
第34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）　

　一般の部（５区間）

1 ユニバーサルエンターテインメント
（千　葉）

深山　文夫 豊岳　大樹 篠塚　麻衣 鷲見　梓沙 猿見田裕香 大西　　響 髙木　結加 奥村　紗帆 白石由佳子 山﨑　夢乃 中尾有梨沙

2 九 電 工
（福　岡）

藤野　圭太 岩永　暁如 逸木和香菜 唐沢　ゆり 林田　美咲 小園　彩華 森田　真帆 花房　百伽 河内　愛奈 キプケモイ・ジョアン

3 Ｔ Ｏ Ｔ Ｏ
（福　岡）

山本　光宏 早川　英里 前之原瑠衣 川下　玲奈 大坪　沙代 西永　菜津 近藤　萌江 エヴァ・チェロノ

4 肥 後 銀 行
（熊　本）

渡辺　重治 小出　優希 西田　留衣 菊地　梨紅 松下　茉由 秋山　祐妃 御﨑　　舞 儀藤　優花 堤　 好 伽 酒井　美玖 高江　友姫 上野由香子

5 パナソニック
（神奈川）

安養寺俊隆 小栁　直哉 内藤早紀子 森田　香織 森田　詩織 堀　　優花 渡邊菜々美 中村　優希 信櫻　　空 伊藤　南美 川口　幸奈

6 岩 谷 産 業
（大　阪）

廣瀬　永和 橋本　忠幸 安井絵理奈 中野　円花 青木　奈波 川村　　楓 西尾　咲良 若井　莉央 萩原　柚乃 小山　愛結 八木　美羽

7 キ ヤ ノ ン
（大　分）

川上　優子 橋本　裕太 今田麻里絵 大塚英梨子 日隈　彩美 藤川　　遥 松浦　亜依 山下　真央 石松　美咲 水谷　陽菜

8 大阪学院大学
（大　阪）

弘　　潤一 佐藤　千紘 田中　毬愛 中山　優奈 山中ほの香 永長　里緒 小林舞妃留 依田　来巳 鎌田　幸来 三浦　　萌 山下　彩菜

9 北九州市一般選抜
（福　岡）

中本　慎一 田中　龍二 日高　侑紀 竹川ひなの 山口　真実 吉村　　唯 中尾　伽音 日吉　鈴菜 嶋田　桃子

　高校の部（６区間）

21 筑紫女学園（福　岡）
長尾　育子 松本　明莉 北野　寧々 石橋　佳奈 清水　愛結 福山　　光 橋本日南海 有川ひなの 金森詩絵菜 明石　初花 森下　凉月

22 大阪薫英女学院
（大　阪）

安田　　功 眞鍋　祥子 水本　佳菜 西澤　茉鈴 薮谷　奈瑠 塚本　夕藍 向井　友希 小田　美月 片山　とわ 浮田　藍子 原田　彩花 山村　弥央

23 立命館宇治（京　都）
大谷　元気 池田　恵美 太田　咲雪 瀨川　　藍 細谷　愛子 池田　悠音 西澤　　楓 廣瀬　　梛 山本　釉未 大西　桃花 佐藤　ゆあ 福山　友菜

24 北九州市立（福　岡）
山口　栄一 辻　　彩希 石井　蒼彩 西田美乃里 野田真理耶 江藤　杏梨 下森　美咲 良永　ゆら 杉本　彩香 千代丸紗規 長町くらら 西嶋夏樹沙

25 山 田
（高　知）

欠　　　場

26 鳥 取 城 北（鳥　取）
矢﨑　正人 　田　夏美 河本　乙花 土橋日菜子 川島　心蕗 依藤　知愛 田川　雪菜 市谷　天李 岩田　凉風 金子　りん 中村　仁香 宮垣　　葵

27 西 脇 工 業（兵　庫）
吉良　勇太 谷田　珠実 飯塚　菜月 井澤　奈甫 染川　舞衣 田中　希空 藤城さくら 吉田　優音 塩﨑　彩理 隂山悠実乃 橋本　晴菜 橋本　結菜

28 世 羅
（広　島）

三原　慶子 流田　直希 山田　依茉 後藤　彩香 芳賀あかり 芳賀ひかり 續子鈴央菜 間處　寧乙 石原　朋華 井上　菜名 森本　亜都 髙本　依真

29 西 京
（山　口）

吉崎　康志 山本　真央 中原　涼那 水田　有香 佐内　瑞希 髙木　萌衣 神田　青葉 佐々木　凛 鶴澤　　晶 富岡　一咲 水田　清梨 土屋実耶弥

30 四国学院大学香川西
（香　川）

北村　智宏 土居　政之 藤尾　莉子 香川　莉々 佐々木　咲 杉村　実優 吉田のりか 大西　由菜 加淵　禾恩

31 八 幡 浜
（愛　媛）

倉田　　茂 清家　純三 山本　瑚春 小野　鈴花 清水ことね 清家　綾乃 東　　美桜 小野　琴実 竹内　音乃 島袋　愛央 向井　理子 石山この葉

32 神 村 学 園（鹿児島）
有川　哲蔵 林田　元輝 田島　愛梨 上野　優月 沖田　萌々 西川　歩夏 カリバ・カロライン ジェプチルチル・ブレンダ 小倉　陽菜 黒神　璃菜 吉留　美桜

33 小 林
（宮　崎）

佐々木秀行 冨永　博文 榎木　颯月 九嶋　萌恵 桑水流彩香 永田ひなの 西村真里奈 片山　乙葉 三城　愛梨 石川美沙希 筧　　美玖 河野　咲羽

34 ルーテル学院
（熊　本）

吉田　　謙 溝上　加菜 平田　優月 中村日菜多 古木　愛莉 吉田　あゆ 角銅　菜々 日置　　澪 藤岡　真実 松山　美結

35 諫 早
（長　崎）

羽山　篤史 中庭　知子 田中　咲蘭 蔦野萌々香 藤丸　　結 岩本　彩乃 野村　夏希 扇　　七帆 髙瀬　詩織 糸瀬　陽菜 森田そよ香 増丸　奈央

36 白 石
（佐　賀）

門田　芳彦 水田　鳴身 橋本　　奏 前田穂乃香 中島　遙音 山口　　綾 橋口　純怜 前田　百伽 森田　愛未 髙木　咲良 前田　華歩 黒川　はる

37 鹿 児 島
（鹿児島）

宇都　翔太 伊藤龍志朗 藤元　あみ 芝崎　葉音 平野　悠莉 神田　美咲 永吉　悠倭 長谷川凛佳 平野　愛莉 鍛治屋朋華 山内　　蘭 上ノ原小都理

38 宮 崎 日 大（宮　崎）
大山真由美 黒木　　望 岩本　実久 岡部　華果 宮原　月渚 山本　結子 田中　優衣 河野　　景 関本　莉子 上柳　　凜 温水いちり 黒木　愛美

39 佐 賀 清 和（佐　賀）
樋渡　朋子 田中　美妃 保楊枝乃綾 弓山　彩乃 石井　絆夢 塚本　海碧 川﨑　望加 坂口　結音 福田　綾音 古澤　由奈 弓山由依乃

40 九州国際大付属
（福　岡）

酒井　　寛 松本　和男 高杢　光希 原田　沙紀 朝吹　花菜 川上　羽詩 永沼　妃織 安藤　咲葵 野田　七海 甲斐　倖菜 福田　真弓 渕上　彩代

41 北九州市高校選抜
（福　岡）

藤脇　友介
大塚　　洋
稲垣　瑶香

矢野　汐栞 川西　みち 村井　百佳 永吉　愛佳 梅月　華凛 仲本　結香 南　　凜風 山田わかば


