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第６４回　広島市中学校総合体育大会駅伝競走の部　女子 出走表
42653 10時00ｽﾀｰﾄ

広島広域公園補助競技場を主会場としたコース

№ 所属 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 補員 補員 補員

51 広島城南中 松尾　晴乃(3) 新見　好乃香(3) 杉保　ひなの(3) 近藤　萌音(3) 原　明日香(3) 西川　樹里(2) 押尾　風香(3) 近藤　遊音(1)

52 大塚中 松本　凜(3) 三宅　千裕(3) 半田　彩果(2) 鷲見　恭佳(1) 中辻　優美(1) 甲斐　千奈津(3) 野﨑　彩花(3) 矢野　碧衣(1)

53 可部中 福永　楓花(2) 野村　優希(2) 川立　真衣(1) 山岡　莉奈(1) 廣田　菜々美(1) 福邉　藍優(2) 河上　葵乃(1) 井上　理莉(1)

54 口田中 宇津巻　里帆(3) 品川　風花(1) 宮崎　愛花(1) 山下　奈央(2) 藤井　夢海(3) 谷口　凜(2) 林　梨乃花(2) 浅木　都紀葉(1)

55 伴中 山縣　寧々(2) 上川　蒼生(2) 中村　ひなた(1) 大西　ひかる(2) 森脇　千尋(2) 中村　ひより(1) 難波　杏歌(2) 亀田　夢望明(1)

56 井口中 竹内　志貴(3) 中西　李果(2) 松前　月菜(2) 稲田　優紀(1) 堀田　海羽(2) 金森　真央(3) 鵜飼　都々菜(3) 永岡　亜実(3)

57 矢野中 柿原　帆春(3) 柿原　夏音(1) 松田　百惠(3) 西　萌風(1) 安田　菜紗(3) 竹光　美世(2) 實成　珠羽(1) 山村　美徳(1)

58 国泰寺中 谷本　七星(2) 山本　和花(3) 有田　ノア(3) 川﨑　ゆり(2) 脇坂　千香子(2) 森貞　温(1) 横山　ななみ(1) 前川　実怜(1)

59 砂谷中 高木　愛乃香(3) 露口　瞳(3) 日高　萌(1) 茂戸　春菜(3) 室田　琳(2) () () ()

60 東原中 山本　彩加(2) 竹谷　歩奈(2) 庭田　咲綾(3) 山本　友衣(2) 茶木　鈴菜(3) 佐藤　里和(2) 赤松　美咲(2) 有原　このは(1)

61 牛田中 松浦　美走(3) 青木　美沙(3) 天野　那菜(1) 山地　真由(2) 山﨑　京子(2) 滝野　晴日(1) () ()

62 広島三和中 西田　鈴菜(3) 西田　愛唯(1) 吉崎　純夏(1) 岡戸　柚奈(1) 鴨下　杏奈(3) 百坂　梨来(3) 満足　美咲(2) ()

63 五日市中 佐々森　陽菜(3) 藤東　愛心(2) 小原　瑞稀(1) 兼平　愛花(3) 天坂　真衣(3) 橋本　那奈(1) 小林　青生(1) 福田　莉那(2)

64 亀山中 西川　未来(3) 赤井　唯夏(3) 竹本　侑加(3) 山根　鈴奈(3) 稗田　美紅(3) 片岡　美桜(2) 松崎　夢羽(2) 田坂　未有(1)

65 安佐中 山本　真深(2) 吉川　鈴夏(3) 橋本　真宙(2) 宮本　百々香(2) 松本　真実(3) 吉川　桐葉(1) 中原　千晴(1) 藤原　和奏(2)

66 翠町中 橋岡　奈月(2) 兼安　優李(2) 梶原　詩織(2) 東舎　葵(2) 大瀬戸　明日香(2) () () ()

67 長束中 兼友　良夏(3) 永田　結女(3) 道上　祐果(2) 能勢　彩花(3) 茂木　杏樹(3) 上綱　詩(2) 田中　麻喜(3) ()

68 城山北中 蔵田　七海(2) 西原　千慧実(1) 国光　果歩(1) 松浦　七美(1) 永井　由美子(1) 芳川　莉子(2) 上岡　真嘉(1) 小池　優果(1)

69 大州中 貞安　晴乃(2) 山口　なごみ(1) 下垣内　結月(2) 條島　ほのか(2) 田中　りこ(2) 小平　愛由美(2) 乙部　櫻(1) 堀本　千波(1)

70 安西中 岩田　唯花(1) 濵田　羽咲(3) 山下　杏(3) 砂川　まどか(2) 松島　槻楽々(3) 濵田　奈美紀(2) 清政　茉里(2) 矢八　春菜(1)

71 五日市観音中 川﨑　和奏(2) 山田　ゆうか(2) 佐古　水月(2) 原　真雪(1) 上原　沙弓(2) 松冨　彩花(1) 清水　穗乃果(1) 橋本　智香(1)

72 戸坂中 米田　真優(3) 伏見　理深(2) 小山　舞子(2) 半谷　璃穂(3) 坂本　光香莉(2) 森脇　亜実(3) 片山　晴華(2) 励波　愛良(2)

73 高取北中 豊田　結子(2) 松林　萌恵(3) 原　ことね(3) 前川　実穂(3) 太田　晴香(3) 佐々木　麻衣(1) 竹本　瑞季(3) ()

74 古田中 木曽田　つぶら(2) 吉田　花音(2) 中丸　望輝(2) 中村　心寧(2) 杉原　あみ(2) 濵田　夏凜(2) 石津　萌(1) ()

75 ＮＤ清心中 松岡　優莉奈(2) 桒原　朋恵(2) 井上　歩(1) 西原　里穂子(2) 山本　智菜美(2) 濵元　咲良(1) 奥原　櫻子(1) 村瀬　明日香(1)

76 観音中 土居　未来(2) 菊﨑　えりな(2) 山越　愛水(2) 木山　ももか(2) 佐藤　采音(2) 藤田　伊桜里(1) 大野　実祈(1) 郷原　愛璃(1)

77 宇品中 川久保　紗南(1) 竹中　恵茉(1) 竹中　恵瑠(1) 水安　優愛(1) 小山　桜子(1) 村上　千笑(1) () ()

78 祇園東中 加藤　結衣(2) 濱田　さくら(3) 佐々木　望結(2) 梅田　結奈(3) 山縣　茉佑子(2) 山本　杏奈(2) 玉本　里紗(2) 吉田　涼華(1)

79 祇園中 田中　愛海(3) 早川　星来(2) 西園　萌花(1) 平賀　小雪(2) 福田　遥叶(1) 森内　朱音(2) 久米　更沙(2) 小川　華(2)


