
成績一覧表 平成新山島原学生駅伝　第15回九州学生女子駅伝対校選手権大会
 [コード：15682201]

 2015年12月5日 9時50分　スタート

 場　　所:島原市営陸上競技場(ｽﾀｰﾄ)～島原市営陸上競技場(ﾌｨﾆｯｼｭ) 全5区間22.85km

主　　催:九州学生陸上競技連盟 島原市 
運営協力:一般財団法人長崎陸上競技協会 島原市陸上競技協会
後　　援:長崎県 長崎県教育委員会 島原市教育委員会 島原市体育協会
         島原温泉観光協会 島原半島観光連盟 NIB長崎国際テレビ
         読売新聞西部本社 スポーツ報知西部本社 FBS福岡放送
         KKT熊本県民テレビ KYT鹿児島読売テレビ TOSテレビ大分
         UMKテレビ宮崎 OTV沖縄テレビ放送 

審 判 長:田中三智雄
記録主任:藤崎　勇次

総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 福岡大 1:18:08

第2位 鹿屋体育大 1:19:11

第3位 久留米大 1:24:52

第4位 名桜大 1:27:36

第5位 福岡女子大 1:29:43

第6位 熊本学園大 1:30:26

第7位 九州大 1:30:35

第8位 東海大九州 1:32:04

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(4.26km) 逸木和香菜　(3) ｲﾂｷ ﾜｶﾅ 福岡大 14:19

第２区(3.47km) 高木　結加　(2) ﾀｶｷ ﾕｲｶ 福岡大 12:18

第３区(3.83km) 岡村　千咲　(3) ｵｶﾑﾗ ﾁｻｷ 福岡大 12:08

第４区(7.81km) 藤田　理恵　(3) ﾌｼﾞﾀ ﾘｴ 鹿屋体育大 26:15

第５区(3.48km) 北野　芽衣　(4) ｷﾀﾉ ﾒｲ 鹿屋体育大 12:35

最優秀選手賞 逸木和香菜　(3) 福岡大学

躍　 進 　賞 名桜大学

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所

10:00 曇り 13℃ 48％ 北北西 3.0m/s
島原市営陸上競技場

11:00 曇り 13.5℃ 48％ 北北西 3.5m/s



平成新山島原学生駅伝　第15回九州学生女子駅伝対校選手権大会 2015年12月5日  9時50分スタート
審 判 長:田中三智雄
記録主任:藤崎　勇次大会記録(GR) 福岡大学　1:17:10  H22  第10回

 　　　　　　(齋藤・坂口・塩谷・肥田木・佐田)

総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
4.26km

第２区
3.47km

第３区
3.83km

第４区
7.81km

第５区
3.48km

 ｴｽﾀ･ﾜﾝｼﾞｸﾞ(立命APU)

 前川祐紀（鹿屋体大)

   14:14

 坂口　　瞳  
 福岡大      
   12:17

 高木　結加  
 福岡大      
   11:53

 ｷｬｻﾘﾝ･ﾜﾝｼﾞﾙ 
 立命館APU   
   26:03

 佐田真里奈  
 福岡大      
   11:59

1
 
 
 

1
 
 
 

1:18:08
 
 
 

福岡大 逸木和香菜　(3)
ｲﾂｷ ﾜｶﾅ

(  1)    14:19
(  1)    14:19

高木　結加　(2)
ﾀｶｷ ﾕｲｶ

(  1)    26:37
(  1)    12:18

岡村　千咲　(3)
ｵｶﾑﾗ ﾁｻｷ

(  1)    38:45
(  1)    12:08

門柳　葉月　(3)
ｶﾄﾞﾔﾅｷﾞ ﾊｽﾞｷ

(  1)  1:05:04
(  2)    26:19

岡本　佳代　(2)
ｵｶﾓﾄ ｶﾖ

(  1)  1:18:08
(  2)    13:04

2
 
 
 

2
 
 
 

1:19:11
 
 
 

鹿屋体育大 高野　安弥　(3)
ﾀｶﾉ ｱﾐ

(  4)    14:51
(  4)    14:51

岸良　美周　(3)
ｷｼﾗ ﾐﾁｶ

(  2)    27:42
(  2)    12:51

中井　美来　(1)
ﾅｶｲ ﾐｸ

(  2)    40:21
(  2)    12:39

藤田　理恵　(3)
ﾌｼﾞﾀ ﾘｴ

(  2)  1:06:36
(  1)    26:15

北野　芽衣　(4)
ｷﾀﾉ ﾒｲ

(  2)  1:19:11
(  1)    12:35

3
 
 
 

9
 
 
 

1:24:52
 
 
 

久留米大 天野　　栞　(2)
ｱﾏﾉ ｼｵﾘ

(  2)    14:49
(  2)    14:49

西田  朋子　(3)
ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｺ

(  3)    27:52
(  3)    13:03

南　　優花　(2)
ﾐﾅﾐ ﾕｳｶ

(  3)    41:34
(  3)    13:42

山﨑  華香　(2)
ﾔﾏｻｷ ﾊﾅｶ

(  3)  1:09:14
(  3)    27:40

西原  智子　(1)
ﾆｼﾊﾗ ﾄﾓｺ

(  3)  1:24:52
(  8)    15:38

4
 
 
 

5
 
 
 

1:27:36
 
 
 

名桜大 白川愛結美　(4)
ｼﾗｶﾜ ｱﾕﾐ

(  3)    14:50
(  3)    14:50

蓮池　奈々　(2)
ﾊｽｲｹ ﾅﾅ

(  4)    28:57
(  5)    14:07

杉崎　倫子　(1)
ｽｷﾞｻｷ ﾄﾓｺ

(  4)    43:57
( 10)    15:00

山本　芽衣　(4)
ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ

(  5)  1:13:29
(  5)    29:32

那覇　洋乃　(1)
ﾅﾊ ﾋﾛﾉ

(  4)  1:27:36
(  4)    14:07

5
 
 
 

8
 
 
 

1:29:43
 
 
 

福岡女子大 山口　夏鈴　(1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ

(  6)    15:58
(  6)    15:58

大宅　梨香　(1)
ｵｵﾀｸ ﾘｶ

(  5)    29:53
(  4)    13:55

都地　未希　(4)
ﾄﾁﾞ ﾐｷ

(  5)    44:18
(  5)    14:25

松山　佳世　(3)
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾖ

(  4)  1:13:24
(  4)    29:06

庄田ひかり　(2)
ｼｮｳﾀﾞ ﾋｶﾘ

(  5)  1:29:43
( 10)    16:19

6
 
 
 

7
 
 
 

1:30:26
 
 
 

熊本学園大 相馬　遥香　(1)
ｿｳﾏ ﾊﾙｶ

(  5)    15:53
(  5)    15:53

西村　瑠奈　(1)
ﾆｼﾑﾗ ﾙﾅ

(  6)    30:40
(  7)    14:47

橋本　　楓　(1)
ﾊｼﾓﾄ ｶｴﾃﾞ

(  7)    45:34
(  9)    14:54

吉野　有紀　(3)
ﾖｼﾉ ﾕｷ

(  6)  1:15:46
(  8)    30:12

福田　恵里　(2)
ﾌｸﾀﾞ ｴﾘ

(  6)  1:30:26
(  6)    14:40

7
 
 
 

6
 
 
 

1:30:35
 
 
 

九州大 徳永　昌子　(4)
ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳｺ

(  9)    17:10
(  9)    17:10

橘川　奈生　(5)
ｷｯｶﾜ ﾅｵ

(  7)    31:24
(  6)    14:14

松隈　倫子　(3)
ﾏﾂｸﾏ ﾐﾁｺ

(  6)    45:31
(  4)    14:07

木村　円香　(2)
ｷﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ

(  7)  1:16:46
( 10)    31:15

藤村柚紀子　(1)
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｷｺ

(  7)  1:30:35
(  3)    13:49

8
 
 
 

11
 
 
 

1:32:04
 
 
 

東海大九州 廣瀬　咲紀　(1)
ﾋﾛｾ ｻｷ

( 10)    17:33
( 10)    17:33

甲斐　秀美　(4)
ｶｲ ﾋﾃﾞﾐ

( 10)    33:24
(  9)    15:51

萩原　美聖　(2)
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｷﾖ

( 10)    48:13
(  7)    14:49

仁科　友維　(4)
ﾆｼﾅ ﾕｲ

( 10)  1:17:49
(  6)    29:36

笹原　小春　(4)
ｻｻﾊﾗ ｺﾊﾙ

(  8)  1:32:04
(  5)    14:15

9
 
 
 

3
 
 
 

1:32:30
 
 
 

佐賀大 古賀　夕貴　(1)
ｺｶﾞ ﾕｳｷ

(  8)    16:45
(  8)    16:45

木塚　成美　(4)
ｷﾂｶ ﾅﾙﾐ

(  8)    32:15
(  8)    15:30

岩田わかな　(2)
ｲﾜﾀ ﾜｶﾅ

(  8)    46:59
(  6)    14:44

石瀬　裕子　(5)
ｲｼｾ ﾕｳｺ

(  8)  1:17:03
(  7)    30:04

城成　亜耶　(1)
ｼﾞｮｳﾅﾘ ｱﾔ

(  9)  1:32:30
(  7)    15:27

10
 
 
 

10
 
 
 

1:34:05
 
 
 

久留米工業大 森川　  遥　(4)
ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙｶ

(  7)    16:17
(  7)    16:17

荒川　紅葉　(2)
ｱﾗｶﾜ ﾓﾐｼﾞ

(  9)    32:21
( 10)    16:04

大寺　愛海　(1)
ｵｵﾃﾗ ﾏﾅﾐ

(  9)    47:11
(  8)    14:50

久野　  暦　(1)
ｸﾉ ｺﾖﾐ

(  9)  1:17:48
(  9)    30:37

湯川　沙樹　(4)
ﾕｶﾞﾜ ｻｷ

( 10)  1:34:05
(  9)    16:17

OPN
 
 
 

51
 
 
 

1:20:08
 
 
 

福岡大B 岩浪　　幸　(4)
ｲﾜﾅﾐ ﾕｷ

(OPN)    14:46
(OPN)    14:46

保坂真里奈　(4)
ﾎｻｶ ﾏﾘﾅ

(OPN)    27:22
(OPN)    12:36

竹本　未来　(4)
ﾀｹﾓﾄ ﾐｷ

(OPN)    39:45
(OPN)    12:23

結城　彩花　(4)
ﾕｳｷ ｱﾔｶ

(OPN)  1:06:25
(OPN)    26:40

児玉実果子　(4)
ｺﾀﾞﾏ ﾐｶｺ

(OPN)  1:20:08
(OPN)    13:43

OPN
 
 
 

52
 
 
 

1:21:51
 
 
 

福岡大C 安武　美香　(3)
ﾔｽﾀｹ ﾐｶ

(OPN)    15:04
(OPN)    15:04

坂口　天音　(2)
ｻｶｸﾞﾁ ｱﾏﾈ

(OPN)    27:36
(OPN)    12:32

工藤　佑華　(1)
ｸﾄﾞｳ ﾕｳｶ

(OPN)    39:57
(OPN)    12:21

生島　由稀　(3)
ｼｮｳｼﾞﾏ ﾕｳｷ

(OPN)  1:08:46
(OPN)    28:49

今村　綾香　(2)
ｲﾏﾑﾗ ｱﾔｶ

(OPN)  1:21:51
(OPN)    13:05

OPN
 
 
 

53
 
 
 

1:21:57
 
 
 

福岡大D 守田　詩歩　(1)
ﾓﾘﾀ ｼﾎ

(OPN)    15:23
(OPN)    15:23

大多新麻友　(3)
ｵｵﾀﾆ ﾏﾕ

(OPN)    28:43
(OPN)    13:20

來島　郁泉　(1)
ｷｼﾞﾏ ｲｸﾐ

(OPN)    41:55
(OPN)    13:12

田中　彩夏　(2)
ﾀﾅｶ ｻﾔｶ

(OPN)  1:09:15
(OPN)    27:20

新貝加奈恵　(3)
ｼﾝｶﾞｲ ｶﾅｴ

(OPN)  1:21:57
(OPN)    12:42

OPN
 
 
 

54
 
 
 

1:30:01
 
 
 

福岡連合 志垣　杏奈　(3)
ｼｶﾞｷ ｱﾝﾅ

(OPN)    16:57
(OPN)    16:57

當山華乃子　(1)
ﾄｳﾔﾏ ｶﾉｺ

(OPN)    31:07
(OPN)    14:10

森　　歩美　(1)
ﾓﾘ ｱﾕﾐ

(OPN)    44:48
(OPN)    13:41

小城久美子　(2)
ｺｼﾞｮｳ ｸﾐｺ

(OPN)  1:14:59
(OPN)    30:11

徳重想野佳　(2)
ﾄｸｼｹﾞ ｿﾉｶ

(OPN)  1:30:01
(OPN)    15:02

OPN
 
 
 

55
 
 
 

1:30:14
 
 
 

長崎連合 筒井　優来　(1)
ﾂﾂｲ ﾕﾗ

(OPN)    16:31
(OPN)    16:31

若杉　莉奈　(3)
ﾜｶｽｷﾞ ﾘﾅ

(OPN)    30:00
(OPN)    13:29

内山　美保　(1)
ｳﾁﾔﾏ ﾐﾎ

(OPN)    45:07
(OPN)    15:07

森野　夏歩　(2)
ﾓﾘﾉ ｶﾎ

(OPN)  1:12:48
(OPN)    27:41

山中　里桜　(1)
ﾔﾏﾅｶ ﾘｵ

(OPN)  1:30:14
(OPN)    17:26

OPN
 
 
 

56
 
 
 

1:27:47
 
 
 

鹿児島連合 水盛　真紀　(2)
ﾐｽﾞﾓﾘ ﾏｷ

(OPN)    15:54
(OPN)    15:54

下石原早希　(2)
ｼﾓｲｼﾊﾗ ｻｷ

(OPN)    30:03
(OPN)    14:09

尾ノ上千夏　(3)
ｵﾉｳｴ ﾁﾅﾂ

(OPN)    43:31
(OPN)    13:28

宇田津碧葉　(3)
ｳﾀﾞﾂ ｱｵﾊﾞ

(OPN)  1:12:59
(OPN)    29:28

友生　有紀　(1)
ﾄﾓﾉ ﾕｷ

(OPN)  1:27:47
(OPN)    14:48

 
 
 

4
 
 
 

DNS
 
 

西九州大

凡例 OPN:オープン参加/ DNS:欠    場



平成新山島原学生駅伝　第15回九州学生女子駅伝対校選手権大会 2015年12月5日  9時50分スタート
審 判 長:田中三智雄
記録主任:藤崎　勇次区間リスト

 　第１区       4.26km      
 　　区間記録（SR) 14:14 ｴｽﾀ･ﾜﾝｼﾞｸﾞ(立命APU) 前川祐紀（鹿屋体大)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ------------- ----------------- ----------------- -----
  1 1 14:19 福岡大 逸木和香菜　(3) ｲﾂｷ ﾜｶﾅ
  2 9 14:49 久留米大 天野　　栞　(2) ｱﾏﾉ ｼｵﾘ
  3 5 14:50 名桜大 白川愛結美　(4) ｼﾗｶﾜ ｱﾕﾐ
  4 2 14:51 鹿屋体育大 高野　安弥　(3) ﾀｶﾉ ｱﾐ
  5 7 15:53 熊本学園大 相馬　遥香　(1) ｿｳﾏ ﾊﾙｶ
  6 8 15:58 福岡女子大 山口　夏鈴　(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ
  7 10 16:17 久留米工業大 森川　  遥　(4) ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙｶ
  8 3 16:45 佐賀大 古賀　夕貴　(1) ｺｶﾞ ﾕｳｷ
  9 6 17:10 九州大 徳永　昌子　(4) ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳｺ
 10 11 17:33 東海大九州 廣瀬　咲紀　(1) ﾋﾛｾ ｻｷ
OPN 51 14:46 福岡大B 岩浪　　幸　(4) ｲﾜﾅﾐ ﾕｷ
OPN 52 15:04 福岡大C 安武　美香　(3) ﾔｽﾀｹ ﾐｶ
OPN 53 15:23 福岡大D 守田　詩歩　(1) ﾓﾘﾀ ｼﾎ
OPN 56 15:54 鹿児島連合 水盛　真紀　(2) ﾐｽﾞﾓﾘ ﾏｷ
OPN 55 16:31 長崎連合 筒井　優来　(1) ﾂﾂｲ ﾕﾗ
OPN 54 16:57 福岡連合 志垣　杏奈　(3) ｼｶﾞｷ ｱﾝﾅ

4 西九州大 DNS

凡例 OPN:オープン参加/ DNS:欠    場



 平成新山島原学生駅伝　第15回九州学生女子駅伝対校選手権大会  2015年12月5日  9時50分スタート
審 判 長:田中三智雄
 記録主任:藤崎　勇次 区間リスト

 　第２区       3.47km      
 　　区間記録（SR) 12:17 坂口　　瞳   福岡大      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ------------- ----------------- ----------------- -----
  1 1 12:18 福岡大 高木　結加　(2) ﾀｶｷ ﾕｲｶ
  2 2 12:51 鹿屋体育大 岸良　美周　(3) ｷｼﾗ ﾐﾁｶ
  3 9 13:03 久留米大 西田  朋子　(3) ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｺ
  4 8 13:55 福岡女子大 大宅　梨香　(1) ｵｵﾀｸ ﾘｶ
  5 5 14:07 名桜大 蓮池　奈々　(2) ﾊｽｲｹ ﾅﾅ
  6 6 14:14 九州大 橘川　奈生　(5) ｷｯｶﾜ ﾅｵ
  7 7 14:47 熊本学園大 西村　瑠奈　(1) ﾆｼﾑﾗ ﾙﾅ
  8 3 15:30 佐賀大 木塚　成美　(4) ｷﾂｶ ﾅﾙﾐ
  9 11 15:51 東海大九州 甲斐　秀美　(4) ｶｲ ﾋﾃﾞﾐ
 10 10 16:04 久留米工業大 荒川　紅葉　(2) ｱﾗｶﾜ ﾓﾐｼﾞ
OPN 52 12:32 福岡大C 坂口　天音　(2) ｻｶｸﾞﾁ ｱﾏﾈ
OPN 51 12:36 福岡大B 保坂真里奈　(4) ﾎｻｶ ﾏﾘﾅ
OPN 53 13:20 福岡大D 大多新麻友　(3) ｵｵﾀﾆ ﾏﾕ
OPN 55 13:29 長崎連合 若杉　莉奈　(3) ﾜｶｽｷﾞ ﾘﾅ
OPN 56 14:09 鹿児島連合 下石原早希　(2) ｼﾓｲｼﾊﾗ ｻｷ
OPN 54 14:10 福岡連合 當山華乃子　(1) ﾄｳﾔﾏ ｶﾉｺ

4 西九州大 DNS

凡例 OPN:オープン参加/ DNS:欠    場



 平成新山島原学生駅伝　第15回九州学生女子駅伝対校選手権大会  2015年12月5日  9時50分スタート
審 判 長:田中三智雄
 記録主任:藤崎　勇次 区間リスト

 　第３区       3.83km      
 　　区間記録（SR) 11:53 高木　結加   福岡大      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ------------- ----------------- ----------------- -----
  1 1 12:08 福岡大 岡村　千咲　(3) ｵｶﾑﾗ ﾁｻｷ
  2 2 12:39 鹿屋体育大 中井　美来　(1) ﾅｶｲ ﾐｸ
  3 9 13:42 久留米大 南　　優花　(2) ﾐﾅﾐ ﾕｳｶ
  4 6 14:07 九州大 松隈　倫子　(3) ﾏﾂｸﾏ ﾐﾁｺ
  5 8 14:25 福岡女子大 都地　未希　(4) ﾄﾁﾞ ﾐｷ
  6 3 14:44 佐賀大 岩田わかな　(2) ｲﾜﾀ ﾜｶﾅ
  7 11 14:49 東海大九州 萩原　美聖　(2) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｷﾖ
  8 10 14:50 久留米工業大 大寺　愛海　(1) ｵｵﾃﾗ ﾏﾅﾐ
  9 7 14:54 熊本学園大 橋本　　楓　(1) ﾊｼﾓﾄ ｶｴﾃﾞ
 10 5 15:00 名桜大 杉崎　倫子　(1) ｽｷﾞｻｷ ﾄﾓｺ
OPN 52 12:21 福岡大C 工藤　佑華　(1) ｸﾄﾞｳ ﾕｳｶ
OPN 51 12:23 福岡大B 竹本　未来　(4) ﾀｹﾓﾄ ﾐｷ
OPN 53 13:12 福岡大D 來島　郁泉　(1) ｷｼﾞﾏ ｲｸﾐ
OPN 56 13:28 鹿児島連合 尾ノ上千夏　(3) ｵﾉｳｴ ﾁﾅﾂ
OPN 54 13:41 福岡連合 森　　歩美　(1) ﾓﾘ ｱﾕﾐ
OPN 55 15:07 長崎連合 内山　美保　(1) ｳﾁﾔﾏ ﾐﾎ

4 西九州大 DNS

凡例 OPN:オープン参加/ DNS:欠    場



 平成新山島原学生駅伝　第15回九州学生女子駅伝対校選手権大会  2015年12月5日  9時50分スタート
審 判 長:田中三智雄
 記録主任:藤崎　勇次 区間リスト

 　第４区       7.81km      
 　　区間記録（SR) 26:03 ｷｬｻﾘﾝ･ﾜﾝｼﾞﾙ  立命館APU   

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ------------- ----------------- ----------------- -----
  1 2 26:15 鹿屋体育大 藤田　理恵　(3) ﾌｼﾞﾀ ﾘｴ
  2 1 26:19 福岡大 門柳　葉月　(3) ｶﾄﾞﾔﾅｷﾞ ﾊｽﾞｷ
  3 9 27:40 久留米大 山﨑  華香　(2) ﾔﾏｻｷ ﾊﾅｶ
  4 8 29:06 福岡女子大 松山　佳世　(3) ﾏﾂﾔﾏ ｶﾖ
  5 5 29:32 名桜大 山本　芽衣　(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ
  6 11 29:36 東海大九州 仁科　友維　(4) ﾆｼﾅ ﾕｲ
  7 3 30:04 佐賀大 石瀬　裕子　(5) ｲｼｾ ﾕｳｺ
  8 7 30:12 熊本学園大 吉野　有紀　(3) ﾖｼﾉ ﾕｷ
  9 10 30:37 久留米工業大 久野　  暦　(1) ｸﾉ ｺﾖﾐ
 10 6 31:15 九州大 木村　円香　(2) ｷﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ
OPN 51 26:40 福岡大B 結城　彩花　(4) ﾕｳｷ ｱﾔｶ
OPN 53 27:20 福岡大D 田中　彩夏　(2) ﾀﾅｶ ｻﾔｶ
OPN 55 27:41 長崎連合 森野　夏歩　(2) ﾓﾘﾉ ｶﾎ
OPN 52 28:49 福岡大C 生島　由稀　(3) ｼｮｳｼﾞﾏ ﾕｳｷ
OPN 56 29:28 鹿児島連合 宇田津碧葉　(3) ｳﾀﾞﾂ ｱｵﾊﾞ
OPN 54 30:11 福岡連合 小城久美子　(2) ｺｼﾞｮｳ ｸﾐｺ

4 西九州大 DNS

凡例 OPN:オープン参加/ DNS:欠    場



 平成新山島原学生駅伝　第15回九州学生女子駅伝対校選手権大会  2015年12月5日  9時50分スタート
審 判 長:田中三智雄
 記録主任:藤崎　勇次 区間リスト

 　第５区       3.48km      
 　　区間記録（SR) 11:59 佐田真里奈   福岡大      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ------------- ----------------- ----------------- -----
  1 2 12:35 鹿屋体育大 北野　芽衣　(4) ｷﾀﾉ ﾒｲ
  2 1 13:04 福岡大 岡本　佳代　(2) ｵｶﾓﾄ ｶﾖ
  3 6 13:49 九州大 藤村柚紀子　(1) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｷｺ
  4 5 14:07 名桜大 那覇　洋乃　(1) ﾅﾊ ﾋﾛﾉ
  5 11 14:15 東海大九州 笹原　小春　(4) ｻｻﾊﾗ ｺﾊﾙ
  6 7 14:40 熊本学園大 福田　恵里　(2) ﾌｸﾀﾞ ｴﾘ
  7 3 15:27 佐賀大 城成　亜耶　(1) ｼﾞｮｳﾅﾘ ｱﾔ
  8 9 15:38 久留米大 西原  智子　(1) ﾆｼﾊﾗ ﾄﾓｺ
  9 10 16:17 久留米工業大 湯川　沙樹　(4) ﾕｶﾞﾜ ｻｷ
 10 8 16:19 福岡女子大 庄田ひかり　(2) ｼｮｳﾀﾞ ﾋｶﾘ
OPN 53 12:42 福岡大D 新貝加奈恵　(3) ｼﾝｶﾞｲ ｶﾅｴ
OPN 52 13:05 福岡大C 今村　綾香　(2) ｲﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
OPN 51 13:43 福岡大B 児玉実果子　(4) ｺﾀﾞﾏ ﾐｶｺ
OPN 56 14:48 鹿児島連合 友生　有紀　(1) ﾄﾓﾉ ﾕｷ
OPN 54 15:02 福岡連合 徳重想野佳　(2) ﾄｸｼｹﾞ ｿﾉｶ
OPN 55 17:26 長崎連合 山中　里桜　(1) ﾔﾏﾅｶ ﾘｵ

4 西九州大 DNS

凡例 OPN:オープン参加/ DNS:欠    場



平成新山島原学生駅伝　第15回九州学生女子駅伝対校選手権大会 2015年12月5日  9時50分スタート
審 判 長:田中三智雄
記録主任:藤崎　勇次大会記録(GR) 福岡大学　1:17:10  H22  第10回

 　　　　　　(齋藤・坂口・塩谷・肥田木・佐田)

順位変動表

チーム 1 2 3 4 5 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム

福岡大   1 1 1:18:08 福岡大

久留米大   2 2 1:19:11 鹿屋体育大

名桜大   3 9 1:24:52 久留米大

鹿屋体育大   4 5 1:27:36 名桜大

熊本学園大   5 8 1:29:43 福岡女子大

福岡女子大   6 7 1:30:26 熊本学園大

久留米工業大   7 6 1:30:35 九州大

佐賀大   8 11 1:32:04 東海大九州

九州大   9 3 1:32:30 佐賀大

東海大九州  10 10 1:34:05 久留米工業大
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