
2014実業団女子駅伝西日本大会
　第34回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会
日　　時／2014年10月26日(日)9時ｽﾀｰﾄ　　　　　　　　　コ ー ス／宗像市～福津市～宗像市（6区間42.195km）
主　　催／三実業団陸上競技連盟(関西･中国･九州)　　　 共　　催／毎日新聞社､ＲＫＢ毎日放送
後　　援／宗像市､福津市､宗像市教育委員会､福津市教育委員会､ｽﾎﾟｰﾂﾆｯﾎﾟﾝ新聞社

運営協力／(一財)福岡陸上競技協会　　　　　　　　　　　　　 特別協賛／アコム株式会社 *** 駅伝ﾃﾞｰﾀ処理 Ver.9.8 ***

区  間(距離)  
順 　 　 　  

区間賞 宮﨑　悠香 K･ｾﾘｰ･ﾁｪﾋﾟｴｺﾞ 前田　彩里 永田　美結 小原　　怜 木﨑　良子  
(九電工) (九電工) (ダイハツ) (天満屋) (天満屋) (ダイハツ) 記　　録

位 チーム名     21分19秒 <新>10分26秒     32分35秒     14分20秒     35分57秒 <新>20分27秒  
　 　 　  

[5] 宮﨑　悠香 K･ｾﾘｰ･ﾁｪﾋﾟｴｺﾞ 加藤　　岬 陣内　綾子 竹村　理沙 黒木沙也花

1 九 電 工 (1) 0:21:19 (1)  0:31:45 (1)  1:04:37 (1)  1:19:02 (1)  1:55:49 (1)  2:17:08 2時間17分08秒

[九州] (1) 21:19 (1) 新 10:26 (2) 32:52 (3) 14:25 (8) 36:47 (5) 21:19 ＜大会新＞

[1] 松田　瑞生 村上沙也加 前田　彩里 畑山　明子 坂井田　歩 木﨑　良子

2 ダ イ ハ ツ (4) 0:21:41 (6)  0:33:12 (2)  1:05:47 (3)  1:20:22 (4)  1:56:50 (2)  2:17:17 2時間17分17秒

[関西] (4) 21:41 (9) 11:31 (1) 32:35 (4) 14:35 (6) 36:28 (1) 新 20:27 ＜大会新＞

[3] 井上　　藍 大山　香織 岩出　玲亜 小﨑　まり 堀江　美里 津崎紀久代

3 ノ ー リ ツ (5) 0:21:43 (5)  0:33:05 (4)  1:05:57 (2)  1:20:18 (2)  1:56:33 (3)  2:17:43 2時間17分43秒

[関西] (5) 21:43 (7) 11:22 (2) 32:52 (2) 14:21 (3) 36:15 (4) 21:10

[4] 翁田あかり 谷本　観月 重友　梨佐 永田　美結 小原　　怜 藤田友里恵

4 天 満 屋 (2) 0:21:31 (3)  0:32:42 (5)  1:06:22 (5)  1:20:42 (3)  1:56:39 (4)  2:17:59 2時間17分59秒

[中国] (2) 21:31 (3) 11:11 (7) 33:40 (1) 14:20 (1) 35:57 (6) 21:20

[2] 森　　祥子 川内　理江 伊藤　　舞 田端　沙紀 岡田　　唯 井上　彩花

5 大 塚 製 薬 (11) 0:22:18 (11)  0:33:38 (7)  1:06:56 (6)  1:21:38 (5)  1:58:02 (5)  2:19:02 2時間19分02秒

[関西] (11) 22:18 (6) 11:20 (5) 33:18 (5) 14:42 (4) 36:24 (2) 21:00

[7] 右田　　愛 大谷　美優 箱山　侑香 高藤　千紘 黒田　真央 樋口　紀子

6 ワ コ － ル (6) 0:21:44 (4)  0:32:56 (8)  1:07:12 (7)  1:21:59 (6)  1:58:06 (6)  2:19:34 2時間19分34秒

[関西] (6) 21:44 (4) 11:12 (11) 34:16 (7) 14:47 (2) 36:07 (7) 21:28

[6] 村山麻衣子 竹上　千咲 城戸智恵子 下藤ひとみ 青木　優子 平井　　恵

7 ｷ ﾔ ﾉ ﾝ ｱ ｽ ﾘ ｰ ﾄ ｸ ﾗ ﾌ ﾞ九州 (10) 0:22:08 (8)  0:33:22 (9)  1:07:15 (8)  1:22:14 (7)  1:58:38 (7)  2:19:46 2時間19分46秒

[九州] (10) 22:08 (5) 11:14 (8) 33:53 (8) 14:59 (4) 36:24 (3) 21:08

[9] 上田敏斗美 ﾊﾟｳﾘﾝ･ｶﾑﾙ 早川　英里 澤　　美加 奥村　美紗 吉良　晴菜

8 Ｔ Ｏ Ｔ Ｏ (3) 0:21:40 (2)  0:32:20 (3)  1:05:56 (4)  1:20:39 (8)  1:58:52 (8)  2:21:21 2時間21分21秒

[九州] (3) 21:40 (2) 10:40 (6) 33:36 (6) 14:43 (12) 38:13 (11) 22:29

[11] 池田絵里香 濵田　美蘭 蓮池　杏奈 齋藤　真希 猪原　千佳 坂元　えり

9 肥 後 銀 行 (8) 0:22:00 (9)  0:33:34 (11)  1:07:50 (11)  1:23:07 (11)  2:00:08 (9)  2:21:46 2時間21分46秒

[九州] (8) 22:00 (11) 11:34 (11) 34:16 (9) 15:17 (9) 37:01 (8) 21:38

[8] 東村　　茜 金平　裕希 高山　琴海 西川　生夏 大貫　真実 大久保美里

10 シ ス メ ッ ク ス (7) 0:21:52 (7)  0:33:22 (10)  1:07:22 (10)  1:22:47 (9)  1:59:24 (10)  2:21:56 2時間21分56秒

[関西] (7) 21:52 (8) 11:30 (9) 34:00 (11) 15:25 (7) 36:37 (12) 22:32

[12] 若林　由佳 西田　美咲 石澤ゆかり 中野かおり 渡邊　裕子 牟田崎　茜

11 エ デ ィ オ ン (9) 0:22:03 (10)  0:33:34 (6)  1:06:47 (9)  1:22:33 (10)  2:00:00 (11)  2:22:04 2時間22分04秒

[中国] (9) 22:03 (9) 11:31 (4) 33:13 (12) 15:46 (11) 37:27 (10) 22:04

[10] 扇　まどか 大内　美優 前川　晴菜 江頭　愛美 藤田　真弓 古賀　悠華

12 十 八 銀 行 (12) 0:22:23 (12)  0:34:01 (12)  1:08:06 (12)  1:23:28 (12)  2:00:32 (12)  2:22:29 2時間22分29秒

[九州] (12) 22:23 (12) 11:38 (10) 34:05 (10) 15:22 (10) 37:04 (9) 21:57

21分17秒 10分30秒 32分11秒 14分15秒 35分22秒 20分33秒 【大会記録】
過去最高記録 稲富　友香 K･ｾﾘｰ･ﾁｪﾋﾟｴｺﾞ 福士加代子 陣内 綾子 髙藤　千紘 山本菜美子 2時間17分23秒

(ワコール) (九電工) (ワコール) (九電工) (ワコール) (ダイハツ) (ダイハツ)
2010 2013 2012 2013 2012 2012 2013

第5区(10.8km) 第6区(6.495km)第1区(6.7km) 第2区(3.5km) 第3区(10.2km) 第4区(4.5km)


