1)  0:29:57 (5)  0:43:32 (5)  0:56:23 (5)  1:16:12 (5)  1:31:30 1時間31分30秒

[京都] (6) 17:43 (2) 12:14 (7) 13:35 (5) 12:51 (4) 19:49 (5) 15:18

[30] 下森　美咲 西田　美乃里 江藤　杏梨 良永　ゆら 野田　真理耶 石井　蒼彩　

6 北 九 州 市 立 (7) 0:17:47 (7)  0:30:37 (6)  0:44:00 (7)  0:57:39 (6)  1:17:01 (6)  1:32:33 1時間32分33秒

[福岡] (7) 17:47 (7) 12:50 (5) 13:23 (8) 13:39 (3) 19:22 (6) 15:32

[38] 白木　ひなの 石本　翔凪 田所　纏 間﨑　心仁 吉松　真穂 西村　春陽

7 山 田 (5) 0:17:42 (6)  0:30:36 (7)  0:44:01 (6)  0:57:15 (7)  1:17:40 (7)  1:34:04 1時間34分04秒

[高知] (5) 17:42 (8) 12:54 (6) 13:25 (6) 13:14 (7) 20:25 (9) 16:24

[39] 三原　加琳 宮内　結愛 五反田　絵里香 清水　マリン 谷門　光莉 山中　智花

8 鳳 凰 (10) 0:18:15 (10)  0:31:32 (9)  0:45:43 (9)  0:59:07 (9)  1:20:41 (8)  1:36:47 1時間36分47秒

[鹿児島] (10) 18:15 (10) 13:17 (8) 14:11 (7) 13:24 (9) 21:34 (7) 16:06

[35] 奥本　菜瑠海 持田　亜姫 池田　未來 青田　光央 樋口　美桜 坪島　さくら

9 興 譲 館 (2) 0:17:32 (8)  0:31:05 (8)  0:45:16 (8)  0:58:57 (8)  1:19:50 (9)  1:36:47 1時間36分47秒

[岡山] (2) 17:32 (11) 13:33 (8) 14:11 (9) 13:41 (8) 20:53 (10) 16:57

[34] 河本　乙花 ﾑﾝﾌｻｲﾊﾝ･ﾉﾐﾝ 山下　甘紅香 田川　雪菜 濱上　小杏実 土橋　心暖

10 鳥 取 城 北 (11) 0:19:21 (11)  0:31:58 (11)  0:46:55 (11)  1:01:16 (11)  1:23:07 (10)  1:39:21 1時間39分21秒

[鳥取] (11) 19:21 (5) 12:37 (10) 14:57 (10) 14:21 (10) 21:51 (8) 16:14

[45] 武田　胡春 池主　茉弥 南　凛風 伊崎　由蘭 永吉　愛佳 吉田　純梨

11 北 九 州 市 高 校 選 抜 (8) 0:18:05 (9)  0:31:14 (10)  0:46:16 (10)  1:00:47 (10)  1:22:57 (11)  1:40:16 1時間40分16秒

[福岡] (8) 18:05 (9) 13:09 (11) 15:02 (11) 14:31 (11) 22:10 (11) 17:19

17分13秒 12分10秒 19分02秒 14分24秒 【大会記録】
過去最高記録 池田　朱里 久保心優･三原梓 鳥居　　華 黒川　円佳 1時間28分24秒

(筑紫女学園) (神村学園)(立命館宇治) (新コース) (新コース) (神村学園) (神村学園) (神村学園)
第31回 第31回 第31回 第31回 第31回

第6区(4.5km)第1区(5.3km) 第2区(3.8km) 第3区(3.9km) 第4区(3.8km) 第5区(5.9km)


