
2019　中国女子世羅駅伝競走大会 エントリー表 平成31年(2019)2月17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

小吉川 志乃舞(21) ナオミ･ムッソーニ(20) 真﨑  　遥(18) テレシア･ムッソーニ(17) 田垣内　葵(16) 矢﨑　葵衣(15) 松崎　由実(13) 永田　優月(13) 西原　淳
ｺﾖｼｶﾜ ｼﾉﾌﾞ [F] ﾅｵﾐ　ﾑｯｿｰﾆ ﾏｻｷ　ﾊﾙｶ ﾃﾚｼｱ　ﾑｯｿｰﾆ ﾀｶﾞｲﾄ　ｱｵｲ　　 ﾔｻﾞｷ　ｱｵｲ ﾏﾂｻﾞｷ　ﾕﾐ ﾅｶﾞﾀ　ﾕﾂﾞｷ 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 3 世羅高 1 世羅高 1 甲山中 3 甲山中 2 甲山中 1
砂田  夏恵(38) 平村  古都(18) 樫原  沙紀(17) 垣井  萌花(16) 山下 乃慧瑠(16) 小倉  叶華(15) 上清  葉奈(14) 板岡  侑花(13) 宮下　時和
ｽﾅﾀﾞ ﾅﾂｴ ﾋﾗﾑﾗ  ｺﾄ ｶﾀｷﾞﾊﾗ  ｻｷ ｶｷｲ  ﾓｴｶ ﾔﾏｼﾀ  ﾉｴﾙ ｵｸﾞﾗ  ｷｮｳｶ ｳｴｷﾖ  ﾊﾅ ｲﾀｵｶ  ﾕｳｶ ﾐﾔｼﾀ ﾄｷｶｽﾞ
呉市陸協 世羅高 3 呉三津田高 2 呉三津田高 1 呉三津田高 1 阿賀中 3 広中央中 2 仁方中 1
相原　美咲(18) 相原　結芽子(18) 田尻　友渚(17) 下高　美聡(16) 西川　穂香(16) 細迫　由野(15) 尾花 ひより(14) 荒木　姫菜(14) 肥田　義孝
ｱｲﾊﾞﾗ  ﾐｻｷ ｱｲﾊﾞﾗ  ﾕﾒｺ ﾀｼﾞﾘ  ﾕｳﾅ ｼﾓﾀｶ  ﾐｻﾄ ﾆｼｶﾜ  ﾎﾉｶ ﾎｿｻｺ  ﾕﾉ ｵﾊﾞﾅ  ﾋﾖﾘ ｱﾗｷ  ﾋﾅ ﾋﾀﾞ ﾖｼﾀｶ
世羅高 3 世羅高 3 西条農高 2 世羅高 1 西条農高 1 坂中 3 海田中 2 府中緑ケ丘中 2
平岡　美帆(18) 隅田　美羽(14) 兼友　良夏(17) 西園　萌花(15) 谷本　七星(16) 進藤　綾乃(16) 上川　蒼生(16) 田﨑　瑠花(14) 大前　隆之
ﾋﾗｵｶ　ﾐﾎ ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ ｶﾈﾄﾓ　ｶｽﾞﾅ ﾆｼｿﾞﾉ　ﾓｴｶ ﾀﾆﾓﾄ　ﾅﾅｾ ｼﾝﾄﾞｳ　ｱﾔﾉ ｳｴｶﾜ　ｱｵｲ ﾀｻｷ　ﾙｶ ｵｵﾏｴ ﾀｶﾕｷ
舟入高 3 大塚中 2 沼田高 2 祇園中 3 舟入高 1 沼田高 1 沼田高 1 三和中 2
白波瀬 千紘(18) 柳井　愛結(13) 田畠　綾乃(17) 杉浦　日向子(14) 鍋島　萌花(16) 芦田　綾花(16) 芦田　睦美(14) 小方　浩志
ｼﾗﾊｾ　ﾁﾋﾛ ﾔﾅｲ　ｱｲﾕ ﾀﾊﾞﾀ　ｱﾔﾉ ｽｷﾞｳﾗ　ﾋﾅｺ ﾅﾍﾞｼﾏ　ﾓｴｶ ｱｼﾀﾞ　ｱﾔｶ ｱｼﾀﾞ　ﾑﾂﾐ ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｼ
沼田高 3 大野東中 1 沼田高 2 大野東中 2 世羅高 2 広島工大高 1 廿日市中 2
浅田　琴音(21) 松本　結香(18) 神笠　知子(16) 山際　夏芽(16) 大崎 ななみ(17) 川野 さくら(14) 池田　花音(13) 勝山　  凜(14) 渡邉　亨
ｱｻﾀﾞ ｺﾄﾈ [F] ﾏﾂﾓﾄ　ﾕｲｶ ｶﾐｶﾞｻ　ﾄﾓｺ ﾔﾏｷﾞﾜ　ﾅﾂﾒ ｵｵｻｷ　ﾅﾅﾐ ｶﾜﾉ　ｻｸﾗ ｲｹﾀﾞ　ｶﾉﾝ ｶﾂﾔﾏ　ﾘﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ
鹿屋体育大 3 世羅高 3 世羅高 1 世羅高 1 西条農業高 2 高屋中 2 高屋中 1 八本松中 3
松尾　晴乃(17) 浮田　愛花(13) 福永　楓花(16) 西田　愛唯(15) 加藤　結衣(16) 藤井　夢海(17) 森内　夏美(17) 大岡 愛友花(14) 田川　　司
ﾏﾂｵ　ﾊﾙﾉ ｳｷﾀﾞ　ｱｲｶ ﾌｸﾅｶﾞ　ﾌｳｶ ﾆｼﾀﾞ　ﾒｲ ｶﾄｳ　ﾕｲ ﾌｼﾞｲ　ﾕﾒﾐ ﾓﾘｳﾁ　ﾅﾐ ｵｵｵｶ　ｱﾕｶ ﾀｶﾞﾜ　ﾂｶｻ
舟入高 2 広島中等教育 1 安田女子高 1 三和中 3 比治山女子高 2 祇園北高 2 広島工大高 2 祇園中 2
佐々木 晴加(17) 卜部  由莉香(16) 尾関　夏希(16) 谷口    優(17) 藤本    葵(17) 坪島 さくら(12) 杉森  月音(13) 占部  栞望(13) 白神　一輝
ｻｻｷ  ﾊﾙｶ ｳﾗﾍﾞ  ﾕﾘｶ ｵｾﾞｷ  ﾅﾂｷ ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾕｳ ﾌｼﾞﾓﾄ  ｱｵｲ ﾂﾎﾞｼﾏ  ｻｸﾗ ｽｷﾞﾓﾘ  ｶﾉﾝ ｳﾗﾍﾞ  ｶﾉ ｼﾗｶﾐ ｶｽﾞﾃﾙ
神辺旭高 2 神辺旭高 1 福山誠之館高 1 神辺旭高 2 福山明王台高 2 鷹取中 1 神辺西中 1 鷹取中 1
宇津巻 里帆(17) 品川　風花(15) 青木　美沙(17) 木村 祐紀乃(14) 松本　  凛(16) 尾田　  祭(17) 脇坂 千香子(16) 吉崎　純夏(15) 岡廣　徹
ｳﾂﾞﾏｷ　ﾘﾎ ｼﾅｶﾞﾜ　ﾌｳｶ ｱｵｷ　ﾐｻ ｷﾑﾗ　ﾕｷﾉ ﾏﾂﾓﾄ　ﾘﾝ ｵﾀﾞ　ﾏﾂﾘ ﾜｷｻｶ　ﾁｶｺ ﾖｼｻﾞｷ　ｽﾐｶ ｵｶﾋﾛ ﾄｵﾙ
安古市高 2 口田中 3 安古市高 2 三和中 2 沼田高 2 舟入高 2 舟入高 1 三和中 3
近藤　萌音(17) 曽根  　奏(14) 森脇　千尋(16) 宮崎　愛花(15) 山本　和花(17) 永田　結女(17) 山縣　寧々(16) 吉村　春乃(14) 荏隈　敏之
ｺﾝﾄﾞｳ　ﾓﾈ　 ｿﾈ　ｶﾅﾃﾞ ﾓﾘﾜｷ　ﾁﾋﾛ ﾐﾔｻﾞｷ　ｱｲｶ ﾔﾏﾓﾄ　ﾉﾄﾞｶ ﾅｶﾞﾀ　ﾕﾒ ﾔﾏｶﾞﾀ　ﾈﾈ ﾖｼﾑﾗ　ﾊﾙﾉ ｴﾉｸﾏ ﾄｼﾕｷ
安古市高 2 東原中 2 沼田高 1 口田中 3 舟入高 2 沼田高 2 沼田高 1 国泰寺中 2
三好  彩奈(17) 山田  羽里(17) 猪原  彩乃(17) 竹中 真美香(16) 清水  結凪(16) 江原 美月優(13) 竹本  美咲(12) 内海  茉緒(13) 見島　泰司
ﾐﾖｼ  ｱﾔﾅ ﾔﾏﾀﾞ  ｳﾘ ｲﾉﾊﾗ  ｱﾔﾉ ﾀｹﾅｶ  ﾏﾐｶ ｼﾐｽﾞ  ﾕﾅ ｴﾊﾗ  ﾐﾂﾞﾕ ﾀｹﾓﾄ  ﾐｻｷ ｳﾂﾐ  ﾏｵ ﾐﾙｼﾏ ﾀｲｼﾞ
福山暁の星女子高 2 福山誠之館高 2 神辺旭高 2 大門高 1 大門高 1 鷹取中 1 大成館中 1 福山城南中 1
林    沙知(19) 小川  純奈(18) 小川  愛夏(18) 林    果枝(16) 新田 茉利亜　(18) 山戸  咲愛(13) 綾目  穂香(13) 竹原  生祥 (14) 西　雅博
ﾊﾔｼ  ｻﾁ ｵｶﾞﾜ  ｼﾞｭﾝﾅ ｵｶﾞﾜ  ｱｲｶ ﾊﾔｼ  ｶｴ ﾆｯﾀ  ﾏﾘｱ ﾔﾏﾄ  ｻｴ ｱﾔﾒ  ﾎﾉｶ ﾀｹﾊﾗ  ｲｻｷ ﾆｼ ﾏｻﾋﾛ
福山平成大 2 世羅高 3 御調高 3 三原東高 1 総合技術高 3 美木中 2 美木中 2 美木中 2
東　  奈々(39) 田阪　亜樹(32) 脇　実乃里(20) 大森　美翔(14) 東　  一葉(14) 山本　悠理　(13) 後藤　彩香(13) 向谷訓昭
ﾋｶﾞｼ　ﾅﾅ ﾀｻｶ　ｱｷ [F] ﾜｷ　ﾐﾉﾘ ｵｵﾓﾘ　ﾐｳ ﾋｶﾞｼ　ｶｽﾞﾊ ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳﾘ ｺﾞﾄｳ　ｱﾔｶ ﾑｶｲﾔ ﾉﾘｱｷ
大和走友会 せとなみＴＣ 環太平洋大 2 三原第二中 3 大和中 2 大和中 2 三原第二中 1
朝比奈 雅姫(16) 西田　鈴菜(17) 加藤　小雪(16) 加藤　未咲(16) 松尾　莉沙(14) 間處　寧乙(13) 豊田　愛菜(15) 西原　淳
ｱｻﾋﾅ　ﾏｻｷ ﾆｼﾀﾞ　ｽｽﾞﾅ ｶﾄｳ　ｺﾕｷ ｶﾄｳ　ﾐｻｷ ﾏﾂｵ　ﾘｻ ﾏﾄﾞｺﾛ　ﾈｵ ﾄﾖﾀ　ｱｲﾅ ﾆｼﾊﾗ ｱﾂｼ
世羅高 2 世羅高 2 世羅高 1 世羅高 1 世羅中 2 世羅中 1 甲山中 3
嘉屋 かおり(16) 永野　陽菜(13) 永野　友菜(16) 村川　芽生(13) 岩本　亜弓(17) 平山 智香子(17) 荒巻　日菜(13) 小方　浩志
ｶﾔ　ｶｵﾘ ﾅｶﾞﾉ　ﾊﾙﾅ ﾅｶﾞﾉ　ﾕｳﾅ ﾑﾗｶﾜ　ﾒｲ ｲﾜﾓﾄ　ｱﾕﾐ ﾋﾗﾔﾏ　ﾁｶｺ ｱﾗﾏｷ　ﾋﾅ ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｼ
沼田高 1 大野東中 1 基町高 1 廿日市中 1 五日市高 2 五日市高 2 大野東中 1
石田　千紘(17) 森本　夏紀(16) 西中　愛美(15) 安井　愛梨(16) 田中　夢奈(14) 赤羽　美奈(14) 熊田　美希(13) 田森　柚帆(13) 三原　慶子
ｲｼﾀﾞ　ﾁﾋﾛ ﾓﾘﾓﾄ　ﾅﾂｷ ﾆｼﾅｶ　ﾏﾅﾐ ﾔｽｲ　ｱｲﾘ ﾀﾅｶ　ﾕﾒﾅ ｱｶﾊﾈ　ﾐﾅ ｸﾏﾀﾞ　ﾐｷ ﾀﾓﾘ　ﾕｽﾞﾎ ﾐﾊﾗ ｹｲｺ
世羅高 2 三次高 1 三次高 1 三次青陵高 1 塩町中 2 塩町中 2 塩町中 1 八次中 1
児玉 真里子(55) 永地 由香里(15) 井本  美咲(16) 江草 日奈子(15) 竹島  美璃(16) 中谷  希颯(12) 本山  未菜(12) 槇野  晴香(13) 妹尾泰英
ｺﾀﾞﾏ  ﾏﾘｺ [F] ｴｲｼﾞ  ﾕｶﾘ ｲﾓﾄ  ﾐｻｷ ｴｸﾞｻ  ﾋﾅｺ ﾀｹｼﾏ  ﾐﾘ ﾅｶﾀﾆ  ﾉﾉｶ ﾓﾄﾔﾏ  ﾐﾅ ﾏｷﾉ  ﾊﾙｶ ｾﾉｳ ﾔｽﾋﾃﾞ
福山市陸協 世羅高 1 府中高 2 府中高 1 府中高 2 府中第一中 1 府中学園中 1 府中学園中 1
松岡　菜都(21) 峯松　花菜(17) 坂本　莉菜(16) 甘崎 亜桜衣(14) 増森　桃花(14) 岩本　心美(14) 岡山　玲那(13) 美又  　彩(13) 三次惠美子
ﾏﾂｵｶ  ﾅﾂ ﾐﾈﾏﾂ  ﾊﾅ ｻｶﾓﾄ  ﾘﾅ ｱﾏｻｷ  ｱｵｲ ﾏｽﾓﾘ  ﾓﾓｶ ｲﾜﾓﾄ  ｺｺﾐ ｵｶﾔﾏ  ﾚﾅ ﾐﾏﾀ  ｱﾔ ﾐﾖｼ ｴﾐｺ
竹原市陸協 忠海高 2 忠海高 1 竹原中 2 竹原中 2 竹原中 2 竹原中 1 竹原中 1
喜多川 和美(43) 森脇 くるみ(25) 板木　萌生(19) 有木　春奈(15) 小田　若菜(14) 喜多川 舞菜(14) 筒井 陽菜子(13) 増田　梨花(13) 北村　　清
ｷﾀｶﾞﾜ　ｶｽﾞﾐ ﾓﾘﾜｷ　ｸﾙﾐ ｲﾀｷ　ﾒｲ ｱﾘｷ　ﾊﾙナ ｵﾀﾞ　ﾜｶﾅ ｷﾀｶﾞﾜ　ﾏｲﾅ ﾂﾂｲ　ﾋﾅｺ ﾏｽﾀﾞ ﾘｶ ｷﾀﾑﾗ ｷﾖｼ
安芸高田市陸協 安芸高田市陸協 安芸高田市陸協 広島文教附高 1 向原中 3 吉田中 2 高宮中 1 美土里中 1
潮　  亜美(18) 塚本  美波(18) 管沢  　舞(18) 行田　陽梨(17) 大本　綾乃(16) 河内　愛奈(15) 河内　乃愛(14) 野嶋　香里(14) 竹下　文康
ｳｼｵ  ﾂｸﾞﾐ ﾂｶﾓﾄ  ﾐﾅﾐ ｽｹﾞｻﾞﾜ  ﾏｲ ｷﾞｮｳﾀﾞ  ﾋﾖﾘ ｵｵﾓﾄ  ｱﾔﾉ ｶﾜｳﾁ  ｴﾅ ｶﾜｳﾁ  ﾉｱ ﾉｼﾏ  ｶｵﾘ ﾀｹｼﾀ ﾌﾐﾔｽ
西条農業高 3 高陽東高 3 沼田高 3 沼田高 2 千代田高 1 千代田中 3 千代田中 2 千代田中 2
真也加ｼﾞｪﾙｰｼｬ有里(17) 池岡 杏都紗(17) 長石　知佳(16) 岩﨑　琴音(16) 福本　舞衣(14) 田中 つかさ(14) 河田　理子(13) 米田　彩夏(16) 小泉　和也
ﾏﾔｶ　ｼﾞｪﾙｰｼｬﾕﾘ ｲｹｵｶ  ｱｽﾞｻ ﾅｶﾞｲｼ  ﾁｶ ｲﾜｻｷ  ｺﾄﾈ ﾌｸﾓﾄ  ﾏｲ ﾀﾅｶ  ﾂｶｻ ｶﾜﾀ  ﾘｺ ﾖﾈﾀﾞ  ｱﾔｶ ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾔ
鳥取中央育英高 2 鳥取中央育英高 2 鳥取中央育英高 1 鳥取中央育英高 1 北溟中 2 大栄中 2 北溟中 1 倉吉総合産業高 1

田中　愛樹(18) 今岡 宥莉香(16) 梶谷　茉祐(16) 杉原　共香(16) 今岡 英莉南(16) 来間　美月(15) 田邊　　心(14) 今岡　真佑(13) 河村　靖宏
ﾀﾅｶ  ｱﾝｼﾞｭ ｲﾏｵｶ  ﾕﾘｶ ｶｼﾞﾀﾆ  ﾏﾕ ｽｷﾞﾊﾗ  ﾄﾓｶ ｲﾏｵｶ  ｴﾘﾅ ｸﾙﾏ  ﾐﾂﾞｷ ﾀﾅﾍﾞ  ｺｺﾛ ｲﾏｵｶ  ﾏﾕ ｶﾜﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ
平田高 3 平田高 1 出雲商高 1 出雲商高 1 益田東高 1 河南中 3 河南中 2 河南中 1
森下　即子(47) 落合　莉子(17) 金澤　彩希(17) 山下　穂香(17) ムワンギ･レベッカ(17) 谷口　萌優(16) 西　　都(14) 野口　愛華(14) 藤井　裕也
ﾓﾘｼﾀ  ﾐﾂｺ ｵﾁｱｲ  ﾘｺ ｶﾅｻﾞﾜ  ｻｷ ﾔﾏｼﾀ  ﾎﾉｶ ﾑﾜﾝｷﾞ  ﾚﾍﾞｯｶ ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾓﾕ ﾆｼ　ﾐﾔｺ ﾉｸﾞﾁ　ﾏﾅｶ ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ
井原ＲＣ 興譲館高 2 興譲館高 2 興譲館高 2 興譲館高 2 興譲館高 1 木之子中 2 井原中 2
舩木　柚花(16) 舩木　千花(16) 白井　明衣(17) 岩本　里菜(17) 岡﨑　莉子(16) 中野　萌香(15) 大森　心花(14) 竹島　彩葉(13) 吉崎　康志
ﾌﾅｷ  ﾕｽﾞｶ ﾌﾅｷ  ﾁﾊﾅ ｼﾗｲ  ﾒｲ ｲﾜﾓﾄ  ﾘﾅ ｵｶｻﾞｷ  ﾘｺ ﾅｶﾉ  ﾓｴｶ ｵｵﾓﾘ  ｺﾊﾅ ﾀｹｼﾏ  ｱﾔﾊ ﾖｼｻﾞｷ ﾔｽｼ
西京高 1 西京高 1 中村女子高 2 中村女子高 2 西京高 1 鴻南中 3 平川中 2 鴻南中 1
河村　真央(17) 西村　咲良(16) 石松　　空(16) 沖谷　友奈(18) 内田　爽月(16) 藤川　　彩(15) 後藤　鞠奈(14) 水田　有香(13) 吉崎　康志
ｶﾜﾑﾗ　ﾏｵ ﾆｼﾑﾗ　ｻｸﾗ ｲｼﾏﾂ　ｿﾗ ｵｷﾀﾆ　ﾕｳﾅ ｳﾁﾀﾞ　ｻﾂｷ ﾌｼﾞｶﾜ　ｱﾔ ｺﾞﾄｳ　ﾏﾘﾅ ﾐｽﾞﾀ　ﾕｳｶ ﾖｼｻﾞｷ ﾔｽｼ
中村女子高 2 西京高 1 西京高 1 西京高 3 中村女子高 1 鴻南中 3 鴻南中 2 鴻南中 2
政次　怜奈(14) 野上　七海(14) 井上　愛果(14) 川森 澄涼音(16) 嶋中　柚(16) 山近 明日香(16) 園田　隆
ﾏｻﾂｸﾞ　ﾚｲﾅ ﾉｶﾞﾐ　ﾅﾅﾐ ｲﾉｳｴ　ﾏﾅｶ ｶﾜﾓﾘ　ｽｽﾞﾈ ｼﾏﾅｶ　ﾕｽﾞ ﾔﾏﾁｶ　ｱｽｶ ｿﾉﾀﾞ ﾀｶｼ
柳井中 2 柳井中 2 柳井中 2 柳井商工高 1 柳井商工高 1 柳井高 1

オープン

杉村　和香(17) 小谷　彩乃(17) 渡部　日向(17) 津村　碧美(16) 門脇　優夢(16) 石田　瑞歩(14) 田中　ゆら(13) 福冨　雄太郎
ｽｷﾞﾑﾗ  ﾜｶ ｺﾀﾞﾆ  ｱﾔﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾅﾀ ﾂﾑﾗ  ｱﾐ ｶﾄﾞﾜｷ  ﾕﾒ ｲｼﾀﾞ  ﾐｽﾞﾎ ﾀﾅｶ  ﾕﾗ ﾌｸﾄﾐ　ﾕｳﾀﾛｳ
八頭高 2 八頭高 2 倉吉東高 2 倉吉東高 1 倉吉東高 1 倉吉西中 2 鳥取北中 1
毛屋　涼奈(17) 宮崎　有沙(16) 吉田　　陽(16) 吉田　　純(16) 吉村　　唯(18) 酒井　美玖(16) 松本　夢佳(18) 野末　侑花(18) 荻原　知紀
ｹﾔ  ｽｽﾞﾅ ﾐﾔｻﾞｷ  ｱﾘｻ ﾖｼﾀﾞ  ﾐﾅﾐ ﾖｼﾀﾞ  ｼﾞｭﾝ ﾖｼﾑﾗ  ﾕｲ ｻｶｲ  ﾐｸ ﾏﾂﾓﾄ  ﾕｳｶ ﾉｽｴ  ﾕｶ ｵｷﾞﾜﾗ ﾄﾓﾉﾘ
北九州市立高 2 北九州市立高 1 北九州市立高 1 北九州市立高 1 北九州市立高 3 北九州市立高 1 北九州市立高 3 北九州市立高 3
廣瀬　琴理(16) 鬼塚　沙奈(16) 中尾　伽音(16) 西田　涼夏(16) 佐藤　桜子(16) 當山　凛子(16) 日吉　鈴菜(18) 竹川 ひなの(21) 荻原　知紀
ﾋﾛｾ  ｺﾄﾘ ｵﾆﾂｶ  ｻﾅ ﾅｶｵ  ｶﾉﾝ ﾆｼﾀﾞ  ﾘｮｳｶ ｻﾄｳ  ｻｸﾗｺ ﾄｳﾔﾏ  ﾘｺ ﾋﾖｼ  ｽｽﾞﾅ ﾀｹｶﾞﾜ  ﾋﾅﾉ ｵｷﾞﾜﾗ ﾄﾓﾉﾘ
北九州市立高 1 北九州市立高 1 北九州市立高 1 北九州市立高 1 北九州市立高 1 北九州市立高 1 北九州市立高 3 丸亀市陸協

28 北九州市立高校 Ａ

29 北九州市立高校 Ｂ

25 山口市陸協 Ｂ

26 柳井市陸協

27 鳥取県選抜

22 出雲市陸協

23 井原市陸協

24 山口市陸協 A

19 安芸高田市体協

20 北広島町体協

21 鳥取東伯郡陸協

16 三次市陸協

17 府中市体協

18 竹原市陸協

13 三原市体協

14 世羅陸協　Ｂ

15 廿日市市陸協 Ｂ

10 広島市陸協 D

11 福山市陸協 Ｂ

12 尾道市体協

7 広島市陸協 Ｂ

8 福山市陸協 Ａ

9 広島市陸協 Ｃ

4 広島市陸協 Ａ

5 廿日市市陸協 Ａ

6 東広島市陸協

1 世羅陸協Ａ

2 呉市体協

3 安芸陸協


