
2019年 １７位
区間 名前 所属 記録 順位 設定（目標記録）
１区 神田 美沙 大分東明高校 20分34秒 32 20分00秒
２区 磯部 涼美 大分東明高校 13分13秒 18 13分00秒
３区 松本 明莉 稙田南中学校 9分20秒 4 9分20秒
４区 後藤 みのり キヤノンAC 13分46秒 23 13分20秒
５区 有田 菜々美 大分東明高校 14分10秒 21 13分40秒
６区 日隈 彩美 鹿屋体育大学 13分10秒 12 13分00秒
７区 古川 夏海 キヤノンAC 12分51秒 9 13分00秒
８区 藤井 さくら 鶴谷中学校 10分51秒 29 10分40秒
９区 工藤 杏華 日本体育大学 32分56秒 16 33分30秒

２時間１９分３０秒
2018年 ２０位
区間 名前 所属 記録 順位 設定（目標記録）
１区 工藤 杏華 日本体育大学 19分55秒 24 19分50秒
２区 矢野 栞理 キヤノンAC 13分08秒 22 13分00秒
３区 藤井 さくら 鶴谷中学校 9分41秒 11 9分40秒
４区 青木 優子 キヤノンAC 13分23秒 12 13分20秒
５区 有田 菜々美 大分東明高校 13分44秒 21 13分40秒
６区 宮城 亜支亜 大分東明高校 13分24秒 11 13分10秒
７区 神田 美沙 大分東明高校 13分45秒 44 13分10秒
８区 奥西 つばさ 緑ヶ丘中学校 10分44秒 30 10分40秒
９区 竹本 由佳 キヤノンAC 33分32秒 23 33分30秒

２時間２０分００秒

2016年 １０位
区間 名前 所属 記録 樹立年 2020年最高目標
１区 高倉 裕子 スズキ 19分40秒 2003 19分50秒
２区 奥永 美香 鶴崎工業高校 12分50秒 2001 12分50秒
３区 松本 明莉 稙田南中学校 9分20秒 2019 9分20秒
４区 下藤 ひとみ 名城大学 13分09秒 2011 13分30秒
５区 城野 真穂 大分東明高校 13分24秒 2016 13分30秒
６区 牧島 さおり キヤノンAC 13分08秒 2012 13分00秒
７区 古川 夏海 キヤノンAC 12分51秒 2019 12分50秒
８区 渡部 紋子 竹田南部中学校 10分13秒 2007 10分20秒

後藤 郁代 旭化成 32分34秒 2000 32分50秒
加藤 岬 九電工 32分34秒 2016

２時間１８分0０秒

２時間２０分５１秒

２時間１７分０９秒

過去最高順位・記録

２時間２１分１６秒

９区

２時間１９分４１秒



ふるさと
名前 所属 出身高校

加藤 岬 九電工 宮崎日大高校
大谷 くみこ 今治造船 大分東明高校
山下 莉奈 九電工 大分東明高校

宮城 亜支亜 ヤマダ電機 大分東明高校
新名 風花 日立 大分東明高校
市原 梨花 宮崎銀行 日本文理大附属高校
神田 美沙 ルートイン 大分東明高校
中村 朱里 宮崎銀行 大分西高校

キヤノンAC九州
後藤 みのり 矢野 栞理

日本文理大附属高校 北九州市立高校
大学生

名前 所属 学年 登録 出身高校
日隈 彩美 鹿屋体育大学 4 大分 大分西高校
工藤 杏華 日本体育大学 3 大分 大分西高校
林 望乃佳 中京学院大学 3 大分 大分西高校
大江 美咲 関西大学 3 大分 大分西高校

安部 実伽子 日本体育大学 2 大分 大分西高校
小松 優衣 松山大学 1 大分 大分西高校

高校生
名前 所属 学年

磯部 涼美 大分東明高校 3
有田 菜々美 大分東明高校 3
紀野 愛実 大分東明高校 3

藤井 さくら 大分東明高校 1
木本 胡実 大分西高校 3
奥西 杏樹 大分西高校 3

中学生
名前 所属 学年

松本 明莉 稙田南中学校 3
阿南 玲美 三重中学校 3
清水 愛結 高田中学校 3
宮川 紗耶 滝尾中学校 3
山本 結子 緑ヶ丘中学校 3
山本 釉未 城東中学校 2
安田 雪乃 高田中学校 2

沖縄・群馬

２０２０年 女子駅伝候補選手

エントリーできる県
福岡・宮崎

香川
福岡

古川 夏海
有明高校（熊本）

茨城
宮崎
東京
宮崎


