
2018　中国女子世羅駅伝競走大会 エントリー表 平成30年(2018)2月11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)

※　[F]：ふるさと出場選手（ﾌﾘｶﾞﾅの後ろ）

№ 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 監督

平岡　美帆(17) 福永　楓花(15) 兼友　良夏(16) 谷本　七星(15) 徳重　夢乃(17) 沢田　菜摘(17) 児玉　詩乃(17) 西園　萌花(14) 大前　隆之

ﾋﾗｵｶ　ﾐﾎ ﾌｸﾅｶﾞ　ﾌｳｶ ｶﾈﾄﾓ ｶｽﾞﾅ　 ﾀﾆﾓﾄ　ﾅﾅｾ ﾄｸｼｹﾞ　ﾕﾒﾉ ｻﾜﾀﾞ　ﾅﾂﾐ ｺﾀﾞﾏ　ｳﾀﾉ ﾆｼｿﾞﾉ　ﾓｴｶ ｵｵﾏｴ ﾀｶﾕｷ

舟入高 2 可部中 3 沼田高 1 国泰寺中 3 舟入高 2 舟入高 2 井口高 2 祇園中 2

白波瀬　千紘(17) 嘉屋　かおり(15) 上田　万葵(16) 川本　莉子(15) 松本　萌恵(17) 鍋島　萌花(15) 杉浦　日向子(13) 小方　浩志

ｼﾗﾊｾ　ﾁﾋﾛ ｶﾔ　ｶｵﾘ ｳｴﾀﾞ　ﾏｷ ｶﾜﾓﾄ　ﾘｺ ﾏﾂﾓﾄ　ﾓｴ ﾅﾍﾞｼﾏ　ﾓｴｶ ｽｷﾞｳﾗ　ﾋﾅｺ ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｼ

沼田高 2 大野東中 3 舟入高 1 大野東中 3 舟入高 2 世羅高 1 大野東中 1

小吉川　志乃舞(20) 大西　　響(18) ナオミ･ムッソーニ(19) 朝比奈　雅姫(15) 矢﨑　葵衣(14) 松崎　由実(13) 杭谷　美咲(13) 西原　　淳

ｺﾖｼｶﾜ  ｼﾉﾌﾞ　[F]　 ｵｵﾆｼ  ﾋﾋﾞｷ ﾅｵﾐ  ﾑｯｿｰﾆ ｱｻﾋﾅ  ﾏｻｷ ﾔｻﾞｷ  ｱｵｲ ﾏﾂｻﾞｷ  ﾕﾐ ｸｴﾀﾆ  ﾐｻｷ ﾆｼﾊﾗ ｱﾂｼ

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ 世羅高 3 世羅高 2 世羅高 1 甲山中 2 甲山中 1 甲山中 1

湯淺　茉那美(18) 相原　美咲(17) 相原　結芽子(17) 田尻　友渚(16) 西川　穂香(15) 下高　美聡(15) 細迫　由野(14) 荒木　姫菜(13) 肥田　義孝

ﾕｱｻ　ﾏﾅﾐ ｱｲﾊﾞﾗ　ﾐｻｷ ｱｲﾊﾞﾗ　ﾕﾒｺ ﾀｼﾞﾘ　ﾕｳﾅ ﾆｼｶﾜ　ﾎﾉｶ ｼﾓﾀｶ　ﾐｻﾄ ﾎｿｻｺ　ﾕﾉ ｱﾗｷ　ﾋﾅ ﾋﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

広島皆実高 3 世羅高 2 世羅高 2 西条農高 1 坂中 3 坂中 3 坂中 2 府中緑ケ丘中 1

神笠　貴子(17) 真﨑　　遥(17) 松本　結香(17) 大津　奈々(14) 藤田　一花(14) 西川　さくら(16) 勝山　　凜(13) 渡邉 　亨

ｶﾐｶﾞｻ  ﾀｶｺ ﾏｻｷ  ﾊﾙｶ ﾏﾂﾓﾄ  ﾕｲｶ ｵｵﾂ  ﾅﾅ ﾌｼﾞﾀ  ｲﾁｶ ﾆｼｶﾜ  ｻｸﾗ ｶﾂﾔﾏ  ﾘﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ

世羅高 2 世羅高 2 世羅高 2 八本松中 2 八本松中 2 西条農業高 1 八本松中 2

松本　　凜(15) 山縣　寧々(15) 管沢　　舞(17) 森脇　千尋(15) 中畑　友花(21) 森内　夏美(16) 尾田　　祭(16) 曽根　　奏(13) 田川　 司

ﾏﾂﾓﾄ　ﾘﾝ ﾔﾏｶﾞﾀ　ﾈﾈ ｽｹﾞｻﾞﾜ　ﾏｲ ﾓﾘﾜｷ　ﾁﾋﾛ ﾅｶﾊﾀ　ﾄﾓｶ　[F] ﾓﾘｳﾁ　ﾅﾐ ｵﾀﾞ　ﾏﾂﾘ ｿﾈ　ｶﾅﾃﾞ ﾀｶﾞﾜ ﾂｶｻ

沼田高 1 伴中 3 沼田高 2 伴中 3 玉川大 3 広島工大高 1 舟入高 1 東原中 1

松尾　晴乃(15) 脇坂　千香子(15) 宇津巻　里帆(16) 宮崎　愛花(14) 林　　亜美(17) 永田　結女(16) 吉田　えみり(17) 福田　遥叶(13) 岡廣 　徹

ﾏﾂｵ　ﾊﾙﾉ ﾜｷｻｶ　ﾁｶｺ ｳﾂﾞﾏｷ　ﾘﾎ ﾐﾔｻﾞｷ　ｱｲｶ ﾊﾔｼ　ｱﾐ ﾅｶﾞﾀ　ﾕﾒ ﾖｼﾀﾞ　ｴﾐﾘ ﾌｸﾀﾞ　ﾊﾙｶ ｵｶﾋﾛ ﾄｵﾙ

舟入高 1 国泰寺中 3 安古市高 1 口田中 2 沼田高 2 沼田高 1 広島皆実高 2 祇園中 2

越水　香菜美(22) 越水　絢美(20) 池崎　愛里(19) 中本　優花(18) 伊勢岡　悠(14) 黒杭　琴音(14) 山根　彩衣里(14) 越水　健

ｺｼﾐｽﾞ　ｶﾅﾐ　[F] ｺｼﾐｽﾞ　ｱﾔﾐ ｲｹｻﾞｷ　ｱｲﾘ  [F] ﾅｶﾓﾄ　ﾕｶ ｲｾｵｶ　ﾊﾙｶ ｸﾛｸｲ　ｺﾄﾈ ﾔﾏﾈ　ｱｲﾘ ｺｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ

関西外国語大 4 安田女子大 2 順天堂大 1 廿日市西高 3 小方中 2 小方中 2 小方中 2

友定　夏希(17) 高本　未咲(17) 野川　真由(16) 松山　由佳里(16) 豊田　愛菜(14) 松尾　莉沙(13) 油谷　夏海(13) 西原　　淳

ﾄﾓｻﾀﾞ  ﾅﾂｷ　[F] ﾀｶﾓﾄ  ﾐｻｷ ﾉｶﾞﾜ  ﾏﾕ ﾏﾂﾔﾏ  ﾕｶﾘ ﾄﾖﾀ  ｱｲﾅ ﾏﾂｵ  ﾘｻ ﾕﾀﾆ  ﾅﾂﾐ ﾆｼﾊﾗ ｱﾂｼ

三次高 2 世羅高 2 世羅高 2 世羅高 1 甲山中 2 世羅中 1 世羅中 1

東　　奈々(38) 夜舩　友香(19) 小原　弓佳(16) 武藤　水夏美(17) 井上　舞香(14) 山本　悠理(12) 中村　萌那(12) 向谷　訓昭

ﾋｶﾞｼ　ﾅﾅ ﾖﾌﾈ　ﾕｶ  [F] ｺﾊﾞﾗ　ﾕﾐｶ ﾑﾄｳ　ﾐﾅﾐ ｲﾉｳｴ　ﾏｲｶ ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳﾘ ﾅｶﾑﾗ　ﾓﾅ ﾑｶｲﾔ ﾉﾘｱｷ

大和走友会 兵庫県立大 1 西条農業高 1 三原高 2 本郷中 2 大和中 1 本郷中 1

竹内　伊涼(17) 隅田　美羽(13) 近藤　萌音(16) 木村　祐紀乃(13) 高原　実季(16) 大瀬戸　舞(16) 山本　和花(16) 吉村　春乃(13) 長尾　崇洋

ﾀｹｳﾁ　ｲｽｽﾞ ｽﾐﾀﾞ　ﾐｳ ｺﾝﾄﾞｳ　ﾓﾈ　 ｷﾑﾗ　ﾕｷﾉ ﾀｶﾊﾗ　ﾐｷ ｵｵｾﾄ　ﾏｲ ﾔﾏﾓﾄ　ﾉﾄﾞｶ ﾖｼﾑﾗ　ﾊﾙﾉ ﾅｶﾞｵ ﾀｶﾋﾛ

広島皆実高 2 大塚中 1 安古市高 1 広島三和中 1 沼田高 2 広島皆実高 2 舟入高 1 国泰寺中 1

田畠　綾乃(16) 中西　菜七(13) 岩本　亜弓(16) 黒瀬　陽菜美(14) 加美　ことね(18) 富田　光江　(17) 高岡　優夢(13) 小方　浩志

ﾀﾊﾞﾀ　ｱﾔﾉ ﾅｶﾆｼ　ﾅﾅ ｲﾜﾓﾄ　ｱﾕﾐ ｸﾛｾ　ﾋﾅﾐ ｶﾐ　ｺﾄﾈ ﾄﾐﾀ　ﾐﾂｴ ﾀｶｵｶ　ﾕﾝ ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｼ

沼田高 1 大野東中 1 五日市高 1 大野東中 2 宮島工業高 3 宮島工業高 2 大野中 1

佐藤　あずさ(25) 佐々木　晴加(16) 山田　羽里(16) 冨士谷　苑香(18) 猪原　彩乃(16) 卜部　由莉香(15) 片岡　碧巴葉(13) 中塚　梨菜(13) 白神　一輝

ｻﾄｳ  ｱｽﾞｻ  [F] ｻｻｷ  ﾊﾙｶ ﾔﾏﾀﾞ  ｳﾘ ﾌｼﾞﾀﾆ  ｿﾉｶ ｲﾉﾊﾗ  ｱﾔﾉ ｳﾗﾍﾞ  ﾕﾘｶ ｶﾀｵｶ  ｱﾄﾊ ﾅｶﾂｶ  ﾘﾅ ｼﾗｶﾐ ｶｽﾞﾃﾙ

玉野市役所 神辺旭高 1 福山誠之館高 1 福山暁の星女子高 3 神辺旭高 1 福山城南中 3 福山城南中 1 神辺東中 1

万代　美幸(27) 砂田　夏恵(36) 平村　古都(17) 樫原　沙紀(16) 小倉　女依(16) 垣井　萌花(15) 戸倉　瑛菜(14) 河本　彩伽(14) 宮下　時和

ﾏﾝﾀﾞｲ  ﾐﾕｷ  [F] ｽﾅﾀﾞ  ﾅﾂｴ ﾋﾗﾑﾗ  ｺﾄ  [F] ｶﾀｷﾞﾊﾗ  ｻｷ ｵｸﾞﾗ  ﾒｲ ｶｷｲ  ﾓｴｶ ﾄｸﾗ  ｴｲﾅ ｶﾜﾓﾄ  ｱﾔｶ ﾐﾔｼﾀ ﾄｷｶｽﾞ

豊田自動織機 JP日本郵便 世羅高 2 呉三津田高 1 市立呉高 1 安浦中 3 白岳中 3 東畑中 3

林　　沙知(18) 小川　純奈(17) 高橋　あかり(16) 岩戸　彩華(17) 新田　茉利亜(17) 木村　美里(14) 岡田　芽夏(14) 清水　瑞月(13) 西　　雅博

ﾊﾔｼ  ｻﾁ ｵｶﾞﾜ  ｼﾞｭﾝﾅ ﾀｶﾊｼ  ｱｶﾘ ｲﾜﾄ  ｱﾔｶ ﾆｯﾀ  ﾏﾘｱ ｷﾑﾗ  ﾐｻﾄ ｵｶﾀﾞ ﾒｲﾅ ｼﾐｽﾞ  ﾐｽﾞｷ ﾆｼ ﾏｻﾋﾛ

福山平成大 1 世羅高 2 世羅高 2 総合技術高 2 総合技術高 2 長江中 2 長江中 2 長江中 1

柏原　  真(17) 甲斐　南咲(17) 三好　彩奈(16) 上迫　のどか(17) 黒田　小乃実(14) 渡邉　陽菜(14) 竹本　さくら(14) 池田　光明

ｶｼﾜﾊﾞﾗ  ｻﾅ ｶｲ  ﾐｻｷ ﾐﾖｼ  ｱﾔﾅ ｳｴｻｺ  ﾉﾄﾞｶ ｸﾛﾀﾞ  ｺﾉﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾊﾙﾅ ﾀｹﾓﾄ  ｻｸﾗ ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｱｷ

神辺旭高 2 神辺旭高 2 福山暁の星女子高 1 福山暁の星女子高 2 福山城北中 2 盈進中 2 大成館中 2

菅重　菜々子(17) 土居　瑠南(16) 松原　佳小里(17) 村田　　輝(16) 惣田　　凜(14) 大森　美羽(13) 東　　一葉(13) 向谷　訓昭

ｶﾝｼｹﾞ　ﾅﾅｺ ﾄﾞｲ　ﾙﾅ ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｶｵﾘ ﾑﾗﾀ　ｱｷﾗ ｿｳﾀﾞ　ﾘﾝ ｵｵﾓﾘ　ﾐｳ ﾋｶﾞｼ　ｶｽﾞﾊ ﾑｶｲﾔ ﾉﾘｱｷ

三原高 2 三原高 2 三原東高 2 総合技術高 1 本郷中 2 三原第二中 2 大和中 1

児玉　真里子(54) 井本　美咲(16) 多々納　琴音(17) 川上　愛加(17) 金尾　綾華(17) 平田　鈴夏(14) 横山　めぐみ(14) 石倉　萌美(14) 妹尾　泰英

ｺﾀﾞﾏ  ﾏﾘｺ　[F] ｲﾓﾄ  ﾐｻｷ ﾀﾀﾉ  ｺﾄﾈ ｶﾜｳｴ  ﾏﾅｶ ｶﾅｵ  ｱﾔｶ ﾋﾗﾀ  ｽｽﾞｶ ﾖｺﾔﾏ  ﾒｸﾞﾐ ｲｼｸﾗ  ﾒｸﾞﾐ ｾﾉｵ ﾔｽﾋﾃﾞ

福山市陸協 府中高 1 府中高 2 府中高 2 盈進高 2 府中第一中 2 府中第一中 2 府中学園 2

大瀬戸　奏(18) 伊達　優希(17) 佐藤　来美(16) 石田　千紘(16) 木本　菜々美(14) 赤羽　美奈(13) 田中　夢奈(13) 山下　向日葵(13) 三原　慶子

ｵｵｾﾄ　ｶﾅ ﾀﾞﾃ　ﾕｳｷ ｻﾄｳ　ｸﾙﾐ　 ｲｼﾀﾞ　ﾁﾋﾛ ｷﾓﾄ　ﾅﾅﾐ ｱｶﾊﾈ　ﾐﾅ ﾀﾅｶ　ﾕﾒﾅ ﾔﾏｼﾀ　ﾋﾏﾜﾘ ﾐﾊﾗ ｹｲｺ

日彰館高 3 日彰館高 2 三次高 2 世羅高 1 十日市中 2 塩町中 1 塩町中 1 塩町中 1

喜多川　和美(42) 反田　　楓(25) 喜多川　楓(18) 板木　萌生(18) 小田　若菜(13) 六信　咲希(14) 倉谷　彩希(13) 喜多川　舞菜(13) 北村　　清

ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾐ ﾀﾝﾀﾞ ｶｴﾃﾞ  [F] ｷﾀｶﾞﾜ ｶｴﾃﾞ ｲﾀｷ ﾒｲ ｵﾀﾞ ﾜｶﾅ ﾑﾂﾉﾌﾞ ｻｷ ｸﾗﾀﾆ ｻｷ ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾅ ｷﾀﾑﾗ ｷﾖｼ

ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 滝口耳鼻咽喉科 広島皆実高 3 高陽高 3 向原中 2 高宮中 2 高宮中 1 吉田中 1

竹島　暁代(45) 岡崎　順子(43) 神田　真梨子(17) 荒木　　綸(14) 竹明　穂乃花(14) 小川　汐李(14) 切田　海鈴(14) 波多　伸樹

ﾀｹｼﾏ  ｱｷﾖ ｵｶｻﾞｷ　ｼﾞｭﾝｺ ｼﾞﾝﾃﾞﾝ  ﾏﾘｺ ｱﾗｷ　ﾘﾝ ﾀｹﾐｮｳ  ﾎﾉｶ ｵｶﾞﾜ  ｼｵﾘ ｷﾘﾀ  ｶｲﾘ ﾊﾀﾞ ﾉﾌﾞｷ

庄原赤十字病院 庄原赤十字病院 庄原格致高 2 庄原中 2 庄原中 2 庄原中 2 庄原中 2

竪本　　優(27) 松岡　菜都(20) 小勝負　望美(21) 峯松　花菜(16) 甘崎　亜桜衣(13) 増森　桃花(13) 岩本　心美(13) 高盛　　葵(14) 三次　惠美子

ﾀﾃﾓﾄ  ﾕｳ ﾏﾂｵｶ  ﾅﾂ ｺｼｮｳﾌﾞ　ﾉｿﾞﾐ ﾐﾈﾏﾂ　ﾊﾅ ｱﾏｻｷ　ｱｵｲ ﾏｽﾓﾘ　ﾓﾓｶ ｲﾜﾓﾄ　ｺｺﾐ ﾀｶﾓﾘ　ｱｵｲ ﾐﾖｼ ｴﾐｺ

竹原市陸協 広島文化学園大 2 広島文化学園大 3 忠海高 1 竹原中 1 竹原中 1 竹原中 1 竹原中 1

藤倉　美和(17) 森長　彩理(18) 造賀　麻里恵(18) 細木　優衣(14) 西谷　莉菜(14) 中澤　優里(16) 神笠　知子(15) 二川　義美

ﾌｼﾞｸﾗ  ﾐﾜ ﾓﾘﾅｶﾞ  ｱﾔﾘ ｿﾞｳｶ  ﾏﾘｴ ﾎｿｷ  ﾕｲ ﾆｼﾀﾆ  ﾘﾅ ﾅｶｻﾞﾜ  ﾕｳﾘ ｶﾐｶﾞｻ  ﾄﾓｺ ﾆｶﾜ ﾖｼﾐ

世羅高 3 世羅高 3 世羅高 3 高屋中 2 高屋中 2 西条農業高 1 西条中 3

21

22

23

福山市陸協Ｂ

三原市体協Ｂ

府中市体協

三次市陸協

16

17

18

19

20 安芸高田市体協

庄原市陸協

竹原市陸協

東広島市陸協白梅

呉市体協

尾道市体協

4

5

6

7

安芸郡陸協

東広島市陸協紅梅

広島市陸協Ｂ

広島市陸協C

福山市陸協Ａ

14

15

8

9

10

11

12

13

大竹市陸協

世羅陸協Ｂ

三原市体協A

広島市陸協Ｄ

廿日市市陸協Ｂ

1 広島市陸協Ａ

2

3

廿日市市陸協Ａ

世羅陸協Ａ


