
中学の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
1 武蔵ヶ丘中学校 古閑広憲 中野歩 渡辺⾥紅 岩崎⾐⾥⼦ 野仲智春 早⽥有希 ⾺原⼩春 藤本悠乃
2 ⽟名中学校陸上部A 福⽥幸治 清⽥真帆 霜上萌⾳ 宮本花穂 早野真菜 塩⼭桃花 関知夏⼦
3 ⽟名中学校陸上部B 福⽥幸治 増⽥夢叶 笠井綾乃 ⼆階堂愛⽣ ⼭部帆⾹ 中尾⽐菜 笠井菜央
4 松橋中A 中本英次 儀藤優花 佐藤桜⼦ 吉永琉⾳ 宮崎有沙 上崎彩⾹ 橋ロ和佳奈 松崎妃那
5 松橋中B 中本英次 松永愛加 池⽥真那美 中川円尋 ⼭本万都⾹ ⼭脇みなみ 稲岡玲華 杉本悠
6 松橋中C 中本英次 ⽶村友依 中林萌々⼦ 畑⼭瑚々南 成松彩花 ⼀ノ宮萌 ⽵宮愛理 平岡奈織
7 北部中バレー部A 橋本正孝 ⼩松稜佳 ⽊村まこ ⽟⽥千尋 ⼭村奈央 ⼭村晴⾹
8 北部中バレー部B 橋本正孝 ⾓上華穂 東憂 岡本百叶 平鴬愛⽉ 内⽥ひかる
9 北部中バレー部C 橋本正孝 ⾓上枝穂 兼武莉⽊ ⽥中杏樹 松本奈摘美 ⽩川紅葉 中村百々⾹
10 南関中 ⼤⼭道弘 原賀藍実 津留萌花 津留萌 ⼤⽊舞 島崎乃々佳 北原果林 ⽷⼭美⽉
11 阿蘇中陸上部 東芙三⼦ 緒⽅照紗 上野佑舞 坂本馨 鍋島花凛 森真叶 ⼤塚茉奈佳 江藤鈴華
12 帯⼭中A 沢⽥修 中野成美 ⾅井萌 ⼋重美桜 ⽳井恵⾥⼦ ⾓⽥彩華 松本理沙
13 帯⼭中B 早稲⽥⼤輔 中祖瑠亜 中嶋桃⾹ ⾼濱舞帆 寺澤莉良 村⽥倫⼦ 前⽥果歩
14 益城中A 荒牧浩⼀ 古閑彩華 宮本朋加 ⽊原陽菜聖 前⽥桃佳 守島琴美 渡辺七海 ⽵内奈々
15 益城中B 荒牧浩⼀ 園⽥彩葉 森川⾥桜 河端鈴奈 ⼤川菜々⼦ 岩本理世 ⽊⼾⼝結⾐ ⾦光麗華
16 岱明中学校 桑原孝 三村奈々 ⽥上真愛 榎本妃恵 中嶋⼼華 中嶋瞳花
17 ⼈吉⼆中駅伝A 中村真⼦ 増村光春 川⼝綾那 皆越⿇世 織部古都乃 織部姫菜乃 ⻄彩加
18 ⼈吉⼆中駅伝B 中村真⼦ ⼭本真菜 ⼭本莉菜 中嶋桂⼦ 千代村春花 三宅翔⼦ 鶴嶋真紅
19 ⼈吉⼆中短距離 中村真⼦ ⽠⽣和⾹ 槻⽊遥 永⽥唯 多武渚凪 北古賀遥 越替千⾥
20 菊⽔中バレー部・鍛え 橋⼝皓介 澤⽥亜美 東葉⽉ 居⽯望未 井前樹⾳ 友⼝怜奈 前⽥理彩⼦ ⼊江乃愛
21 菊⽔中バレー部・研く 相澤寛樹 ⼤⼭爽良 船津佳蓮 北川ほのか ⽯川玲那 菊池直花 川原美絃 ⽥中舞
22 ⾼森中学校陸上競技部 ⼭本恭 ⾺原沙葵 林美結綺 ⾺原友葵 井⼣夏 緒⽅悠
23 北部中学校A 井上美孝 岡本亜依⾥ 境⽥真⼣ ⾺本頒⼦ ⽥中巴菜 川上真奈 恵⼝美⾬ 宮崎愛華
24 北部中学校B 井上美孝 村⽥怜奈 東⾥奈 寺本由⾥南 東⽥呼幸 ⾼永叶夢 松村友花
25 北部中学校C 井上美孝 下⽥瑞姫 浅⾒若菜 ⼤林真⼦ 内⽥来瑠乃 蔵⾕真奈 若⽥優華 池⽥明⽇⾹
26 ⼀の宮中学校 志賀貴⽂ ⾼⽇稚菜 坂梨美優 岩永ちあき ⼭本海央 今村⽇南 松⽥萌 井⾥奈乃
27 本渡中駅伝部 岡⽥拓也 松下愛花 ⽥中芹菜 荒平琴未 奥⽥あゆ ⼭⼝茜奈 近藤歩奈 益⽥真美
28 ⽜深東中陸上部 宮⽥知政 吉⽥瑠依 ⼩崎天 上⽥百々葉 船辺未紗紀 後迫琴美 ⼩川華澄 上⽥朱梨
29 泗⽔中学校 迫菜緒 北御⾨⾶⿃ ⽥島楓⼦ 後藤伊吹 宮本みな美 ⼩⼭沙弥



中学の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
30 信愛中2 須藤⼤樹 林⽥愛⼸ 市本えり ⽶村愛⼦ 森岡千奈 梅守来瞳 ⼩野⼼ ⾼⽊結⾐
31 合志中学校陸上部 志⽔貴彦 ⽊村晴⾹ 野崎亜海 藤本結⼦ ⻫藤亜実 江⼝祥⼦ 松永叶⼦ ⼩阪律
32 泉中陸上部 ⾕崎圭 ⻄村菜々⼦ 有江奈奈⾹ 村上愛華 上本美咲 塚本響 本明愛梨
33 御船中学校陸上競技部 中⼭幸博 江原奈穂 林佳穂 ⽊村七彩 ⾼岡璃奈 辻崎理倫 ⻄⼭祥世
34 京陵中学校 平井成明 杉本笑理 ⾹⽉清 塩林沙来 ⽵ノ下千華 三井桃嘉 字室未来
35 託⿇A 本⽥裕⼈ 改原玲奈 平⼭⻘空 村崎真帆 岩野希⽣⾐ 中川喜美⼦
36 託⿇S 本⽥裕⼈ 岸紗耶佳 ⾼村優那 永⽥乃愛 宮⽥晴菜 関部愛花
37 ⽇吉中⼥⼦ ⻲⼭恵理華 永澤璃⼄ 本村双羅 鍬崎七海 杉野明佳⾥ 林美佑 荒野莉瑚
38 熊本⻄原中A 上村博⽂ 藤原花⾳ ⼭本⼣海 神⽥彩華 橋⼝紗⽻ 佐野南⽉ 東夏琳 ⼩⻄帆乃佳
39 熊本⻄原中B 上村博⽂ 釘⼭佑⾹ 満⽥悠⼦ 守屋裕美 ⼭元彩加 原野舞 久本芽依 徳永優⾹
40 ⼆岡中学校陸上部 ⽯村啓⼠郎 ⼩池萌加 宮原⾐良 有江瑞穂 ⽇置桜⼦ 北原愛理 菅凛花 ⼩⽥優希
41 ⼆岡中⽔泳部 斎藤周嗣 永井珠⽉輝 甲斐愛理 ⽥中清凪 稲本彩乃 梅島葵 ⽥中楓華 岩⼭愛
42 あさぎり中陸上部 柿本純 平⽥真⾥菜 井上もなみ 上⽥美⽉ 郡⼭あすか 溝⼝七海 ⽥原楓 ⼭本真結⼦
43 チーム芦北 若⼭⻯介 福⼭詩織 今脇智花 川崎陽那⼦ 津々⽊華楠 伊藤真依 ⼭⼝真稀 川崎茉奈夏
44 湯前中陸上部 久間章弘 栗原泉 ⿊⽊歩希 中⽥星来 浜崎郁乃 伊藤雪⼦ 浜崎雪乃 ⿊⽊美咲
45 宇⼟鶴城中A 村⽥浩昭 津島瑠奈 坂本彩⾹ 深⽥咲良 野中萌 池⽥明⽇⾹ 後藤葵 加藤晴名
46 宇⼟鶴城中B 村⽥浩昭 ⾦⽥南 後藤安希⼦ 境怜菜 奥村舞 ⽵内七海 太⽥さくら
47 ⻑嶺中学校選抜隊 有⽥⼀郎 武⽥莉花 宮本ことみ ⽥中瑞歩 吉川琴響 雪⾒麗梨 松⼭明⽇⾹ ⿊⾕ひろ⼦
48 ⻑嶺中学校陸上部A 有⽥⼀郎 井菜那花 村上藍 ⽥川莉々花 橋本⾹乃 中橋由依 持⽥⻯⼦ ⽊村広⼦
49 ⻑嶺中学校陸上部B 有⽥⼀郎 建岡優花 松永希 川⼝ほの⾹ 荒⽊陽菜 冨永果杏 ⼤坪萌⾳ ⼭本蓮華
50 ⻑嶺中学校バスケ部A 浦⽥耕喜 上村七星 橋本芽⽣ ⾚星涼⾵ 佐藤彩夏 ⾼⽊琳蘭 中村萌恵
51 ⻑嶺中学校バスケ部B 浦⽥耕喜 梅⽥碧海 中川蘭 伊藤さくら 中川唯 ⽇野実悠 ⽥中愛鈴菜 佐藤祐夏
52 袋中学校A 松本広隆 松井優奈 荒⽊和⾹葉 佐藤⾹⼦ ⽥村凛 脇永由季
53 袋中学校B ⽮壁亜希⼦ 吉⽥芽⽣ 冨⼭直美 渕上夏帆 千々岩祭 井⼿原⾵花
54 ⼭⿅中学校A 坂本和歌⼦ ⿊⽥濡 富野汐英流 藤村光紀 星⼦七海 堤好伽 ⽥中朋花 宮本結⾐
55 ⼭⿅中学校B 坂本和歌⼦ ⽵下鈴奈 ⼭部静玲奈 ⼭部若菜 社⽅璃莉花 松本詩⾳ ⽯川瞳⽉ 松岡はるか
56 砥⽤中学校陸上部A 瀧森智 ⼀ノロ真鈴 松井渚 中嶋梨乃 椎葉明⽇⾹ ⽥上智望 ⼩⻄藍璃 坂本亜沙未
57 砥⽤中学校陸上部B 瀧森智 ⼾浦結⽉ 五瀬千姫 前⽥陽菜 ⾕⼝百花 北原あさひ ⾒崎夏⾳ 津川響⽣
58 ⽔俣第⼀中学校陸上部 ⼭⽥幸穂 瀬崎唯愛 岡崎伶美 加藤⽂美 福⽥理⼦ 平⽯莉乃 中村優弥 宮本彩⾹
59 蘇陽 ⼆⼦⽯信太郎⾼野千沙都 岡本明⽇⾹ 江藤なつみ ⼆宮⽔菜 松浦未果 ⼭邊彩夏 菊池⾳杏



高校の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
101 ⽂徳⾼校 緒⽅寿和 宮崎さやか 吉崎あさひ 岡⼭亜未 堤優麗 今村菜々⼦ 泉真由 緒⽅雛⼦
102 有明⾼校 杉本誠 森磨皓 飯沼こころ 吉野双葉 古川夏海 ⾼野鈴菜 村本七奈 前⽥明佳⾥
103 信愛A ⼭⼝和也 枝尾祐希 秋⼭祐妃 松原冴華 嶋永有紗 中川京⾹ 栗屋萌⾹ 三⾓彩乃
104 信愛B ⼭⼝和也 塚⽥智恵 本郷未来 三⾓雪乃 ⾼⽇友紀乃 井⼿尾茉鈴 坂本実咲 嶋村⾥恩
105 信愛C ⼭⼝和也 豊⽥裕⾹ ⽵本有希 平川明⽇花 尾崎穂乃⾹ 震本⼣歌 中川侑華 福永碧



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
1 県⽴教育センター ⼟⽥圭司 市原⼩百合 彌永有⾹ 古川優美 村⽥典⼦ 菊川雅⼦ ⼩川加代⼦ 平松由圭
2 Shin－aiママ1 霍本輝⼦ 霍本輝⼦ 井⼿尾留美 中川加奈⼦ 嶋永千代⼦ ⽵本知加⼦ 福永ゆかり
3 Shin－aiママ2 霍本輝⼦ 尾崎恵美 秋⼭美由紀 中川美恵 豊⽥あさみ 三⾓由佳 松原久美⼦ 平川育⼦
4 Shin－aiママ3 霍本輝⼦ 嶋村美仁 枝尾⼆枝 ⾼⽇りか 塚⽥せつ⼦ 坂本由美 本郷留美⼦ 栗屋るみ
5 くまもとさるく 平野明美 ⾚峰絹代 松尾明美 ⼩原貞⼦ 中村智⼦ 平野明美 星野綾 ⽶⽥征⼦
6 熊本CTC 森亮介 森奈津代 湯川千鶴⼦ ⻄岡佐知⼦ ⾕⼝桂⼦ 福⽥百合⼦ 永⾕安⼦ 福⽥佳美
7 トヨタレンタカーA 宮崎博久 ⼭崎千尋 森友望⾹ 浦島実紅 安⽥知奈美 坂本梨恵 駒⽥はづき 春⼝春美
8 トヨタレンタカーB ⼤濱寿倫 久和あゆみ ⾼⽇真璃 ⼭部志帆 吉⽥英⾥ 泉⽥茜 園本綾⾹ 甲斐栞
9 熊本⾛ろう会A ⽥川公⼦ 根岸まゆみ 衛藤美直⼦ 今泉泉 ⻄村恵⼦ 後藤美和 末永知⼦ 有働澄⼦

10 熊本⾛ろう会B 塚本久⼦ 佐藤絹代 ⼩牧裕⼦ ⼭本恵 坂本ひろ⼦ ⽯松⽂代 ⽊下麗⼦ ⻫藤チズヨ
11 熊本⾛ろう会C ⾺宮怜⼦ 松本薫 今村容⼦ ⽥⼭ゆか 須波清⼦ 上村広⼦ 浅野美智⼦
12 熊本⾛ろう会D 上⽥猶⼦ 荒⽑明⼦ ⾕ロミスエ ⼤下信⼦ 末永晶⼦ 七⽥まゆみ 古閑雅美 寺本幸⼦
13 できたしこJAPAN 川越由起⼦ ⽵割曜⼦ ⾼波寿⼦ 太⽥広美 中村美幸 ⻄村由紀 杉原わかよ 川越由起⼦
14 ギリギリガールズ 祝昌⼦ ⼭本裕⾹ 祝昌⼦ 上村徳⼦ 松⾈純⼦ 徳⽥⿇⾐⼦ 太⽥紀美
15 とっとこラビッツ 紫垣祐⼦ 平⽥裕美⼦ 村⽥亜由美 紫垣祐⼦ ⼭⼝和代 倉岡美奈⼦ 福⽥多磨⼦ 紫垣由美
16 かめさんクラブ 江藤誠⼀郎 喜多久⼦ 江藤英⼦ 中島ナルミ 次⼭寿美⼦ 浦野恵⼦ 井上寿⼦
17 WINDRUN美魔⼥ 坂⼝祥⼀郎 茨⽊美沙 尾池真理⼦ 岩渕ともこ ⾕川美賀 ⾼⽥真理 梅⽥三佳 堀若菜
18 ビジターズレディース ⻑嶺憲三 ⻑嶺弥⽣ 福永敬⼦ ⽊⽥理恵 福永裕⼦ ⻄居美奈⼦
19 チーム⼭隈 ⼭隈和⼦ 福嶋良⼦ 古賀さやか 澤⽥かおり 樋⼝晴奈 ⼤神久美⼦ 今村千草 渡邉多恵⼦
20 肥後椿 菊川友廣 菊川順⼦ 河野かよ⼦ ⼩⻄キミエ 菊川恵美 吉⽥良⼦ 浜本紫 恵濃たつ⼦
21 ササワラマザーズ 上⽥誠⼀ 橋本友美 飯星あゆみ ⼤塚玲⼦ 上⽥順⼦ 上⽥恵美 上⽥絹⼦ 飯星⽣美
22 ヴィーナス 井⼿説⼦ ⼭本ひとみ 井⼿説⼦ 坂崎裕⼦ 中川寿眞⼦ 橋本順⼦ ⽯本佳織 上床明⾹
23 ジュノン 井⼿説⼦ ⻄⽥京⼦ 税所江美⼦ 嶋⽥藍 下⽥環 渡邊典⼦ 佐藤ひろみ ⼭本さおり
24 ビバ・テニス楽しいよ 濵﨑智⼦ 加藤直美 ⾦柿希代⼦ 岩尾幸⼦ 濵﨑智⼦ 濱⽥⽉⼦
25 チーム阿蘇 堀川淳 堀川美奈⼦ 徳永⾹織 堀川真希 岩永葉⼦ ⼟井⾹菜 宮本知恵 堤美鈴
26 武蔵ジムレディース 井村弥那⼦ 中嶋好⼦ ⼀安明⼦ 岩崎瑛⾥奈 ⼩島沙織 ⽴花志津
27 武蔵ジムクラブ 中村吉宏 中村唯 安⽥早織 ⼯藤由美 上野祐⾐奈 ⽥中裕美



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
28 ♥伊井産婦⼈科病院♥ 井上⼩百合 益⽥美織 丸⼭奈々 ⽥中かおり 有⽥早希 ⽔⾕彩⾹ 祝沙知⼦ 松村沙⽮可
29 KIRINʼS ⿇⽣芳彦 吉⽥和恵 栗屋美賀代 上村恵⼦ 前⼭晴⼦ 若杉かおり ⾼⽥砂⼸
30 菊陽町⾛ろう会 中島⽯根 ⼩池くみ⼦ 松本アユミ 城幸代 ⼭本典⼦ ⻄本俊⼦ 渡邉銀⼦
31 ⽔俣TFC 坂上哲男 本⽥恵津⼦ 鎌⽥みゆき ⽯⽥直美 吉本千恵⼦ 佐⽵正恵 坂上智⼦ 寺川美沙都
32 キョクシーズ7 川野松信 ⿃井優⾥ 井上礼⼦ 桐原琴美 永末あつみ 緒⽅幸⼦ 川上亜有美 藤川幸
33 熊本CACレディースA 松本拓也 ⼤城⼾順⼦ ⼩柳春菜 岩永瑛⼦ 下村さやか 後藤純⼦ ⽥中節⼦ 後藤清美
34 熊本CACレディースB 松本拓也 安藤祐⼦ ⼭⼝恵 吉⽥能厘⼦ ⼭⼝怜緒奈 ⻄⽂⼦ 村本恵⼦ 前⽥淳⼦
35 サニー・ルージュ ⾕⼝悟 若松由佳 成瀬寛恵 幸野ゆかり 佐藤亜⾥沙 安部由美⼦
36 カルデRUN☆ 藪⻲治 ⼤⽥⿊⿇美 上野友紀 ⻄村晴美 内野美⾥⼦ 井成美 荒⽊美保 佐藤⽂⼦
37 きらきらママs 松⽥由利⼦ 新堀裕 出利葉奈々 村⼭真由美 森陽⼦ 池⽥扶美枝
38 チーム416 松⽥由利⼦ ⾕⼭絵理 廣⽥奈津⼦ 板井景⼦ 元⽥紗希⼦ 樋⼝綾
39 チーム211 松⽥由利⼦ ⾕川令華 ⼭下理奈 道喜⾹代 東⼭奈央 岩下遥 ⻄村江梨那
40 ⿊髪体協 釘島京平 尾⽅富美代 上野⽂⼦ ⻄島⿇知⼦ 釘島紘⼦ ⻄島知沙⼦ 岡⽥かず枝 緒⽅すみ⼦
41 坂中ママーズ ⼭本恵⼦ ⻄⽥節⼦ 桑原明美 中村由希⼦ 松⽥みつる ⼭本稚菜 滝本容⼦ ⾕⼝恵⼦
42 ♡う⼀たん♡ 髙島美⾹ 下川笑⾹ 上村彩乃 上野愛 岩永理恵⼦ 髙島美⾹ 内村梓 栃原彩実
43 ⽥崎橋⽿⿐咽喉科♡ 宮村健⼀郎 井上怜⼦ 緒⽅沙貴 林佐優⾥ 村⼭愛実 江﨑詩織 平岡千愛 栃原清⾹
44 ⽟名愛⾛会 坂本由津志 ⼭部真弥 古賀美紀 ⻄陽⼦ 管原尚美 本⼭さゆり 原⼝芳⼦ 坂本千鶴⼦
45 vivied ⾼村春奈 影⼭利⾹ 上⽥智⼦ 吉瀬⽟美 下⽥宏美 上⽥のりこ
46 ⻤オンズ 藤原敦⼦ 中尾佐予⼦ 藤原敦⼦ 塚本加奈⼦ 坂⻄由⾹梨 ⼩篠雪乃 奥村美江 松岡加織
47 HMRC⼥⼦チーム 平⼭百合⼦ 嶋本ユミ 佐々⽊眞由美瀬ロ昌⼦ 中村多恵⼦ 平⼭百合⼦ 佐々⽊ちか
48 おみね〜ぜピンク 渡辺裕美⼦ 佐々⽊奈保美⾦光裕⼦ 上村葉⼦ 前⽥由紀⼦ ⼭下寛美 髙本美都代
49 おみね〜ぜイエロー 渡辺裕美⼦ 渡辺裕美⼦ 河津由美 甲斐利枝 村崎美紀 市原清美 平島⾥⾹
50 ⼭ノ内スローRunA ⼭本光⾏ 甲斐恵理 穐本尚⼦ 藤⽥美穂 ⼯藤誠⼦ ⼭崎春奈 ⽥上和代
51 ⼭ノ内スローRunB 久連松弘 久連松幸⼦ ⼭本好⼦ 富⽥裕美 ⼭崎裕⼦ 野中⾥美 飯⽥敬⼦
52 タケシタ調剤薬局A 岡﨑直哉 今村⿇由美 ⽥賀農茜 今泉⽂⼦ 吉村美沙希 椎葉悠 免出未織 板橋佳代
53 タケシタ調剤薬局B 桑原主税 ⽵下舞 古上恵美⾥ 萩尾杏⼦ 吉村幸代 内藤祥⼦ 上⽥弥⽣ 板井詩
54 タケシタ調剤薬局C 鵜⼝暁弘 宮川幸代 ⼭本奈央 ⼩川奈智 原悠季乃 東原絵美 成松⾥紗 濱⽥智⼦



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
55 錦ヶ丘の⺟ 川﨑由紀⼦ 南部佐代⼦ 川﨑由紀⼦ 中之薗章与 清永富⼠⼦ 三⼾裕美 ⽑利美紀
56 北部熱⾎⺟ちゃん・S 中村清⼦ ⽊村佐智⼦ ⼩松千歳 ⼭村三保⼦ ⼭村智代 東美紀 松本真紀
57 ファミリー 松尾眞⼀ 嶋⽥秀美 ⽥中峰⼦ 松尾しおり 本⽥絵美 坂梨恭⼦ 清⽥静⾹ 沖原由希⼦
58 ⼭☆ガール 江藤⽉枝 伊藤⿇美 倉岡智美 市原弥⽣ 軽⽊江吏⼦ 井島陽⼦ 中坊柚⾥
59 TEAM⽣けもの♡Ⅰ 鶴⼭清隆 松村圭⼦ ⼭本いつみ ⽩⽯正⼦ 鶴⼭真⼸ ⾚城真理⼦ 下釜千⾥ 藤井美由紀
60 TEAM⽣けもの♡Ⅱ 鶴⼭清隆 境洋⼦ 永好理 来原昌⼦ 外⼝由有⼦ 岩本久美 福⽥洋⼦ ⾺場智⼦
61 らびっと 甲斐利光 ⼭下和美 永⽥絋⼦ ⽥⼭忍 伊藤真理⼦ 吉⽥広美 藤井知佐⼦ 坂⽥資⼦
62 背bone 早⽥尊彦 鍵⼭春菜 佐々⽊百恵 井芹直⼦ ⽵本奈央⼦ 橘由佳 倉澤明沙 池⽥絵美
63 チーム☆あらたん 岡村英隆 ⼤迫史織 坂本由⾐ 時任安奈 溝⼝明⾳ ⼭⽥千晶 染川彩⾹ 守⽥恵⼦
64 FTB298 ⾼橋福次 清⽔和⼦ ⽔⽥美栄 原⼭冨美⼦ ⼭岡史織 今村孝⼦ 冨⽥亜紀⼦ 宮崎雪乃
65 ランランガールズ♪ 妹尾たまき 横⽥明⾥紗 妹尾たまき 渡邉由美⼦ 岩岡若菜 中村柚紀⼦ 原美和⼦ 髙橋亜希
66 ⻄部マイオンズ① 佐藤秀⼀ 本⽥千秋 岡⼭久美⼦ 井福沙織 ⽥中晴美 冨永志⿇ 佐藤節⼦ 佐藤貴⼦
67 ⻄部マイオンズ② 佐藤秀⼀ 渋⾕幸 ⼭下真⾐ 中原陽⼦ ⼤久保愛 佐藤真奈美 ⾼野真帆 佐藤保代
68 ☆愛chu会☆A 東紀予⼦ ⽊下美紀 今村晴⾹ 久本晶⼦ 東紀予⼦ ⼩⽥薫⼦ ⽩川祐美
69 ☆愛chu会☆B 東紀予⼦ 藤河夏美 ⽜嶋奈々 吉岡唱⼦ ⽷原幸樹 蓑⽥明恵 ⼭⽥真由美
70 菊陽キャロット ⼤塚義正 吉野夏美 ⼤塚早苗 福本美智⼦ ⽥渕美津⼦ 橋本幸 吉野友美 ⼤塚和美
71 S6oneレデースA ⼤塚紀⼦ 澤⽥和泉 ⽩鷹典⼦ 荒⽊恵 ⼆⼝美春 ⼤賀由美⼦ 島村江⾥⼦
72 チーム本会 友⽥勝也 佐藤由佳 紫垣礼 ⿊⽊晶 ⽩⽯亜希⼦ 甲斐江⾥⼦ ⼭⽥利美 嶋津優貴
73 ⼤牟⽥ドリームランナーズ 福島栄登 道薗祐⼦ ⽊野千鶴⼦ ⾺場政代 中島理恵 原⽥京⼦ 宮原康⼦ ⼤津孝⼦
74 菊池・さくらさく 和⽥和代 渡邉史⼦ 有⼭千⾹ 中武郁⼦ ⼭⼝由⾹⾥ 和⽥和代 内⽥列代 倉原美代
75 希望ヶ丘病院LSD 村崎哲也 宇藤佐記 ⼭崎舞 ⼭崎英⼦ 緒⽅美怜 ⽥中南光 ⽩⽯和代 古川⼩百合
76 みかんの丘 ⼭本崇 東いつみ ⼭本有希⼦ 花⾥美智⼦ ⽥中祐妃 浦部ルミ 池尻久美⼦ 江副晶⼦
77 あきたスポーツクラブ 宮崎美穂⼦ 姉川恵理 ⾼⼾⾥美 中原⽂ 清⽥美奈⼦ 徳永展⼦ 前出美恵⼦ ⽥尻千賀
78 なんぶ・ひまわり 三宅信⼈ 合志眞理⼦ 那須千鶴 ⺠本未希 久⽊原咲 ⼭室佳代 榮智美
79 サンフランブルー ⻘⼭洋⼦ ⻫藤瑞⽣ 岡本彩美 井芹⾹代⼦ ⼩⼭典⼦ ⾼良恵
80 サンフランレッド ⻘⼭洋⼦ 宮⽥真理⼦ 本⽥恵美 園⽥久美⼦ 中川由美 ⻘⼭洋⼦
81 熊本県⽴⼤RC⼀⽔1 川津登志枝 廣松直美 井⼿貴美 ⽥中美恵⼦ 村上千恵⼦ 森澤志穂



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
82 熊本県⽴⼤RC⼀⽔2 川津登志枝 本多朝⼦ 佐藤美智恵 ⽥辺眞美 ⼩川由⾥⼦ ⼭⼝郷⼦
83 熊本県⽴⼤RC⼀⽔3 川津登志枝 井上倫⼦ 北村真由美 吉⽥絵⾥佳 秋好裕美 松尾美穂
84 熊本県⽴⼤RC⼀⽊4 川津登志枝 ⻲⽥美⽉⼦ 池⽥宏美 佐藤久美⼦ 林康⼦ ⻘⽊裕⼦ ⼤越順⼦
85 熊本県⽴⼤RC⼀⾦5 川津登志枝 渡邊治美 堤美幸 ⼭代みゆき 橋本末⼦ 近藤加奈⼦
86 熊本県⽴⼤RC⼀⾦6 川津登志枝 堀内春野 上⽥真由美 川津満寿美 ⾕川輝⼦ 末松祐⼦
87 熊本県⽴⼤RC⼀⾦7 川津登志枝 紹⽥佐和⼦ ⻑⾕川典⼦ ⻄坂美枝 内⽥志保 佐藤理奈
88 熊本県⽴⼤RC⼀⾦8 川津登志枝 道⾹奈⼦ ⽩井みさ⼦ ⾓由緒⾥ ⼭⽥順⼦ 永尾典⼦
89 熊本県⽴⼤RC⼀⼟9 川津登志枝 上村季枝 森⽥喜代美 清島昭⼦ 荒牧厚⼦ 時松知美
90 熊本県⽴⼤RC⼀⼟10 川津登志枝 横溝美紀 安⾕恵美⼦ 和泉由紀⼦ 緒⽅裕⼦ 浜武佐知⼦ 川津登志枝
91 Nソウルシスターズ 永松かずみ 三鶴綾⾹ 免⽥美紀 吉⽥千鶴 永松かずみ ⽵原詩帆 渡松知美 ⼾川佳南
92 美⼥チーム 出⽥隆⼀ 吉岡春美 濱崎友実 梶尾⽂⼦ ⼭本紗⽮⾹ ⾸藤恵 桑原佑⼦ 稲森久美⼦
93 野獣チーム 髙本昌彦 ⼊⽊⽂美 永村真知⼦ ⻲⾕彩花 北野⽂佳 ⼩島唯 中野彩⼦ ⼭⽥優実
94 イケ池3年レディ♡ 鶴⽥祐⼀郎 鶴⽥ルミ 柳澤希央 堀⽥雪乃 池⽥亜紀⼦ 杉野朱美 清⽥利⾹ 前原美貴⼦
95 オーデンAC ⽥尻貴之 ⼭下知美 佐々⽊絵⿇ 松下美⾹ ⾚松薫 川⼝さゆり
96 ランラン隆ちゃんズ！ 髙柳まさ⼦ ⼭下智恵⼦ ⻘⼭保⼦ 丸崎悦⼦ 原⽥郁⼦ 内⽥正美 境有⼦ 垣⽥順⼦
97 KNM★楽⾛組 ⽵本展佳 安⽥美恵⼦ 藤⽥⾹織 佐々⽊紀⼦ 紫垣千明 池⽥芳枝 濱崎真奈美 ⽵本たよ⼦
98 KNM★爆⾛組 村中武司 宮内朋⼦ 上岡恵⼦ 林⽥輝要 瀬⼾⼭京美 松本⽂代 上⽥鈴代 松本秀⼦
99 スニーカーズ 奥井由美 三浦典⼦ 藤⼭明奈 ⽩井和美 ⽩井智⼦ 村井裕美 相良留美⼦ ⻫藤章江

100 チーム家族 畠勝敏 畠三紀⼦ ⽥中久美⼦ ⽥中満⼦ 畠浜⼦ 服部教⼦ 福⼭良⼦ ⽥中千夏
101 球磨⽀援サクラ ⽥畑恵美⼦ 久保愛美 渕⽥侑芙 井るい⼦ 髙⽊真希 深⽔梨沙 ⽥畑恵美⼦ 久保⽥⾥美
102 球磨⽀援マンブー 宮本和幸 合志歩実 平川幸代 松元麗 ⼭中紀⼦ ⼭⼝祐美 ⼭⼝美⾥ 笠間美⾹
103 ピンクパンサー 濵﨑保⾂ 福⽥裕⼦ 岡本りえ 濵﨑由⼦ ⽵下慶⼦ 堤美智⼦
104 KSPA・ミズノ 井上研理 江島成美 坂⽥沙希 梅川あかね ⽯橋唯 鎌倉望実 寺川紗野⾹ 益⽥栞
105 城⼭ひのくに 松下智⼦ 福嶋淳⼦ 松下智⼦ 宮崎薫 ⾕⼝ひとみ ⽜嶋美保 ⽥尻綾⼦ ⽜嶋沙耶
106 熊本⼤A 中川保敬 ⻄⾒泉美 丸⼭萌 ⻄⼭寛華 喜⽥梨花⼦ 中村真結 福本春佳
107 熊本⼤B 中川保敬 静早紀 ⽠⽣⽥萌枝 今⾥奈々 佐藤茉優 幸村⾹奈 平江好絵
108 熊本⼤C 中川保敬 中村江利 ⻑浦えりか 中村⽂⾳ 沢⽥玲⾹ 宮⽥優希 川村⿇⾐



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
109 熊本⼤D 中川保敬 妹尾うらら 阪本侑加 ⼤野紗由稀 満崎千⾥ 蒲原知紗 ⼩塚美咲
110 runrunシスターズ ⼭本章夫 岩下智美 ⼭本⾹織 ⼭本恵理 郷美奈 家⼊繁⼦ 家⼊雅代 ⼭本⾹代
111 SJC LADIES ダイロフ美⾹ ⽯本美紀 古庄貴美⼦ 坂本早苗 上⽥加代⼦ ダイロフ美⾹⽥中裕⼦ 秋吉栄美⼦
112 ENJOY ⽊村市⼦ ⼭下尚⼦ ⾼岸⼩百合 飯星輝美 ⽊村なつ美 岩永春菜 ⽊村市⼦
113 ひむきママ 満⽣美⾹ 藤原和佳⼦ 満⽣美⾹ 村上綾 ⼭下史織 宇佐陽⼦
114 室ブラック ⽶村知枝 松本理沙 牧明美 ⽮ヶ部⾐⾥ ⽶村知枝 原⽥厚⼦ ⻄岡晴美 ⼤塚恵⼦
115 室ピンク 原⽥厚⼦ 恒松真実 岩⽥ルミ⼦ 湊本由起⼦ 緒⽅都素⼦ 向井友季⼦ 阿部千波 住吉久美⼦
116 YKKAP九州⼀T1 ⼭本真史 森下郁美 ⾕⼝萌瑛 ⿊⽊美沙 ⽵下美⾹ 岡村美希 前⽥百恵 堤優⼦
117 YKKAP九州⼀T2 加来裕⼆ 案浦楓 別城花奈 ⽥中瑠華 古嶋結梨華 有本唯⾐ ⽥畑恵 ⻄本かりん
118 さっち⼀ず♡宇城市 ⻄本幸代 喜津⽊紀⼦ ⼤和美穂 菅いずみ 佐藤沙耶 ⽥川温⼦ ⻄本幸代
119 河原スピリッツ 草場ルミ⼦ 草場ルミ⼦ 宮脇佐代⼦ ⽥代貴⼦ 浦上恵⾥⼦ 中川美穂 ⽯井志保 本⽥涼⼦
120 スーパージャージ⼩国 坂梨正⽂ ⻑松優⽣⼦ 杉枝⾥奈 藤⽊愉⼦ 椋野希望 ⼭下敦⼦ 押川真代 ⼩川栞奈
121 菊之池⼩野球部ママ♡ 松岡祐次 緒⽅智恵美 佐藤由紀 栗原利恵 齋藤美沙 野村真希 森理奈 松岡結
122 菊之池⼩野球部と森校⻑ 松岡祐次 松岡信⼦ 梅⽥美明 梶原由紀⼦ 岩下絹代 森智保美 緒⽅史恵 中村千秋
123 ⼋代⾛ろう会 椎葉忠 ⽵⼝悦⼦ 杉永洋⼦ 泉恭⼦ 吉川紀世⼦ 髙橋礼⼦ 鷹野栄⼦
124 アクアーRUN 切通敬⼦ ⼤倉由希⼦ 重浦葉⼦ 鍋慶⼦ 橋本すみ⼦ 切通敬⼦
125 チーム☆スガッシュ！ 川村亮 ⽥中明⼦ 安武絵⾥奈 ⼄益真理 ⼤川真有美 伊藤由美⼦ 藤原裕⼦ ⼭下和記
126 なでしこKCHA 有⾺和美 古沢泉 堀野由⾹梨 岡崎加代⼦ 前本礼⼦ ⼤津五⼗美 美濃千恵美 友下めぐみ
127 なでしこKCHB 坂本⿇美 渡邉由美 川添徳⼦ ⾼岡宏⼦ 内野康代 松澤陽⼦ 佐々⽊好江 奈須博美
128 たぐちホワイト ⽥⼝学 中島陽⼦ 宮崎ふゆき ⽶原愛 震⽥理紗 迎⽥江利⼦ ⼤⽯美奈⼦ 甲斐幸⼦
129 たぐちブラック ⽥⼝幸⼦ ⽥⼝結理 柚井知佳 岩下春菜 ⻄村千恵 ⼩浦恵 児⽟妙 新村⼀美
130 熊ラン♥ラン♥ 天本徳浩 ⼯藤由⾹ ⽥⼭智絵 ⼤島婦左枝 三島久美⼦ 下⽥由美⼦ 中村ななこ
131 エンジェル50 ⼩川由美 ⽵本智⼦ 甲⽊千明 猪俣⼆早⼦ 渡辺真紀⼦ ⼩川由美 ⼩川真依⼦ 渡辺美⾹⼦
132 サンフラワーズ 齋藤純⼈ 冨嶋寿美代 井芹梨⾹⼦ 近藤紗也⾹ 菊池佳奈 ⼭⽥幸 ⻄尾明⼦ 井上優⼦
133 熊菱会RCピオニーH 安永伸⼆ 松⽥和代 ⼩森禎⼦ ⼩⼭邦⼦ ⽵迫早苗 井藤和江 松⽥佳奈美 松⽥優希奈
134 熊菱会RCピオニーN 的場⼀記 吉川君⼦ ⾼村碧 ⾥野美鈴 今永友⾥⼦ ⾕内惠 ⾕内淑江 ⼤賀智⼦
135 熊菱会RCピオニーS 吉武正和 堀⽥明美 松本幸恵 松野今⽇⼦ 園⽊智⼦ 才⼝みゆき 堀⽥かりん ⼤塚朱⾥



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
136 ガンバ⼸削フレンズ 宮本万⾥⼦ 昼⽥玲⼦ 佐藤律⼦ 古荘純恵 江良真祐⼦ 中島久美 下川美佐緒 渡辺由美⼦
137 託⻄KECランナーズ 倉橋宏明 満永阿⽮ ⽥中明⽇⾹ 武⽯雅美 ⽥尻⾥織 原⽥恵梨⼦ 中下優紀 宮崎さち
138 Try:B（⾚） 藤⽵晃平 渋江由⾹利 橋本房枝 橋本知佳 松本和美 ⾖塚⽊美 池⽥祐希
139 Try:B（⻘） 藤⽵晃平 ⽇浅順⼦ ⽥中智⼦ ⾚松藍 郷原惇⼦ 松本由加⾥ 中村朱⾥
140 ⾃衛隊病院Runラン 眞鍋倫⼦ ⼭ロはる菜 ⾦⽥千裕 林⽥紗⽮⾹ 押川恵⼦ 平英⾥奈 宮平ゆかり ⼤⽯真由美
141 ⾃衛隊病院フェニー 眞鍋倫⼦ 畑尾佳美 佐々⽊安代 中武淑重 久保智恵 佐藤恵美 ⽥上晶⼦ 徳増美鈴
142 ⾃衛隊病院ウィング 眞鍋倫⼦ ⽇隈房美 ⾹⽉ゆかり 楠野理恵 川添恵美 祁答院育代 佐藤恵理 中村久美⼦
143 ⾃衛隊病院エンジェル 眞鍋倫⼦ 出⽔⽥真希 森枝⾥⼦ 鳴海美佳⼦ 眞鍋倫⼦ 杉村愛⼦ 坂本千秋 梅崎奈美
144 mashiki☺ 荒牧浩⼀ 松下洋⼦ 永⽥理恵⼦ 松本奈々 ⽥代沙希 ⼭本きみえ ⽊村絵梨 濱⽥佳代
145 グリンピース 藤永美穂 藤永美穂 迫志宝 ⼤崎亜希 瀬⼝真理⼦ 園⽥梨恵 ⽥上友美
146 セントラルガールズA 畑中秀⾏ 溝辺愛友美 岩下智⼦ 松原由美⼦ ⼤野佐⽮⾹ ⼒武由美⼦
147 セントラルガールズB 畑中秀⾏ 松本美希 ⻄村槙 緒⽅このみ ⻄村⾥津 平賀優⼦ 前岡奈津美
148 セントラルガールズC 畑中秀⾏ 永松尚⼦ 有働さやか 鎌⽥実乃⾥ 今村友美 福本貴美⾹ 寺川美輪
149 セントラルガールズD 畑中秀⾏ 中⼭恭⼦ 守川愛梨沙 鍋島理⼦ 横⼭梨保 ⼩鶴沙弥⾹ 佐藤朱加
150 ふなやまレディース1 梅本和海 新納由起 梅本理美 深浦ゆかり ⽬久美和美 ⽯原和代 城⼾千鶴
151 ふなやまレディース2 ⼤⼭道弘 ⼤⼭三保 相澤公代 近縄ルミ 徳永早織 江藤恵美
152 ふなっぴ⼀ず 鮒⽥宗⼆ 岩⽥久美 岩崎晴美 針⾺⾥江 ⼩柿綾⼦ ⼀村多美代 松本須弥 園⽥恵⼦
153 ドールちゃん ⼤久保みどり 渡辺朋⼦ 後藤宏美 村⽥桂⼦ 野ロ弘美 川俣明⽇⾹
154 ⾛れ☆⼋農ガールズ♡ 岩本隆美 ⽥島侑依 ⼭本貴世 森智代 堀内⾹亜⾐ 満⽥有李 松本祐佳 森元涼⼦
155 KOSHI ⼤久保みどり 村上静 松本明美 ⼤久保みどり村上亨代 島野照代
156 浜Zô266駅伝部 岩下郁⼦ 前⽥あけみ ⽊下かおり 前⽥美恵⼦ ⽥島眞美 佐藤晴美 井上史⼦ 河上美智⼦
157 ⾛りまSHOYO ⿃飼英 ⽜島夏美 太⽥⿊薫⼦ 吉永友理佳 ⼭⽥美幸 嶋津希⼦ ⼩原恵 佐藤亮⼦
158 有明⼲潟ガールズ 浦部眞 太⽥清華 境美和 平川尚⼦ 宗像まゆみ ⼭ロ知⼦ 右⼭京美 ⼟本真規⼦
159 松橋中ふじさん 堤寿⼦ 藤本まどか 井上佳央梨 松本⽂ 永尾綾⼦ ⽯橋知美 塩村和⼦ 森育⼦
160 松橋中WOMENʼS 堤寿⼦ 井藤豊⼦ 本村ゆかり 若⼭順⼦ ⼭⽥智代美 堤寿⼦ 本郷茱希 ⽊下幸恵
161 おひさまんは元気⽥健 北野京⼦ 原⼝愛 ⾺場博⼦ 中⼭暁美 岡⽥夏⼦ 野添美和 嶋村真⾒ ⼤窪⽂⼦
162 Delightful⽔俣 島本不⼆⼦ 仲⽥美幸 新⽥夏未 緒⽅えりか 寺本有⼦ 島本縁 松本萌⽣ ⾕⼝智美



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
163 再春Ⅰ 兼弘浩⼦ 広⽥薫 ⾼⽊直⼦ 上野ミヨノ ⼤吉さとみ 堀川ハルミ 菅キミヨ ⼤河ハルミ
164 再春Ⅱ 廣⽥美榮⼦ 井⼝菜々 松若るみ 宮川奏⼦ 吉住伊代 中川美空 ⾼森良江 古賀聖⼦
165 熊本東クリニック 宮村裕⼦ 平野美幸 隈元友紀⼦ 吉本淑恵 久保まみ 増岡夏紀 甲斐恵⼦ 春⽇あゆみ
166 昭和っ⼦ 中⽮亜紀⼦ 中⽮亜紀⼦ 後藤佐和⼦ 梯亜⽮⼦ 宮本優⼦ 三隅かよ⼦ 古畑直美
167 ランニングウーマン♡ 森⼝輝奈 森⼝輝奈 坂⼝沙希 森⼝映美 北村陽 内⽥美和 前⽥望 ⼤⻄なつ美
168 おばSonʼs ⼭崎誠⼆ 坂下あさみ 村島美⾹ ⼀村由美 古閑絵⾥⾹ ⼭崎明⼦ 藤本秀⼦ 園⽥久⼦
169 Lilac 吉村亜由未 吉村亜由未 佐藤千春 ⼭本郁⼦ 吉村絢⼦ ⽜島ゆき恵
170 ⾛れ！やまんま 下⽥美鈴 ⽯井陽⼦ 吉川美加 野⼝直美 ⼭崎たか⼦ 上村かおり ⽔野檀⼦ 緒⽅恵美⼦
171 ひとよし応援隊 中嶋修 林⽥郁枝 ⼭之内艶⼦ ⻑村⾼⼦ ⾒嶋和美 ⽠⽣由美⼦ ⻄浩美
172 ルリん⼦・美 ⽮島雄⼆ 松﨑真千⼦ ⽥中ゆかり 坂元晴⼦ 島村幸江 ⽵⽥さつき ⽮島恵⼦ 四⽅寛⼦
173 ルリん⼦・速 ⽮島雄⼆ ⽵⽥未央 ⻑⾕川智⼦ 荒⽊郁 宗愛美 宮崎優⼦ ⽮島ルリ⼦ 宇都宮倫⼦
174 ルリん⼦・きらめき ⽮島雄⼆ 野⼝良枝 野嶋あおい ⽵⽥陽 ⿊⽥加奈 ⼩崎沙織 松本優⼦ ⽮島キヨカ
175 ルリん⼦・かがやき ⽮島雄⼆ 瀬々井ハル⼦岡村悦⼦ 髙橋孝⼦ 髙宮祥⼦ 加藤信⼦ 桑嶋⾥美 ⻄村綾⼦
176 芦北マリンガールズ 寺川直幸 下⽥玲⾹ 柳迫春⾹ 村⽥亜紀⼦ 宮⽥すえ⼦ 酒井かおり 野中安由美 ⽊下奈美
177 芦北スイトピー 寺川直幸 江⼝あさみ 松本紀⼦ 平塚令⼦ 久保⽥祐⼦ ⽴迫信代 上野純⼦ 柳迫良⼦
178 美魔⼥会 澤⽥太海〉 ⼸削⿇理⼦ 澤⽥⽂美 仲原⾹ ⾼崎博⾹ 中⼭美穂 ⽩⽯和代 櫛⼭ありみ
179 熊乳ビューテイーズ ⼩串こづえ ⽥中ゆりあ 園⽥克美 松尾愛 春⽇梓 ⼩串こづえ ⽇置玲 ⽯松利恵
180 ちぃむぎゃ〜ん ⽵原浩美 松尾あずさ ⼭本真帆 ⽔野⾥保 ⾼松優貴 富⽥百合 ⼤仁⽥美咲 ⽵原浩美
181 はりきりマンボウ 松本陽⼦ 尾坂喜代美 松本恵美⼦ 是枝有紀 栗原広⼦ ⽊村明⽇⾹ 松岡由起⼦ ⼩嶋⽂⼦
182 S6oneレディースB ⼤塚紀⼦ ⾚星美鈴 ⾼崎千佳⼦ ⼤塚紀⼦ ⻄村晴美 ⼤塚光
183 郁栄会サンビレッジ ⽩井志津⼦ 濱美幸 則元さつき 村上理沙 春野結⼦ 河⽥紗智恵 ⾚星有⾹ 清原澄⼦
184 郁栄会かなこぎ苑 伊東⼭徹代 ⽥中佑実 内⽥実⾹ 宮村幸奈 尾⽅奈央 永⽥安代 川崎由美⼦ 只野正美
185 郁栄会フレンド 伊東⼭徹代 ⼭隈美絵 ⼭崎さつき ⽩⽯明⼦ 清⽥あゆみ ⼩⼭⿇⾥⼦ 稲⽥恵⾥ 佐々⽊典⼦
186 しらふじガールズ 中村舞⼦ 森上元⼦ 坂本寿⼦ 岸川沙知恵 鶴⽥美⾹ ⽊村かおる 松下智美 中村舞⼦
187 ⽩藤⼥⼦と愉快な仲間 森上元⼦ 濱⽥明⼦ ⼤江⿇奈美 ⼭城綾 國安明美 ⽥川公⼦ 神⾕房江 濱本春⾹
188 ごろうまるAチーム ⼤塚久美⼦ 國友あゆみ ⼤和裕美 渡邊真美 徳川絢⼦ 野⽥美和 ⼩⽻美幸 吉川侑佳
189 ⽩⾐の天使とバラ達 宮坂弥⽣ 迫みゆき 宮坂⾹代⼦ 荒嶽千夏 松尾はるみ 落合志磨 愛甲留美 宮坂弥⽣



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
190 お気楽woman in⽟名 ⽥上知⼦ ⽩野⽂⼦ 永⽥洋⼦ ⻄鴬由美⼦ ⽥上知⼦ ⾼本恵⼦ ⽥邉久美⼦ 福島千晴
191 くきゃほRCモリモリ 松川将三 ⻄⼭尚⼦ 林⽥朋⼦ ⼩林朗⼦ 森美奈⼦ 熊野新 森由⾹⾥ 森江⾥⾹
192 くきゃほRCよしむ〜 松川将三 佐藤⿇穂 吉村保美 磯⽥聖⾹ 濱⼝恵理 寺本清⾹ 吉村明美 吉村紀⼦
193 くきゃほRCイッチー 松川将三 市下由美 穂積⾹織 林奈美江 岩崎伊代 池⽥絵吏 松川愛奈 林美也
194 Team・5 泉利恵⼦ 星本靖代 ⻄嶋理枝 松井富⼠美 ⽵村和枝 泉利恵⼦
195 マッハ♡GO♡GO♡ 橋本勝次 後藤由⾥ 廣瀬明美 岩下由⾹利 ⾼橋喜美⼦ 橋本郁⼦ 本⽥樹⾥
196 砥⽤中学校⺟ちゃんず 北原紀利 中嶋恵美 北原和⼦ ⼾浦稲実 ⼭ロ由紀⼦ ⼀ノロ美奈 五瀬みどり 前⽥絵梨⼦
197 ⼩巻組 宮﨑真帆 徳⼭⼩巻 井本瞳 宮﨑まり⼦ 宮崎紗帆 池⽥光 井本理佳⼦ 井本薫⼦
198 松橋紅花会 内村千鶴 林⽥理恵 平岡⼀恵 沖村整⼦ ⽥⼝ますみ 松村幸枝 桑⽥ひろみ 杉本やす⼦
199 ⽇⾚健管美ジョガーズ 川野俊昭 岡部眞英 吉本貴⼦ 村上望美 ⻑坂美⾹ ⻘野梨恵 伊藤紀代美 島⽥雅美
200 ⽇⾚健管うさぎさん 湯浅由美⼦ 越智⻘華 六⽥有紀 ⼋⽥智美 津⽥美波 村⽥舞 梅⽥けさみ ⽟井史⼦
201 ⽇⾚健管りすさん ⽜島絹⼦ 飯⽥亜由美 宮崎まゆ ⽣⼭由利⼦ 本⽥昌⼦ ⼆宮美津⼦ 篠塚久美 林理恵⼦
202 ⽇⾚健管ピラティーズ ⼭ロ勝利 鶴⽥和美 久保美喜 ⿊川朱⼦ 佐藤友紀 菅原綾⼦ 松村まゆ 前⽥⿇⾐
203 ⽇⾚健管⽊場んザメ 迫宣之 ⽯元留美 ⽥上恵 ⼭ロ⾹織 村上ゆり⾹ 光永雅美 ⽵本京⼦ ⼤町佳⼦
204 ⽇⾚健管のんべえズ3 松尾芳昭 所埜いつみ ⼭崎綾⼦ ⻄薗由佳⾥ 宇⼭綾⼦ ⼤⽊良美 ⽯本亜希⼦ ⼭⽥盟⼦
205 ⽇⾚健管＋⾛プロ 宮本裕⼠ ⼭⼝真由美 ⽯地美郷 ⻑野章⼦ 紫藤ゆかり 裏前幸美 奥村⾶⿃ 宮⽥淳⼦
206 熊本⼤ACおとめ♡ 中村絵美 ⼤迫樹⾥ 礒部美⾥ 森崎純理 永尾さくら ⼭下亜希⼦
207 熊本⼤ACレディース 中村絵美 姫野詩織 ⽊下雅⼦ 中尾有沙 中村綾 中村絵美
208 メリちゃんS2016 緒⽅恵 岡淳美 府内詩帆 佐藤妃美⼦ 豊⽥裕代 本⼭佳織 沼⽥未来 渕上加与
209 成仁リハビリギャルʼズ 中島俊美 ⽥中絵梨佳 畠⽥咲輝 宮島友美 ⽑利紀公⼦ 伊藤恵梨 緒⽅彩乃
210 RUNGIRLS♡T 上村⿓渕 清原歩 宮崎晶⼦ 家⼊由⾹ 藤下⿇美 森可奈絵 伊津野愛 樹神智⼦
211 あまもん 天本節⼦ 吉村倫⼦ 緒⽅美砂⼦ 林⽥智⼦ 天本節⼦ ⽵熊江⾥⼦
212 明治安⽥MYRA⼀Ⓐ 佐々⽊直樹 鮫島奈穂 丸⼭祐⼦ 村松宏美 有⾺桜⼦ 菊池綾奈 中島美沙枝 森⽥阿希
213 明治安⽥MYRA⼀Ⓑ ⿃⼭隆央 ⾼倉朋世 末⽥⼣貴 前⽥早紀 園⽥佳⼦ 寅⽥裕美 ⻄浦和沙 吉⽥愉⾐⼦
214 TeamBeauty 湯浅唯⾹ ⻲⽥早紀 杉本多恵 榮みどり ⼭内ゆかり 柳井倭⾹⼦ 増⽥夏弥 平⼭愛
215 あいどみ 古澤政⼈ 鍜治屋鮎美 鶴池咲 松岡千晶 川⼝千佳 永⼾真由美 永⼾はるか 古澤由佳⼦
216 ことり 古澤政⼈ 辻直⼦ 髙野真菜美 宮本友⾥恵 藤森愛 橋本沙依 鍜治屋あや 松尾美穂



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
217 くわみず病院Aチーム 池⽥千歳 渡邉美紗⼦ 園井あゆみ 佐藤優⼦ ⼩柿⾥美 ⾕⼝候⼦ 宮崎奈緒美
218 くわみず病院Bチーム 野村周⼦ 原尻由紀 岩崎留美 ⼈⾒静⾹ ⼭隈亜希 岩下真祐⼦ 池⽥千歳
219 ナガセビューティケァ 橋⼝⽊實 今屋真理⼦ 藤⽥幸⼦ ⼩澄美幸 ⼤川聡美 ⽥浦⿇理⼦ 坂本由佳 林由紀⼦
220 ナガセ♥BCチーム 橋⼝⽊實 柴⽥睦美 富⽥淳⼦ ⽥上奈実⼦ ⾼﨑⼀美 ⾼﨑春花 栃原貴美枝 北原和世
221 ミレニァム 河﨑恵 河﨑恵 牧野さくら 福地幸⼦ 藤本尊⼦ 宗國⾹織 森本愛
222 ⽮部広域病院アダルト ⼭﨑洋⼆ 柿⽥留美 ⽚⼭雅美 坂本⾹寿 奥村晴美 ⾓⽥和美 ⾙瀬⽂代 坂本清⼦
223 ⽮部広域病院ヤングA 坂本達彦 橋本留奈 村上優⼦ ⻄⽥紫歩 髙⽊理恵 松永唯 上⽥加苗 阿南美⾥
224 ⽮部広域病院ヤングB 中⻄政次 上⽥かえで 中川朋⼦ ⽥中⽂ 緒⽅葵 ⾚星紀代 下⽥知加⼦ 坂本朱美
225 ⽮部FCラブリーママ 上⽥恵⼦ 草野博美 渡橋佐織 松本恵美 ⼤隈美佐⼦ 上⽥恵⼦ 佐藤さおり ⽥中晴美
226 カピパラ 植村健吾 吉信幸⼦ ⽯川奈津美 ⽊村真由美 森⼭昭乃 植村睦美
227 安定ウォッチ☆ 益永ひかる 松本奈津美 松本若菜 益永ひかる 隈井真帆 ⽥尻裕美
228 ケイコ♡⾛ろう会 野中みか 野中みか 松本千夏 井⼿上慶⼦ 野⽥杏奈 中村洋⼦ ⻤塚雅⼦ 松村美⾥
229 ⾼森E－girls 佐藤紘史 ⽥上裕⼦ 本⽥隆⼦ 岩下美⼦ ⽩⽯博⼦ 宮原登志⼦ 沼⽥萌夏 ニノ村陽⼦
230 あはは♡の会（芦北の⺟） 出⽔知⼦ 出⽔知⼦ ⼭下愛 清⽔美保⼦ 森雅美 松崎伊津⼦ ⼭下知恵美 ⻄⽥かよ
231 AKT40 吉⾥紀幸 村暗⿇⾐⼦ 尾崎歩 松本志保 嶋本あかね 浅尾志乃 林操⽥中茜
232 錦中学校Aチーム 中根のり⼦ 上原昌⼦ ⼯藤咲恵 井多恵 福⽥⿇友 橋野由美⼦
233 錦中学校Bチーム 中根のり⼦ 佐美三真理 宇⼟裕⼦ ⼭下優⼦ 中武⽊綿⼦ 古川舞
234 とにかく明るい芦⾼！ 古⽥陽⼀ 坂⽥美奈⼦ 牧野⾐⾥⼦ ⽊村めぐみ 神⼭友⾹ ⾨⽥奈⼦
235 わきあいあいチームA 藤⽥加津⼦ ⽥上のり⼦ 本⽥りえ 岡本絹代 加来誠⼦ ⻄光代 磧加代⼦ 宮原由花
236 わきあいあいチームB 野嶋靖⼦ 飯⽥明美 吉永佳寿美 ⼤野久美 藤川昌⼦ 橋本ちか⼦ 森澤幸代
237 ⽂徳応援隊 緒⽅寿和 前⽥結⾐ 吉崎由美 岡⼭千穂 緒⽅由美 池上⿇⾥ 今村束⼦ 林華⾳
238 桃も桜もママ盛り ⼭下浩⼦ 岡育美 吉永圭奈 ⿑⽥⿇⾐⼦ ⼭⽥かなえ 坂⼝貴⼦
239 桃も桜も花盛り ⼭下浩⼦ 菊⽥菜美恵 中富美⼦ ⾕川千恵⼦ ⼭下浩⼦ 葛⻄詠⼦
240 くまろうバレー 寺尾賢⼆郎 ⼩堀佳⼦ 河野綾⾹ ⼤柿真由美 渕野清美 松原静乃 下⽥芙美代 林⽥尚美
241 熊リハ・RUNラン ⽥尻秀幸 本⽥智絵 ⽔⽥絵鯉⼦ 佐藤佳奈 森本渚 福島祐⾐ 駒⽔可奈恵 坂梨明⽇佳
242 泗⽔⼥⼦陸上部S1 荒⽊⽅⼦ 東野彩⾹ 堤由季乃 渡辺信⼦ 原⽥夏⼦ 渋⾕望 三嶋久美 平⽊雅美
243 泗⽔⼥⼦陸上部S2 野⼝恭⼦ 松村菜々 後藤歩末 本⼭幸 ⽩橋恵美 迫菜緒 ⾢上由⾐ 中居寿美



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
244 メスライオン☆ガオー 古河太郎 傳⽥みのり 帯向麗⽣名 宇佐美愛 ⽥中万菜⺒ 三崎詩織
245 ヤッベーゾあらふぉ♡ 林裕⼆ ⽚⼭優⼦ 瀧⼝今⽇⼦ 柴⽥仁美 丸野康⼦ 林幸⼦ ⾦⽥美由紀 ⻄⼭恵
246 江南病院リハ♡うさぎ 内賀嶋英明 内藤綾乃 中村彩乃 南部真梨⼦ 藤本優⾥ 松野美⾥ 吉永ちつる 古賀紀美代
247 江南病院リハ☆かめ 内賀嶋英明 ⼤⼭千鶴⼦ 有⽔理恵 潮﨑侑⾐ 中上佐也加 甲斐遥⼦ 渡邉有佳 五瀬彩乃
248 ふ⼀へるマラソン部 垣下藍 垣下藍 森⼭美樹 中村唯 沢⽥美奈 宮本南⾵津 垣下百合⼦ 垣下茜
249 アミノBʼ ⼭下久美 秋⼭孝⼦ 瀬ロ浩⼦ 松⽥恵 宮崎さおり ⼭下久美
250 共愛⻭科医院Aチーム 鮫⽥誠也 吉中幸代 松尾千春 ⾟川照代 藤川紗也⾹ 有吉伸⼦ 藤本眞⾥
251 共愛⻭科医院Bチーム 三村彰吾 ⼭内⾹織 ⼭本智津⼦ ⽴⼭渚 福⽥梓 松本友紀⼦ 後藤喜代⼦
252 モンキー☆マジック 畑岡⾹代⼦ 畑岡⾹代⼦ 前⽥由⾥ ⽔元⿇⾐ 餅原美由紀 坂⽥京⼦ ⼭崎裕美
253 熊商マザーズ ⽳井智⼦ ⽳井智⼦ ⾼本富⼠美 鷲崎久美 境幸恵 安⽥尚美 ⻄良美
254 宇城総合ギャルズ ⼭ロ⾥美 井上知美 緒⽅倫⼦ 村上斐⾹ ⻄⼭千尋 板垣公⼦
255 宇城総合レディース 上村聡⼦ 曽⽊千紗⽃ 永吉志帆 永吉渚 津志⽥順⼦ 古澤南美⼦ ⾼⽥梨帆
256 ヤマガセブンズ ⼤野朗久 猿渡明⾹ 坂本⿇美 橋本愛 守⼭万葉 中村理恵 ⽥⼝幸⼦ 村上沙代
257 ⽜深市⺠病院A 古川とも⼦ 浅⾒希美 吉浦美紀 餅原喜美⼦ 桶⾕咲⼦ 前⽥百合⼦ 濵崎京⼦ 花⽥理英
258 ⽜深市⺠病院B 古川とも⼦ ⿃⽻瀬成美 井上万実 甲斐曜 ⾼野恵 村上眞⼦ ⽮⽥恵⼦ 川鶴紀⼦
259 武蔵レディースA ⼋⽊駿⼀ 森慧海 本多奈穂⼦ 中村朱美 荒尾佳代⼦ ⿊⽊栄美
260 武蔵レディースB ⽣松泰典 蒔平悦⼦ 森恵⾥圭 ⽵本江⾥ 桑本法⼦ 江藤由紀
261 ⽟東魂・⽟東愛 有働祐⼦ ⽔上ちつる 髙⽥美穂 ⼤塚幸実 中島夏海 富﨑弘⼦ 有働祐⼦ 吉澤則⼦
262 きぬはら整形でリハ中 絹原寛⼠ 絹原美加 ⼭之内奈菜⼦⿊⽊維 堀本梨花 川本彩果 光永才恵 ⼤森りえ
263 菊南病院A 塚本潤 林⽥りさ 稲葉由佳 松本いつみ 瀧本恵那 江藤美沙 森塚志帆 髙梠良⼦
264 菊南病院B 東⼭健児 藤野順⼦ 森川しのぶ ⽚⼭まり 澤⽥⼩奈⾒ 中嶋朋⼦ 江崎慈 ⽊村恵理
265 ゆうchanスマイル ⽔野雄⼆ 松下侑加 ⼭ロ綾乃 岩永薫 峯村美有紀 ⻫藤圭⼦ ⾼⽊⾥美 野⼝喜代美
266 ファーマダイワ 緒⽅雪乃 ⾕［コ尊⼦ ⼭内聡⼦ ⼭崎亜由美 野⼝美樹 緒⽅雪乃 井上恵美⼦ 緒⽅美智⼦
267 チームたなか 中村美知⼦ 下村沙織 井川瑞穂 ⽥中由利恵 中村咲⼦ 林⽥美穂 楠本美由紀 松澤真⼸
268 ⾃然の家で待ってます 井芹光弘 村津紗央⾥ 阪本珠美 ⼭⽥咲貴 ⾚星彩乃 岩坪由梨 市丸歩美 原⽥⾐都美
269 とよた☆ファイターズ 豊⽥由⾥⼦ ⽥中友加⾥ 岡順⼦ 古城薫 宮⽥友恵 楠⽊喜美⼦ 嶋村⾹奈⼦ 森⼣希⼦
270 ラブ＆ピースA 菅原学 古閑和代 東理恵⼦ ⾓⽥空⼦ 菅原恵梨 林久美 原野愛⼸ ⾕渕⽂



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
271 花陵中⼥⼦駅伝部“華， 志⽔啓介 村枝⽂代 上屋⽂恵 ⼭村えり 柳迫千佳⼦ ⽥野千尋 ⽯塚環 平川悦⼦
272 チーム☆すね神 村上真紀 三留⾥美 芦塚和代 江崎正湖 村上瞳 岡村美智⼦
273 BeBeクラブ ⻄川路美⾹ 増⽥理絵 遠坂綾⾹ 地内優維 ⼤⽯真唯 ⼤塚⾹菜⼦ 村上雅美 柿川真紀
274 レッドリーフ 元⼭信也 中村春⾹ 飯⼲未来 福永⿇希⼦ 安楽映美 稲津真澄 ⽯本理沙 前⽥知⼦
275 グリーンリーフ 岸川秀樹 園⽥実喜⼦ 坂井順⼦ ⼭ロ⿇美 吉⽥美穂 ⽥中瞳 作⽥はつみ 島⽥由⾹
276 熊本託⿇台リハ病院A 中村正⼈ 松本雅 藤本恵⾥⾹ ⾦⼦優美 佐澤杏名 男澤妙 ⿃飼有希⼦
277 熊本託⿇台リハ病院B 中村正⼈ 森⽥理沙 荒⽊⿇⾐ ⽵⽥三⾥ 岩下夏希 岩下⾹織 緒⽅千代美
278 熊本託⿇台リハ病院C 中村正⼈ ⼯藤⼣季 村島有紀 榮永あゆみ ⼩川千春 志賀瑞奈 猪本伸⼦
279 熊本託⿇台リハ病院D 中村正⼈ 牧野潮美 ⾼津奈保 加藤艶⼦ 鎌⽥あや 笹⽊美鈴 森和美
280 THEなでしコスモ2 溝上英幸 内布智美 ⼋浪弘⼦ 渡辺裕⾹ 林⽥澄⼦ 商村⾥美
281 2コスモTRIBE 溝上英幸 佐々⽊菜穂⼦⾊⾒あずさ 富松あけみ 岡本朋⼦ 宮原菜穂⼦
282 あいぱるん☆ 清⽥光治 ⽜島英⼦ ⼭本祐歌 林⽥幸枝 ⽵下亜紀 中村知⾹ 髙野美帆 中⽥明⼦
283 熊本北⾼等学校育友会 岡知⼦ 中村由美 ⾼⽊美和 濵⽥啓⼦ 中島みどり 松葉安代 村中美保 遠⼭温美
284 すがっち 菅原丈志 髙橋由可利 原⽥由美 中⾕由⾹⾥ 桑原珠世 ⻑嶺恵理 本⽥久美⼦ ⽮津亜由美
285 KRCRC 井上尚樹 井芹有希 ⾼橋美⾥ 坂本愛 住吉美咲 古閑⾹織 古庄るみ⼦
286 ⽇⾚⼥医ナーズA ⾓⽥隆輔 河野⾥奈 川⼝祐⾹理 ⻄ヶ野千晶 ⽔⽥馨 野島理恵
287 ⽇⾚⼥医ナーズB 荘⽥卓哉 中⾢咲 藤井⺒加 ⻄岡⿓⼦ 前⽥顕⼦ 松川舞
288 KRCrunナースA 北川裕 橋本美和⼦ 野村美恵⼦ 河崎あゆみ 笹原みどり 福⼭みな美
289 KRCrunナースB 東祥⼤ 吉⽥訓⼦ 藤江亜樹 佐⽵君⾹ 橋本菜穂美 吉中⾹澄
290 ASO☆フローレン♡ 中⼭祥⼦ 中⼭祥⼦ 東芙三⼦ ⽥上元美 福本美穂 鮎川紗江 奥井誉⼦ 林⽥あずさ
291 チーム☆タバテイ ⽥原幹資 幸村亜希穂 ⽊村愛美 伊藤織 桝⽥咲 宮﨑はづき 中⻄恵美⼦ 成瀬晶⼦
292 チーム♡ゆうこりん 前⽥優⼦ 原⽥聖⼦ 合澤千明 友寄絵梨 有⽥寛⼦ 野⽥美和 ⻄島沙和⼦ 津⽥美和
293 ⻄野ひかりちゃん 張野夏希 平野明⼦ 冨永泰⼦ 吉⽥奈美 ⾐川裕⼦ 江⼾美⾹ ⽥島智⼦ 原⽥美加⼦
294 モンモンべっぴん5 ⼾⽥勘太 岡恵美⼦ 柏尾宏美 ⼾⽥絵梨 樋⼝佳奈 本⽥優⼦
295 ⽩鷺電気Aチーム ⼭下広幸 少戴美麗 光永希 澤江亜莉沙 井上恵美⼦ 松永美⾹ 沼⽥百合⼦
296 ⽩鷺電気Bチーム ⼭下広幸 沖本美保 檜富⼠⼦ 河南美紀 ⼭本あけみ ⽯原希美 服部秀⼦
297 ⼀新レディーズ 森⽥俊介 吉⽥道⼦ 森⽥綾⼦ 平井めぐみ 原綾 髙野由樹 齋藤由加



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
298 ⼀新ハイレディーズ 村上陽明 藤⽥幸⼦ 倉⽥みちる 村上⾹奈⼦ ⼭下真由美 寺尾久仁⼦ 森⽥美貴 藤⽥いつみ
299 アリコフ 有⽥⼀郎 渡辺あゆみ ⾼宮さつき 岸森布美⼦ 吉井恭⼦ 吉⽥直⼦ カルメンラビ有⽥郁代
300 朱次郎 前川彩乃 ⻄⼭智美 宮崎静⾹ 渡邉充美 ⻄⽥真理 増永久美⼦ 森内千佐
301 阿蘇⽴野病院A 上村晋⼀ 岡本美⾹ 甲斐弥代美 池⽥亜⽮ ⾼宮かつ⼦ ⼯藤⿇耶
302 阿蘇⽴野病院B 上村由久 澤⽥静 駿河紀⼦ ⼤塚美保 松本久美 宮川裕奈 池⽥⼩百合
303 TSUNAGI爽⾵ ⽥⼝伸⼆ 緒⽅美紀⼦ 津奈⽊輝代 有本智春 ⽻⽥聡美 本⼭静江 有本恵梨 津奈⽊美智⼦
304 TSUNAGI⾵ん⼦ 宮1鳴弘⾏ ⼭内智世 濱⽥睦美 林加保⾥ ⼭⼝美佳 船場ミヨ 鶴野菜摘 松本由佳理
305 JP⼥⼦会 前⽥美⾹ 福島直⼦ 藤本秋⼦ 辻佳菜⼦ ⾼⽥智⼦ 前⽥美⾹ 阿部たまき ⼭本愛
306 熊本整形はよ⾛らん隊 松枝頼⼦ 中村朝美 川俣栞 松枝頼⼦ 後藤ちなみ ⼤川栄⼦
307 熊本整形お⾛⼀い隊 松枝頼⼦ 増⾒由布⼦ ⼟持純⼦ 有働志保 ⽇夏美紀 松原恵⼦
308 熊本整形後⽅部隊 松枝頼⼦ ⻄岡美⽉ ⽥添瑞穂 鮫島秀⼦ 中村梓 光堀彩美
309 プライド 池部貴之 菊川真実 岸本紗江 池部⾥奈 岡本孝美 川ロ由樹美 ⽥中⽂⼦ 桑原しおり
310 チーム中島寿量 中島英親 柴⽥聖美 三輪康代 荒井久仁⼦ ⻄村理沙 ⽯原知佳
311 ♡KOBAYASHI ⼩林広典 ⻄川⾹ ⾓⽥佳与⼦ 岡本祐⾹⾥ 緑晴奈 関⼝有紀 ⼯藤真佐美 ⼭野珠実
312 ⼋代郡医師会⽴病院 ⼤城⼀ ⾼本初美 髙野砂耶花 名和薫⾥ ⽵崎薫 ⼭崎美紀⼦
313 アメックスうさぎさん 本⼭博⽂ 上⽥嘉⼦ 浜島優花 ⼩崎和美 ⽥島加奈⼦ ⽥中雅代 ⼭本まゆみ 宮川結花
314 アメックスかめさん 本⼭博⽂ 川畑章⼦ ⼭本まるみ 上⽥陽⼦ ⼩⻄千鶴⼦ 中川ヤエ⼦ 福本⻫代 前⽥みどり
315 スーパートライ 明川泉 鮫島彩⾹ 佐々愛美 明川千鶴 ⽥島直美 藤瀬博美 ⼩畑雅代 岡⽥江⾥⼦
316 坂梨JAPAN 坂梨美⼦ 古⽥純⼦ 中原恵⾥⾹ 池永姫美⾹ 瀧⼝幸恵 菊川南 畑本千代美 ⼤茂訓⼦
317 ヴィダル 津留圭⼦ ⼤塚千華 野⽥敬⼦ 津留圭⼦ 姫井美和⼦ ⽔⾕えりか 根岸佐知⼦ ⿊肥地樹
318 奥球磨レディース 原⽥昌美 ⻄照美 原⽥昌美 ⾚池寛⼦ 武藤和代 皆越誠⼦
319 ムチャブリーズ ⽩井恵⼦ 宮⽥和奈 泉美紀 ⻑尾有希⼦ ⽔野桂⼦ 財満若菜 ⻄島研⼦ ⽩井恵⼦
320 桜⼗字レディースA 緒⽅博範 ⽥原ちひろ 松⽥彩 池永愛 ⼤野千尋 南⾥紗⾐ ⼤串光希 岩根琴乃
321 桜⼗字レディースB 緒⽅博範 松村綾 瀬之⼝めぐ 横⼭美和 ⼤野えりか 堀川千尋 ⼤野まや 岩下喜美
322 桜⼗字レディースC 緒⽅博範 中嶋薫 本⽥茜映 岡本真美⼦ 茶⽊⾕みちる御⼿洗桜 ⽥上彩乃
323 チームおもてなしして ⼤串太師朗 ⽊村アオイ ⼤串和美 藤本恵⼦ 吉⽥知可 ⽥中美穂 江越貴⼦ ⽥崎恵美
324 天草地域健診センター 平岡昌晃 ⼩⼿美幸 中元なみ 野⾓理恵 岡部久美⼦ 永野⽂ ⾼⼝昌由美 ⻄川美⾹



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
325 天草地域医療センター 植村正三郎 永⽥千紘 舩⽥美波 浜崎舞 森下このみ 原⽥由美⼦ ⾼⽊かおる 東信⼦
326 amico 今村美⾹ ⻑崎⾥美 ⽥中あけみ 松﨑佐織 坂⽥⾹織 今村美⾹ ⽥代智美 徳澄享佳
327 リバガール5 市本潤⼦ 佐多祐紀 市本潤⼦ ⼭⼾寛⼦ 増⽥彩佳 ⽑利友美
328 リバガール10 松永優 中野真美 松永優 村本智⾹ ⽥中玲⼦ ⽵野愛 江﨑理枝
329 チームVAC－75 上⽥千代美 ⾼橋江⾥奈 原⽥まみ 村上優⼦ 永⽥葵 ⼀明芙美佳 浦⽥栞 ⼭本加奈⼦
330 ⿊⽯⼥⼦駅伝部16 濵本祐恵 福⽥⿇⾥亜 沖⽥知慧 ⻄村綾乃 ⿊川未稀 ⼭下礼 松窪晶⼦
331 ⻑嶺安⽥組アダルトA 安⽥久美⼦ 甲斐登美⼦ 松本利枝 ⽟城真由美 福住淑⼦ ⼩⽥⾼⼦ ⻑⾕部素⼦ ⼀瀬⽂
332 ⻑嶺安⽥組アダルトB 安⽥久美⼦ 三浦敦⼦ 川⼝有紀 塩松紀⼦ ⽯垣るみ ⾦⼦芙美 下川美砂 牧野美和⼦
333 ⻑嶺安⽥組ヤングA 安⽥久美⼦ 坂本彩乃 松尾綾美 川﨑三保⼦ ⼤窪美織 後藤碧 鶴⽥智春 ⽯橋梨江
334 ⻑嶺安⽥組ヤングB 安⽥久美⼦ ⽥川彩桜花 川上綾⾹ 渡部真名美 古庄舞 ⽥中真梨⼦ ⻑野誠⼦ 神⽥みゆき
335 ながみねガールズA 安⽥久美⼦ 浦上朋恵 須磨美貴 中橋百恵 ⾼⽇幸 上⽥⽣久⼦ 本⽥詩⼦ 津⽥陽⼦
336 ながみねガールズB 安⽥久美⼦ 松本英⼦ 雪⾒麗⼦ 松⼭千枝 井和美 浦薫 建岡ゆかり 内海貴代⼦
337 樹⼼台＆城ケ崎 徳⼭妙⼦ ⽮野美智⼦ ⽚⼭結美⼦ 徳⼭真由美 ⻄村⾥美 徳⼭妙⼦ ⽥﨑成美
338 チーム・ステリ 古賀康治 森祐⼦ ⽥畑茜 桑島幸美 嶋村悠 坪根加奈海 ⼩澤明⾥ 岩尾良⼦
339 サルサル 渡辺美恵 喰⽥久美⼦ 久保雅代 坂本理恵 倉岡桜 渡辺沙弥⾹ 渡辺彩 秦千絵
340 rookyzgold ⼩川瑞絵 松本寧⼦ 海崎和美 ⾏弘郁美 池⽥りか ⻄村良⼦ 落合葵 ⽊野典⼦
341 KMGランナーズ ⼤江剛 久保⽥真⾐ ⼤橋奈央 雪丸梨恵 森本紗代 ⼟井昭⼦ 堀江佳代 武⽥春⾹
342 東MAX精鋭会♡ 牧野杏⾥ 東朱⾹ 藤本美由紀 有嶋さや⾹ 東⼭祐華 藤⽥ちえみ 牧野凛花
343 尚綱陸上部OG 林美伽 増⽥あゆみ 諸留綾華 安⾕智早 本⼭千裕 ⾓崎友⾹ 本⽥沙也華 林美伽
344 熊⼤病院薬剤部 齋藤秀之 ⻄郷智⾹ ⻄ロ由梨亜 池⽥瑞季 ⽊永舞 中嶋景⼦ 内⽥朋⼦
345 杉村病院Aチーム 杉⽥雄史 三村佳南⼦ 四⽅⽥和代 ⽥⼝⼋千代 ⽥中久美⼦ ⼤塚成美 中本博⼦ 井彩夏
346 杉村病院Bチーム ⻄賢⼈ 原由希⼦ 豊⽥彩 藤善彩 中島みなみ 坂⼝美紀 吉永真理絵 國武ゆい
347 ニャムズ 村上祐⾹ 松本真実 古賀亜由未 武⽥由美⼦ 池⽥直美 合志⾥美 ⼤村⿇美
348 武蔵ヶ丘韓国語教室Ⅰ ⾦容⼦ 鈴⽊和⼦ 甲斐治⼦ ⼤村セキ⼦ 中塚則⼦ 酒井蓉⼦ 荒⽊郁起⼦
349 武蔵ヶ丘韓国語教室Ⅱ ⾦容⼦ ⽚⽩陽⼦ 村上恵利⼦ 江藤佳奈 ⽥代知⼦ 藤森綾
350 笑って許して ⽊⼭貴美⼦ ⼭本亜希⼦ ⽥中知世 森⽥愛 ⼭⽥夏帆 ⼊江記代 ⼭北薫 坊野歩未
351 熊本CTCでけたしこ ⽥中秀男 丸⼭佳代 池内奈美 住吉れい⼦ 池⽥美穂 内海由⾹⾥ ⽥中愛 ⽥中みえ



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
352 永遠の16歳＋α×2 中⽥⻯志 松本仁美 上林清⼦ 佐⽅美佐紀 ⾚星涼⼦ 中⽥千恵 ⽥代久美⼦ ⼭⽥りか
353 IKEDA 久我⾹南⼦ 出雲優 ⽯⼭朋美 ⽩川結佳 緒⽅仁⼦ 久我⾹南⼦ 宮崎⿇美 池⽥としえ
354 産交空港営業所 津⼭正孝 中村早希 井⼿智奈美 ⼤塚穂波 吉川⿇希 久松愛未 ⾦⽥千穂 平井寿美花
355 チームROCK02 松本成樹 ⽊村美貴 川上志緒⾥ 森恵美加 吉⽥成美 ⽯神奈緒 坂⽥光 岩村彩⾹
356 荒尾・岱志⾼校 城⼾申⼀ 坂下智美 ⼩⼭⽂⼦ 園⽥佳寿美 廣松美和 ⼭部優⾹⾥ 渡辺芙美 草留千⽂
357 チームUT 宮崎⼤輔 井上茉美 松本恵 丹内あかね 上⽉直美 志賀貴美代 ⽥中聡美 中島暁⼦
358 gudetama1 髙橋由紀 髙橋由紀 加藤加代⼦ 森⽥亜乃亜 ⽩⽊伶菜 ⽯橋由⾹ 丸⽬芳⼦ 橋⼝英⼦
359 gudetama2 髙橋由紀 ⼩村亜貴 伊藤紀⼦ 井上静⼦ 藤本優 ⽊下陽⼦ 寺尾⿇美 神⾕法恵
360 ⽥中Familyʼs 林さとみ 吉⽥彩⾹ 緒⽅明⽇⾹ 東梨恵⼦ ⼭内菜々 ⼩野綾⼦ ⼤塚宏美 ⼤塚りな
361 JLTF熊本 関美⾹ 那須莉加 稲⽥陵⼦ ⼩⼭⾹ 中村理絵 ⾼⽊多真美 坂本由花 坂本中
362 元気が出るチーム 栗原啓祓 上杉彩華 栗原⿇⾐ ⿅⼦⽊由美 宮野愛美 ⼭下早紀 ⼭下奈実
363 YOSEATSUME 坂⼝慶⼠ 蓑⽥和美 道上由佳⼦ ⼭下亜希 今⽥絢⼦ 坂⼝彩
364 きりたんぽ ⽥⽅玲⼦ 森明⽇⾹ 緒⽅ゆうこ 菊川まさよ ⾼野みお さかえださやか
365 ゆたんぽ 緒⽅のりひこ 佐藤よしえ やなせなるみ⼭中さちこ 澤ゆか 佐藤ゆみ
366 花園ヴィーナス（B茄⼦） 川端貴美可 渡辺志保 河野瞳 久保綾 辻⾥江 川端貴美可 岩⾒順⼦ 深⽔麗圭
367 ラビットヴァリー 平川貴浩 園⽥浩⾹ 島﨑彩可 坂⽥依久実 佐々⽊唯 江原溶 ⼤村千尋 吉⽥早公⼦
368 松⻄⾼★Girlʼs 上⽻奈津美 花⽥多恵⼦ ⽊村理⼦ 川上由紀⼦ ⼤塚賀⼦ ⻄村聖⼦ 森⼭瑛 江⼝奈美
369 健軍⽀店 本⼭雅仁 髙島由佳 柳原真知⼦ ⼭⼝玲奈 ⼤⽥⿊綾奈 光中千尋
370 OliOli 髙永美貴 髙永美貴 ⽥中⼣美 森本佳代⼦ ⻄⼭智⼦ 上村育⼦ 村上梓 坂⽥裕紀
371 TORYOエンジョイ ⽶⽥貴⼦ 原⽥悠 岩本望江 椎葉美帆 岩村仁美 今村由紀 ⽥⼭美⼦ 岩瀬典⼦
372 チーム！平⽥亜希1 平⽥潤 平崎洋⼦ 平⽥亜希 平⽥聡⼦ 光永百恵 濱⼝明美 松野千春
373 チーム！平⽥亜希2 平⽥潤 ⽔本朱美 友⽥晶⼦ 堀川芙紀⼦ ⽥⼝早苗 上村綾 北村幸恵
374 花ごよみ 髙橋稔朗 村上さゆみ 松下美樹 中井由⾹ ⾶瀬照美 堀尾美樹 鈴⽊由美⼦ 中園貴⼦
375 4歳児の⺟たち 松本和久 松本尚美 吉富光 城下はる奈 牧野安代 園⽥⿇梨 浜⽥ひろみ 今道りさ
376 ⼈⽣は紙⾶⾏機 荒⽊雅浩 ⼩島慶⼦ ⾚星久美⼦ 富⽥真実 富﨑礼菜 ⽥代典⼦ ⽥中聖⼦ 松本有紀
377 カリスマの息抜き 荒⽊雅浩 川津舞⾹ 清藤久美⼦ 榎⽥由利⾹ 稲⽥愛 松崎裕⼦ ⽯原睦⼦ 橋本⼀栄
378 新産オールスターズ 藤掛正道 北原紀⼦ ⽊村恵美 江崎美樹 村上美波 井芹美穂⼦ 郡⼭綾乃 ⼤家綾乃



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
379 九州新幹線「つばめ」 藤髙尚樹 神原歓⼦ 江副杏⼦ 髙松真美 ⼩四郎丸梓 林ゆきの ⼤川友⾥佳 ⼀⾥塚理乃
380 アクテイブシード 合志郁⼦ 染村悦⼦ 松永多恵⼦ 那須ゆかり 上野智美 牧真理⼦ 徳永幸⼦
381 寿量会11girls 渡邊進 河津仁 倉岡紗織 寺本詳⼦ 桑原読⼦ 猿渡志帆 松尾加菜 ⾼橋彩⼦
382 センター⽥中 ⽥中宏和 古庄静代 ⻄本清美 藤川かおり 苗床美奈⼦ ⼭本美和 蓑⽥仁美 稲野頼⼦
383 バンブーリバー⽵川 ⽵川⼤作 上森由希⼦ 髙浪理江 古瀬佳寿⼦ 髙智穂奈美⼦鶴浜梨紗 ⽥邉⿇由美 紫藤史⼦
384 K－smile ⻄千春 後藤朋⼦ 樋⼝宏美 ⽊下真美 ⽮野有賀⾥ 中尾千夏 ⻄千春
385 Star☆WAC☆A 清⽥康裕 ⽊村美代 ⽩⾕梢 ⽮野有希⼦ 川邊真実 和⽥理⾹ 清⽥沙織
386 Star☆WAC☆B 清⽥康裕 寺床愛美 清⽥智美 ⻄村咲弥⾹ 弥栄まどか 松島史歩 吉時恵
387 みそGｚ 岡野真依 柳原沙織 境⽬望 岡野真依 ⼭本真梨華 岡野由依
388 チーム☆SUGAR 佐藤薫 佐藤薫 ⼩川⿇夜 佐藤美穂 甲斐尚⼦ 緒⽅貴⼦
389 りんどうポーク 野村克也 出良法⼦ 池松穂南美 ⽯坂美代⼦ 河津陽佳 清⽥久美⼦ 野村亜希⼦ 織⽥由⾹
390 平成唯仁館 村上元⼦ ⼩松丸ひろみ宮本幸 平⼭綾⾹ ⼩澄るい⼦ ⼩佐井千春 平江⿇⾐⼦ ⽯本輝美
391 ⼈類最強吉⽥沙央莉 松本志帆 福⼭真央 内⽥裕 ⽵本亜⾥沙 齋⽥美穂 吉⽥沙央莉 奥⽥詩奈 佐々⽊菜美
392 ピンクのくまさん 桑⽥浩幸 重松亜由美 濱邊奈々 川内友美 嶋村紀美 ⼤⽯真紀 橋本智美下 東智⼦
393 チーム午年会 ⽯原靖也 若松早紀 松本幸希⼦ 岩坂あかり 満崎知恵美 吉住まみ 猿渡加代⼦ 中村幸⼦
394 チームWINS① 安藝ゆみこ ⽔野エミ ⽥上結加⾥ 緒⽅直美 鉢野未々 内⽥鈴⼦ 芹川由枝 太⽥美沙都
395 チームWINS② ⽩川和則 川越美歌 川越由⾐ ⼭⽥由紀⼦ 橋本喜久⼦ 出野佳奈⼦ 坂⻄百恵 森⼭りさ
396 チームWINS③ 岩本美恵⼦ 瀬上千穂 ⽥中美希⼦ 塚⽥さつき ⽯原わかな ⽔野雅⼦ 河上聡⼦ ⽔野照美
397 ドラゴンギャルズA ⼩池ゆかり ⽥中あかね ⾕地舘紗代⼦緒⽅順⼦ 野中優⼦ 千住美樹 江崎弘美
398 ドラゴンギャルズB 中島千津 藤本結⾹ ⽮野正⼦ 阪本真紀 四元奈穂⼦ 佐野未奈美 渡辺早苗
399 熊本学園⼤学A 原⽥成美 相⾺遥⾹ ⽯橋亜祐美 ⻄村瑠奈 吉野有紀 ⽯原礼菜
400 熊本学園⼤学B 原⽥成美 橋本楓 原⽥成美 濱本楓 ⼩橋⼝佑紀 福⽥恵⾥ 原⽥美奈
401 GOSSIPGIRL 福岡未来 福岡未来 ⾚崎みなみ ⽚⼭沙央⾥ 織⽥恵実 相⾺聖⾹
402 BELIEVE 吉松千草 吉松千草 舩⽥佳那 仁科友維 ⻘⽊佐和 後藤佳⼦
403 BELIEVE（A） 吉松千草 井上美由紀 堺恵美⼦ 中村洋⼦ 福⽥妙 坂本美保
404 BELIEVE（B） 吉松千草 ⻄⼭エン 那須博美 ⽊村歩 楠本直⼦ 渡邊聡美
405 BELIEVE（C） 吉松千草 ⼩松志津代 ⾼村亜希⼦ 湯本真⼸ 吉岡和美 吉岡雪⼦ 柴⽥沙耶⾹



一般の部

№ チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
406 中央⼩魅⼒の⼥性たち ⼩川博範 洲上真理⼦ 岡本真由⼦ 松本まどか ⾚星有希⼦ 松野梨⾹ ⾦⼦亜樹 ⾕⼝理⼦
407 中央⼩可憐な⼥性たち ⼩川博範 堀由布⼦ 牧野倫⼦ ⼩罵陽奈 南果歩 内⽥理恵 古堅理沙 後藤美⾹
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