
第25回阪神都市対抗女子駅伝競走大会 区間記録一覧表
日時：平成24年1月8日(日)  場所：武庫川河川敷特設コース

中田　美保 新井　志織 前田　穂南 児嶋　日向子 千原　恵理香
1 宝塚市 尼崎市Ａ 尼崎市Ａ 川西市Ａ 尼崎市Ｂ

21:08 [ 1] 10:41 [ 1] 10:33 [ 1] 11:10 [ 1] 18:13 [ 1]
了源ゆきの 今川　綾菜 佐藤　海希 大元ひより 志水　麻紗

2 尼崎市Ａ 伊丹市 西宮市Ａ 西宮市Ａ 川西市Ａ
21:51 [ 2] 10:51 [ 2] 11:16 [ 2] 11:33 [ 2] 18:32 [ 2]

藪田　裕衣 森本　新菜 小澤さきは 片原　歩香 安川　由紀
3 三田市Ａ 西宮市Ａ 川西市Ａ 尼崎市Ｂ 宝塚市

22:11 [ 3] 11:06 [ 3] 11:19 [ 3] 11:46 [ 3] 18:34 [ 3]
鶴田　千春 久光　愛海 川村　夏穂 阪本　明星 中田　春菜

4 西宮市Ｂ 西宮市Ｂ 猪名川町 西宮市Ｂ 西宮市Ｂ
22:17 [ 4] 11:08 [ 4] 11:28 [ 4] 11:49 [ 4] 18:49 [ 4]

井上　由貴 小野　優菜 寺田　美咲 藤井みのり 永田　美結
5 西宮市Ａ 三田市Ａ 西宮市Ｂ 猪名川町 尼崎市Ａ

22:31 [ 5] 11:15 [ 5] 11:34 [ 5] 11:52 [ 5] 18:55 [ 5]
吉川　弥生 磯邉　莉子 池田　葵 横田なつき 南條　　愛

6 川西市Ａ 川西市Ａ 尼崎市Ｂ 川西市Ｂ 三田市Ａ
22:45 [ 6] 11:21 [ 6] 11:54 [ 6] 11:59 [ 6] 19:21 [ 6]

中村　邦子 佐々木　美南 大西　佑樹 上原　珠美 阿部　光希
7 芦屋市 川西市Ｂ 川西市Ｂ 宝塚市 伊丹市

22:58 [ 7] 11:34 [ 7] 11:58 [ 7] 12:15 [ 7] 19:58 [ 7]
小澤まひろ 木村　紅音 妹尾　彩華 大山　瑞貴 村上さやか

8 川西市Ｂ 尼崎市Ｂ 三田市Ａ 尼崎市Ａ 芦屋市
23:20 [ 8] 11:34 [ 7] 12:08 [ 8] 12:16 [ 8] 20:08 [ 8]

坂口　希 宮城　智帆 橋本　千尋 安田　藍菜 平松　愛梨
9 猪名川町 猪名川町 三田市Ｂ 三田市Ａ 川西市Ｂ

23:26 [ 9] 11:36 [ 9] 12:16 [ 9] 12:28 [ 9] 20:11 [ 9]
鷲見　真実子 依田　春香 水越　三奈 山本　静乃 平瀬　梨紗

10 尼崎市Ｂ 三田市Ｂ 芦屋市 三田市Ｂ 三田市Ｂ
23:36 [10] 12:07 [10] 12:17 [10] 12:32 [10] 20:39 [10]

三次　仁海 赤木　玲奈 甲斐　麻華 青盛　有希 吉田ほなみ
11 三田市Ｂ 宝塚市 宝塚市 伊丹市 猪名川町

23:38 [11] 12:14 [11] 12:19 [11] 12:56 [11] 20:57 [11]
永田　悠莉 奥山　伊都 渡辺　彩花 長谷川結友 原田ひかる

12 伊丹市 芦屋市 伊丹市 芦屋市 西宮市Ａ
23:55 [12] 12:18 [12] 12:41 [12] 13:08 [12] 21:09 [12]
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