
第２５回全国高等学校女子駅伝競走大会　福岡県予選大会　　選手名簿
会　場　嘉麻市嘉穂総合運動公園陸上競技場周辺コース　期　日　平成２５年１０月２７日（日）

番号 学　校　名 監督名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名

1 筑紫女学園 岩元　雅輝 山下　希望③ 清水　真帆③ 庄村千紗都③ 由水　沙季③ 山下　未来③ 古賀　清華② 伊藤　奈々② 田部真名佳①

2 北九州市立 荻原　知紀 金平　裕希③ 河口　　恵③ 松川　涼子② 一　紋野女② 森　　歩美② 中島みなみ② 松村　悠香① 高橋　李央①

3 柳　川 城崎　倫寛 白石　莉理③ 高橋　　奏③ 村上　美貴② 四ヶ所夢香② 原　茉利奈② 吉田　　遥② 佐野　佳澄① 大屋　美優①

4 大牟田 赤池　　健 濵崎美利里③ 井島　梨花③ 緒方　麻友② 林　　瑞穂② 萩尾　真子② 鈴木　百華① 立岩　宇美① 中村　早希①

5 九州国際大付 酒井　　寛 三好　伶奈③ 小城久美子③ 松村早希子③ 永沼　侑花② 別宮　麻珠② 前田　綾子② 中村　里紗② 太田　美樹②

6 福大若葉 小藤　　昭 今村　綾香③ 浦嶋　　梓③ 中島　梨沙③ 松藤　愛佳③ 堤　加菜子② 木戸　弥由① 朝倉里佳子① 岩本　沙樹①

7 東筑紫学園 勝野　宏二 竹下　安奈③ 十川　桃香③ 松枝　郁花② 上野ひな美① 薦田　愛香① 田中　光希① 西村菜々世① 平田　紗也①

8 自由ケ丘 藤脇　友介 藤村　　咲③ 安部　優花③ 柴田　彩瑛③ 山口　真季③ 岡嶋すなお② 片山　宝子② 菅田　優香② 藤冨　玲菜②

9 宗　像 野村　武利 小田　優衣③ 日下部綾子③ 小松　若奈② 徳重想野佳③ 中平　えみ③ 大和　榛菜② 千本木　晴① 土師　　柊①

10 近大福岡 藤井　　崇 安永美智子③ 地福弥代音③ 日高　裕美③ 白神明日香② 茨木　はな② 鈴木　彩華② 花村　紅里② 森下　紗羽①

11 城　南 川口　志乃 西原　知沙① 中田　桃子② 吉川　英恵① 川述　優紀② 満田　帆南① 立野　成美① 川野穂乃花① 渡邊　朋来①

12 折尾愛真 堤　　恵子 坂口　　舞③ 大村　夏希③ 高橋　彩華③ 原田　朱音② 大村奈実希① 中吉　　慧① 米原　采奈① 森　奈津美①

13 九産大九産 池田　麻美 渡里　紘未③ 中村　美紀③ 松島かおり② 吉原　明希② 内山　幸子② 木原　菜月① 溝尻　菜奈① 山口　祐依①

14 筑　紫 水上　　徹 坂牧　　真③ 大西　礼夏③ 綾部　優衣② 内田　真美② 儀間せいな② 木村　優花② 熊添　明那② 井上　可菜②

15 筑　前 平野　理子 島川あすか③ 古川　由衣② 倉光くるみ② 常盤　侑加② 野田　百恵① 笠　　華澄① 黒川　寛奈① 夏木　綾菜②

16 春　日 真弓　豊企 井上奈津美② 棚林　若菜② 林田恵理子② 林田　奈々① 八尋まなみ① 濱野　　咲① 古瀬　由佳① 上妻　歩夢①

17 純　真 宮本　研次 西田　千夏③ 吉松　佳那③ 若山　桐子② 百田　夢加② 百田　姫加② 光恒　悠里① 繁田有紗美① 徳重　真穂①

18 戸　畑 園田　佳孝 園田　　葵② 山根　優夏① 吉野紗也加① 加藤　　幸② 上手　真弥② 西澤　寿綺② 池永久美子② 山崎　優香②

19 東海大五 赤星　敏典 庄司　梨花② 岡村　寧々② 馬場早弥奈② 谷光　環奈① 上田　真優① 工藤茉理亜① 福田妃加里①

20 小　郡 末次　丈晴 近藤瑛里佳② 永嶺　里実① 兼本　　雅① 金生　紗季① 蘇木　　茜① 窪山　有紀② 澤田　純麗② 森川　朋美②

21 門司学園 大塚　　洋 安部　穂香② 立岩　美咲② 大田菜都子② 石川　結稀① 有田日菜子① 堤　　麻純① 古木　杏樹① 高良　悠花①

22 小倉南 大神　弘巳 神谷　歩美③ 田中　里奈② 江木　翔子② 田中　愛梨① 池田　夏子②

23 高　稜 内川　悦男 永田　凪紗② 藤井　千聖② 立花　志帆② 大庭　凪紗① 倉田　清香①

24 糸　島 横井　孝史 山﨑　美咲③ 東司　藍里③ 佐々木綾音② 松尾　亜優① 松尾奈央子① 稲岡　恵里① 藤井　七海① 中村千香子①

25 東　筑 梅田　正人 小田野々花② 小峯　里穂② 江田　　涼① 寺嶌　るり① 橋本　茉由① 畑　扶綺子② 相良菜津美① 佐藤　　怜①

26 福　岡 藤崎　　忠 杉町　凜子② 長瀬　真依② 上江洲美雪② 大塚　　笑② 中野友里花② 窪田　愛彩① 中島　　瑛① 中村　夏葵①

27 慶　成 内田　洋平 金崎　真子③ 白川　綾乃② 鈴川　愛美② 長尾　幸恵② 小林　真穂①

28 嘉　穂 野口　高志 水城　佑理② 金子　笑乃① 相良　莉帆① 新原　菜摘① 井上　知佳② 井上　美玖② 井上　裕未① 池田実南子①

29 修猷館 尾倉　穂高 原口　茉子② 金谷　晴菜② 内藤　詩乃① 黒須　珠美① 寺脇　莉央① 長冨　彩女②
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