
第28回選抜女子駅伝北九州大会（チーム名・出場選手）

№ チーム名
（所在地）

監　督 コーチ 選　　　　手　　　　名  （走る区間は前日の監督会議で決まります）　

1 九 電 工
（福　岡）

藤野　圭太 溝渕　太郎 加藤　　岬 宮 﨑 悠 香 奥野　舞子 安達　佳歩 永沼　侑花 横石　悠貴 ムルリ.マリアム.ワイディラ 芦　　 麻生 濱崎　優汐 山下　莉奈

2 Ｔ Ｏ Ｔ Ｏ
（福　岡）

森政　芳寿 田中　雄規 川上さくら 川上わかば 黒田　純菜 一　紋野女 嘉本　彩佳 前之原瑠衣 大森　巴菜 山本　紗生 シュル・ブロ

3 ユニバーサルエンターテインメント
（千　葉）

大澤　啓悟 青山　瑠衣 中村　萌乃 木村　友香 伊澤菜々花 由水　沙季 篠塚　麻衣 鷲見　梓沙 小吉川志乃舞

4 鹿児島銀行
（鹿児島）

立迫奈津子 池満　綾乃 久保愛結美 春成　友美 小原　諒子 松枝　未代 安藤　有沙 久保　亜美

5 十 八 銀 行
（長　崎）

髙木　孝次 吉 井　　 賢 野上　恵子 古賀　悠華 大内　美優 前川　晴菜 山﨑なず菜 東本　　彩 富永あかり 立岩　宇美 松田　三奈

6 ユタカ技研
（静　岡）

森　　安彦 宮田佳菜代 成岡　千夏 竹川ひなの 寺島　優奈 北川　千里 髙野　智声 森藤　　凪 萩原　百萌

7 シスメックス
（兵　庫）

本田　大造 田邊摩希子 永岡　真衣 西田　留衣 金平　裕希 坂本　茉矢 宗廣　閑那 中村　智美

8 エディオン
（広　島）

沢柳　厚志 大島　健太 石澤ゆかり 安井絵理奈 西田　美咲 若林　由佳 江口　美咲 淺田　美菜 小池　彩加

9 キヤノンアスリートクラブ九州
（大　分）

清水　　昭 橋本　裕太 竹上　千咲 下藤ひとみ 川嶋　利佳 平井　　恵 青木　優子 後藤みのり 新山　美帆 宇都宮亜未 真柄　　碧 古川　夏海

10 大阪学院大学
（大　阪）

志水　貢一 弘　　 潤 一 加藤みちる 清水　真帆 永吉　百恵 古瀨　凪沙 金子　由依 水口　　瞳 岡本奈々依 高谷　愛奈 谷川　愛美 田村　幸希

11 北九州市一般選抜
（福　岡）

中本　慎一 田中　龍二 黒川沙莉愛 松川　涼子 松村　悠香 中島みなみ 戸次亜由美 今田麻里絵 矢野　栞理 森　奈津美

21 大阪薫英女学院
（大　阪）

安田　　功 眞鍋　祥子 嵯峨山佳菜未 村尾　綾香 竹内ひかり 中島　紗弥 髙田　晴香 渡邉　桃子 木下　文音 小田　真帆 森　　夢佳 青木　彩帆

22 立命館宇治（京　都）
荻野　由信 高橋　拓夢 片山　弓華 又村　菜月 西澤　咲乃 西内　彩恵 高橋　栞奈 岡本　彩音 山本帆乃香 寸田　　桜 角　　咲綾

23 北九州市立（福　岡）
荻原　知紀 野崎　京子 目野　良佳 柴田　佑希 西尾　咲良 中野　沙彩 大賀　菜央 林田　美咲 藤井菜々子 松本　夢佳 野末　侑花 日𠮷　鈴菜

24 興 譲 館
（岡　山）

藤井　裕也 小林　千乃 青木　未晴 安達　花音 金丸　芽生 的塲　麻歩 室田　杏子 小林　歩佳 酒井　　想 舛田　　華 松尾　亜柚 三村　莉央

25 西 京
（山　口）

吉崎　康志 末長　大輝 澁田　美 金盛　萌恵 叶　真輝子 石尾木乃美 糸山　未歩 西永　菜津 春野　麻友 沖谷　友奈 森廣　彩音 横山　莉央

26 西 脇 工
（兵　庫）

前田　泰秀 奥村　朱美 大西　結菜 髙橋　ひな 戸田　朱音 南　美沙希 礒野　恵梨 今枝　紗弥 後藤　　夢 田中　希実 村上　美桜 南　茉里奈

27 世 羅
（広　島）

岩本　真弥 大工谷秀平 見田　杏花 向井　優香 真﨑　　遥 相原　美咲 松本　結香 小川　純奈 山田奈々子 平村　古都 神笠　貴子 相原結芽子

28 山 田
（高　知）

永田　克久 下村　和秀 西松　美樹 片岡　秀美 寺尾　鼓妙 野村菜々美 浅野　成美 西川　鶴乃 片岡　遥南 中村　夏子 大塚日真莉 弘光　美紅

29 宮 崎 日 大（宮　崎）
黒木　　章 尾 堂　　 博 黒木　裕子 石井　里佳 中村　莉里 田﨑　優理 尾籠さや香 野村　知花 野崎　　光 飯尾　七菜 芝原　美月

30 諫 早
（長　崎）

松元　利弘 小林　日和 小森　星七 岡本　海愛 森林　未来 松田　純香 平岡　美紀 佐々木亜美 大津安沙菜 若杉　凪真 楠本明日実

31 鳥 取 城 北（鳥　取）
下浦　研二 井筒　結希 角谷　充代 八木ひかる 秋田　真実 花房　百伽 赤堀　仁美 濱上　千景 松井　沙羅 有本　光玖 坂田こころ

32 （ 欠 場 ）

33 神 村 学 園（鹿児島）
有川　哲蔵 荒武　志織 谷口　　愛 中島　愛華 山田れいり 久田ちひろ 中尾友梨奈 平田　歩弓 カマウ・タビタジェリ

34 筑紫女学園（福　岡）
長尾　育子 河村　邦彦 花田　咲絵 御﨑　　舞 大山　瑞稀 堤　　伶奈 飯島　理子 辻田　翔子 岩室　颯希 楢﨑満里奈 森　佳奈子 永井　佑季

35 東海大福岡（福　岡）
赤星　敏典 松本　啓佑 谷　真以子 福田　詩音 菅田　雅香 寺川　実沙 辻井　美羽 坂田　寧々 馬庭　　悠 中尾有梨沙 本松　風夏 神崎穂乃香

36 北九州市高校選抜
（福　岡）

藤脇　友介 大 塚　　 洋
松本　莉奈 大内　もか 池田　愛理 松浦　杏利 友成　花歩 香月菜名美 黒仁田陽菜 柴田菜々子 長井　　咲 井手　万裕 杉本麻衣子


