
第19回全国中学校駅伝大会  オーダー用紙（女子）
1区  3km 2区  2km 3区  2km 4区  2km 5区  3km

No ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ チーム名 監督名
スタート
　～  第1中継点

第1中継点
　～  第2中継点

第2中継点
　～  第3中継点

第3中継点
　～  第4中継点

第4中継点
　～  ゴール 補員 補員 補員

1 1 北海道-北海道教育大学附属函館中学校 深見　亘 中里　真夕(3) 田中　友佳子(2) 德谷　菜々子(3) 工藤　理子(2) 德谷　萌々子(2) 狩野　早耶(1) 　 　

2 2 青森-野辺地町立野辺地中学校 土橋　洋昭 松舘　香奈(3) 松山　春女(2) 田中　朱音(3) 荒川　愛花(2) 矢部　綾乃(2) 亀田　七彩(1) 戸澤　愛鈴(2) 安村　彩美(1)

3 3 岩手-滝沢村立滝沢中学校 及川　優美子 井上　日葉(3) 駿河　泉希(1) 黒坂　栞(2) 佐々木　麗(3) 佐々木　由香(3) 藤澤　陽子(3) 伊東　晴菜(3) 髙橋　菜緒(3)

4 4 宮城-石巻市立蛇田中学校 氏部　祐輔 千葉　悠里奈(3) 高橋　愛梨(3) 浜畑　瀬奈(2) 首藤　智佳(3) 佐藤　楓(3) 水沼　可南子(3) 日下　きらら(2) 三浦　綾子(3)

5 5 秋田-北秋田市立鷹巣中学校 田中　一也 三上　優香(1) 村上　史帆(2) 桜庭　沙耶香(3) 小笠原　朋香(3) 成田　利奈(3) 畠山　蛍(2) 仲居　優(3) 成田　悠花(3)

6 6 山形-山形市立第十中学校 荒木　誠司 星野　あす香(3) 秋葉　美稀(2) 山川　穂乃実(2) 石岡　夏乃(3) 川崎　美祈(3) 浦山　りつ(3) 阿部　まやか(3) 佐藤　花菜子(3)

7 7 福島-郡山市立安積第二中学校 有賀　美保 小島　彩香(3) 大野　栞(2) 岩本　ちひろ(2) 高橋　葉那(1) 高田　里衣(3) 高田　真奈(2) 大河内　美緒(2) 　

8 8 茨城-神栖市立波崎第二中学校 茂木　宗浩 安藤　琴音(2) 三好　成美(3) 伊藤　舞(1) 平野　成美(2) 岩野　梨香子(2) 高橋　由莉(1) 舘　優里菜(3) 比嘉　奈々子(1)

9 9 栃木-真岡市立中村中学校 関　里子 小林　由佳(3) 片桐　留奈(3) 横松　亜美(2) 羽田　陽香(1) 柳田　かりん(2) 室伏　杏花里(3) 中川　京香(1) 鳥内　咲希(2)

10 10 群馬-前橋市立富士見中学校 加藤　雅史 萩原　百萌(2) 田邊　比奈乃(1) 大川　理紗(2) 井上　蒼唯(3) 樺沢　和佳奈(1) 小野　真里亜(3) 琴寄　優衣(2) 田村　寧月(1)

11 11 埼玉-朝霞市立朝霞第三中学校 浅賀　一恵 中川　文華(3) 寺島　優奈(2) 髙橋　星夏(3) 平塚　萌(2) 市村　香菜(2) 北野　夏希(3) 上垣　遥(1) 小原　菜緒(3)

12 12 千葉-鎌ケ谷市立第二中学校 小林　尚揮 中原　朱芽(3) 篠塚　千明希(3) 藤田　祐未(3) 篠塚　真登香(1) 土田　笑美(3) 上野　紘代(2) 新井　千尋(2) 藤田　真未(2)

13 13 東京-足立区立六月中学校 佐藤　博信 宇田川　侑希(2) 村上　希(1) 吉田　実希(2) 五十嵐　恋(2) 石井　星麗菜(3) 髙橋　彩花(2) 荒木　日菜(1) 稲葉　友香(1)

14 14 神奈川-横浜市立茅ケ崎中学校 阿部　和仁 浦山　佳奈子(2) 高野　涼夏(3) 沼山　莉穂(3) 小川　花奈(2) 太田　彩貴(3) 鈴木　寛加(3) 小松　莉穂(3) 牟田　愛梨(3)

15 15 山梨-韮崎市立韮崎西中学校 仲澤　中 原　悠梨佳(3) 原　恵理子(1) 道村　歩(3) 伊藤　舞香(3) 山崎　あかね(3) 若尾　麟果(3) 髙師　友里菜(1) 功刀　彩花(1)

16 16 新潟-新潟市立小須戸中学校 渡辺　政子 髙山　育実(3) 五十田　　楓(2) 村山　友理(3) 武田　あかね(3) 斉藤　　朱莉(2) 田沢　桃香(1) 横山　みか(3) 　

17 17 長野-長野市立川中島中学校 木村　雅樹 玉城　かんな(3) 小林　希良莉(2) 竹内　美翔(1) 新原　徳子(2) 西本　梨花(1) 宍戸　萌百伽(1) 　 　

18 18 富山-立山町立雄山中学校 中野　誠治 宝田　彩香(2) 杉澤　美帆(2) 米沢　美柚(1) 長澤　みずき(1) 髙塚　菜生(2) 野﨑　莉子(1) 河野　未奈(2) 山田　希美(3)

19 19 石川-金沢市立野田中学校 沼田　恵子 高野　みちる(3) 井久保　咲良(1) 井久保　緩奈(3) 島田　みなみ(3) 森本　まな(2) 辻　日向子(3) 河端　彩加(2) 長橋　美由子(2)

20 20 福井-越前市南越中学校 八田　天 真柄　碧(3) 藤本　菜緒(2) 八田　愛花(1) 相馬　萌冬珠(1) 永宮　生都(2) 山田　祐実(3) 髙橋　柚香(1) 田中　佑佳(2)

21 21 静岡-御殿場市立富士岡中学校 勝又　慎之輔 澤入　想(2) 坂口　真子(3) 榑林　万由子(3) 内藤　千紘(3) 島田　美穂(2) 大石　楓(2) 山崎　玲奈(2) 伊藤　梨伽(2)

22 22 愛知-稲沢市立祖父江中学校 亀井　佳織 吉川　真希(3) 木村　由佳(2) 太田　智代(2) 近藤　莉奈(2) 瀬戸口　佑香(3) 川合　里奈(3) 加藤　吏紗(2) 中野　桃花(1)

23 23 三重-伊勢市立宮川中学校 野呂　京司 内藤　響加(3) 廣　舞佳(3) 安藤　綾花(3) 阪井　若菜(2) 中村　佳恵(2) 藤田　亜友美(2) 岡山　美咲(1) 下川　莉乃(1)

24 24 岐阜-高山市立中山中学校 廣田　孝 堀　優花(3) 越智　朝子(2) 谷口　由衣(2) 中舎　朱音(1) 鞠子　知美(3) 田中　樹里(3) 井上　千華(1) 翠尾　直佳(1)



25 25 滋賀-甲賀市立甲南中学校 沙加戸　覚 丸谷　有衣(2) 倉﨑　愛那(3) 山際　　美希(3) 大木　はな(2) 北村　香保(2) 桑島　杏奈(2) 吉田　真生(2) 伊室　杏那(2)

26 26 京都-京都市立樫原中学校 田淵　亜実 西川　みゆう(1) 小西　真亜子(2) 森　さくら(2) 今村　茅暎(2) 吉谷　奈緒(2) 林田　紀乃(2) 立所　咲樹(1) 高科　紗衣(1)

27 27 大阪-堺市立浜寺南中学校 渡辺　毅 竹本　那々子(3) 橋本　光加(3) 森山　碧(3) 佐藤　千波(3) 由肥　孝実(2) 諏訪　みづき(1) 峪　紫(3) 柳原　翠(3)

28 28 兵庫-加古川市立神吉中学校 工藤　昌彦 村山　真帆(3) 山川　小春(2) 久保　彩香(3) 岸本　千尋(3) 佐藤　愛(3) 櫻井　千佳(2) 山川　小町(1) 櫻井　菜々子(2)

29 29 奈良-橿原市立橿原中学校 野口　雅嗣 吉田　穂花(2) 羽藤　江里(2) 阪口　あとり(2) 向井　菜々子(1) 大西　あすか(2) 尾花　未来(2) 幸田　祐奈(1) 盛本　美穂(1)

30 30 和歌山-和歌山市立西脇中学校 萬田　雅彦 津田　夏実(2) 末次　百圭(3) 清水　望未(2) 岩崎　七虹(3) 福井　菜奈(3) 湯垣　七彩(1) 中出　蘭(2) 三浦　かのか(1)

31 31 鳥取-鳥取市立気高中学校 村松　利雄 井上　加奈絵(3) 本部　星(3) 岡﨑　栞那(2) 川本　愛華(2) 吉村　真利亜(3) 木下　菜摘(2) 森本　早紀(3) 本部　陽(1)

32 32 島根-出雲市立第一中学校 中尾　健二 黒田　純菜(3) 嘉本　彩佳(3) 曽田　有珠(2) 武田　夏子(3) 渡部　結(3) 吉田　春奈(2) 北村　京香(1) 小阪　裕子(1)

33 33 岡山-岡山市立吉備中学校 尾川　登太郎 和田　薫乃(2) 蜂谷　雪乃(2) 西山　ときわ(3) 脇本　真依子(2) 足立　鈴佳(3) 内田　千奈月(2) 宮川　菜摘(2) 荒島　夕理(2)

34 34 広島-広島市立三和中学校 池田　耕治 佐貫 　優衣(3) 中畑 　友花(3) 田栗 　咲希(2) 兼藤 　美桜(1) 小田 　朱莉(2) 谷口　 　桜(2) 辰市 　千春(2) 川戸 　亜実(1)

35 35 山口-周南市立富田中学校 江村 達男 小田　若奈(2) 荒木　優花(3) 中村　衣里(3) 久楽　萌夏(1) 安部　杏香(3) 渡邊　葵(2) 杉本　南(2) 小田　真悠子(2)

36 36 香川-小豆島町立池田中学校 中村　徹也 村上　紗梨(3) 三木　菜摘(2) 濱田　繭(1) 山本　美樹(2) 東口　聡子(3) 川元　裟絵(1) 　 　

37 37 徳島-美馬市立美馬中学校 藤田　勝久 巽　優希(2) 清水　佳奈(2) 佐藤　瀬莉(3) 岡村　美紀(3) 金井　窓華(3) 前田　結(2) 野崎　結愛(1) 堀　香織(1)

38 38 愛媛-新居浜市立東中学校 阪本　佳子 加藤　花月(2) 小林　梢(2) 田中　杏実(2) 永易　七海希(1) 近藤　夏美(2) 井上　鈴花(3) 小野　真琴(2) 大澤　京佳(2)

39 39 高知-宿毛市立宿毛中学校 中村　洋介 山本　杏奈(2) 有田　桜(1) 大海　未早希(2) 藤永　采子(2) 田中　麻由(2) 中野　紗歩(2) 澤田　美里(1) 山田　愛莉(1)

40 40 福岡-宗像市立河東中学校 赤星　敏典 庄司　梨花(3) 中川　結友(2) 谷光　環奈(2) 岡村　寧々(3) 馬場　早弥奈(3) 工藤　茉理亜(2) 西野　彩沙香(1) 山内　菜都(3)

41 41 佐賀-鹿島市立西部中学校 堤　正二 坂本　晴菜(3) 鶴田　紘子(1) 山口　佳奈子(3) 岡　美希(2) 中原　幸来(3) 高田　麗(3) 有森　瞳(2) 鈴山　萌佳(2)

42 42 長崎-諌早市立森山中学校 大瀬　雄也 川上　さくら(3) 横山　名奈(3) 小澤　楓花(2) 土井　はるか(2) 川上　わかば(3) 神尾　夕女(1) 廣川　祥子(1) 鬼塚　瑠夏(2)

43 43 熊本-宇城市立松橋中学校 宮川　稔治 松村　　悠香(2) 木吉　凜子(2) 岡村　明音(2) 宮崎　遥(3) 軸屋　七海(2) 小田原　春菜(1) 上田　美晴(2) 武原　礼佳(1)

44 44 大分-豊後大野市立三重中学校 平岡　美希 工藤　杏華(1) 後藤　美音(3) 工藤　佑華(3) 神田　夏穂(2) 高橋　彩良(3) 川野　智未(3) 阿南　芳(1) 富樫　葵(1)

45 45 宮崎-宮崎市立大淀中学校 大山　真由美 河野　美典(3) 上村　早紀(3) 黒木　千種(2) 岩村　莉香(2) 串間　彩花(3) 後藤　伽波(2) 松永　あろあ(1) 横山　瑠南(1)

46 46 鹿児島-霧島市立横川中学校 山尾　次郎 迫田　好奏(3) 羽田　恵美(2) 﨑元　佳代(3) 益地　佑里佳(3) 立山　沙綾佳(3) 古賀　海琴(1) 田口　遥菜(3) 山下　愛優未(3)

47 47 沖縄-今帰仁村立今帰仁中学校 比屋根　章弘 赤嶺　沢(3) 喜屋武　由子(2) マックスウェル　恵(1) 平良　彩乃(3) 仲宗根　有唯(2) 大城　桃(3) 當間　麗香(2) 久田　友梨香(3)

48 48 開催地-光市立浅江中学校 東　知子 和田　実(3) 和田　星(3) 淺田　美菜(2) 藤川　さくら(1) 花田　侑里奈(3) 叶　真輝子(1) 河合　花恵(2) 中村　彩夏(1)


	女子

