
2016 中国女子世羅駅伝競走大会 出走表 平成28年(2016)2月14日(日)
世羅町防災ｾﾝﾀｰ前～せら文化ｾﾝﾀｰ　5区間(21.1km)

○チーム
№ 所属 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 補欠１ 補欠２ 補欠３ 監督

大西　　響(16) 谷本　七星(13) 本間　宙峰(16) 兼友　良夏(14) 中畑　友花(19) 藤井　夢海(14) 中辻　亜美(15) 徳島　弥喜(16) 大前　隆之(49)
ｵｵﾆｼ ﾋﾋﾞｷ ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ ﾎﾝﾏ ﾄｷﾈ ｶﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾅ ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓｶ [F] ﾌｼﾞｲ ﾕﾒﾐ ﾅｶﾂｼﾞ ｱﾐ ﾄｸｼﾏ ﾐｷ ｵｵﾏｴ ﾀｶﾕｷ
世羅高1 国泰寺中1 舟入高1 長束中2 玉川大1 口田中2 比治山女高1 進徳女高1
浅田　琴音(18) 花守　愛(14) 渡邉　歩恵夢() 神笠　貴子(15) 藤倉　美和(16) 中森　佳恵(17) 高原　実季(14) 神笠　知子(13) 渡邉　　亨(58)
ｱｻﾀﾞ ｺﾄﾈ ﾊﾅﾓﾘ ｱｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾟｴﾑ ｶﾐｶﾞｻ ﾀｶｺ ﾌｼﾞｸﾗ ﾐﾜ ﾅｶﾓﾘ ｶｴ ﾀｶﾊﾗ ﾐｷ ｶﾐｶﾞｻ ﾄﾓｺ ﾜﾀﾅﾍﾞﾄｵﾙ
世羅高3 西条中2 西条中3 世羅高1 西条農業高2 高屋中3 西条中1
見田　杏花(17) 森山　唯菜(14) 湯淺　茉那美(16) 相原　結芽子(15) 岡　未友紀(21) 森山　紗弥(17) 下高　美聡(13) 肥田　義孝(44)
ﾐﾀ　ｷｮｳｶ ﾓﾘﾔﾏ　ﾕﾅ ﾕｱｻ　ﾏﾅﾐ ｱｲﾊﾞﾗ　ﾕﾒｺ ｵｶ　ﾐﾕｷ [F] ﾓﾘﾔﾏ　ｻﾔ ｼﾓﾀｶ　ﾐｻﾄ ﾋﾀﾞ ﾖｼﾀｶ
世羅高2 緑ヶ丘中2 皆実高1 坂中3 デンソー 皆実高2 坂中1
家根原　優花(16) 上田　万葵(14) 家根原　浩花(17) 白波瀬　千紘(15) 坪井　美羽(19) 加美　ことね(16) 坪井　未来(17) 岩本　亜弓(14) 小方　浩志(48)
ﾔﾈﾊﾗ　ﾕｳｶ ｳｴﾀﾞ　ﾏｷ ﾔﾈﾊﾗ　ﾋﾛｶ ｼﾗﾊｾ　ﾁﾋﾛ ﾂﾎﾞｲ　ﾐｳ ｶﾐ　ｺﾄﾈ ﾂﾎﾞｲ　ﾐｸ ｲﾜﾓﾄ　ｱﾕﾐ ｵｶﾞﾀ　ﾋﾛｼ
廿日市西高1 大野東中2 廿日市西高2 大野東中3 広島ＳＲＰＣ 宮島工業高1 広島井口高2 野坂中2
向井　優香(17) 奥川　萌絵(15) 堀　明日香(21) 友定　夏希(15) 小吉川志乃舞(18) 小迫　なずな(14) 西原　　淳(37)
ﾑｶｲ ﾕｳｶ ｵｸｶﾞﾜ ﾓｴ ﾎﾘ ｱｽｶ [F] ﾄﾓｻﾀﾞ ﾅﾂｷ ｺﾖｼｶﾜ ｼﾉﾌﾞ ｺｻｺ ﾅｽﾞﾅ ﾆｼﾊﾗ ｱﾂｼ
世羅高2 世羅西中3 早稲田大2 世羅西中3 世羅高3 世羅西中2
沖野　　楓(18) 宇津巻　里帆(14) 宮崎　　蘭(16) 西田　鈴菜(14) 兼藤　美桜(17) 山縣　寧々(13) 加藤　琴乃(16) 坂田　彬穂(16) 田川　　司(57)
ｵｷﾉ ｶｴﾃﾞ ｳｽﾞﾏｷ ﾘﾎ ﾐﾔｻﾞｷ ﾗﾝ ﾆｼﾀﾞ ｽｽﾞﾅ ｶﾈﾄｳ ﾐｵ ﾔﾏｶﾞﾀ ﾈﾈ ｶﾄｳ ｺﾄﾉ ｻｶﾀ ｱｷﾎ ﾀｶﾞﾜ ﾂｶｻ
高陽東高3 口田中2 沼田高1 広島三和中2 沼田高2 伴中1 高陽東高1 比治山女高1
山下　紗季(17) 近藤　萌音(14) 原田　歩音(16) 松尾　晴乃(14) 宇恵　　司(16) 上川　蒼生(13) 赤羽　芹菜(17) 松本　あゆみ(16) 岡廣　　徹(33)
ﾔﾏｼﾀ ｻｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾈ ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾈ ﾏﾂｵ ﾊﾙﾉ ｳｴ ﾂｶｻ ｳｴｶﾜ ｱｵｲ ｱｶﾊﾈ ｾﾘﾅ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ ｵｶﾋﾛ ﾄｵﾙ
高陽東高3 広島城南中2 沼田高2 広島城南中2 広島皆実高2 伴中1 修大鈴峯女中2 安古市高1
高橋　愛(17) 佐々木　晴加(14) 重政　華凛(17) 卜部　由莉香(13) 井上　千尋(17) 北村　愛(17) 木村 さくら(15) 尾関　夏希(13) 山本　浩司(55)
ﾀｶﾊｼ ｱｲ ｻｻｷ ﾊﾙｶ ｼｹﾞﾏｻ ｶﾘﾝ ｳﾗﾍﾞ ﾕﾘｶ ｲﾉｳｴ ﾁﾋﾛ ｷﾀﾑﾗ ｱｲ ｷﾑﾗ ｻｸﾗ ｵｾﾞｷ ﾅﾂｷ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ
神辺旭高2 福山城南中2 神辺旭高2 福山城南中1 福山誠之館高2 盈進高2 福山誠之館高1 福山東中1
樫原　里咲(16) 樫原　沙紀(14) 砂田　夏恵(35) 平村　古都(15) 吉田　愛美(17) 上迫　りな(17) 小倉　女依(14) 河本　彩加(13) 宮下　時和(45)
ｶﾀｷﾞﾊﾗ ﾘｻ ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ ｽﾅﾀﾞ ﾅﾂｴ ﾋﾗﾑﾗ ｺﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ ｳｴｻｺ ﾘﾅ ｵｸﾞﾗ ﾒｲ ｶﾜﾓﾄ ｱﾔｶ ﾐﾔｼﾀ ﾄｷｶｽﾞ
呉三津田高1 昭和中2 呉市陸協 警固屋中3 市立呉高2 市立呉高2 阿賀中2 東畑中1
背戸　美幸(19) 福島　美緒(14) 木村　菜月(16) 小原　弓佳(14) 脇　実乃里(17) 東　奈々(36) 西松　美紅(16) 村田　輝(14) 向谷　訓昭(65)
ｾﾄ　ﾐﾕｷ [F] ﾌｸｼﾏ　ﾐｵ ｷﾑﾗ　ﾅﾂｷ ｺﾊﾞﾗ　ﾕﾐｶ ﾜｷ　ﾐﾉﾘ ﾋｶﾞｼ　ﾅﾅ ﾆｼﾏﾂ　ﾐｸ ﾑﾗﾀ　ｱｷﾗ ﾑｶｲﾔ ﾉﾘｱｷ
関西大1 本郷中2 西条農業高1 三原第五中2 沼田高2 大和走友会 総合技術高1 本郷中2
夜舩　友香(17) 角田　千幸(14) 惣田　萌(16) 冠野　明日香(13) 高橋　雪乃(16) 善用　美咲(14) 平本　未奈(16) 向谷　訓昭(65)
ﾖﾌﾈ　ﾕｶ ｶｸﾀﾞ　ﾁﾕｷ ｿｳﾀﾞ　ﾓｴ ｶﾝﾉ　ｱｽｶ ﾀｶﾊｼ　ﾕｷﾉ ｾﾞﾝﾖｳ　ﾐｻｷ ﾋﾗﾓﾄ　ﾐﾅ ﾑｶｲﾔ ﾉﾘｱｷ
県立広島高2 三原第五中2 総合技術高1 三原第五中1 世羅高2 本郷中2 総合技術高1
塩出　日南(17) 小川　愛夏(15) 林　沙知(17) 小川　純奈(15) 長尾　明日香(18) 吉川　綾音(17) 山奥　涼花(16) 安田　春香(14) 浜岡　靖治(59)
ｼｵﾃﾞ　ﾋﾅ ｵｶﾞﾜ　ｱｲｶ ﾊﾔｼ　ｻﾁ ｵｶﾞﾜ　ｼﾞｭﾝﾅ ﾅｶﾞｵ　ｱｽｶ ｷｯｶﾜ　ｱﾔﾈ ﾔﾏｵｸ　ｽｽﾞｶ ﾔｽﾀﾞ　ﾊﾙｶ ﾊﾏｵｶ ﾔｽﾊﾙ
世羅高2 御調中3 三原東高2 御調中3 世羅高3 総合技術高2 三原東高1 御調中2
福田　桃香(16) 石川　結麻(15) 橋本　睦美(16) 竹中　真美香(13) 冨士谷　苑香(16) 井上　千尋(17) 小林 千紘(16) 猪原　彩乃(14) 白神　一輝(29)
ﾌｸﾀﾞ ﾓﾓｶ ｲｼｶﾜ ﾕﾏ ﾊｼﾓﾄ ﾑﾂﾐ ﾀｹﾅｶ ﾏﾐｶ ﾌｼﾞﾀﾆ ｿﾉｶ ｲﾉｳｴ ﾁﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ ｲﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ ｼﾗｶﾐ ｲｯｷ
神辺旭高1 福山暁の星女中3 神辺旭高1 福山城南中1 福山暁の星女高1 福山誠之館高2 福山誠之館高1 福山城南中2
河野　那奈(17) 永野　友菜(13) 室町　真希(18) 鍋島　萌花(13) 中村　貴美香(17) 国政　桃子(16) 小田　花(13) 森山　理央(17) 小方　浩志(48)
ｺｳﾉ　ﾅﾅ ﾅｶﾞﾉ　ﾕｳﾅ ﾑﾛﾏﾁ　ﾏｷ ﾅﾍﾞｼﾏ　ﾓｴｶ ﾅｶﾑﾗ　ｷﾐｶ ｸﾆﾏｻ　ﾓﾓｺ ｵﾀﾞ　ﾊﾅ ﾓﾘﾔﾏ　ﾘｵ ｵｶﾞﾀ　ﾋﾛｼ
宮島工業高2 大野東中1 高陽東高3 大野東中2 広島井口高2 五日市高2 野坂中1 基町高2
浅野　茉凜(17) 大瀬戸　舞(14) 吉田　かれん(16) 新見　好乃香(14) 谷本　真梨奈(17) 佐々森　陽菜(14) 水田　彩香(17) 坂江　茜音(16) 出合 光太朗(31)
ｱｻﾉ ﾏﾘﾝ ｵｵｾﾄ ﾏｲ ﾖｼﾀﾞ ｶﾚﾝ ﾆｲﾐ ｺﾉｶ ﾀﾆﾓﾄ ﾏﾘﾅ ｻｻﾓﾘ ﾋﾅ ﾐｽﾞﾀ ｱﾔｶ ｻｶｴ ｱｶﾈ ﾃﾞｱｲ ｺｳﾀﾛｳ
市立広島商高2 翠町中3 広島皆実高1 広島城南中2 市立広島商高2 五日市中2 安古市高2 舟入高1
中田　真優(16) 倉本　芽美(13) 森永　彩里() 松山　由佳理(14) 小田　朱莉(17) 市尻　美波(16) 中川　花菜(13) 西原　　淳(37)
ﾅｶﾀ ﾏﾕ ｸﾗﾓﾄ ﾒﾐ ﾓﾘﾅｶﾞ ｱﾔﾘ ﾏﾂﾔﾏ ﾕｶﾘ ｵﾀﾞ ｱｶﾘ ｲﾁｼﾞﾘ ﾐﾅﾐ ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾅ ﾆｼﾊﾗ ｱﾂｼ
世羅高1 世羅西中1 世羅中2 世羅高3 盈進高2 世羅西中1
越水　絢美(17) 新畑　希実(14) 中本　優花(16) 白木　萌花(14) 越水　香菜美(20) 池崎　愛里(17) 越水　　健(53)
ｺｼﾐｽﾞ ｱﾔﾐ ﾆｲﾊﾀ ﾉｿﾞﾐ ﾅｶﾓﾄ ﾕｶ ｼﾗｷ ﾓｴｶ ｺｼﾐｽﾞ ｶﾅﾐ [F] ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ ｺｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ
廿日市西高3 大竹中2 廿日市西高1 玖波中2 関西外国語大2 舟入高2
和田　茉莉乃(20) 日高　里菜(13) 梶田　明日香(15) 石田　千紘(14) 佐々木　雛(17) 大瀬戸　奏(16) 車田　亜衣子(16) 藤井　悠乃(13) 三原　慶子(29)
ﾜﾀﾞ　ﾏﾘﾉ ﾋﾀﾞｶ　ﾘﾅ ｶｼﾞﾀ　ｱｽｶ ｲｼﾀﾞ　ﾁﾋﾛ ｻｻｷ　ﾋﾅ ｵｵｾﾄ　ｶﾅ ｸﾙﾏﾀﾞ　ｱｲｺ ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾉ　 ﾐﾊﾗ ｹｲｺ
修道大2 塩町中1 日彰館高1 塩町中2 三次高2 日彰館高1 庄原格致高1 塩町中1
松村　幸穂(17) 梅次　菜夏(14) 岡村　柚奈(17) 西川　穂香(13) 濱本　愛香(17) 後原　瞳(17) 河野　日菜(16) 吉田　美紅(14) 肥田　義孝(44)
ﾏﾂﾑﾗ　ﾕｷﾎ ｳﾒｼﾞ　ﾅﾉｶ ｵｶﾑﾗ　ﾕｽﾞﾅ ﾆｼｶﾜ　ﾎﾉｶ ﾊﾏﾓﾄ　ｱｲｶ ｾﾄﾞﾊﾗ　ﾋﾄﾐ ｺｳﾉ　ﾋﾅ ﾖｼﾀﾞ　ﾐｸ ﾋﾀﾞ ﾖｼﾀｶ
皆実高2 府中緑ヶ丘中2 海田高2 坂中1 皆実高2 安芸南高2 沼田高1 府中緑ヶ丘中2
竪本　　優(25) 岡崎　優香(13) 田中　奈央(17) 伊場田　こまち(13) 吉田　百花(18) 南　　紅葉(16) 中新　美月(15) 寄能　彩沙(13) 三次　惠美子(70)
ﾀﾃﾓﾄ　ﾕｳ ｵｶｻﾞｷ　ﾕｳｶ ﾀﾅｶ　ﾅｵ ｲﾊﾞﾀ　ｺﾏﾁ ﾖｼﾀﾞ　ﾓﾓｶ ﾐﾅﾐ　ｺﾉﾊ ﾅｶｼﾝ　ﾐﾂﾞｷ ｷﾉｳ　ｱﾔｻ ﾐﾖｼ ｴﾐｺ
竹原市陸協 竹原中2 忠海高2 忠海中1 総合技術高3 忠海高2 竹原中3 竹原中2
森信　沙耶(17) 畑廣　栞奈(14) 瀬尾　祐里奈(17) 梶田　陽菜(13) 竹島　暁代(43) 岡崎　順子(41) 山口　夏鈴(15) 永井　晴菜(13) 波多　伸樹(67)
ﾓﾘﾉﾌﾞ ｻﾔ ﾊﾀﾋﾛ ｶﾝﾅ ｾｵ ﾕﾘﾅ ｶｼﾞﾀ ﾋﾅ ﾀｹｼﾏ ｱｷﾖ ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾅ ﾊﾀﾞ ﾉﾌﾞｷ
庄原格致高2 庄原中2 庄原格致高2 庄原中1 庄原市陸協 庄原市陸協 庄原中3 庄原中1
原田　美幸(15) 平岡　芙柊雅(14) 喜多川　和美(40) 栗栖　采里(14) 永田　望江(31) 黒田　佳奈(13) 難波　佳央(14) 北村　　清(58)
ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾕｷ ﾋﾗｵｶ ﾌﾋｶ ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾐ ｸﾘｽ ｱﾔﾘ ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞｴ ｸﾛﾀﾞ ｶﾅ ﾅﾝﾊﾞ ｶｵ ｷﾀﾑﾗ ｷﾖｼ
基町高1 吉田中2 安芸高田市陸協 吉田中2 安芸高田市陸協 高宮中2 高宮中2
木村　優花(16) 香川　夢佳(14) 川原　志保(18) 永地　由香里(13) 菅波　南々子(16) 児玉　真里子(52) 花田　知佳(16) 川原　真穂(14) 妹尾　泰英(78)
ｷﾑﾗ ﾕｳｶ ｶｶﾞﾜ ﾕﾒｶ ｶﾜﾊﾗ ｼﾎ ｴｲｼﾞ ﾕｶﾘ ｽｶﾞﾅﾐ ﾅﾅｺ ｺﾀﾞﾏ ﾏﾘｺ [F] ﾊﾅﾀﾞ ﾄﾓｶ ｶﾜﾊﾗ ﾏﾎ ｾﾉｵ ﾔｽﾋﾃﾞ
府中高1 上下中2 戸手高3 上下中1 府中高1 福山市陸協 府中高2 府中中2

22 安芸高田市体協

23 府中市陸協

19 安芸郡陸協Ｂ

20 竹原市陸協

21 庄原市陸協

16 世羅陸協Ｂ

17 大竹市陸協

18 三次市陸協

13 福山市陸協Ｂ

14 廿日市市陸協Ｂ

15 広島市陸協Ｄ

10 三原市体協Ａ

11 三原市体協Ｂ

12 尾道市体協

7 広島市陸協Ｃ

8 福山市陸協Ａ

9 呉市体協

4 廿日市市陸協Ａ

5 世羅陸協Ａ

6 広島市陸協Ｂ

1 広島市陸協Ａ

2 東広島市陸協

3 安芸郡陸協Ａ


