
第34回 選抜女子駅伝北九州大会（一般の部）
  日　　時／２０２３年１月２２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（５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 渡邊菜々美 ｴｳﾞｧ・ﾁｪﾛﾉ 森田  香織 猿見田裕香 唐沢  ゆり  
(パナソニック) (ＴＯＴＯ) (パナソニック) (ユニバーサルエンターテインメント) (九電工) 記　　録

位 チーム名 <新>16分55秒     11分34秒     12分42秒     11分53秒     34分30秒  
　 　  

[5] 渡邊菜々美 内藤早紀子 森田  香織 森田  詩織 中村  優希

1 パ ナ ソ ニ ッ ク (1) 0:16:55 (1)  0:28:59 (1)  0:41:41 (1)  0:53:42 (1)  1:28:14 1時間28分14秒

[神奈川] (1) 新 16:55 (3) 12:04 (1) 12:42 (2) 12:01 (2) 34:32

[2] 逸木和香菜 林田  美咲 森田  真帆 花房  百伽 唐沢  ゆり

2 九 電 工 (4) 0:17:20 (2)  0:29:20 (2)  0:42:16 (2)  0:54:18 (2)  1:28:48 1時間28分48秒

[福岡] (4) 17:20 (2) 12:00 (4) 12:56 (3) 12:02 (1) 34:30

[1] 大西    響 白石由佳子 鷲見  梓沙 猿見田裕香 髙木  結加

3 ユニバーサルエンターテインメント (5) 0:17:24 (6)  0:29:47 (3)  0:42:42 (3)  0:54:35 (3)  1:29:11 1時間29分11秒

[千葉] (5) 17:24 (6) 12:23 (3) 12:55 (1) 11:53 (3) 34:36

[4] 堤    好伽 秋山  祐妃 酒井  美玖 御﨑    舞 西田  留衣

4 肥 後 銀 行 (8) 0:18:00 (9)  0:30:46 (8)  0:43:38 (6)  0:55:59 (4)  1:31:04 1時間31分04秒

[熊本] (8) 18:00 (9) 12:46 (2) 12:52 (5) 12:21 (4) 35:05

[6] 川村    楓 小山  愛結 西尾  咲良 八木  美羽 青木  奈波

5 岩 谷 産 業 (3) 0:17:14 (4)  0:29:35 (4)  0:42:52 (4)  0:55:07 (5)  1:31:13 1時間31分13秒

[大阪] (3) 17:14 (5) 12:21 (6) 13:17 (4) 12:15 (6) 36:06

[8] 山下  彩菜 永長  里緒 中山  優奈 依田  来巳 佐藤  千紘

6 大 阪 学 院 大 学 (7) 0:17:58 (8)  0:30:21 (9)  0:44:02 (9)  0:56:26 (6)  1:31:38 1時間31分38秒

[大阪] (7) 17:58 (6) 12:23 (8) 13:41 (7) 12:24 (5) 35:12

[3] 大坪  沙代 ｴｳﾞｧ・ﾁｪﾛﾉ 前之原瑠衣 川下  玲奈 西永  菜津

7 Ｔ Ｏ Ｔ Ｏ (9) 0:18:01 (5)  0:29:35 (5)  0:42:53 (7)  0:56:15 (7)  1:32:30 1時間32分30秒

[福岡] (9) 18:01 (1) 11:34 (7) 13:18 (9) 13:22 (7) 36:15

[7] 日隈  彩美 松浦  亜依 水谷  陽菜 藤川    遥 山下  真央

8 キ ヤ ノ ン (6) 0:17:39 (7)  0:30:04 (6)  0:43:09 (5)  0:55:31 (8)  1:32:43 1時間32分43秒

[大分] (6) 17:39 (8) 12:25 (5) 13:05 (6) 12:22 (8) 37:12

[9] 日高  侑紀 嶋田  桃子 山口  真実 中尾  伽音 竹川ひなの

9 北 九 州 市 一 般 選 抜 (2) 0:17:10 (3)  0:29:20 (7)  0:43:26 (8)  0:56:21 (9)  1:36:19 1時間36分19秒

[福岡] (2) 17:10 (4) 12:10 (9) 14:06 (8) 12:55 (9) 39:58

16分56秒 11分22秒 12分40秒 11分48秒 32分56秒 【大会記録】
過去最高記録 宮田　梨奈 ﾛﾃｨｯﾁ･ｼﾞｬｸﾘｰﾝﾁｪﾌﾟｳｫｹﾞﾝ 松田　杏奈 和田　有菜 小原　　怜 1時間27分29秒

(九電工) (ＴＯＴＯ) (デンソー) (名城大) (天満屋) (デンソー)
第31回 第33回 第33回 第33回 第31回 第31回

第1区(5.3km) 第2区(3.8km) 第3区(3.9km) 第4区(3.8km) 第5区(10.4km)


