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学生記録　　1:09:29　　藤永　佳子(筑波大学)       2001 審 判 長　：　関根  春幸

大会記録　　1:11:00　　寺田　惠(関西学院大学)　　2007 記録主任 ：　西村　浩登
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順位 No. 氏名 年地区・所属団体名 5km 備考

1 226 水口　瞳 ﾐｽ゙ ｸﾞ ﾁ 静岡・大阪学院大学 16:49 34:06 (17:17) 51:21 (17:15) 1:09:01 (17:40) 1:12:34 (3:33)

2 201 須藤　ひかる ｽﾄﾞ ｳ ﾋｶ 茨城・東北福祉大学 16:49 34:06 (17:17) 51:21 (17:15) 1:09:01 (17:40) 1:12:41 (3:40)

3 212 小汲　紋加 ｵｸﾞ ﾐ ｱﾔ 東京・玉川大学 16:49 34:07 (17:18) 51:22 (17:15) 1:09:02 (17:40) 1:12:43 (3:41)

4 208 清水　萌衣乃 ｼﾐｽ゙  ﾓｴ 神奈川・東京農業大学 16:48 33:49 (17:01) 51:21 (17:32) 1:09:01 (17:40) 1:12:45 (3:44)

5 268 永井　智里 ﾅｶﾞ ｲ ﾁｻ 大阪・大阪芸術大学 17:07 34:25 (17:18) 51:46 (17:21) 1:09:52 (18:06) 1:13:40 (3:48)

6 223 関　紅葉 ｾｷ ｸﾚﾊ 京都・立命館大学 16:49 34:06 (17:17) 51:35 (17:29) 1:10:03 (18:28) 1:13:53 (3:50)

7 205 大倉　真歩 ｵｵｸﾗ ﾏﾎ 埼玉・東洋大学 16:49 34:06 (17:17) 51:33 (17:27) 1:10:11 (18:38) 1:13:58 (3:47)

8 254 久保田　みずき ｸﾎ゙ ﾀ ﾐｽ 神奈川・神奈川大学 17:07 34:27 (17:20) 52:15 (17:48) 1:10:21 (18:06) 1:14:08 (3:47)

9 213 玉城かんな ﾀﾏｷｶﾝﾅ 長野・名城大学 16:49 34:07 (17:18) 51:41 (17:34) 1:10:28 (18:47) 1:14:25 (3:57)

10 209 佐藤　有希 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 茨城・東京農業大学 16:50 34:28 (17:38) 52:16 (17:48) 1:10:41 (18:25) 1:14:27 (3:46)

11 246 志村　野々花 ｼﾑﾗ ﾉﾉｶ 神奈川・大阪芸術大学 17:07 34:27 (17:20) 52:15 (17:48) 1:10:41 (18:26) 1:14:36 (3:55)

12 219 信岡　桃英 ﾉ ﾌ ﾞ ｵ ｶ  ﾓ 京都・京都産業大学 17:08 35:03 (17:55) 52:55 (17:52) 1:11:22 (18:27) 1:15:09 (3:47)

13 202 西川　 真由 ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ 奈良・順天堂大学 16:50 34:07 (17:17) 52:24 (18:17) 1:11:23 (18:59) 1:15:16 (3:53)

14 272 奥村　純夏 ｵｸﾑﾗ ｽﾐ 香川・大阪芸術大学 17:34 35:28 (17:54) 53:20 (17:52) 1:11:38 (18:18) 1:15:24 (3:46)

15 227 岡本　奈々依 ｵｶﾓﾄ ﾅﾅ 愛知・大阪学院大学 16:49 34:53 (18:04) 52:54 (18:01) 1:11:40 (18:46) 1:15:28 (3:48)

16 249 軸屋　七海 ｼ゙ ｸﾔ ﾅﾅ 長崎・活水女子大学 17:34 35:28 (17:54) 53:20 (17:52) 1:11:38 (18:18) 1:15:29 (3:51)

17 229 谷川　愛美 ﾀ ﾆ ｶ ﾞ ﾜ  ﾏ 山口・大阪学院大学 17:27 35:24 (17:57) 53:31 (18:07) 1:11:41 (18:10) 1:15:31 (3:50)

18 214 松浦佳南 ﾏﾂｳﾗｶﾅ 静岡・名城大学 17:04 34:33 (17:29) 52:58 (18:25) 1:11:40 (18:42) 1:15:37 (3:57)

19 237 光恒　悠里 ﾐﾂﾈ ﾕﾘ 福岡・福岡大学 17:09 35:03 (17:54) 52:59 (17:56) 1:12:00 (19:01) 1:15:58 (3:58)

20 222 長濱　夕海香 ﾅ ｶ ﾞ ﾊ ﾏ  ﾕ 神奈川・大阪芸術大学 17:07 34:52 (17:45) 53:04 (18:12) 1:12:08 (19:04) 1:16:07 (3:59)

21 230 戸田　朱音 ﾄﾀﾞ  ｱｶﾈ 兵庫・大阪学院大学 17:34 35:28 (17:54) 53:21 (17:53) 1:12:21 (19:00) 1:16:10 (3:49)

22 283 橋本　晴佳 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙ 和歌山・大阪学院大学 17:09 35:03 (17:54) 53:07 (18:04) 1:12:15 (19:08) 1:16:17 (4:02)

23 244 小森星七 ｺﾓﾘｾﾅ 長崎・名城大学 17:08 35:14 (18:06) 53:53 (18:39) 1:12:42 (18:49) 1:16:34 (3:52)

24 221 山本　明日香 ﾔﾏﾓﾄ ｱｽ 和歌山・大阪芸術大学 17:08 35:34 (18:26) 54:02 (18:28) 1:12:52 (18:50) 1:16:44 (3:52)

25 253 森田　歩実 ﾓﾘﾀ ｱﾕﾐ 静岡・東洋大学 17:39 36:02 (18:23) 54:25 (18:23) 1:13:03 (18:38) 1:16:54 (3:51)

26 266 松本　美咲 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻ 京都・立命館大学 17:49 36:06 (18:17) 54:19 (18:13) 1:12:59 (18:40) 1:16:56 (3:57)

27 218 川戸　希望 ｶﾜﾄ ﾉｿﾞ 京都・京都産業大学 17:27 35:37 (18:10) 54:03 (18:26) 1:13:05 (19:02) 1:17:02 (3:57)

28 243 塩崎葵 ｼ ｵ ｻ ﾞ ｷ ｱ ｵ 長野・名城大学 17:39 36:06 (18:27) 54:18 (18:12) 1:13:16 (18:58) 1:17:16 (4:00)

29 211 大石　楓 ｵ ｵ ｲ ｼ  ｶ ｴ 静岡・玉川大学 17:09 35:37 (18:28) 54:04 (18:27) 1:13:32 (19:28) 1:17:37 (4:05)

30 216 西松　美樹 ﾆｼﾏﾂ ﾐｷ 高知・関西外国語大学 18:10 36:53 (18:43) 55:20 (18:27) 1:13:57 (18:37) 1:17:53 (3:56)

31 288 三浦　佑美香 ﾐｳﾗ ﾕﾐｶ 山梨・立命館大学 18:04 36:58 (18:54) 55:20 (18:22) 1:14:09 (18:49) 1:18:06 (3:57)

32 274 吉田　麗羅 ﾖｼﾀﾞ  ﾚｲ 福岡・活水女子大学 17:52 36:31 (18:39) 55:15 (18:44) 1:14:41 (19:26) 1:18:32 (3:51)

33 259 髙山　育美 ﾀｶﾔﾏ ｲｸ 新潟・関西外国語大学 18:09 36:57 (18:48) 55:29 (18:32) 1:14:32 (19:03) 1:18:33 (4:01)

34 241 渡邉　唯 ﾜﾀﾅﾍ゙  ﾕ 福島・国士舘大学 18:03 36:53 (18:50) 55:26 (18:33) 1:14:43 (19:17) 1:18:38 (3:55)

35 245 森田　彩乃 ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ 京都・大阪芸術大学 17:57 36:06 (18:09) 54:34 (18:28) 1:14:56 (20:22) 1:19:02 (4:06)

36 206 保坂　野恋花 ﾎｻｶ ﾉｺｶ 山梨・東京農業大学 17:56 36:19 (18:23) 55:26 (19:07) 1:15:03 (19:37) 1:19:12 (4:09)

37 270 手嶋　乃莉子 ﾃｼﾏ ﾉﾘｺ 兵庫・神戸学院大学 18:09 36:58 (18:49) 55:37 (18:39) 1:15:07 (19:30) 1:19:19 (4:12)

38 247 徳永　真紗希 ﾄ ｸ ﾅ ｶ ﾞ  ﾏ 愛媛・松山大学 17:45 36:39 (18:54) 55:47 (19:08) 1:15:25 (19:38) 1:19:27 (4:02)

39 248 守田　詩歩 ﾓﾘﾀ ｼﾎ 山口・福岡大学 17:25 36:37 (19:12) 55:29 (18:52) 1:15:46 (20:17) 1:19:47 (4:01)

40 278 小川　花奈 ｵｶﾞ ﾜ ｶﾅ 神奈川・玉川大学 18:03 36:58 (18:55) 56:20 (19:22) 1:15:59 (19:39) 1:20:01 (4:02)

41 303 右田　有奈 ﾐｷ゙ ﾀ ﾕﾅ 兵庫・武庫川女子大学 18:09 36:57 (18:48) 55:55 (18:58) 1:15:56 (20:01) 1:20:05 (4:09)

42 280 菅原　彩乃 ｽ ｶ ﾞ ﾊ ﾗ  ｱ 滋賀・びわこ学院大学 18:03 37:01 (18:58) 56:28 (19:27) 1:16:17 (19:49) 1:20:23 (4:06)

43 269 長山　夢芽 ﾅｶﾞ ﾔﾏ ﾕ 沖縄・大阪芸術大学 18:03 37:11 (19:08) 56:36 (19:25) 1:16:38 (20:02) 1:20:41 (4:03)

44 300 大樽　瑞葉 ｵ ｵ ﾀ ﾙ  ﾐ ｽ 兵庫・神戸学院大学 18:35 37:31 (18:56) 56:44 (19:13) 1:16:29 (19:45) 1:20:41 (4:12)

45 262 金子　由依 ｶﾈｺ ﾕｲ 静岡・大阪学院大学 18:10 37:30 (19:20) 56:59 (19:29) 1:16:33 (19:34) 1:20:45 (4:12)

46 281 横川　海姫 ﾖｺｶﾜ ﾐｷ 兵庫・兵庫大学 18:14 37:43 (19:29) 57:13 (19:30) 1:16:58 (19:45) 1:21:08 (4:10)

47 307 野口　明華 ﾉｸﾞ ﾁ ﾊﾙ 熊本・福岡大学 18:09 37:31 (19:22) 57:16 (19:45) 1:17:12 (19:56) 1:21:12 (4:00)

48 224 小枝　未森 ｺｴﾀﾞ  ﾐﾓ 大阪・佛教大学 18:03 37:00 (18:57) 56:40 (19:40) 1:17:00 (20:20) 1:21:26 (4:26)

49 271 大東　優奈 ﾀ ﾞ ｲ ﾄ ｳ  ﾕ 兵庫・兵庫大学 17:59 37:00 (19:01) 57:14 (20:14) 1:17:33 (20:19) 1:21:51 (4:18)

50 291 工藤　ひかり ｸﾄﾞ ｳ ﾋｶ 兵庫・佛教大学 18:17 37:43 (19:26) 57:20 (19:37) 1:17:46 (20:26) 1:21:59 (4:13)

(備考凡例:DNF:途中棄権 DNS:未出走)
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51 284 田村　幸希 ﾀﾑﾗ ｻｷ 徳島・大阪学院大学 18:36 37:47 (19:11) 57:12 (19:25) 1:17:52 (20:40) 1:22:11 (4:19)

52 302 浅井　加菜子 ｱｻｲ ｶﾅｺ 大阪・神戸学院大学 18:56 38:30 (19:34) 58:17 (19:47) 1:18:15 (19:58) 1:22:23 (4:08)

53 306 井筒　結希 ｲﾂ゙ ﾂ ﾕｳ 鳥取・福岡大学 18:11 38:17 (20:06) 58:07 (19:50) 1:18:38 (20:31) 1:22:47 (4:09)

54 275 徳永　七海 ﾄｸﾅｶﾞ  ﾅ 北海道・酪農学園大学 19:06 38:26 (19:20) 58:15 (19:49) 1:18:52 (20:37) 1:22:53 (4:01)

55 260 竹内　優花 ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 長野・大阪学院大学 18:10 37:16 (19:06) 56:54 (19:38) 1:18:34 (21:40) 1:23:04 (4:30)

56 287 間舎　明日香 ｶﾝｼｬ ｱｽ 兵庫・大阪学院大学 19:40 39:17 (19:37) 58:40 (19:23) 1:19:01 (20:21) 1:23:21 (4:20)

57 233 高見沢　里歩 ﾀｶﾐｻﾜ ﾘ 愛媛・松山大学 18:55 38:50 (19:55) 58:52 (20:02) 1:19:25 (20:33) 1:23:49 (4:24)

58 257 平田　由佳 ﾋﾗﾀ ﾕｶ 大阪・びわこ学院大学 19:32 39:44 (20:12) 59:56 (20:12) 1:20:32 (20:36) 1:24:46 (4:14)

59 261 河合　咲季 ｶﾜｲ ｻｷ 愛知・大阪学院大学 18:42 38:43 (20:01) 59:32 (20:49) 1:20:47 (21:15) 1:25:05 (4:18)

60 293 田辺　恋奈 ﾀﾅﾍ゙  ﾚﾝ 福井・佛教大学 18:55 39:16 (20:21) 59:33 (20:17) 1:20:41 (21:08) 1:25:10 (4:29)

61 292 大塚　唯華 ｵｵﾂｶ ﾕｲ 北海道・佛教大学 18:55 39:14 (20:19) 1:00:11 (20:57) 1:22:14 (22:03) 1:26:52 (4:38)

62 285 杉村　奈美 ｽｷ゙ ﾑﾗ ﾅ 鳥取・大阪学院大学 19:50 40:30 (20:40) 1:01:23 (20:53) 1:22:36 (21:13) 1:26:59 (4:23)

63 298 池尻　栞菜 ｲ ｹ ｼ ﾞ ﾘ  ｶ 京都・神戸学院大学 19:33 39:51 (20:18) 1:00:42 (20:51) 1:23:12 (22:30) 1:27:51 (4:39)

64 295 森口　愛子 ﾓﾘｸﾞ ﾁ ｱ 兵庫・神戸学院大学 20:14 41:25 (21:11) 1:03:32 (22:07) 1:26:14 (22:42) 1:30:45 (4:31)

65 239 西條　詩織 ｻ ｲ ｼ ﾞ ｮ ｳ  埼玉・東北大学 23:41 48:18 (24:37) 1:13:32 (25:14) 1:40:51 (27:19) 1:46:47 (5:56)

305 松波　侑以子 ﾏﾂﾅﾐ ﾕｲ 大阪・武庫川女子大学 21:25 48:12 (26:47) 1:16:17 (28:05) DNF

238 井手　彩乃 ｲﾃ゙  ｱﾔﾉ 長崎・福岡大学 16:49 34:06 (17:17) DNF

220 棚池　穂乃香 ﾀﾅｲｹ ﾎﾉ 滋賀・京都産業大学 16:49 34:07 (17:18) DNF

236 岡田　佳子 ｵｶﾀﾞ  ｶｺ 愛媛・松山大学 16:49 34:09 (17:20) DNF

240 古川　恵里 ﾌﾙｶﾜ ｴﾘ 宮城・東北福祉大学 18:54 41:45 (22:51) DNF

232 藤原　あかね ﾌ ｼ ﾞ ﾜ ﾗ  ｱ 愛媛・松山大学 18:36 DNF

250 川崎　美祈 ｶﾜｻｷ ﾐﾉ 山形・石巻専修大学 25:28 DNF

203 元廣　由美 ﾓﾄﾋﾛ ﾕﾐ 東京・大東文化大学 DNS

204 鈴木　彩智歩 ｽｽ゙ ｷ ｻﾁ 茨城・日本体育大学 DNS

207 棟久　由貴 ﾑﾈﾋｻ ﾕｷ 山口・東京農業大学 DNS

210 北脇　亮子 ｷ ﾀ ﾜ ｷ  ﾘ ｮ 鳥取・大東文化大学 DNS

215 德永香子 ﾄ ｸ ﾅ ｶ ﾞ ｷ ｮ 長崎・名城大学 DNS

217 田中　愛里 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 北海道・関西外国語大学 DNS

225 鹿嶋　栞名 ｶｼﾏ ｼｵﾅ 和歌山・佛教大学 DNS

228 髙谷　愛奈 ﾀｶﾀﾆ ｱｲ 兵庫・大阪学院大学 DNS

231 藤原　瑠奈 ﾌｼ゙ ﾜﾗ ﾙ 愛媛・松山大学 DNS

234 緒方　美咲 ｵｶﾞ ﾀ ﾐｻ 徳島・松山大学 DNS

235 古谷　奏 ﾌﾙﾔ ｶﾅﾃ 愛媛・松山大学 DNS

242 中林　咲 ﾅ ｶ ﾊ ﾞ ﾔ ｼ  静岡・玉川大学 DNS

251 坂口　真子 ｻｶｸﾞ ﾁ ﾏ 静岡・慶應義塾大学 DNS

252 加藤　明日美 ｶﾄｳ ｱｽﾐ 東京・慶應義塾大学 DNS

255 久保田　かえで ｸﾎ゙ ﾀ ｶｴ 神奈川・國學院大學 DNS

256 鈴木　真実 ｽｽ゙ ｷ ﾏﾐ 千葉・玉川大学 DNS

258 中島　みなみ ﾅ ｶ ｼ ﾞ ﾏ  ﾐ 大阪・関西外国語大学 DNS

263 金森　有香 ｶﾅﾓﾘ ﾕｶ 岐阜・佛教大学 DNS

264 沖村　美夏 ｵｷﾑﾗ ﾐｶ 京都・佛教大学 DNS

265 山崎　夢乃 ﾔ ﾏ ｻ ﾞ ｷ  ﾕ 京都・佛教大学 DNS

267 片岡　秀美 ｶﾀｵｶ ﾋﾃ 高知・大阪芸術大学 DNS

273 森野　夏歩 ﾓﾘﾉ ｶﾎ 静岡・長崎県立大学 DNS

276 大島　 里穂 ｵｵｼﾏ ﾘﾎ 群馬・順天堂大学 DNS

277 上杉　愛 ｳｴｽｷ゙  ｱ 静岡・玉川大学 DNS

279 伊藤　望 ｲﾄｳ ﾉｱ 愛媛・大東文化大学 DNS

282 杉山　わかな ｽ ｷ ﾞ ﾔ ﾏ  ﾜ 京都・京都産業大学 DNS

286 前田　綾子 ﾏｴﾀﾞ  ｱﾔ 大阪・大阪学院大学 DNS

289 林　ひかる ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥取・立命館大学 DNS

(備考凡例:DNF:途中棄権 DNS:未出走)
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第21回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会

10km 15km 20km 記録



：公益社団法人日本学生陸上競技連合・まつえレディースハーフマラソン実行委員会

：中国四国学生陸上競技連盟・一般財団法人島根陸上競技協会・松江市陸上競技協会

：松江市・松江市教育委員会・島根県・島根県教育委員会・山陰中央テレビジョン放送株式会社・公益財団法人松江体育協会　他

：株式会社　伊藤園

：島根県警察本部・島根県警察本部交通部交通機動隊・松江警察署

：2018年3月18日

測定区分:トランスポンダー

学生記録　　1:09:29　　藤永　佳子(筑波大学)       2001 審 判 長　：　関根  春幸

大会記録　　1:11:00　　寺田　惠(関西学院大学)　　2007 記録主任 ：　西村　浩登

気象：10:00現在　天候：晴　気温：13.3℃　湿度：58％　風向：西　風速：1.8m/s

順位 No. 氏名 年地区・所属団体名 5km 備考

290 浦田　美和 ｳﾗﾀ ﾐﾜ 熊本・佛教大学 DNS

294 友江　里圭子 ﾄﾓｴ ﾘｶｺ 大阪・大阪芸術大学 DNS

296 平山　璃奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ 三重・神戸学院大学 DNS

297 中西　希 ﾅｶﾆｼ ﾉｿ 兵庫・神戸学院大学 DNS

299 田口　真琴 ﾀｸﾞ ﾁ ﾏｺ 兵庫・神戸学院大学 DNS

301 梅村　寿理 ｳ ﾒ ﾑ ﾗ  ｼ ﾞ 岐阜・神戸学院大学 DNS

304 松本　美和 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾜ 兵庫・武庫川女子大学 DNS

(備考凡例:DNF:途中棄権 DNS:未出走)
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