
2020　中国女子世羅駅伝競走大会 エントリー表 令和2年(2020)2月16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
藤川　　彩(16) 町田　　萌(16) 中野　萌香(16) 吉田　　葵(16) 関谷　萌伽(16) 土屋実耶弥(15) 太田　佳奈(14) 平川　彩音(13) 三原　昌子

ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾔ ﾏﾁﾀﾞ ﾓｴ ﾅｶﾉ ﾓｴｶ ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ ｾｷﾀﾆ ﾓｶ ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ ｵｵﾀ ｶﾅ ﾋﾗｶﾜ ｱﾔﾈ ﾐﾊﾗ  ｼｮｳｺ

中村女子高 1 西京高 1 西京高 1 中村女子高 1 西京高 1 小郡中 3 小郡中 2 小郡中 1

高本　未咲(19) 山際　夏芽(17) 神笠　知子(17) 加藤　小雪(17) 松崎　由実(15) 間處　寧乙(14) 橋本　倖奈(13) 冨貞　花音(12) 西原　淳

ﾀｶﾓﾄ ﾐｻｷ ［F］ ﾔﾏｷﾞﾜ ﾅﾂﾒ ｶﾐｶﾞｻ ﾄﾓｺ ｶﾄｳ ｺﾕｷ ﾏﾂｻﾞｷ ﾕﾐ ﾏﾄﾞｺﾛ ﾈｵ ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾅ ﾄﾐｻﾀﾞ ｶﾉﾝ ﾆｼﾊﾗ ｱﾂｼ

日女体大 1 世羅高 2 世羅高 2 世羅高 2 甲山中 3 世羅中 2 世羅中 2 世羅西中 1

相原　美咲(19) 下高　美聡(17) 桐木　　光(17) 細迫　由野(16) 植松　憂咲(16) 荒木　姫菜(15) 尾花ひより(15) 大崎萌々香(14) 秦　正憲

ｱｲﾊﾞﾗ ﾐｻｷ ｼﾓﾀｶ ﾐｻﾄ ｷﾘｷ ﾋｶﾘ ﾎｿｻｺ ﾕﾉ ｳｴﾏﾂ ﾕﾜ ｱﾗｷ ﾋﾅ ｵﾊﾞﾅ ﾋﾖﾘ ｵｵｻｷ ﾓﾓｶ ﾊﾀ ﾏｻﾉﾘ

ダイソー 世羅高 2 比治山女子高 2 世羅高 1 広島皆実高 1 府中緑ケ丘中 3 海田中 3 坂中 2

平村　古都(19) 樫原　沙紀(18) 小倉　女依(18) 垣井　萌花(17) 河本　彩伽(17) 板岡　侑花(14) 藤本　華穂(13) 山下　蒼來(14) 宮下　時和

ﾋﾗﾑﾗ ｺﾄ ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ ｵｸﾞﾗ ﾒｲ ｶｷｲ ﾓｴｶ ｶﾜﾓﾄ ｱﾔｶ ｲﾀｵｶ ﾕｳｶ ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾎ ﾔﾏｼﾀ ｿｱﾗ ﾐﾔｼﾀ ﾄｷｶｽﾞ

ダイソー 呉三津田高 3 市立呉高 3 呉三津田高 2 市立呉高 2 仁方中 2 横路中 2 東畑中 2

兼友　良夏(18) 浮田　愛花(14) 平岡　美帆(19) 隅田　美羽(15) 谷本　七星(17) 福永　楓花(17) 中村ひなた(16) 門前　　希(14) 荏隈　敏之

ｶﾈﾄﾓ ｶｽﾞﾅ ｳｷﾀ ｱｲｶ ﾋﾗｵｶ ﾐﾎ ［F］ ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ ﾌｸﾅｶﾞ ﾌｳｶ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾀ ﾓﾝｾﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ ｴﾉｸﾏ ﾄｼﾕｷ

沼田高 3 広島中等教育 2 立命館大 1 大塚中 3 舟入高 2 安田女子高 2 沼田高 1 祇園中 2

岩本　風音(16) 春日　楓花(13) 加藤　結衣(17) 藤村心優花(13) 西園　萌花(16) 脇坂千香子(17) 前杢　瑞希(17) 藤井　悠乃(14) 高田　幸夫

ｲﾜﾓﾄ ｶｻﾞﾈ ｶｽｶﾞ ﾌｳｶ ｶﾄｳ ﾕｲ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕｶ ﾆｼｿﾞﾉ ﾓｴｶ ﾜｷｻｶ ﾁｶｺ ﾏｴﾓｸ ﾐｽﾞｷ ﾌｼﾞｲ ﾕﾉ ﾀｶﾀ ﾕｷｵ

舟入高 1 東原中 1 比治山女子高 2 吉島中 1 沼田高 1 舟入高 2 五日市高 2 国泰寺中 2

夏目ゆうか(19) 松本のぞみ(19) 大崎ななみ(18) 山田　依茉(14) 愛甲　琴香(13) 渡邉　　亨

ﾅﾂﾒ ﾕｳｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ ｵｵｻｷ ﾅﾅﾐ ﾔﾏﾀﾞ ｴﾏ ｱｲｺｳ ｺﾄｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ

ダイソー ダイソー 西条農業高 3 松賀中 2 東広島中央中 1

石田　真子(15) 内田　爽月(17) 田辺　真奈(16) 生本　鈴菜(16) 林　　真名(15) 水田　有香(16) 水田　清梨(15) 田原　結菜(14) 三原　昌子

ｲｼﾀﾞ ﾏｺ ｳﾁﾀﾞ ｻﾂｷ ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ ｲｹﾓﾄ ｽｽﾞﾅ ﾊﾔｼ ﾏﾅ ﾐｽﾞﾀ ﾕｶ ﾐｽﾞﾀ ｷﾖﾘ ﾀﾊﾗ ﾕﾅ ﾐﾊﾗ ｼｮｳｺ

中村女子高 1 中村女子高 2 西京高 1 西京高 1 西京高 1 鴻南中 3 鴻南中 1 鴻南中 1

管沢　　舞(19) 行田　陽梨(18) 大本　綾乃(17) 堀川小羽音(17) 河内　愛奈(16) 行田　歩直(13) 本家　綺乃(14) 折出　真子(13) 竹下　文康

ｽｹﾞｻﾞﾜ ﾏｲ ［F］ ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾋﾖﾘ ｵｵﾓﾄ ｱﾔﾉ ﾎﾘｶﾜ ｺﾊﾈ ｶﾜｳﾁ ｴﾅ ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎﾅｵ ﾎﾝｹ ｱﾔﾉ ｵﾘﾃﾞ ﾏｺ ﾀｹｼﾀ ﾌﾐﾔｽ

活水女子大 1 沼田高 3 千代田高 2 千代田高 2 広島皆実高 1 千代田中 2 千代田中 2 千代田中 2

東　　奈々(40) 田阪　亜樹(33) 小吉川志乃舞(22) 大森　美翔(15) 東　　一葉(15) 山本　悠理(15) 後藤　彩香(14) 井上　真佳(13) 向谷　訓昭

ﾋｶﾞｼ ﾅﾅ ﾀｻｶ ｱｷ ｺﾖｼｶﾜ ｼﾉﾌﾞ ［F］ 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 ｲﾉｳｴ ﾏﾅｶ ﾑｶｲﾔ ﾉﾘｱｷ

大和走友会 せとなみＴＣ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ 世羅高 1 大和中 3 大和中 3 三原第二中 2 本郷中 1

松本　　凛(17) 川原ひなの(13) 森脇　千尋(17) 藤村心瑛菜(15) 品川　風花(16) 山縣　寧々(17) 兼友　愛生(18) 山縣　　澪(13) 岡廣　徹

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝ ｶﾜﾊﾗ ﾋﾅﾉ ﾓﾘﾜｷ ﾁﾋﾛ ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｴﾅ ｼﾅｶﾞﾜ ﾌｳｶ ﾔﾏｶﾞﾀ ﾈﾈ ｶﾈﾄﾓ ｱｵｲ ﾔﾏｶﾞﾀ ﾚｲ ｵｶﾋﾛ ﾄｵﾙ 

沼田高 3 祇園中 1 沼田高 2 吉島中 3 舟入高 1 沼田高 2 沼田高 2 伴中 1
テレシア･ムッソーニ(18) 田垣内　葵(17) 加藤　未咲(17) 丸谷　海友(16) 永田　優月(14) 松島　美羽(13) 山下智恵実(14) 島本恵実梨(13) 西原　淳

ﾃﾚｼｱ･ﾑｯｿｰﾆ ﾀｶﾞｲﾄ ｱｵｲ ｶﾄｳ ﾐｻｷ ﾏﾙﾀﾆ ﾐﾕ ﾅｶﾞﾀ ﾕﾂﾞｷ ﾏﾂｼﾏ ﾐﾜ ﾔﾏｼﾀ ﾁｴﾐ ｼﾏﾓﾄ ｴﾐﾘ ﾆｼﾊﾗ ｱﾂｼ

世羅高 2 世羅高 2 世羅高 2 世羅高 1 甲山中 2 世羅西中 2 甲山中 2 世羅中 1

梶谷　茉祐(17) 杉原　共香(17) 今岡宥莉香(17) 松原のどか(16) 来間　美月(16) 今岡　真佑(14) 門脇　花音(14) 森山紗仁美(14) 中澤　麻莉

ｶｼﾞﾀﾆ ﾏﾕ ｽｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｶ ｲﾏｵｶ ﾕﾘｶ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾄﾞｶ ｸﾙﾏ ﾐﾂﾞｷ ｲﾏｵｶ ﾏﾕ ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘ

出雲商高 2 出雲商高 2 平田高 2 平田高 1 平田高 1 河南中 2 向陽中 2 向陽中 2

尾関　夏希(17) 竹本さくら(15) 黒田小乃実(16) 池田　佳穂(17) 杉森　月音(14) 竹本　美咲(13) 大住　早永(13) 白神　一輝

ｵｾﾞｷ ﾅﾂｷ ﾀｹﾓﾄ ｻｸﾗ ｸﾛﾀﾞ ｺﾉﾐ ｲｹﾀﾞ ｶﾎ ｽｷﾞﾓﾘ ｶﾉﾝ ﾀｹﾓﾄ ﾐｻｷ ｵｵｽﾐ ｻｴ ｼﾗｶﾐ ｶｽﾞﾃﾙ

福山誠之館高 2 福山暁の星女子高 1 神辺旭高 1 神辺旭高 2 神辺西中 2 大成館中 2 鷹取中 1

白波瀬千紘(19) 岡藤　美音(13) 上田　万葵(18) 柳井　愛結(14) 嘉屋かおり(17) 柳瀬　凜香(16) 川本　莉子(17) 永野　陽菜(14) 小方　浩志

ｼﾗﾊｾ ﾁﾋﾛ ［F］ ｵｶﾌｼﾞ ﾐｵ ｳｴﾀﾞ ﾏｷ ﾔﾅｲ ｱｲﾕ ｶﾔ ｶｵﾘ ﾔﾅｾ ﾘﾝｶ ｶﾜﾓﾄ ﾘｺ ﾅｶﾞﾉ ﾊﾙﾅ ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｼ

関西外国語大 1 七尾中 1 舟入高 3 大野東中 2 沼田高 2 五日市高 1 廿日市市陸協 大野東中 2

上川　蒼生(17) 田﨑　瑠花(15) 藤田　一花(16) 高野　心晴(14) 勝山　　凜(15) 西田　愛唯(16) 吉崎　純夏(16) 三藤　礼菜(14) 長尾　崇洋

ｳｴｶﾜ ｱｵｲ ﾀｻｷ ﾙｶ ﾌｼﾞﾀ ｲﾁｶ ﾀｶﾉ ｺﾊﾙ ｶﾂﾔﾏ ﾘﾝ ﾆｼﾀﾞ ﾒｲ ﾖｼｻﾞｷ ｽﾐｶ ﾐﾄｳ ﾚｲﾅ ﾅｶﾞｵ ﾀｶﾋﾛ

沼田高 2 三和中 3 舟入高 1 三和中 2 比治山女子高 1 沼田高 1 沼田高 1 口田中 2

冨士谷苑香(20) 三好　彩奈(18) 竹中真美香(17) 渡辺　陽菜(16) 出淵　由莉(16) 井上　菜名(12) 小西　優織(14) 下山　桜果(14) 池田　光明

ﾌｼﾞﾀﾆ ｿﾉｶ ［F］ ﾐﾖｼ ｱﾔﾅ ﾀｹﾅｶ ﾏﾐｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ ｲｽﾞﾌﾞﾁ ﾕﾘ ｲﾉｳｴ ﾅﾅ ｺﾆｼ ﾕｲﾘ ｼﾓﾔﾏ ﾎﾉｶ ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｱｷ

広島文化学園大 1 福山暁の星女子高 3 大門高 2 盈進高 1 神辺旭高 1 大成館中 1 大成館中 2 鷹取中 2

多々納琴音(19) 永地由香里(17) 江草日奈子(17) 竹島　美璃(18) 児玉真里子(55) 中谷　希颯(13) 野村　美羽(13) 河津　里奈(13) 児玉真里子

ﾀﾀﾉ ｺﾄﾈ ｴｲｼﾞ ﾕｶﾘ ｴｸﾞｻ ﾋﾅｺ ﾀｹｼﾏ ﾐﾘ ｺﾀﾞﾏ ﾏﾘｺ ［F］ ﾅｶﾀﾆ ﾉﾉｶ ﾉﾑﾗ ﾐﾊﾈ ｶﾜﾂ ﾘﾅ ｺﾀﾞﾏ ﾏﾘｺ

岡山大 1 世羅高 2 府中高 2 府中高 3 福山市陸協 府中第一中 2 府中第一中 1 府中第一中 1

林　　沙知(18) 堀川　愛帆(18) 丸野　愛莉(18) 前田　温音(17) 林　　果枝(16) 金山陽菜乃(15) 新田　紅葉(14) 藤川　真央(14) 西　　雅博

ﾊﾔｼ ｻﾁ ﾎﾘｶﾜ  ﾏﾅﾎ ﾏﾙﾉ ｱｲﾘ ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾈ ﾊﾔｼ ｶｴ ｶﾅﾔﾏ ﾋﾅﾉ ﾆｯﾀ ｸﾚﾊ ﾌｼﾞｶﾜ ﾏｵ ﾆｼ ﾏｻﾋﾛ

福山平成大 3 尾道市陸協 因島高 1 尾道北高 1 三原東高 2 栗原中 1 栗原中 1 御調中 2

田中由美子(50) 青木美奈子(22) 森本　夏紀(17) 西中　愛美(16) 高松　　希(14) 田森　柚帆(14) 白築　未来(13) 平田　彩純(13) 三原　慶子

ﾀﾅｶ ﾕﾐｺ ｱｵｷ ﾐﾅｺ ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾂｷ ﾆｼﾅｶ ﾏﾅﾐ ﾀｶﾏﾂ ﾉｿﾞﾐ ﾀﾓﾘ ﾕｽﾞﾎ ｼﾗﾂｷ ﾐｸ ﾋﾗﾀ ｱｽﾞﾐ ﾐﾊﾗ ｹｲｺ

三次市陸協 三次市陸協 三次高 2 三次高 2 八次中 2 八次中 2 県立三次中 1 塩町中 1

喜多川和美(44) 板木　萌生(20) 有木　春奈(16) 小田　若菜(15) 喜多川舞菜(15) 筒井陽菜子(14) 増田　梨花(14) 喜多川実瑚(13) 北村　　清

ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾐ ｲﾀｷ ﾒｲ ｱﾘｷ ﾊﾙﾅ ｵﾀﾞ ﾜｶﾅ ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾅ ﾂﾂｲ ﾋﾅｺ ﾏｽﾀﾞ ﾘｶ ｷﾀｶﾞﾜ ﾐｺ ｷﾀﾑﾗ ｷﾖｼ

安芸高田市陸協 広島県立大 2 文教大附高 2 比治山女子高 1 吉田中 3 高宮中 2 美土里中 2 吉田中 1

坂本　莉菜(17) 赤嶺　　和(16) 大垣　紫乃(16) 青木　梨加(17) 谷川　　優(13) 美又　　彩(14) 川本　桜花(13) 山田　光姫(13) 川本　秀樹

ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ ｱｶﾐﾈ ﾆｺ ｵｵｶﾞｷ ｼﾉ ｱｵｷ ﾘｶ ﾀﾆｶﾜ ﾕｳ ﾐﾏﾀ ｱﾔ ｶﾜﾓﾄ ｻｸﾗ ﾔﾏﾀﾞﾐﾂｷ ｶﾜﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

忠海高 2 忠海高 1 忠海高 1 忠海高 2 竹原中 1 竹原中 2 竹原中 2 竹原中 1

真也加ｼﾞｪﾙｰｼｬ有里(18) 長石　知佳(17) 岩﨑　琴音(17) 前田　愛菜(16) 遠藤　もも(16) 河田　理子(14) 福羅　　和(14) 福本　舞衣(15) 山下　有司

ﾏﾔｶ ｼﾞｪﾙｰｼｬ ﾕﾘ ﾅｶﾞｲｼ ﾁｶ ｲﾜｻｷ ｺﾄﾈ ﾏｴﾀ ｱｲﾅ ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ ｶﾜﾀ ﾘｺ ﾌｸﾗ ﾅｺﾞﾐ ﾌｸﾓﾄ ﾏｲ ﾔﾏｼﾀ ｱﾘｼ

鳥取中央育英高 3 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 湯梨浜中 2 湯梨浜中 2 湯梨浜中 3

戸倉　瑛菜(16) 秋本　結菜(17) 小倉　叶華(16) 池田ひかり(16) 近藤　優衣(16) 中川明日香(14) 上原　莉菜(13) 木村　　楓(12) 宮下　時和

ﾄｸﾗ ｴｲﾅ ｱｷﾓﾄ ﾕｲﾅ ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ ｲｹﾀﾞ ﾋｶﾘ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ ﾅｶｶﾞﾜ ｱｽｶ ｳｴﾊﾗ ﾘﾅ ｷﾑﾗ ｶｴﾃﾞ ﾐﾔｼﾀ ﾄｷｶｽﾞ

市立呉高 2 呉商業高 2 市立呉高 1 市立呉高 1 呉三津田高 1 仁方中 3 昭和北中 1 仁方中 1

越水　絢美(22) 伊勢岡　悠(16) 黒杭　琴音(16) 山根彩衣里(16) 松田　緩七(14) 清水　亜美(14) 伊勢岡　彩(14) 原　　妃莉(13) 田宮　佑一

ｺｼﾐｽﾞ ｱﾔﾐ ｲｾｵｶ ﾊﾙｶ ｸﾛｸｲ ｺﾄﾈ ﾔﾏﾈ ｱｲﾘ ﾏﾂﾀﾞ ｶﾝﾅ ｼﾐｽﾞ ｱﾐ ｲｾｵｶ ｻﾔｶ ﾊﾗ ﾋﾏﾘ ﾀﾐﾔ ﾕｳｲﾁ

安田女子大 4 舟入高 1 廿日市高 1 井口高 1 大竹中 2 大竹中 2 小方中 2 小方中 1

谷口　萌優(17) 白木　万菜(16) 白木　万葉(16) 土屋　舞琴(16) 福岡　陽詩(16) 森　陽向(16) 山下　穂香(18) 金澤　彩希(18) 藤井　裕也

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾕ ｼﾗｷ ｶｽﾞﾅ ｼﾗｷ ｶｽﾞﾊ ﾂﾁﾔ ﾏｺﾄ ﾌｸｵｶ ﾋﾅﾀ ﾓﾘ ﾋﾅﾀ ﾔﾏｼﾀ ﾎﾉｶ ｶﾅｻﾞﾜ ｻｷ ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ

興譲館高 2 興譲館高 1 興譲館高 1 興譲館高 1 興譲館高 1 興譲館高 1 興譲館高 3 興譲館高 3

宮崎　有沙(17) 中尾　伽音(17) 廣瀬　琴理(17) 𠮷田　　陽(17) 鬼塚　沙奈(17) 𠮷田　　純(17) 西田　涼夏(17) 荻原　知紀

ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾘｻ ﾅｶｵ ｶﾉﾝ ﾋﾛｾ ｺﾄﾘ ﾖｼﾀﾞ ﾐﾅﾐ ｵﾆﾂﾞｶ ｻﾅ ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ﾆｼﾀﾞ ｽｽﾞｶ ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓﾉﾘ

北九州市立高 2 北九州市立高 2 北九州市立高 2 北九州市立高 2 北九州市立高 2 北九州市立高 2 北九州市立高 2

佐藤　桜子(17) 柳井　綾音(16) 竹内　瑞月(15) 三宅　彩羽(16) 西田陽菜子(16) 田中　美優(16) 岡　　菜月(16) 田中　陽菜(16) 荻原　知紀

ｻﾄｳ ｻｸﾗｺ ﾔﾅｲ ｱﾔﾈ ﾀｹｳﾁ ﾐﾂﾞｷ ﾐﾔｹ ｱﾔﾊ ﾆｼﾀﾞ ﾋﾅｺ ﾀﾅｶ ﾐﾕ ｵｶ ﾅﾂｷ ﾀﾅｶ ﾋﾅ ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓﾉﾘ

北九州市立高 2 北九州市立高 2 北九州市立高 2 北九州市立高 2 北九州市立高 2 北九州市立高 2 北九州市立高 2 北九州市立高 2

植田　萌恵(17) 今西梨沙南(16) 米田　彩夏(17) 石寶　勢夏(15) 森本　　咲(17) 田中　ゆら(14) 松本　秀美(14) 坂田　浩美

ｳｴﾀﾞ ﾓｴ ｲﾏﾆｼ ﾅｽﾞﾅ ﾖﾈﾀﾞ ｱﾔｶ ｲｼﾎｳ ｾｾｶ ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ ﾀﾅｶ ﾕﾗ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾐ ｻｶﾀ ﾋﾛﾐ

倉吉北高 2 倉吉北高 1 倉吉総合産業高 2 倉吉総合産業高 1 倉吉総合産業高 2 鳥取北中 2 鳥取西中 2

山本　彩英(17) 松本　知夏(17) 内田　　恵(16) 田中　悠稀(16) 野口　麻那(16) 木村　美結(16) 石田　瑞歩(15) 土橋日菜子(14) 福冨雄太郎

ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾅﾂ ｳﾁﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅ ｷﾑﾗ ﾐﾕ ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ ﾌｸﾄﾐ ﾕｳﾀﾛｳ

米子西高 2 米子西高 2 米子西高 1 米子西高 1 米子南高 1 米子工業高 1 倉吉西中 3 鳥取大附中 2

1 山口市陸協 Ａ

2

3

世羅陸協 Ａ

安芸陸協

出雲市陸協

14

15

8

9

10

11

12

13

山口市陸協 Ｂ

北広島町体協

三原市体協

広島市陸協 Ｃ

世羅陸協 Ｂ

4

5

6

7

呉市体協 Ａ

広島市陸協 Ａ

広島市陸協 Ｂ

東広島市陸協

三次市陸協

安芸高田市体協

竹原市陸協

東伯郡陸協

福山市陸協 Ａ

廿日市市陸協

29 OP 鳥取県選抜 Ａ

呉市体協 Ｂ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

広島市陸協 Ｄ

福山市陸協 Ｂ

府中市体協

尾道市体協

25

26

27

大竹市陸協

OP 興譲館高

OP 北九州市立高 Ａ

28 OP 北九州市立高 Ｂ

30 OP 鳥取県選抜 Ｂ


