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女子第３３回広島県高等学校駅伝競走大会 出走表

平成28年(2016)11月6日(日)

みよし運動公園陸上競技場 付設駅伝ｺｰｽ（5区間 21.0975ｋｍ）

№ 所属 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 補欠 補欠 補欠

1 世羅 大西　響(2) 平村　古都(1) 山田　菜々子(3) 森長　彩理(2) 神笠　貴子(1) 向井　優香(3) 中田　真優(2) 藤倉　美和(2)

2 西条農 木村　菜月(2) 潮　亜美(1) 納　響(2) 久保田菜々実(3) 中森　佳恵(3) 橘　湖雪(1) 宍戸　友香(2) 沖原　孝衣(1)

3 沼田 白波瀬　千紘(1) 宮崎　蘭(2) 林　亜美(1) 脇　実乃里(3) 兼藤　美桜(3) 河野　日菜(2) 山村　寧々(1) 高原　実季(1)

4 高陽東 加藤　琴乃(2) 塚本　美波(1) 築岡　ひなの(2) 上河　結実(2) 藤原　茉緒(3) 下松　ひなり(2) 小滝　萌子(1) 中野　七海(1)

5 神辺旭 前田　若菜(3) 重政　華凜(3) 柏原　真(1) 高橋　愛(3) 福田　桃香(2) 橋本　睦美(2) 深野　詩(2) 甲斐　南咲(1)

6 舟入 本間　宙峰(2) 平岡　美帆(1) 池崎　愛里(3) 坂江　茜音(2) 松本　萌恵(1) 山根　莉子(2) 徳重　夢乃(1) 沢田　菜摘(1)

7 安古市 芝尾　真帆(2) 竹村　美咲(2) 竹之内　遥香(2) 藤原　桃香(2) 香川　美咲(2) 松本　あゆみ(2) 広瀬　春寧(1) 	

8 広島皆実 湯淺　茉那美(2) 吉田　かれん(3) 森山　紗弥(3) 竹内　伊涼(1) 大瀬戸　舞(1) 濱本　愛香(3) 坪井　美晴(2) 吉田　えみり(1)

9 市立広島商業 谷本　真梨奈(3) 槇本　春香(3) 古郡　智奈子(2) 吉冨　美穂(2) 浅野　茉凜(3) 山﨑　春花(1) 日下　遥(2) 増﨑　富恵(2)

10 県立広島 田中　寧々(2) 久保本　菜月(2) 中上　優季菜(1) 山本　英恵(1) 濵本　佳那子(2) 宮地　輝(1) 平本　友乃(1) 大向　陽子(2)

12 広島井口 児玉　詩乃(1) 坊野　舞(2) 坪井　未来(3) 高橋　爽(2) 中村　貴美香(3) 平藤　菜々子(3) 梅原　聖花(1) 清水　明香音(2)

13 市立呉 吉田　愛美(3) 髙橋　愛理(3) 山根　蘭(3) 盛　みさき(2) 上迫　りな(3) 吉田　希美(2) 中原　桃香(3) 小松　弘奈(1)

14 総合技術 吉川　綾音(3) 岩戸　彩華(1) 平本　未奈(2) 西松　美紅(2) 新田　茉利亜(1) 歌田　萌花(1) 大寺　菜々(1) 吉田　恵(1)

15 賀茂 石田　紗彩(2) 河﨑　真由子(2) 向井　円香(3) 清本　彩乃(1) 下田　友香子(1) 中野　瞳(1) 佐道　麻衣(1) 花田　結麻(1)

16 福山誠之館 小林　千紘(2) 木村　さくら(2) 大蔵　一翠(1) 今西　ひなの(2) 新田　日菜子(1) 神原　萌希(2) 井上　千尋(3) 寄高　千聖(3)

17 海田 河野　千智(2) 田丸　晴菜(1) 小岩　萌香(1) 瀧川　夏生(3) 岡村　柚奈(3) 新満　沙也(1) 末岡　彩菜(1) 	

18 宮島工 加美　ことね(2) 池田　和香那(3) 久保田　夏歩(1) 富田　光江(1) 河野　那奈(3) 島村　世奈(2) 鐘築　静花(1) 森川　蓮奈(1)

19 高陽 大槻　叶恵(2) 森元　美友(2) 丸谷　歩弓(1) 小林　実優(1) 坂本　夢衣(1) 森口　玲良(1) 田村　華也(2) 大川　真衣(2)

20 基町 土手内菜々子(1) 田熊　礼奈(1) 山口　桃佳(1) 小林　夕莉(1) 佐々木　琴美(2) 松永　栞(2) 田中　沙也加(1) 植野　裕梨佳(1)

21 呉三津田 樫原　里咲(2) 山本　ゆき(3) 横川　美留母(2) 志田　真由子(1) 有坂　季恵(2) 萩　かおり(2) 河野　陽(1) 檜垣　凛子(2)

22 安芸南 森川　淳菜(2) 作田　未来(2) 伊藤　愛未(2) 玉川　志帆(1) 兼本　春花(2) 中江　美喜(2) 平山　里奈(2) 佐義　英理佳(1)

23 五日市 國政　桃子(3) 中国　瑚白(1) 前原　望佑(1) 中井　風茄(1) 坂本　万耶(2) 古川　万鈴(1) 立野　莉奈(2) 中野　柚葉(1)

24 暁の星女子 冨士谷　苑香(2) 石川　結麻(1) 甲斐　日南乃(1) 小川　七海(2) 上迫　のどか(1) 鶏内　愛菜(1) 池田　未央(3) 萩原　弥菜美(2)

25 庄原格致 小林　藍(1) 車田　亜依子(2) 佐伯　安南(2) 横山　沙季(2) 神田　真梨子(1) 伊澤　美羽(1) 	 	

26 比治山女子 中辻　亜美(2) 箭野　奈々葉(1) 賀佐見　京香(2) 松田　華奈(2) 坂田　彬穂(2) 佐竹　留奈(2) 川崎　綾香(1) 本田　明菜(2)

27 尾道北 木根森　彩夏(2) 村上　愛佳(2) 岡田　夏凛(1) 田頭　由衣(1) 八幡　祐里香(2) 岡野　和奏(2) 安東　明莉(2) 猪原　詩音(1)

28 安田女子 松村　梨沙(2) 藤森　桃花(1) 木村　知穂(1) 西谷　成未(1) 大杉　有輝(1) 中平　英里(1) 長沼　晴花(1) 坂本　桃音(1)

29 府中 菅波　南々子(2) 木村　優花(2) 川上　愛加(1) 角田　真葵(1) 多々納　琴音(1) 江草　萌々子(2) 畠山　真帆(2) 久留飛　舞佳(2)

30 熊野 本光　明日香(3) 小田原　未結(2) 木元　桃佳(1) 三宅　佳奈(2) 大野　楓(1) 中野　朱音(2) 西谷　明日香(3) 	

31 三次 松尾　彩未(2) 友定　夏希(1) 藤井　百花(1) 小田　采奈(1) 佐藤　来美(1) 宮下　杏菜(2) 冨士原　雅結(1) 奥川　萌絵(1)

32 日彰館 梶田　明日香(2) 伊達　優希(1) 平田　瑞季(2) 門田　奈菜(1) 大瀬戸　奏(2) 西山　侑希(1) 今西　千里(2) 池田　史帆里(2)

33 三原 菅重　菜々子(1) 土居　瑠南(1) 田中　琴音(1) 堂元　真理菜(2) 武藤　水夏美(1) 大本　瑞稀(1) 豊田　真彩(1) 福田　美咲(2)

34 盈進 北村　愛(3) 作田　未夢(1) 千葉　咲佳(1) 眞田　明歩(1) 金尾　綾華(1) 末房　典子(2) 土井　春奈(1) 馬場　未歩(1)

36 進徳女子 徳島　弥喜(2) 鈴木　鈴楽(1) 黒川　紗希(1) 下家　莞捺(1) 田原　侑澪(1) 川中　彩星(1) 甲田　茜祐花(1) 	


