
第第第第19191919回 選抜女子駅伝北九州大会回 選抜女子駅伝北九州大会回 選抜女子駅伝北九州大会回 選抜女子駅伝北九州大会（（（（一般一般一般一般のののの部部部部））））
  日　　時／２００８年１月２０日（日）午前１０時スタート
  コ ー ス／小倉城歴史の道→浅生通り→ホテルクラウンパレス北九州(曲里)折り返し（５区間32.8km）
■主　　催／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･(財)北九州市体育協会
■特別協賛／ＴＯＴＯ *** 駅伝ﾃﾞｰﾀ処理 Ver.7.3 ***

区  間(距離)
順  

区間賞  
記　　録

位 チーム名  
 

[12] 小林祐梨子 ｳｨﾝﾌﾘｰﾀﾞ･ｹﾊﾞｿ 宮崎　翔子 野原　優子 脇田　　茜

1 豊 田 自 動 織 機 (1) 0:13:09 (1) 0:31:50 (1) 0:47:55 (1) 1:07:50 (1) 1:44:58 1時間44分58秒

[千葉] (1) 13:09 (1) 18:41 (1) 16:05 (1) 19:55 (1) 37:08

[1] 黒木沙也花 西尾　麻耶 奥永　美香 橋本　尚子 ｷﾗｸﾞ･P･ﾜﾙｸﾞﾙ

2 九 電 工 (5) 0:13:46 (7) 0:33:18 (2) 0:49:27 (2) 1:09:45 (2) 1:47:32 1時間47分32秒

[福岡] (5) 13:46 (5) 19:32 (3) 16:09 (3) 20:18 (2) 37:47

[2] 甲斐みのり 中尾真理子 後藤　麻友 牟田崎　茜 宮内　宏子

3 Ｏ Ｋ Ｉ (6) 0:13:47 (4) 0:33:07 (4) 0:49:49 (4) 1:10:16 (3) 1:48:37 1時間48分37秒

[宮崎] (6) 13:47 (4) 19:20 (7) 16:42 (4) 20:27 (4) 38:21

[8] 谷　　奈美 那須川瑞穂 西濱　史菜 佐伯由香里 堀江　知佳

4
アルゼアスリートクラ

ブ (8) 0:13:50 (3) 0:33:04 (10) 0:50:27 (6) 1:10:57 (4) 1:48:52 1時間48分52秒

[千葉] (8) 13:50 (2) 19:14 (12) 17:23 (5) 20:30 (3) 37:55

[4] 阪本　奈々 西見　陽子 朝長菜津美 藤田　真弓 林　明佑美

5 十 八 銀 行 (11) 0:14:07 (10) 0:33:51 (5) 0:49:57 (3) 1:10:08 (5) 1:49:07 1時間49分07秒

[長崎] (11) 14:07 (8) 19:44 (2) 16:06 (2) 20:11 (7) 38:59

[11] 加納　由理 尾﨑　朱美 嶋原　清子 松尾　里美 吉田　香織

6 セ カ ン ド ウ ィ ン ド (2) 0:13:25 (2) 0:33:03 (3) 0:49:42 (5) 1:10:50 (6) 1:49:46 1時間49分46秒

[東京] (2) 13:25 (6) 19:38 (6) 16:39 (8) 21:08 (6) 38:56

[6] 山崎　里菜 大谷木　霞 中村　仁美 押山　秋絵 渡邊　美紀

7 パ ナ ソ ニ ッ ク (4) 0:13:43 (8) 0:33:46 (7) 0:50:06 (10) 1:11:28 (7) 1:50:15 1時間50分15秒

[神奈川] (4) 13:43 (11) 20:03 (4) 16:20 (9) 21:22 (5) 38:47

[3] 若月　一夏 横山　朋枝 森田　早苗 越智　純子 吉川　佳恵

8 Ｔ Ｏ Ｔ Ｏ (3) 0:13:32 (6) 0:33:13 (8) 0:50:16 (7) 1:11:22 (8) 1:50:33 1時間50分33秒

[福岡] (3) 13:32 (7) 19:41 (10) 17:03 (7) 21:06 (8) 39:11

[5] 矢野真里絵 三田　奈美 竹永　友美 内田　尚子 渡邊　裕子

9 デ オ デ オ (9) 0:14:02 (9) 0:33:48 (9) 0:50:24 (9) 1:11:28 (9) 1:50:51 1時間50分51秒

[広島] (9) 14:02 (9) 19:46 (5) 16:36 (6) 21:04 (9) 39:23

[9] 山口麻衣子 堀越　愛未 山口　実里 吉田　彩香 中代　　唯

10 ヤ マ ダ 電 機 (7) 0:13:49 (5) 0:33:08 (6) 0:50:00 (8) 1:11:23 (10) 1:50:52 1時間50分52秒

[群馬] (7) 13:49 (3) 19:19 (8) 16:52 (10) 21:23 (10) 39:29

[14] 岡部　桃子 金友めぐみ 山下めぐみ 安藤　悠子 濱嵜　智美

11 北 九 州 市 一 般 選 抜 (14) 0:15:16 (13) 0:35:17 (13) 0:52:14 (13) 1:14:26 (11) 1:53:56 1時間53分56秒

[福岡] (14) 15:16 (10) 20:01 (9) 16:57 (12) 22:12 (11) 39:30

[7] 吉原　由佳 岩田　摩耶 吉良　晴菜 今村　美穂 河本　紗希

12 環 微 研 (10) 0:14:03 (11) 0:34:11 (11) 0:51:32 (11) 1:12:55 (12) 1:55:01 1時間55分01秒

[大分] (10) 14:03 (12) 20:08 (11) 17:21 (10) 21:23 (14) 42:06

[10] 牧島さおり 小俣　后令 平田　雅子 満園奈津美 森　　祥子

13 ア コ ム (12) 0:14:17 (12) 0:34:27 (12) 0:52:05 (12) 1:14:17 (13) 1:56:02 1時間56分02秒

[東京] (12) 14:17 (13) 20:10 (13) 17:38 (12) 22:12 (13) 41:45

[13] 大迫　若菜 井上　直子 柳田佳世子 井上　征子 柳田しげ子

14 ナ ン チ ク (13) 0:14:46 (14) 0:35:35 (14) 0:54:06 (14) 1:16:45 (14) 1:57:35 1時間57分35秒

[鹿児島] (13) 14:46 (14) 20:49 (14) 18:31 (14) 22:39 (12) 40:50
【大会記録】
1時間43分49秒
(沖電気宮崎)

第７回
(ワコール)

第17回第13回 第18回 第7･18回 第15回
(ワコール)

野田頭美穂 福士 加代子過去最高記録 渋井　陽子 K.ｾﾘｰ.ﾁｪﾋﾟｴｺﾞ 増田・宮内
(三井住友海上) (九電工) (沖電気宮崎･OKI)

35分22秒13分06秒 18分12秒 15分58秒 18分49秒

    37分08秒    13分09秒     18分41秒     16分05秒     19分55秒
(豊田自動織機)(豊田自動織機) (豊田自動織機) (豊田自動織機) (豊田自動織機)
脇田　　茜小林祐梨子 ｳｨﾝﾌﾘｰﾀﾞ･ｹﾊﾞｿ 宮崎　翔子 野原　優子

第5区(11.7km)第1区(4.2km) 第2区(5.9km) 第3区(5.1km) 第4区(5.9km)


