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第３４回全日本大学女子駅伝対校選手権大会

主　催:公益社団法人日本学生陸上競技連合、読売新聞社
コース:仙台市陸上競技場(ｽﾀｰﾄ)～仙台市役所前市民広場(ﾌｨﾆｯｼｭ) 6区間38.0km
共　催:仙台市
日付:2016-10-30 最終コール:11:50 競技開始:12:10

[大会記録(GR)]    2:02:52  立命館大学　2015.10.25  (6区間38.0km)
                            (大森・関・加賀山・池本・太田・和田)

オーダーリスト

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 補欠1 補欠2
6.4km 5.6km 6.8km 4.8km 9.2km 5.2km

1 立命館大 菅野　七虹 池内　彩乃 佐藤　成葉 和田　優香里 関　紅葉 大森　菜月 園田　聖子 部　亜樹
ｶﾝﾉ ﾅﾅｺ ｲｹｳﾁ ｱﾔﾉ ｻﾄｳ ﾅﾙﾊ ﾜﾀﾞ ﾕｶﾘ ｾｷ ｸﾚﾊ ｵｵﾓﾘ ﾅﾂｷ ｿﾉﾀﾞ ｼｮｳｺ ﾏﾅﾍﾞ ｱｷ

2 大東文化大 瀬川　帆夏 北脇　亮子 小枝　理奈 谷萩　史歩 関谷　夏希 山口　可純 松川　涼子 伊藤　望
ｾｶﾞﾜ ｿﾖｶ ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ ｺｴﾀﾞ ﾘﾅ ﾔﾊｷﾞ ｼﾎ ｾｷﾔ ﾅﾂｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾐ ﾏﾂｶﾜ ﾘｮｳｺ ｲﾄｳ ﾉｱ

3 松山大 上原　明悠美 緒方　美咲 古谷　奏 高見沢　里歩 中原　海鈴 高見澤　安珠 藤原　あかね 岡田　佳子
ｳｴﾊﾗ ｱﾕﾐ ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ ﾌﾙﾔ ｶﾅﾃﾞ ﾀｶﾐｻﾜ ﾘﾎ ﾅｶﾊﾗ ﾐｽｽﾞ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾈ ｵｶﾀﾞ ｶｺ

4 日本体育大 細田　あい 高橋　真以 金杉　侑香 絹野　紗月 唐沢　ゆり 鈴木　彩智歩 酒井　優莉菜 平野　文珠
ﾎｿﾀﾞ ｱｲ ﾀｶﾊｼ ﾏｲ ｶﾅｽｷﾞ ﾕｳｶ ｷﾇﾉ ｻﾂｷ ｶﾗｻﾜ ﾕﾘ ｽｽﾞｷ ｻﾁﾎ ｻｶｲ ﾕﾘﾅ ﾋﾗﾉ ｱﾔﾐ

5 名城大 青木　和 德永　香子 湯澤　ほのか 向井　智香 赤坂　よもぎ 玉城　かんな 横山　友里乃 松浦　佳南
ｱｵｷ ﾉﾄﾞｶ ﾄｸﾅｶﾞ ｷｮｳｺ ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ ﾑｶｲ ﾁｶ ｱｶｻｶ ﾖﾓｷﾞ ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ ﾖｺﾔﾏ ﾕﾘﾉ ﾏﾂｳﾗ ｶﾅ

6 大阪学院大 水口　瞳 髙谷　愛奈 清水　真帆 古瀨　凪沙 新井　沙紀枝 岡本　奈々依 永吉　百恵 林　和佳奈
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ ﾀｶﾀﾆ ｱｲﾅ ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ ﾌﾙｾ ﾅｷﾞｻ ｱﾗｲ ｻｷｴ ｵｶﾓﾄ ﾅﾅﾖ ﾅｶﾞﾖｼ ﾓﾓｴ ﾊﾔｼ ﾜｶﾅ

7 東京農業大 清水　萌衣乃 小堀　真佳 佐藤　有希 土田　佳奈 棟久　由貴 原田　紗枝 古屋　夏乃 小川　奈々
ｼﾐｽﾞ ﾓｴﾉ ｺﾎﾞﾘ ﾏﾅｶ ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾂﾁﾀﾞ ｶﾅ ﾑﾈﾋｻ ﾕｷ ﾊﾗﾀﾞ ｻｴ ﾌﾙﾔ  ﾅﾂﾉ ｵｶﾞﾜ ﾅﾅ

8 関西大 廣瀬　亜美 永里　光 津田　夏実 北田　朋巳 清水　惇子 森　亮子 髙野　涼夏 永宮　生都
ﾋﾛｾ ｱﾐ ﾅｶﾞｻﾄ ﾋｶﾙ ﾂﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｷﾀﾀﾞ ﾄﾓﾐ ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝｺ ﾓﾘ ﾘｮｳｺ ﾀｶﾉ ｽｽﾞｶ ﾅｶﾞﾐﾔ ｵﾄ

9 北翔大 吉田　麻美 明　紗弓 星野　里奈 堀井　ちなみ 八重樫　春香 髙橋　みづき 杉本　舞
ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾐ ﾐｮｳ ｻﾕﾐ ﾎｼﾉ ｻﾄﾅ ﾎﾘｲ ﾁﾅﾐ ﾔｴｶﾞｼ ﾊﾙｶ ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｷ ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｲ

10 東北福祉大 工藤　レイラ 太田　千尋 古川　恵里 饒村　里緒 鈴木　美咲 鈴木　菜未 小林　文香 松栄　モモ子
ｸﾄﾞｳ ﾚｲﾗ ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ ﾌﾙｶﾜ ｴﾘ ﾆｮｳﾑﾗ ﾘｵ ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ ｽｽﾞｷ ﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｶ ﾏﾂｴ ﾓﾓｺ

11 石巻専修大 川崎　美祈 庄司　琴美 千葉　悠里奈 牧野　あや 原田　詠麻 漆戸　雛 寺牛　若菜 髙橋　七海
ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ ｼｮｳｼﾞ ｺﾄﾐ ﾁﾊﾞ ﾕﾘﾅ ﾏｷﾉ ｱﾔ ﾊﾗﾀﾞ ｴﾏ ｳﾙｼﾄﾞ ﾋﾅ ﾃﾗｳｼ ﾜｶﾅ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ

12 東洋大 白川　恵理菜 室伏　杏花里 森田　歩実 内田　寧々 佐藤　早也伽 山口　いずみ 天羽　彩佳 大倉　真歩
ｼﾗｶﾜ ｴﾘﾅ ﾑﾛﾌｼ ｱｶﾘ ﾓﾘﾀ ｱﾕﾐ ｳﾁﾀﾞ ﾈﾈ ｻﾄｳ ｻﾔｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｽﾞﾐ ｱﾏﾊ ｱﾔｶ ｵｵｸﾗ ﾏﾎ

13 白大 安藤　優香 永井　加奈 渡邉　恵利佳 田久保　奈見 小澤　夏美 馬橋　あづみ 小谷　萌子 藤田　愛子
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ ﾅｶﾞｲ ｶﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘｶ ﾀｸﾎﾞ ﾅﾐ ｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ ﾏﾊﾞｼ ｱﾂﾞﾐ ｺﾀﾆ ﾓｴｺ ﾌｼﾞﾀ ｱｲｺ

14 城西大 三ツ木　桃香 小笠原　晴季 高沢　真歩 佐光　菜々子 福居　紗希 上田　未奈 星野　あす香 相原　もこ
ﾐﾂｷﾞ ﾓﾓｶ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｷ ﾀｶｻﾞﾜ ﾏﾎ ｻｺｳ ﾅﾅｺ ﾌｸｲ ｻｷ ｳｴﾀﾞ ﾐﾅ ﾎｼﾉ ｱｽｶ ｱｲﾊﾗ ﾓｺ

15 順天堂大 西野　まほ 白鳥　さゆり 大島　里穂 西川　真由 今村　咲織 佐藤　由依 遠藤　柚奈 佐藤　みな実
ﾆｼﾉ ﾏﾎ ｼﾗﾄﾘ ｻﾕﾘ ｵｵｼﾏ ﾘﾎ ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ ｲﾏﾑﾗ ｻｵﾘ ｻﾄｳ ﾕｲ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾅ ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ

16 中央大 五島　莉乃 市村　萌捺美 西村　真実 太田　優紀 木下　友梨菜 丹羽　七海 関根　千智 出水　楓
ｺﾞｼﾏ ﾘﾉ ｲﾁﾑﾗ ﾓﾅﾐ ﾆｼﾑﾗ ﾏﾐ ｵｵﾀ ﾕｷ ｷﾉｼﾀ ﾕﾘﾅ ﾆﾜ ﾅﾅﾐ ｾｷﾈ ﾁｻﾄ ﾃﾞﾐｽﾞ ｶｴﾃﾞ

17 新潟医療福祉大 小合　沙季 大川原　麻美子 佐々木　美希 秋山　景 田村　理沙 尾形　朋美 三富　真知 三原　瑞佳
ｵｺﾞｳ ｻｷ ｵｵｶﾜﾗ ﾏﾐｺ ｻｻｷ ﾐｷ ｱｷﾔﾏ ｹｲ ﾀﾑﾗ ﾘｻ ｵｶﾞﾀ ﾄﾓﾐ ﾐﾄﾐ ﾏﾁ ﾐﾊﾗ ﾐｽﾞｶ

18 中京大 杉浦　穂乃加 権田　結希 三潟　帆乃美 水谷　百花 冨松　侑乃 竹嶋　央后 光部　凪沙 橋田　梨乃
ｽｷﾞｳﾗ ﾎﾉｶ ｺﾞﾝﾀﾞ ﾕｳｷ ﾐｶﾀ ﾎﾉﾐ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾓﾓｶ ﾄﾐﾏﾂ ﾕﾉ ﾀｹｼﾏ ｴﾐ ｺｳﾍﾞ ﾅｷﾞｻ ﾊｼﾀﾞ ﾘﾉ

19 京都産業大 橋本　奈津 藪田　裕衣 棚池　穂乃香 信岡　桃英 佐藤　季実子 今川　綾菜 清水　穂高 北野　詩織
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂ ﾔﾌﾞﾀ ﾕｲ ﾀﾅｲｹ ﾎﾉｶ ﾉﾌﾞｵｶ ﾓﾓｴ ｻﾄｳ ｷﾐｺ ｲﾏｶﾞﾜ ｱﾔﾅ ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ ｷﾀﾉ ｼｵﾘ

20 関西外国語大 竹山　楓菜 田中　愛里 床呂　沙紀 中島　みなみ 渡部　貴江 冨士原　きらり 越水　香菜美 髙山　育実
ﾀｹﾔﾏ ｶｴﾅ ﾀﾅｶ ｱｲﾘ ﾄｺﾛ ｻｷ ﾅｶｼﾏ ﾐﾅﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｴ ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾗﾘ ｺｼﾐｽﾞ ｶﾅﾐ ﾀｶﾔﾏ ｲｸﾐ

21 大阪芸術大 山本　明日香 森田　彩乃 明石　伊央 永井　智里 大津　花野子 澤山　佳世 横田　麻里亜 峠　萌香
ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ ｱｶｼ ｲｵ ﾅｶﾞｲ ﾁｻﾄ ｵｵﾂ ｶﾉｺ ｻﾜﾔﾏ ｶﾖ ﾖｺﾀ ﾏﾘｱ ﾄｳｹﾞ ﾓｴｶ

22 環太平洋大 松下　菜摘 沖野　楓 木野戸　咲耶 吉川　歩実 神田　春奈 井上　琴葉 大髙　未歌 西川　佳奈美
ﾏﾂｼﾀ ﾅﾂﾐ ｵｷﾉ ｶｴﾃﾞ ｷﾉﾄ ｻﾔ ｷｯｶﾜ ｱﾕﾐ ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙﾅ ｲﾉｳｴ ｺﾄﾖ ｵｵﾀｶ ﾐｶ ﾆｼｶﾜ ｶﾅﾐ

23 福岡大 髙木　結加 末永　穂乃香 門柳　葉月 岡本　佳代 逸木　和香菜 岡村　千咲 新貝　加奈恵 坂口　天音
ﾀｶｷ ﾕｲｶ ｽｴﾅｶﾞ ﾎﾉｶ ｶﾄﾞﾔﾅｷﾞ ﾊﾂﾞｷ ｵｶﾓﾄ ｶﾖ ｲﾂｷ ﾜｶﾅ ｵｶﾑﾗ ﾁｻｷ ｼﾝｶﾞｲ ｶﾅｴ ｻｶｸﾞﾁ ｱﾏﾈ

24 鹿屋体育大 前川　紀 山川　小春 岸良　美周 河野　美典 盛山　鈴奈 藤田　理恵 高野　安弥 吉木　愛海
ﾏｴｶﾜ ﾕｷ ﾔﾏｶﾜ ｺﾊﾙ ｷｼﾗ ﾐﾁｶ ｶﾜﾉ ﾐﾉﾘ ｾｲﾔﾏ ｽｽﾞﾅ ﾌｼﾞﾀ ﾘｴ ﾀｶﾉ ｱﾐ ﾖｼｷ ｱﾐ

25 活水女子大 野口　真愛 工藤　茉理亜 林田　恵美 廣川　由貴 軸屋　七海 宝崎　胡桃
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅ ｸﾄﾞｳ ﾏﾘｱ ﾊﾔｼﾀﾞ ｴﾐ ﾋﾛｶﾜ ﾕｷ ｼﾞｸﾔ ﾅﾅﾐ ﾎｳｻﾞｷ ｸﾙﾐ

26 東北学連選抜 宮間　志帆 大関　佳 市川　里奈 岡本　沙帆 橋本　紗枝子 舟山　愛理 梶山　あずさ 工藤　るり子
OPN ﾐﾔﾏ ｼﾎ ｵｵｾｷ ｹｲ ｲﾁｶﾜ ﾘﾅ ｵｶﾓﾄ ｻﾎ ﾊｼﾓﾄ ｻｴｺ ﾌﾅﾔﾏ ｱｲﾘ ｶｼﾞﾔﾏ ｱｽﾞｻ ｸﾄﾞｳ ﾙﾘｺ

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 補欠1 補欠2
6.4km 5.6km 6.8km 4.8km 9.2km 5.2km

区間記録 大森　菜月  太田　琴菜  鍋島　莉奈  菅野　七虹  太田　琴菜  森　智香子                          
立命館大    立命館大    鹿屋体育大  立命館大    立命館大    大東文化大                          

20:22 17:29 21:54 15:40 29:24 17:06

OPN:オープン出場


