
中国中学校《女子26回》駅伝競走大会 エントリー
平成29年(2017)11月19日(日) 12時15分ｽﾀｰﾄ
東広島運動公園陸上競技場－御薗宇ランプ折り返し(12.2km)

№ 所属 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 補員 補員 補員 監督
1 大野東 川本　莉子(3) 永野　友菜(3) 嘉屋かおり(3) 柳瀬　凜香(2) 黒瀬陽菜美(2) 用皆いろは(1) 市田菜乃花(1) 杉浦日向子(1) 中次　伸彦
2 坂 下高　美聡(3) 細迫　由野(2) 大崎　怜夏(2) 大谷　彩夏(1) 西川　穂香(3) 車地小春子(1) 市山　初乙(1) 大島　楓奏(1) 得能　麻衣
3 高屋 岩本　風音(2) 山際　夏芽(3) 細木　優衣(2) 田中　美鈴(2) 進藤　綾乃(3) 西谷　莉菜(2) 川野さくら(1) 鈴木　晶雄
4 磯松 池本優里奈(2) 塔迫　世莉(3) 福間　千乃(1) 小早川希美(2) 岡田　千宝(1) 藤倉　梨帆(3) 寺田美七海(2) 次郎垣内友依(3) 有木　基子
5 八本松 後藤　　怜(3) 小林　愛果(3) 大津　奈々(2) 藤田　一花(2) 勝山　　凜(2) 實藤　春奈(2) 鷹橋　万桜(1) 市井　麻央(3) 船木亜衣子
6 伴 森脇　千尋(3) 上川　蒼生(3) 中村ひなた(2) 大西ひかる(3) 山縣　寧々(3) 中村ひより(2) 亀田夢望明(2) 吉村　花菜(1) 竹川　雄一
7 西条 神笠　知子(3) 櫻本　　雅(2) 前迫　真希(1) 空　日菜音(1) 森岡　美月(2) 前迫　友希(2) 小濱　　舞(2) 坂本　鈴奈(3) 平賀　靖弘
8 福山城南 卜部由莉香(3) 岡田　　萌(3) 竹中真美香(3) 中久保侑花(1) 岡田　芽依(2) 竹中　美帆(2) 神田　　明
9 三原第五 坂本　莉菜(3) 立花　成奈(1) 髙橋　　心(3) 藤木　美帆(3) 冠野明日香(3) 登木　治臣
10 口田 品川　風花(2) 河口　葵音(1) 田原　綾乃(1) 佐伯　春菜(1) 宮崎　愛花(2) 浅木都紀葉(2) 平田　晴香(2) 安部日菜子(1) 田川　　司
11 広島三和 木村祐紀乃(1) 吉崎　純夏(2) 岡戸　柚奈(2) 田崎　瑠花(1) 山根　千歩(2) 満足　美咲(3) 中西　　彩(1) 小野　　肇
12 本郷 井上　舞香(2) 沖野　明莉(2) 越智　彩心(2) 中村　萌那(1) 惣田　　凜(2) 植木　奏音(2) 河井　千尋(1) 酒巻　まい(2) 若杉　厚至
13 熊野 植松　憂咲(2) 吉田　咲葉(1) 石山　燈子(1) 丸本　咲里(2) 永谷　咲希(3) 中組　友唯(1) 片岡　あい(1) 森田　彩夏(1) 平岡健太朗
14 安浦 垣井　萌花(3) 岡谷　友来(1) 濱本　和実(1) 福嶋　梨乃(2) 秋本　結菜(3) 松本那々海(2) 川西　衣織(1) 髙尾　秋華(2) 向山みどり
15 国泰寺 谷本　七星(3) 吉村　春乃(1) 前川　実怜(2) 川﨑　ゆり(3) 脇坂千香子(3) 瀧本菜々子(1) 横山ななみ(2) 三宅　　晴(1) 石原めぐみ
16 福山東 尾関　夏希(3) 大西　七海(3) 濱田　　想(3) 畠本　夏鈴(3) 永久　芽衣(3) 髙橋実咲希(2) 田上　恭乃(1) 佐藤　　天(1) 松浦　朋子
17 海田 尾花ひより(1) 尾花さくら(3) 三村　絢音(3) 渡邊　萌夏(3) 佐々木玲子(3) 栗原　裕美(3) 石田　優里(2) 梅田　咲輝(1) 安井　秀俊
18 矢野 柿原　夏音(2) 西　　萌風(2) 大塚　倫子(1) 竹光　美世(3) 實成　珠羽(2) 山村　美徳(2) 西田　美月(1) 平野　由翔(1) 植木　晨也
19 三原第二 大森　美翔(2) 土居　聖南(3) 小川　咲空(3) 後藤　香百(3) 山下　葉乃(2) 大坪　海天(2) 池田　義和
20 県立広島 福本　桃李(2) 塩路　七菜(2) 兵頭　優奈(3) 横堀　　凜(1) 久保本楓花(3) 平尾咲優香(1) 山田ゆうき(1) 田谷　　葵(1) 田端真理子
21 千代田 河内　愛奈(2) 安永　琴音(3) 堀川小羽音(3) 大本　綾乃(3) 野嶋　香里(1) 大野　陽葵(3) 西田　晴香(2) 大野　桜花(1) 竹下　文康
22 熊野東 桐木　　光(3) 近藤　優衣(2) 荒瀧　晴南(1) 橋本　佳南(3) 小田原彩乃(1) 池岡　かな(2) 林　　望恵(1) 穏土　りさ(1) 平山　大裕
23 白岳 戸倉　瑛菜(3) 中谷　美桜(1) 堀田　紗希(3) 古満　千恵(3) 谷光　花奈(3) 大門　帆香(2) 河村　美咲(1) 地頭　優月(1) 岡村　修二
24 世羅 松浦　羽菜(3) 松尾　莉沙(1) 上川　真幸(2) 油谷　夏海(1) 近藤　　李(3) 金谷優希奈(2) 古川　未来(3) 寄光里緒奈(2) 髙橋　謙太
25 向原 小田　若菜(2) 城　凜々花(1) 出田　音希(2) 有木　春奈(3) 渡海千鶴帆(3) 岩田　千豊(3) 有木絵梨花(2) 佐賀　綾花(2) 山田　祥之
26 向陽 梶　友理香(3) 水成　夏未(1) 宮迫　　愛(3) 隅谷　結愛(1) 加藤　彩菜(1) 池野亜理紗(2) 深海　萌華(1) 二川　義美
27 大塚 隅田　美羽(1) 美濃　もえ(1) 松本　樹奈(1) 松木　七海(1) 中辻　優美(2) 堂官みゆき(1) 矢野　碧衣(2) 石田　夏寧(2) 鈴木　裕志
28 志和 板倉　莉来(2) 小西　萌香(1) 政光　りん(1) 前田　真来(3) 片山　緋菜(3) 隅田　優真(3) 木村　香琳(3) 山崎　紗花(2) 湯場　茂樹
29 福山城北 黒田小乃実(2) 田中　彩葉(1) 越田　蒼衣(1) 村上　愛菜(3) 出淵　由莉(2) 佐藤　聖華(3) 渡海　美咲(1) 來山明日香(3) 平櫛　晶大
30 長江 木村　美里(2) 清水　瑞月(1) 内海　香音(3) 有木　瑚雪(1) 岡田　芽夏(2) 藤川　未菜(2) 水ノ上紗帆(2) 渡邉　愛菜(2) 岩﨑　李映
31 東広島中央 平本　結子(1) 加藤　愛梨(2) 西森　　伶(3) 平井　冴枝(2) 藤本　聖奈(3) 堀口　爽花(2) 朝辺　理緒(1) 大道　乙桃(1) 岩本　洋二
32 庄原 竹明穂乃花(2) 荒木　　綸(2) 小川　汐李(2) 永井　晴奈(3) 梶田　陽菜(3) 荒木　那歩(2) 切田　海鈴(2) 藤谷　弓乃(1) 重元　賢史
33 吉田 喜多川舞菜(1) 川口　夏海(3) 山田　温和(1) 佐々木新菜(1) 山口　愛加(3) 杉原　愛唯(2) 正田　理奈(2) 三宅　伸之
34 高西 谷口　若菜(2) 長井あやの(2) 能登陽菜乃(2) 石田　愛莉(1) 刑部　優希(1) 芝　　桃花(2) 兼本　幸奈(2) 篠原もえな(1) 杉原　太志
35 塩町 赤羽　美奈(1) 日髙　里菜(3) 藤井　彩寧(1) 山下向日葵(1) 田中　夢奈(1) 小山　心嘉(2) 近森　彩音(1) 小越　優吾
36 府中緑ヶ丘 荒木　姫菜(1) 田村　樹里(3) 山田　心楓(3) 永田　陽菜(2) 小濱　水美(2) 津江　　星(2) 三浦　遥奈(3) 長瀬陽菜乃(3) 小松　裕之
37 忠海 伊場田こまち(3) 丸尾菜々子(1) 中野　　愛(2) 丸尾　雛子(3) 唐見　愛香(2) 得能　亜湖(3) 河野　葉奈(3) 坂井　優月(2) 竪本　雄平
38 大崎上島 赤嶺　　和(2) 蒔田　優那(1) 川野愛祐美(3) 末田　陽彩(1) 竹下紀美加(3) 花岡　　彩(1) 渡邉レイア(2) 井上　里奈(2) 貞本　晃宏
39 可部 福永　楓花(3) 野村　優希(3) 廣田菜々美(2) 竹本菜乃花(1) 小櫻　綾音(1) 川立　真衣(2) 宇川　葉留(1) 今田　結愛(1) 阿部　恭宏
40 大和 山本　悠理(1) 東　　一葉(1) 福場　　凛(1) 保本　優奈(1) 相良　真衣(2) 大森　珠実(2) 平山　莉奈(2) 加茂　　海(1) 三浦万里子
41 神辺東 森　　陽向(2) 中塚　梨菜(1) 矢田　美咲(2) 中野さくら(1) 崎谷　陽菜(2) 渡邉　弥央(2) 定松　優喜(2) 高橋　　修
42 祇園 西園　萌花(2) 早川　星来(3) 森内　朱音(3) 澤田　藍花(1) 福田　遥叶(2) 平賀　小雪(3) 大岡愛友花(1) 菅村　莉央(1) 森川　美城
43 東畑 河本　彩伽(3) 熊谷　空海(1) 阿南　楓乃(2) 清水　　凜(2) 山下乃慧瑠(3) 森川　夢唯(2) 野島　涼花(1) 大栗　邦裕
44 甲山 矢﨑　葵衣(2) 松崎　由実(1) 末國　七菜(2) 山田　歩未(2) 豊田　愛菜(2) 杭谷　美咲(1) 藤田　真由(2) 黒木　雪絵(3) 野中　千恵
45 小方 山根彩衣里(2) 伊勢岡　悠(2) 増田　歩結(1) 黒杭　琴音(2) 柴田　彩花(1) 黒岩　柚希(1) 野島　知花(2) 山本　晋也
46 和庄 河野　咲季(2) 正法地涼音(1) 重松　愛弥(3) 清水　まや(2) 西　アンナ(1) 中下　美柚(2) 山本　理美(1) 原田　結音(1) 岩城　和彦
47 黒瀬 池田ひかり(2) 佐古　真優(2) 室　きらら(1) 越野　綾花(3) 旭形　百花(2) 新田　陽菜(2) 藤田　優輝(2) 乗貞　莉子(2) 平田　仁士
48 大成館 竹本さくら(2) 髙橋　美帆(1) 石黒　愛望(1) 浦上　紗花(2) 北川　日菜(2) 末本　篤典
49 大野 泉谷　香澄(2) 枡井　彩花(3) 高岡　優夢(1) 前田　実保(3) 堀井　桜帆(1) 中丸いずみ(2) 加藤ここみ(2) 尾木愛珠美(2) 田中　優依
50 瀬戸田 竹ノ畑咲絢(1) 大谷　菜緒(2) 大畠　　唯(2) 森下真菜美(1) 丸野　愛莉(2) 上野　七海(1) 山田　楓子(1) 井上　咲希(1) 藤井　涼平
51 新庄 堀田まる美(2) 三上　　空(2) 森下　紗朱(3) 周藤　優美(3) 亀井　那笑(1) 日高　愛海(1) 森下　真妃(1) 福本　　凜(1) 有間　宏史
52 高野 須安菜々香(3) 前田　爽那(3) 中原亜耶乃(3) 槇野　咲良(3) 中山　愛海(3) 藤長　里穂(2) 前田　　茜(2) 松島　小雪(2) 出口　千晶
53 甲奴 平本　夢乃(3) 吉永　彩乃(3) 歌房ゆいな(3) 鶴本萌々香(2) 松本　彩希(2) 原田　愛未(3) 原田　幸奈(3) 井上　知三
54 三良坂 山田あおい(1) 村本　夏希(1) 渡部　友萌(1) 佐藤菜々子(3) 野島　芹奈(2) 中本　茉佑(2) 平田剣士郎
55 向東 森永　萌衣(2) 吉田　知世(2) 半田　琴子(2) 岡﨑　朱莉(2) 前田　温音(2) 松浦　有咲(2) 仁多田七海(2) 木原　萌華(2) 瀧奥　恵二


