
第２７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２７年１１月１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 北九州市立 荻原　知紀 松村　悠香③ 竹川ひなの③ 目野　良佳② 柴田　佑希② 大賀　菜央② 有吉　麻奈② 林田　美咲① 藤井菜々子①

2 東海大五 赤星　敏典 福田妃加里③ 工藤茉理亜③ 谷光　環奈③ 谷　真以子② 立花　薫乃② 大和　里奈② 福田　詩音① 寺川　実沙①

3 柳　川 横山　和良 佐野　佳澄③ 大屋　美優③ 川添　洋子③ 八島　明楼② 高尾　玲奈② 奈須　　梢① 鈴木　千華① 平田　清か①

4 九州国際大付 河野　浩三 三浦深華子③ 森山　彩音③ 小濱　　操③ 林田　夏実② 新貝　優果② 稲田　彩未① 矢野　愛奈① 松浦　杏利①

5 大牟田 赤池　　健 鈴木　百華③ 立岩　宇美③ 谷垣歌悠里③ 中村　早希③ 松尾　未来② 山中　花咲② 東川　佳湖① 松本　亜子①

6 筑紫女学園 長尾　育子 旭　　真奈③ 仙田　　瑶③ 花田　咲絵② 御崎　　舞① 大山　瑞稀① 波多江彩圭① 秋光　萌生① 松尾　夢乃①

7 自由ケ丘 藤脇　友介 柴田　芽衣③ 杉本　早代② 遠矢みなみ② 西野彩沙香② 池田　愛理① 大内　もか① 占部　朱里① 山本　　輝①

8 近大福岡 藤井　　崇 森下　紗羽③ 荻野　　睦③ 吉田　麗羅② 吉岡茉里恵② 上野　遙香② 麻生聖知佳② 岩田　紗良① 平原沙莉香①

9 東筑紫学園 勝野　宏二 上野ひな美③ 西村菜々世③ 平田　紗也③ 秋本真菜美② 小倉　　雅② 向　　香純② 長井　　咲① 山中ありさ②

10 九産大九産 池田　麻美 山口　祐依③ 永田　亜衣② 永田　理紗② 宮﨑　悠那② 津川　茉奈① 津川　莉奈① 鬼塚　祐未① 溝尻　菜奈③

11 春　日 三苫　弘光 八尋まなみ③ 伊藤　涼花② 椛島　千春② 池邉　菜美② 藤田はなの② 吉尾　七海① 山田　　侑①

12 筑　紫 水上　　徹 内田　綺音② 山内あかね② 大野　千裕② 簑原　千晴② 手島　汐音① 石井　幸奈① 溝尻　香子①

13 福大若葉 中本　恭子 相原　菜央③ 嶋津　菜月② 重岡　真穂② 知念さやか② 多田　彩音① 髙田　佳江① 中田　瑞紀① 林田　有加②

14 折尾愛真 堤　　恵子 大村奈実希③ 中吉　　慧③ 牧野　果菜③ 森　奈津美③ 米原　采奈③ 川津　沙良② 香月菜名美① 山口　貴子①

15 修猷館 尾倉　穂高 佐古万里子② 平田　佳那② 森　　理紗② 筌場　さき① 桶谷菜々子① 今給黎　綾② 山川友理子① 大田　彩香①

16 純　真 宮本　研次 光恒　悠里③ 繁田有紗美③ 中富可乃音② 村田　優花① 徳重　真穂③ 児玉　美香②

17 筑　前 山崎　義秋 飛弾由紀乃② 佐々木芽以① 内藤　彩英② 勝田　琴音② 野田　百恵③ 姫野　夏那② 池　智奈美② 竹井　　桃②

18 宗　像 野村　武利 土師　　柊③ 千本木　晴③ 上野　千裕② 安部　瑞希② 折居　鈴香② 甲斐明日翔② 沖　　有紗②

19 小　郡 末次　丈晴 兼本　　雅③ 金生　紗季③ 大畑絵璃菜② 大畑葉瑠菜② 黒木　もも② 牟田　真菜② 八尋　美咲① 八尋あおい①

20 小倉南 大神　弘巳 杉本麻衣子① 富田　千晴② 山根　友美① 栗原　　蒼② 磯嶋　香奈① 芳賀　　和② 赤津　初音①

21 城　南 岡　　圭介 中村有里彩② 山本　晴子② 矢野　郁実② 田部亜未理① 山田　千尋① 吉永　百伽① 蒲原　伊織① 伴　　文花①

22 高　稜 内川　悦男 大庭　凪紗③ 倉田　清香③ 大石　綾乃② 野上奈々世② 山田みちる② 大西　由真② 岩永　泊莉① 三角明日香①

23 東　筑 梅田　正人 入江　菜那② 中島　綾音② 舩越　桃子② 森　香菜子② 堺　　瑞稀① 相良茉奈美① 川上　夏穂① 竹下　　花①

24 青　豊 黒江　克洋 尾家　未紗② 柴田　紗希② 石橋　遥奈② 大谷柚生香② 谷　　光里② 山内　瑞月② 瀬戸　咲菜① 萩原　京香①

25 糸　島 安井　好則 古川　莉奈① 宗　　育生① 重　　知里② 野﨑　結衣① 大竹　愛永② 古川　幸奈① 佐々　彩星① 重冨明日佳①

26 八　幡 古野　佑果 浦下　莉穂② 松井　香璃② 齊藤　柚衣① 西　　瑞生① 濵田　有花① 安倍奈々子① 霜出　萌乃① 安細　紘菜②

27 戸　畑 園田　佳孝 内園　　舞② 内村　文音② 小野　詩織① 内平　朱音② 岡田　美星② 荒尾　未来① 佐竹　美咲① 野村　花倫①
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