
女子 ５０００ｍ

タイムレース 全2組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  14 1810
井手　彩乃 (1)
ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ

福岡大        ・長　崎 17:28.57

  2   8 1532
坂口　天音 (4)
ｻｶｸﾞﾁ ｱﾏﾈ

福岡大        ・熊　本 17:32.61

  3  12 1691
谷　真以子 (1)
ﾀﾆ ﾏｲｺ

活水女子大    ・長　崎 17:48.50

  4  10 1811
井筒　結希 (1)
ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ

福岡大        ・鳥　取 17:55.14

  5   4 1531
岡本　佳代 (4)
ｵｶﾓﾄ ｶﾖ

福岡大        ・山　口 18:01.17

  6   2 1727
早川　加奈子 (2)

ﾊﾔｶﾜ ｶﾅｺ
鹿屋体育大    ・山　梨 18:19.14

  7  11 1692
小手川　紀名子 (1)

ｺﾃｶﾞﾜ ｷﾅｺ
活水女子大    ・長　崎 18:23.05

  8   5 1765
小原　瑛花 (1)
ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ

鹿屋体育大    ・鳥　取 18:50.38

  9   3 1686
林田　恵美 (2)
ﾊﾔｼﾀﾞ ｴﾐ

活水女子大    ・長　崎 18:56.62

 10   7 1766
藤澤　奈々 (1)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅ

鹿屋体育大    ・山　口 19:34.22

 11  15 1689
廣川　由貴 (2)
ﾋﾛｶﾜ ﾕｷ

活水女子大    ・長　崎 20:19.71

 12   1 1819
久野　暦 (3)
ｸﾉ ｺﾖﾐ

久留米工業大  ・長　崎 20:26.55

 13   9 1821
栗原　悠圭 (2)
ｸﾘﾊﾗ ﾕｳｶ

久留米工業大  ・熊　本 21:22.12

 14  13 1823
喜多　彩乃 (2)
ｷﾀ ｱﾔﾉ

久留米工業大  ・佐　賀 22:27.33

  6 1824
阿武　未帆 (1)
ｱﾝﾉ ﾐﾎ

久留米工業大  ・熊　本 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8 1539
守田　詩歩 (3)
ﾓﾘﾀ ｼﾎ

福岡大        ・山　口 16:49.39

  2   7 1688
軸屋　七海 (2)
ｼﾞｸﾔ ﾅﾅﾐ

活水女子大    ・長　崎 16:51.65

  3  11 1541
今村　菜々子 (2)

ｲﾏﾑﾗ ﾅﾅｺ
福岡大        ・熊　本 17:08.71

  4   2 1533
髙木　結加 (4)
ﾀｶｷ ﾕｲｶ

福岡大        ・鹿児島 17:11.99

  5  14 1545
光恒　悠里 (2)
ﾐﾂﾈ ﾕﾘ

福岡大        ・福　岡 17:18.59

  6   6 1728
日隈　彩美 (2)
ﾋｸﾞﾏ ｱﾔﾐ

鹿屋体育大    ・大　分 17:20.07

  7   3 1694
吉田　麗羅 (1)
ﾖｼﾀﾞ ﾚｲﾗ

活水女子大    ・長　崎 17:21.91

  8  13 1730
山川　小春 (2)
ﾔﾏｶﾜ ｺﾊﾙ

鹿屋体育大    ・兵　庫 17:28.24

  9  12 1690
小池　莉央 (1)
ｺｲｹ ﾘｵ

活水女子大    ・長　崎 17:32.88

 10  10 1731
吉木　愛海 (2)
ﾖｼｷ ｱﾐ

鹿屋体育大    ・山　口 17:34.72

 11   5 1685
野口　真愛 (2)
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅ

活水女子大    ・長　崎 17:44.95

 12   1 1822
川添　洋子 (2)
ｶﾜｿﾞｴ ﾕｳｺ

久留米工業大  ・佐　賀 18:04.85

 13  15 1820
大村　奈実希 (2)

ｵｵﾑﾗ ﾅﾐｷ
久留米工業大  ・福　岡 19:58.54

 14   9 1825
永田　亜衣 (1)
ﾅｶﾞﾀ ｱｲ

久留米工業大  ・福　岡 20:49.68

 15   4 1826
永田　理沙 (1)
ﾅｶﾞﾀ ﾘｻ

久留米工業大  ・福　岡 20:59.81

凡例（DNS:欠    場）



女子 ５０００ｍ

タイムレース総合
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8 1539
守田　詩歩 (3)
ﾓﾘﾀ ｼﾎ

福岡大        ・山　口 16:49.39

  2   7 1688
軸屋　七海 (2)
ｼﾞｸﾔ ﾅﾅﾐ

活水女子大    ・長　崎 16:51.65

  3  11 1541
今村　菜々子 (2)

ｲﾏﾑﾗ ﾅﾅｺ
福岡大        ・熊　本 17:08.71

  4   2 1533
髙木　結加 (4)
ﾀｶｷ ﾕｲｶ

福岡大        ・鹿児島 17:11.99

  5  14 1545
光恒　悠里 (2)
ﾐﾂﾈ ﾕﾘ

福岡大        ・福　岡 17:18.59

  6   6 1728
日隈　彩美 (2)
ﾋｸﾞﾏ ｱﾔﾐ

鹿屋体育大    ・大　分 17:20.07

  7   3 1694
吉田　麗羅 (1)
ﾖｼﾀﾞ ﾚｲﾗ

活水女子大    ・長　崎 17:21.91

  8  13 1730
山川　小春 (2)
ﾔﾏｶﾜ ｺﾊﾙ

鹿屋体育大    ・兵　庫 17:28.24

  9  14 1810
井手　彩乃 (1)
ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ

福岡大        ・長　崎 17:28.57

 10   8 1532
坂口　天音 (4)
ｻｶｸﾞﾁ ｱﾏﾈ

福岡大        ・熊　本 17:32.61

 11  12 1690
小池　莉央 (1)
ｺｲｹ ﾘｵ

活水女子大    ・長　崎 17:32.88

 12  10 1731
吉木　愛海 (2)
ﾖｼｷ ｱﾐ

鹿屋体育大    ・山　口 17:34.72

 13   5 1685
野口　真愛 (2)
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅ

活水女子大    ・長　崎 17:44.95

 14  12 1691
谷　真以子 (1)
ﾀﾆ ﾏｲｺ

活水女子大    ・長　崎 17:48.50

 15  10 1811
井筒　結希 (1)
ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ

福岡大        ・鳥　取 17:55.14

 16   4 1531
岡本　佳代 (4)
ｵｶﾓﾄ ｶﾖ

福岡大        ・山　口 18:01.17

 17   1 1822
川添　洋子 (2)
ｶﾜｿﾞｴ ﾕｳｺ

久留米工業大  ・佐　賀 18:04.85

 18   2 1727
早川　加奈子 (2)

ﾊﾔｶﾜ ｶﾅｺ
鹿屋体育大    ・山　梨 18:19.14

 19  11 1692
小手川　紀名子 (1)

ｺﾃｶﾞﾜ ｷﾅｺ
活水女子大    ・長　崎 18:23.05

 20   5 1765
小原　瑛花 (1)
ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ

鹿屋体育大    ・鳥　取 18:50.38

 21   3 1686
林田　恵美 (2)
ﾊﾔｼﾀﾞ ｴﾐ

活水女子大    ・長　崎 18:56.62

 22   7 1766
藤澤　奈々 (1)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅ

鹿屋体育大    ・山　口 19:34.22

 23  15 1820
大村　奈実希 (2)

ｵｵﾑﾗ ﾅﾐｷ
久留米工業大  ・福　岡 19:58.54

 24  15 1689
廣川　由貴 (2)
ﾋﾛｶﾜ ﾕｷ

活水女子大    ・長　崎 20:19.71

 25   1 1819
久野　暦 (3)
ｸﾉ ｺﾖﾐ

久留米工業大  ・長　崎 20:26.55

 26   9 1825
永田　亜衣 (1)
ﾅｶﾞﾀ ｱｲ

久留米工業大  ・福　岡 20:49.68

 27   4 1826
永田　理沙 (1)
ﾅｶﾞﾀ ﾘｻ

久留米工業大  ・福　岡 20:59.81

 28   9 1821
栗原　悠圭 (2)
ｸﾘﾊﾗ ﾕｳｶ

久留米工業大  ・熊　本 21:22.12

 29  13 1823
喜多　彩乃 (2)
ｷﾀ ｱﾔﾉ

久留米工業大  ・佐　賀 22:27.33

  6 1824
阿武　未帆 (1)
ｱﾝﾉ ﾐﾎ

久留米工業大  ・熊　本 DNS

凡例（DNS:欠    場）


