
女子の部
№ ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ チーム名 監督名 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補員１ 補員２ 補員３

1 1 音更町立下音更中学校 廣瀬　悦久 なかむら　ゆり さかい　なお しまべ　まい どい　あゆ なかむら　えみ ばんば　りほ たかだ　れな いとう　みお

中村　優里(3) 酒井　菜緒(2) 島部　茉衣(3) 土井　愛由(1) 中村　詠美(1) 番場　梨帆(2) 髙田　怜奈(2) 伊藤　美緒(1)

2 2 野辺地町立野辺地中学校 土橋　洋昭 よこはま　しおり とざわ　いおり こづか　しゅり せがわ　ゆうか かとう　れな よこはま　はるな しばさき　ゆうか よこはま　ももか

横濵　汐莉(3) 戸澤　愛織(2) 小塚　朱莉(1) 瀬川　優花(3) 加藤　玲那(1) 横濵　春菜(1) 柴崎　有香(3) 横濵　桃香(3)

3 3 盛岡市立黒石野中学校 藤尾　佳子 たがわ　ゆうき くぼ　ななみ えんどう　あん いわぶち　ももな にいぬま　みえ ささき　はるひ なかかるまい　かのん よしだ　きょうか

田川　友貴(3) 久保　七海(2) 遠藤　晏(2) 岩渕　李奈(2) 新沼　弥英(3) 佐々木　晴妃(3) 中軽米　佳杏(2) 吉田　杏華(1)

4 4 名取市立増田中学校 大森　浩美 こん　かえで いわまつ　ましろ すずき　ことこ かわしま　りん きくち　たかな ぬまた　みさき はやさか　ひな ほし　みらい
今　かえで(3) 岩松　真白(2) 鈴木　琴子(3) 川島　凛心(1) 菊地　多香菜(3) 沼田　美咲(2) 早坂　日奈(2) 星　みらい(2)

5 5 北秋田市立鷹巣中学校 田中　一也 ふじた　まゆか はぎの　まき なかじま　かな くどう　ちか つちだ　ふうこ はぎの　さくら ながさき　すみれ こまつ　ゆき

藤田　正由加(3) 萩野　真紀(2) 中嶋　夏奈(2) 工藤　千翔(2) 土田　楓子(2) 萩野　さくら(1) 長崎　すみれ(1) 小松　結貴(2)

6 6 上山市立南中学校 竹嶋　祐 いしざわ　きらら すずき　ひろか すとう　まみ さとう　りな さいの　やすは すずき　ふうか はやさか　ゆい えだまつ　みき

石澤　希らら(2) 鈴木　ひろか(1) 須藤　真未(3) 佐藤　璃奈(3) 齋野　泰葉(2) 鈴木　風香(1) 早坂　悠依(2) 枝松　実季(3)

7 7 会津若松市立第一中学校 小林　慎 もんま　ことみ とうじょう　あやか たなか　ちさと やまもと　そら しんご　ゆうき さとう　ゆりか さとう　もも おのざと　こずえ

門馬　琴実(3) 東条　彩花(3) 田中　智里(2) 山本　空(2) 新後　優希(2) 佐藤　百合花(3) 佐藤　萌々(1) 小野里　梢(2)

8 8 八千代町立八千代第一中学校 宮田　大輔 さかじり　ゆうか おおくぼ　あい ひやま　かほ やすだ　ほのか さかじり　あかり ばば　ゆずき ひやま　ちほ たけがき　りさ

坂尻　有花(3) 大久保　藍(1) 樋山　佳歩(2) 安田　穂乃花(3) 坂尻　有佳理(1) 馬場　柚希(2) 樋山　智歩(2) 竹垣　莉紗(2)

9 9 真岡市立中村中学校 加藤　俊宏 ひろせ　なな はしや　まほ いざわ　よしの いしかわ　みゆう おおたか　さき とみた　れん やなぎた　あやな むらやま　ありさ

廣瀬　菜々(3) 橋屋　真帆(3) 伊澤　愛乃(2) 石川　美優(3) 大髙　紗葵(3) 富田　れん(2) 栁田　彩奈(2) 村山　ありさ(3)

10 10 前橋市立富士見中学校 加藤　雅史 いい　えみほ かねこ　みさと あべ　ちひろ たなか　みほ はやし　えま かばさわ　ほのか きうち　はつね かねこ　ゆきの

伊井　笑歩(2) 金子　美聡(3) 阿部　知宙(2) 田中　美帆(3) 林　英麻(3) 樺沢　帆乃佳(1) 木内　初音(2) 金子　柚季野(3)

11 11 さいたま市立宮前中学校 原畠　淳一郎 きしだ　かほり やまぐち　ゆき こいけ　ひなこ みやじま　れな すわ　ほのか たかはし　るか せお　かおり のむら　すずか

岸田　佳穂里(2) 山口　結綺(2) 小池　日南子(2) 宮嶋　玲奈(3) 諏訪　帆香(3) 髙橋　瑠果(2) 妹尾　香里(2) 野村　涼香(1)

12 12 鎌ケ谷市立第四中学校 古川　琢也 あさの　りお ひらばやし　ゆうな かとう　ゆい あおやま　ゆか ねぎし　ひかり とりかい　ちさと みかみ　こまち ねぎし　あゆみ

浅野　莉緖(3) 平林　優奈(1) 加藤　優育(3) 青山　由佳(1) 根岸　ひかり(3) 鳥飼　千聖(2) 三上　小町(1) 根岸　歩実(1)

13 13 目黒区立東山中学校 工藤　工 やまな　あみ しのはら　りこ わたなべ　あやな やまぐち　ひかり ふじい　きよ たのじり　ちさと ふくしま　えりか うえの　ひかり

山名　愛美(3) 篠原　理子(3) 渡辺　彩奈(2) 山口　ひかり(2) 藤井　聖(3) 田野尻　千里(2) 福島　英梨花(1) 上野　光理(1)

14 14 横浜市立金沢中学校 小宮　昌志 りんずぃー　へれなめい こが　はなみ たかした　はるか きかわだ　ゆうか ふちがみ　まい くりはら　つばさ おがわ　あやめ かねこ　みく

ﾘﾝｽﾞｨー　ﾍﾚﾅ芽衣(3) 古賀　華実(2) 髙下　遥花(3) 黄川田　優香(2) 渕上　真衣(3) 栗原　羽砂(2) 小川　あやめ(3) 金子　未来(3)

15 15 南アルプス市立櫛形中学校 岡田 幸久 のだ　みづき いとう　まゆ しみず　なお まつもと　ひびき むらまつ　みお あいはら　さくら ほさか　くるみ ごみ　ゆうか

野田　美月(2) 伊藤　万由(2) 清水　菜生(1) 松本　響(1) 村松　実桜(3) 相原　咲良(2) 穂坂　くるみ(3) 五味　優香(1)

16 16 十日町市立吉田中学校 齋木　勝紀 かすが　みう やなぎ　あいこ せきぐち　なぎさ さかい　みさき はまの　まなみ なかじま　はるな こだま　ゆりか ばば　このか

春日　美雨(2) 栁　愛子(2) 関口　渚(2) 酒井　美咲(3) 濱野　愛美(3) 中嶋　陽奈(1) 児玉　ゆりか(3) 馬場　好香(2)

17 17 長野市立川中島中学校 木村　雅樹 わだ　ゆな わだ　まな みやざわ　みゆ たきざわ　　なえ こばやし　なるみ わだ　ほのか わだ　はるか たけした　ありさ

和田　有菜(3) 和田　真菜(1) 宮澤　美裕(1) 滝沢　菜絵(3) 小林　成美(2) 和田　帆香(1) 和田　遥(1) 竹下　愛理咲(1)

18 18 富山市立大沢野中学校 村上　亮輔 おおもり　ゆい かなまる　さき みやき　まほ かとう　しおり ひろせ　はるか いしさか　あみ かきおか　みく ひらぐち　ねね

大毛利　雪衣(2) 金丸　咲希(3) 宮木　真帆(1) 加藤　栞(1) 広瀬　　悠(3) 石坂　愛美(1) 柿岡　　美紅(3) 平口　寧々(1)

19 19 津幡町立津幡南中学校 深浦　隆史 おがさわら　しゅり さわい　ゆずは えのもと　のぞみ やまもと　ゆかり かわした　れな やまもと　りな くどう　あかり ししど　りこ
小笠原　朱里(2) 澤井　柚葉(1) 榎本　希美(1) 山本　結花理(2) 川下　玲奈(1) 山本　莉奈(3) 工藤　朱理(2) 宍戸　梨瑚(2)

20 20 越前市武生第一中学校 八田　天 たぼ　なおこ ふじい　のあ かどにゅう　ゆうか おおとも　かな ふじい　ゆあ やまぎし　ゆか いなば　あかり たけだ　ももか

多保　奈緒子(2) 藤井　乃愛(3) 門丹生　優香(2) 大友　香奈(3) 藤井　結愛(1) 山岸　由佳(3) 稲葉　朱里(3) 武田　桃花(2)

21 21 静岡市立安東中学校 鈴木　康弘 かとう　しほか いで　もえ こばやし　みづき あさだ　あかり こじま　みなみ みずの　きらり こやなぎ　あかね おおむら　さな

加藤　詩帆加(3) 井出　もえ(1) 小林　美月(1) 朝田　明花梨(2) 小島　みなみ(3) 水野　稀良莉(2) 小柳　茜(2) 大村　彩菜(1)

22 22 江南市立古知野中学校 酒井　達哉 ごとう　ありさ ふじわら　あいか みずたに　まこ さいとう　ちか やすい　かなえ わきた　みゆ おおはし　ともみ よしだ　りこ
後藤　愛里紗(3) 藤原　あい佳(1) 水谷　真子(1) 齊藤　千花(2) 安井　佳苗(3) 脇田　未有(3) 大橋　智美(3) 吉田　梨恋(2)

23 23 川越町立川越中学校 安達　徹 まきの　このみ じんだ　りさ てらもと　まゆう ふじい　あみ うちだ　ゆま いとう　あみ のざき　みく たち　みな
牧野　　好美(3) 陣田　梨沙(2) 寺本　真優(2) 藤井　　あみ(2) 打田　夕真(2) 伊藤　　礼美(1) 野嵜　未来(3) 舘　三菜(1)

24 24 高山市立中山中学校 木戸脇　千景 たがわ　あすか しみず　ひより やました　ななみ やました　ゆう つづく　みおり いわしま　あゆね みずこせ　ゆめ きよし　りさ

田川　陽佳(3) 清水　ひより(1) 山下　七海(3) 山下　優羽(2) 都竹　美央里(1) 岩島　歩音(3) 水小瀬　優芽(1) 喜代志　理紗(3)

25 25 甲賀市立水口中学校 赤尾　優文 ひだ　りんか やまなか　まりな あわた　えみり きくだ　ひなせ たなか　ゆり ふじい　かやね よしだ　ともか きくだ　まひろ

飛田　凜香(2) 山中　麻莉菜(2) 粟田　笑理(2) 菊田　陽世(1) 田中　友梨(3) 藤井　香弥音(3) 吉田　朋花(3) 菊田　万尋(3)

26 26 京都市立桂中学校 片山　典子 むらお　あやか しおみ　あやの たかくら　みおん たかた　みさ ひらた　まゆ むらやま　ももか そね　ののか いとう　さあや

村尾　綾香(2) 塩見　綾乃(3) 髙倉　美音(3) 髙田　美紗(2) 枚田　茉優(2) 村山　桃香(1) 曽根　野乃花(1) 伊藤　紗彩(2)

27 27 堺市立浜寺南中学校 田中　静香 おだまえ　みさ たかのす　まな たむら　まい ゆひ　もなみ まつうら　あゆみ ゆひ　くるみ 　 　
小田前　美沙(2) 鷹栖　愛(3) 田村　麻衣(1) 由肥　もなみ(1) 松浦　歩未(2) 由肥　くるみ(2)

28 28 小野市立小野中学校 北村　教雄 たなか　あゆみ しばもと　すずか こまだ　あやか おおせ　ももか いまえだ　さや わたなべ　ゆい こばやし　あすか いしはら　あいこ

田中　愛弓(2) 芝本　涼花(3) 駒田　彩華(1) 大瀬　百花(3) 今枝　紗弥(3) 渡邊　優衣(2) 小林　明日香(3) 石原　愛子(2)

29 29 香芝市立香芝北中学校 富坂　季世 はねだ　ひめの こやま　みさき いしい　ななこ こばやし　あすか しまおか　ゆり つの　ひとみ おくむら　あや せんざき　あおい

羽田　媛乃(2) 小山　美咲(3) 石井　菜々子(3) 小林　飛鳥(3) 嶌岡　侑里(3) 津野　陽登美(3) 奥村　綾(3) 千崎　葵(1)
30 30 和歌山市立明和中学校 古谷　直城 かわしま　みお ふくおか　まゆり たなか　みゆ かしま　にいな いけだ　あゆか しおじ　かんな こばた　きみ やまもと　あやり

川島　実桜(2) 福岡　真悠莉(1) 田中　美有(3) 鹿嶋　仁渚(1) 池田　亜由佳(3) 塩路　栞菜(3) 小畑　希未(3) 山本　絢里(3)

31 31 八頭町立八東中学校 宮脇　宏和 おおくぼ　かほ いわき　さくら いりえ　みはゆ くろき　れいな いりえ　ちはゆ たけうち　くらら ふじはら　ちか おくむら　ひなた

大久保　香穂(2) 岩城　咲良(3) 入江　みはゆ(3) 黒木　麗菜(2) 入江　ちはゆ(3) 竹内　くらら(1) 富士原　知佳(3) 奥村　日向(1)

32 32 浜田市立第三中学校 西村　淳 しば　いくこ こんどう　えり ひばら　まな みちね　ゆい すぎもと　まりあ なかた　ゆめみ はたおか　なぎさ なかしま　あやか

志波　郁子(3) 近藤　恵莉(2) 日原　茉奈(2) 道根　優衣(2) 杉本　麻里亜(2) 中田　夢実(1) 畑岡　凪彩(1) 中嶋　彩夏(3)

33 33 倉敷市立琴浦中学校 犬飼　ひろ美 いちもと　ももこ やました　なつみ こばやし　ゆきの きしもと　かほ やまもと　あかり おおやま　むつこ そね　まりん まなべ　みく
市本　桃子(1) 山下　夏実(1) 小林　千乃(2) 岸本　華歩(3) 山本　晏佳吏(1) 大山　睦子(2) 曽根　麻鈴(1) 真鍋　未来(1)

34 34 東広島市立八本松中学校 水田　孝 まつもと　ゆいか ぞうか　まりえ ぞうか　みきえ ししど　ゆか なかた　まゆ やまだ　みく こうの　ちさと たまる　はるな

松本　結香(2) 造賀　麻里恵(3) 造賀　実季恵(3) 宍戸　友香(3) 中田　真優(3) 山田　美玖(3) 河野　千智(3) 田丸　晴菜(2)

35 35 高川学園中学校 中村　孝道 おかもと　あやか みやうち　きはね はらだ　なつ やまもと　なつみ さかい　たまの なかお　ねね ますだ　じゅな みよし　ちさ

岡本　彩花(3) 宮内　希羽(2) 原田　奈津(3) 山本　夏実(3) 酒井　珠乃(2) 中尾　寧々(1) 増田　珠直(3) 三吉　知沙(2)

36 36 小豆島町立小豆島中学校 岡下　祥子 みき　はるな おかだ　さほ なかにし　あい たけがみ　あかり ふじた　まゆ なかむら　かいり いたくら　まどか まちかみ　あさひ

三木　春奈(2) 岡田　紗宝(3) 中西　愛(3) 竹上　朱里(2) 藤田　真由(3) 中村　海李(3) 板倉　まどか(2) 町上　麻雛(1)

37 37 阿南市立阿南中学校 長町　真一朗 もりの　みゆう かめい　さなえ とがわ　ひろの たかみ　なぎ あらかわ　りんか すなみ　まや かとう　なち もりの　ゆうな

守野　美祐(3) 亀井　早苗(3) 戸川　ひろの(3) 髙見　宥妃(3) 荒川　凜果(3) 角南　茉耶(2) 加藤　菜千(2) 守野　優奈(1)

38 38 新居浜市立東中学校 阪本 佳子 ごみ　なおこ じんの　りあり ぬまぐち　あいな ほしか　みゆ ひろた　あゆみ おの　りおな ふじた　みさき いしかわ　ゆうい

五味　尚子(2) 神野　莉亜里(2) 沼口　愛菜(2) 星加　弥憂(3) 廣田　有優美(3) 小野　理央奈(2) 藤田　美咲(2) 石川　友乙(2)

39 39 南国市立香長中学校 鎌倉　啓憲 やました　みみ のむら　ななみ にしかわ　つるの ひろみつ　みく さわもと　さくら たちばな　みづほ やました　ゆりな のむら　あいわ

山下　美海(1) 野村　菜々美(3) 西川　鶴乃(3) 弘光　美紅(2) 澤本　沙久羅(2) 橘　みづほ(1) 山下　夕里奈(1) 野村　愛和(1)

40 40 北九州市立守恒中学校 竹村 繁広 ひよし　すずな いなだ　あやみ しょうぶ　ゆうか みよし　りさ のすえ　ゆか まつもと　のあ ふちの　ゆき しばた　ななこ

日吉　鈴菜(2) 稲田　彩未(3) 菖蒲　有花(2) 三好　莉紗(1) 野末　侑花(2) 松本　乃愛(1) 渕野　由樹(2) 柴田　菜々子(3)

41 41 佐賀市立川副中学校 下平　香織 いのうえ　ゆみ うちだ　さくら こうそ　なつみ おおかわ　なずな やまぎし　かな さいとう　れいこ ふちかみ　まひる 　
井上　結美(2) 内田　さくら(3) 高祖　なつみ(3) 大川　なずな(2) 山岸　可奈(1) 齊藤　玲子(2) 渕上　まひる(2)

42 42 時津町立時津中学校 山下　潤 もりばやし　みく かみかわ　あゆみ たばた　あさ はらだ　ゆな ながよ　さくらこ あだち　あみ おさき　えむ ぬまた　もえ
森林　未来(3) 上川　歩未(3) 田畑　朱彩(2) 原田　佑菜(1) 長與　桜子(3) 安達　亜妙(2) 尾﨑　笑夢(2) 沼田　萌(1)

43 43 宇城市立松橋中学校 中本　英次 はやしだ　みさき まつおか　みなみ ぎとう　ゆうか よしなが　しおん みやざき　さやか まつむら　さき うえさき　あやか あらき　つぐみ

林田　美咲(3) 松岡　南(3) 儀藤　優花(2) 吉永　梓音(3) 宮崎　さやか(3) 松村　彩紀(3) 上﨑　彩香(2) 荒木　亜美(2)

44 44 大分市立大東中学校 登坂　雄一 こまつ　ゆい さいとう　うた きもと　くるみ たかだ　もえ なかみち　あやね もりもと　さき まつだ　あきほ あんどう　みう

小松　優衣(2) 齊藤　うた(2) 木本　胡実(1) 高田　萌咲(1) 仲道　彩音(3) 森本　紗妃(3) 松田　明穂(2) 安藤　美羽(1)

45 45 三股町立三股中学校 福本　優 うちへぼ　まい のむら　ともか たの　ふみか かみみず　あみ かわさき　みさ さとう　みさき のぐち　ななみ よねだ　あいこ

内枦保　舞(3) 野村　知花(2) 田野　芙未佳(3) 上水　あみ(3) 川﨑　実紗(2) 佐藤　美咲(2) 野口　ななみ(2) 米田　藍子(1)

46 46 霧島市立横川中学校 下堂薗　慎太郎 ときた　もえ たてやま　りお きたがわ　りほ はねだ　まゆみ とこなみ　みさき きたはら　あすか かわの　あいな おおうら　りさこ

戸木田　萌(3) 立山　莉緒(3) 北川　梨穂(2) 羽田　満愉美(2) 床波　美咲(2) 北原　明日香(1) 川野　愛生(1) 大浦　りさ子(3)

47 47 名護市立名護中学校 玉城　健司 ひが　みゆ いのは　りお おおしろ　まほ ざは　らん きしもと　まりん ひが　みやび まえだ　ももか とよざと　きほ

比嘉　みゆ(2) 伊野波　理桜(1) 大城　真歩(2) 座覇　蘭(2) 岸本　舞鈴(3) 比嘉　雅(2) 真栄田　桃花(3) 豊里　希帆(3)

48 48 下松市立下松中学校 窪井　雅規 ふくだ　あゆみ こばやし　かな ふじい　さやか なかざわ　さとみ はやし　なみ なかざわ　きょうか おくだ　みれか くさなぎ　ことね

福田　歩未(3) 小林　佳奈(1) 藤井　さやか(1) 中澤　理未(2) 林　奈海(3) 中澤　杏楓(1) 奥田　未玲華(2) 日柳　琴音(1)
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