
チーム名 監督名 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
1 帯山中A 沢田修 臼井萌 中野成美 寺澤莉良 村田倫子 松本美優
2 帯山中B 早稲田大輔 植松英子 大西優奈 堀このみ 堀愛心 樫村朱莉
3 玉名中学校陸上部 福田幸治 清田真帆 中尾比菜 笠井綾乃 多久愛彩 石口玲音水 山部帆香 塩山桃花
4 北部中A 井上美孝 藏谷真奈 田中巴菜 下田瑞姫 高永叶夢 束里奈 川上真奈 馬本頒子
5 北部中B 井上美孝 村田怜奈 大林真子 内田来瑠乃 三村幸 松浦渚 浅見若菜 東田呼幸
6 阿蘇中（L） 東芙三子 森真叶 上野佑舞 内野智南 鍋島花凛 山本心愛 緒方照紗 佐藤碧泉
7 阿蘇中（S） 東芙三子 坂本馨 江藤咲那 山崎真侑 高橋悠華 森田侑紗
8 益城中アルファ 荒牧浩一 渡辺七海 園田彩葉 木戸口結衣 金光麗華 竹内菜々 岩本理世 河端鈴奈
9 益城中ベータ 荒牧浩一 北村天音 猿渡心優 守山明希 田崎月菜 徳永珠子 松浦陽 島崎祈叶
10 益城中ガンマ 荒牧浩一 河端桃華 鷹巣心音 水村鈴菜 宮嵜心華 村上アメリ 吉村陽向 中熊玲菜
11 益城中デルタ 荒牧浩一 田中友梨 宮本朋加 佃奈央 前田桃佳 古閑彩華 木原陽菜聖 守島琴美
12 松橋中 中本英次 吉永琉音 宮崎有沙 中村早希 作森万采 佐藤桜子 守田なつき 松山ほなみ
13 松橋中B 中本英次 加世田杏奈 中林萌々子 荒木歩夢 西村春音 中山日菜子 小田雛子 畑山瑚々南
14 松橋中ハンドボール部 中本英次 川本万都香 高野聖来 池川夏嬉 平岡亜愛子 園田花音 米村恵奈 澤田朱琳
15 岱明中学校 桑原孝 土山静里佳 榎本妃恵 三村奈々 田上紗 田上歩嘉 山本妃麗 中嶋心華
16 泉中陸上部 谷暗圭 西村菜々子 村上愛華 森田叶幸 村上聖菜 上本美咲 塚本響 有江奈奈香
17 京陵中Aチーム 志水貴彦 香月清 原山凛 國本花鈴 中澤嬢 右田梨沙 穂波星月 徳永琳
18 京陵中Bチーム 志水貴彦 甲斐菜々子 永田陽南 井川真沙希 塩林沙来 橋本佳奈 井上桃伽藤 木彩光
19 人吉二中～神子魂 中村真子 皆越麻世 織部姫菜乃 大柿香織 織部古都乃 増村光春 西彩加
20 人吉二中～新子魂～ 中村真子 川ロ綾那 新真帆 千代村春花 山本莉菜 黒木友比奈 多武渚凪
21 人吉二中～心子魂～ 中村真子 福島佑月 緒方朱華 原千尋 上村美空 田中くるみ 荒木のあ 吉村美憶
22 託麻中A 本田裕人 岸紗耶佳 松枝舞桜 田中杏奈 入木香澄 関部愛花 崎代瑚心
23 託麻中B 本田裕人 立花果梨 崎代理子 平野穂乃花 中川喜美子 鶴田青空 関部鈴花
24 託麻中C 本田裕人 村崎真帆 岩野希生衣 高村優那 長田青空 改原玲奈
25 武蔵ヶ丘中学校A 藤山征太郎 古川桜子 野仲智春 津田依舞稀 中野知衣 岩崎衣里子 田中美悠 藤本悠乃
26 武蔵ヶ丘中学校B 藤山征太郎 上農咲良 西谷瑞起 工藤若菜 大塚美羽 窄口叶 伊藤楓華 松澤咲奈
27 津奈木中 若山竜介 福山詩織 津々木華楠 川崎茉奈夏 濵田智恵 伊藤真依 西本愛梨
28 御船中学校陸上部 中山幸働 江原史織 赤星亜尊 歌野朱杜花 國岡弥鈴 高岡璃奈 江原奈穂
29 一の宮中学校 志賀貴文 井里奈乃 高口稚菜 董亀こころ 坂梨美優 今村日南 中園千晶 荒井綺星
30 泗水中陸上部 浅川昌子 後藤紫姫 古田晴菜 小林哀月 宮本みな美 松田麻衣 松永千穂 北御門飛鳥
31 出水中 岩暗佳奈 畑中美希 木村野々花 國吉南美輝 飯干萌々華 池田ひかり 飯干菜々華 岩堀里菜
32 合志中陸上部 中村裕也 田中愛莉 吉田陽菜 田中美怜 田上智咲 藤本結子 川畑愛花里 河津絢音
33 鶴城中学校A 村田浩昭 深田咲良 津島瑠奈 野中萌 後藤安希子 吉村ひかり 金田南
34 鶴城中学校B 村田浩昭 竹内七海 境怜菜 太田さくら 脇原実咲 奥村舞 黒川七海
35 長嶺中学校選抜隊 有田一郎 雪見麗梨 宮本ことみ 井菜那花 中村天音 松山明日香 冨永果杏 松永希
36 長嶺中学校陸上部A 有田一郎 松田遥香 田川誇子 河嶋菜々子 緒方緋佳里 杉谷美咲 冨永祐子 宇都宮充子
37 長嶺中学校陸上部B 有田一郎〉 本田うの 桑島かなえ 中村柚月 北岡七海 中野仁音 山本蓮華 古閑正子
38 長嶺中学校バスケ部A 浦田耕喜 梶原菜々美 中村萌恵 中川蘭 上村ヒ星 高木琳蘭 上野七海



39 長嶺中学校バスケ部B 松本光太郎 田中愛鈴菜 浜松更羽 野崎望月 富崎みのり 守川知塁 馬場園香子
40 熊本西原中陸上部 上村博文 藤原花音 橋ロ紗羽 村方ひより 緒方安奈 満田悠子 浦川芽里奈 満冨七楓
41 山鹿中学校A 村上沙代 堤好伽 池田菜々子 藤村光紀 星子七海 富野汐英流
42 山鹿中学校B 村上沙代 隈部花音 八井咲紀 山部静玲奈 山部若菜 藤村花澄 隈部蒼葉
43 湯前中陸上部 久間章弘 栗原泉 中田星来 秋山菜々美 黒木歩希 庄籠カンミ 浜崎雪乃 中華美咲
44 牛深東中陸上部 宮田知政 吉田瑠依 上田百々葉 船辺未沙紀 小川華澄 小暗空 後迫琴美 上羽紗央
45 大津北中学校陸上部A 井上豪 阿南花佳 村上もも 小山幸香 橋本桜妃 安武加織 永江萌花 川内美優
46 大津北中学校陸上部B 井上豪 赤崎楓 田渕佐和 藤本空音 前田彩花 川津美裕 西本凛香 眞田愛深
47 砥用中学校陸上部A 瀧森智 戸浦結月 一ノロ真鈴 右田里桜 北原あさひ 中嶋梨乃 谷口百花 見﨑夏音
48 砥用中学校陸上部B 瀧森智 福島夢愛 五瀬千姫 向山智帆 坂本桃香 前田陽菜 上野さくら 坂本亜沙未



チーム名 監督名 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
101 矢部高校 堀内薫 梶原千夏 平田莉佳 田代えりの 中川あまね 本山崎志織
102 人吉高校 田代基浩 那須陽花里 橋本桜 松尾優龍 吉村柚花 多田華歌 大無田愛佳
103 東海大星翔高校 谷永雄一 儀藤優花 關知夏子 新田こずえ 伊藤由華 山本夕海 上崎彩香 中原渚沙
104 SKFIVE 西山公啓 中橋由依 村上藍 緒方海和 山本果穂 上林山佳 鈴木菜津子 村上果南
105 ルーテル学院SPSP 吉田謙 矢田みくに 岡本亜依里 田浦英理歌 飯出怜 岡本佳奈絵 林田彩 黒田濡
106 LGハラペコガールズ 吉田謙 藤川遥 西朋香 磧結里 藤田采希 森澤彩乃 大野遥香 笠井菜央
107 信愛A 山口和也 枝尾祐希 秋川祐妃 本郷未来 栗屋萌香 嶋永有紗 高日友紀乃 嶋村里恩
108 信愛B 山口和也 塚田智恵 坂本実咲 今脇智花 三池実乃梨 平川明日花 松原冴華 豊田裕香



チーム名 監督名 1区 2区 3区 4区 5区 補員1 補員2
1 トヨタレンタカーA 宮暗博久 久和あゆみ 安田知奈美 福田愛実 浦島実紅 山部志帆 山暗千尋 坂本梨恵
2 トヨタレンタカーB 大濱寿倫 吉田英里 荒瀬佑衣 木村真梨 緒方夏実 泉田茜 冨田留衣 森友望香
3 熊本走ろう会A 馬宮怜子 根岸まゆみ 佐藤絹代 西村恵子 後藤美和 宮村柚里 平野明美 富加見邦子
4 熊本走ろう会B 上田猶子 坂本ひろ子 今泉泉 小牧陽子 小牧裕子 石松文代 末永知子 古内正美
5 熊本走ろう会C 出川公子 山本恵 山口眞紀子 田山ゆか 長迫登志子 谷ロミスエ 寺本幸子 有働澄子
6 熊本走ろう会D 塚本久子 荒毛朋子 大下信子 上村広子 今村容子 須波清子 松本薫 藤川和子
7 熊本CTC 森亮介 森奈津代 湯川千鶴子 西岡佐知子 谷口桂子 福田百合子 永谷安子 福田佳美
8 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
9 信愛チーターママ 松原靖文 尾崎恵美 秋山美由紀 豊田あさみ 塚田せつ子 三角由佳
10 信愛亀ママ 平川貴浩 嶋村仁美 松原久美子 鴫永千代子 福永ゆかり 本郷留美子 平川育子
11 信愛うさぎママ 嶋永健一 坂本由美 今脇里美 高日りか 枝尾二枝 栗屋るみ 三池貴美香
12 ピンクパンサー 濱崎保臣 演崎由子 岡本りえ 福田裕子 堤美智子 木村佐智子 長嶺弥生
13 ギリギリガールズ 祝昌子 山本裕香 祝昌子 太田紀美 松舟純子 犬童萌湖 菊川徳子 徳田麻衣子
14 チーム阿蘇 堀川淳 堀川美奈子 岩永葉子 菊池さやか 堀川真希 土井香菜
15 熊本市消防レディー1 上村和裕 遠山幸希 永田友己奈 江田若花菜 梅野早也佳 井柄俊子
16 熊本市消防レディー2 上村和裕 北村友紀 北村友香 百市希望 福原華乃 林小巻
17 ふなっぴ一ず 針馬里江 岩田久美 岩崎晴美 針馬里江 小楠綾子 一村多美代 松本須弥 園田なつみ
18 ヴィーナス 井手説子 山本ひとみ 山本さおり 橋本順子 井手説子 谷川輝子 井手明香 井手宏美
19 ジュノン 井手説子 西田京子 税所江美子 嶋田藍 下田環 渡邊典子 上床明香 佐藤宏美
20 はりきりマンボウ 松本絋一 下村亜夕美 矢野恵 松本恵美子 尾坂喜代美 木村明日香 栗原広子 佐藤紀子
21 ☆バリバリパリピ☆ 前田佳子 鵜木麻維 高木奈美 寺本ひとみ 末松志帆 片山文恵 山口美佳
22 サクラサク 中村美知子 中村咲子 浜津智子 林田美穂 田中出利恵 井川瑞穂 楠本美由紀 松澤真弓
23 エンジョイ 森田喜代美 上村李枝 森田喜代美 藤野美津子 荒牧厚子 時松知美 青木裕子
24 S6oneレディース 大塚紀子 澤田和泉 自鷹典子 二口美春 西村晴美 高崎千佳子 大賀由美子 大塚紀子
25 なんぶ・ひまわり 三宅信人 那須千鶴 民本未希 山室佳代 榮智美 合志眞理子 一村琴美 望月尚子
26 HMRC女子チーム 平川百合子 興椙鈴子 嶋本ユミ 佐々木眞由美 瀬日昌子 平山百合子
27 ☆はしろ一ぜ☆ 村上千恵子 村上千恵子 川津満寿美 田中美恵子 北村真由美 井手貴美
28 KIRIN‘S 麻生芳彦 若杉かおり 吉村真由美 秋吉裕子 西崎真美 田上結加里 岩崎美奈子 吉田和恵
29 おしゃべり水曜日 本多朝子 本多朝子 林田瑞代 田辺眞美 佐藤美智恵 井上倫子
30 室ピンク 米村知枝 恒松真実 向井友季子 中原佳奈子 湊本由起子 矢ヶ部衣里 住吉久美子
31 室グリーン 米村知枝 松本理沙 牧明美 古出朋美 米村知枝 西岡晴美 野間口広美 大塚恵子
32 チーム☆あらたん 岡村英隆 福田千尋 守田恵子 大迫史織 山田千晶 河野多喜 溝口明音 坂本由衣
33 B．B．Boo 林康子 林康子 石村ゆかり 城下ひずる 池田宏美 村上るみ子
34 ホワイトレディース 北野京子 嶋村真見 野添美和 江川愛美 菅野明子 有内文香 矢野碧 緒方光
35 マウンテンレディース 大窪文子 長尾妃月 久井規子 馬場博子 村上佳代 岡田夏子 追洋子 里本貴美
36 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
37 ぎんなんの里楽し走○ 渡辺欽士 高宗由美子 堤あゆみ 小林由梨 温水里佳 古閑裕佳子 中西ひとみ 廣重知佳
38 ファミリー 松尾眞一 嶋田秀美 坂梨恭子 松尾しおり 田中峰子 本田絵美 沖原由希子 中村洋子



39 ササワラマザーズ 上田誠一 橋本友美 飯星美佐江 飯星あゆみ 上田順子 上田恵美 上田絹子 飯星生美
40 山（半月）ガール 江藤月枝 伊藤麻美 市原弥生 軽木江吏子 倉岡里美 井島陽子
41 城山ひのくに 松下智子 福嶋淳子 松下智子 宮蜻薫 谷ロひとみ 牛嶋沙耶 牛嶋美保
42 中央小華麗な女性隊 小川博範 洲上真理子 吉末名穂 関野篤子 緒方紀江 牧野倫子 田中真梨子 切明志穂
43 中央小美貌の女性軍 小川博範 堀由布子 豊永悠 多田彩由理 内田理恵 田中里奈 金子亜樹 村上真理
44 ひむきママ 満生美香 藤原和佳子 山下史織 宇佐陽子 満生美香 村上綾
45 1st．ペンギン 服部公子 山ロ千香子 樋口翔 山本里恵 中場奈央子 佐藤沙恵 服部美祈 林亜衣
46 日赤健管うっし一 牛島絹子 前田豊美 本田昌子 正岡薫 藤岡美智子 池田聡美 藤原裕美 下村智美
47 日赤健管いっし一 石本裕美 飯田亜由美 宮嵜まゆ 福田尚美 村田舞 熊慈 岩本奈里 梅田けさみ
48 日赤健管やっさん 八田智美 村出詩歩 出田美枝 大林由依 山暗由莉 津田美波 川田晶子 篠塚久美
49 日赤健管ユッピーズ 湯浅由美子 炉山里美 田中佳名子 丸元真由美 谷口聡美 高木成美 工藤まどか 藤本和佳奈
50 日赤健管木場んザメ 迫宣之 石元留美 久保美喜 鶴田和美 佐藤友紀 光永雅美 竹本京子 田上恵
51 日赤健管美ジョガーズ 川野俊昭 岡部眞英 長坂美香 青野梨恵 江浦久美 吉本貴子 伊藤紀代美 山田桜子
52 日赤健管走プロ 宮本裕士 山口真由美 長野章子 下川詩季子 石地美郷 牧尾幸美 宮田淳子 奥村飛鳥
53 ダバチンズ 松岡美穂 内田政美 前田真弓 谷川としみ 石川奈津美 吉信幸子 吉本美浦子
54 とっとこラビッツ 紫垣祐子 倉岡美奈子 山口和代 村田亜由美 平田裕美子 紫垣祐子 紫垣貴美子 紫垣由美
55 熊本県立教育センター 浦川健一・郎菊川雅子 市原小百合 彌永有香 西陽子 岩下和子 平川真山美 丁藤真紀子
56 キョクシーズ7 川野松信 南果歩 福原衣望 藤田由紀 永末あつみ 藤本玲子 福田直美 庄野瞳
57 菊陽町走ろう会 中島石根 小池くみ子 松本アユミ 城幸代 岩下すよ子 西本俊子 渡邉銀子
58 スーパージヤージ小国 古庄昌勝 長松優生子 秋山友里恵 月足愉子 川下敦子 椋野希望 押川真代 小田和恵
59 カルデRUN 籔亀治 大田黒麻美 内野美里子 西村晴美 郷幸子 上野友紀 籔亀睦美
60 ハッピースマイル 緒方憲明 佐藤山美 小野さやか 三嶋みづえ 澤有香 黒田ゆみ
61 アモーレ三代目♪ 緒方憲明 栄田早也華 緒方裕子 野田あき 野﨑いづみ 高野未央
62 ピーチスマイル 佃方直樹 片山絵里 松崎みさと 速水真美 森みほこ 田方玲子
63 J：L 田方直樹 宇土貴子 佐藤よしえ 上川あやこ 立原ちえ 菊川昌代
64 肥後椿 菊川友廣 菊川順子 河野かよ子 小西きみえ 恵濃たつ子 浜本紫
65 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
66 ☆愛chu会☆A 東紀予子 木下美紀 牛嶋奈々 久本晶子 東紀予子 丸本縁 布見麻里
67 ☆愛chu会☆B 東紀予子 井福英梨 山田真由美 川口元子 永松千明 今村晴香 藤河夏美
68 花陵中先発隊 三原元子 村枝文代 黒木由布里 田野千尋 梅野里栄 馬場由香 石塚環 山村えり
69 チームがらくた☆ 岡田真由美 岡田真由美 高木規久子 西律子 江上恵 栗永聡子
70 Team・5 泉利恵子 松井富士美 泉利恵子 西嶋理枝 竹村和枝 星本靖代
71 ひがしクリニック 城戸香織 藤本理沙 永田絵里 岡山千穂 山登志子 北川理恵 平嶋美貴 坂本枝穂
72 黒髪体協 釘島京平 尾方富美代 西島麻知子 釘島絋子 松岡由紀子 西島知沙子 岡田かず枝 緒方すみ子
73 熊大Aチーム 中川保敬 幸津光 西見泉美 丸山萌 蒲原知紗 西山寛華 目高香織 田畑友望
74 熊大Bチーム 中川保敬 沢田玲香 幸村香奈 中村江利 宮田優希 大野紗由稀 平江好絵 倉原菜摘
75 熊大Cチーム 中川保敬 満崎千里 中村文音 黒田吏沙 妹尾うらら 佐藤茉優 小塚美咲 川村麻衣
76 タケシタ調剤薬局A 堀川達史 出水田千佳 松隈沙也加 徳永香織 内藤祥子 柳田直美 古上恵美里 吉村美沙希
77 タケシタ調剤薬局B 岡崎直哉 宮川幸代 小川奈智 板井詩 奥田香菜子 今泉文子 成松里紗 竹下舞



78 RCサンフランA 青山洋子 高良恵 岡本彩美 松本寧子 園田久美子 斉藤瑞生
79 RCサンフランB 青山洋子 青山洋子 小山典子 吉井めぐみ 中川山美 本田恵美
80 RCサンフランC 青山洋子 奥村寿子 清島昭子 小椋もにか 橋本すみ子 大倉由希子
81 ふ一へるマラソン部 宇治川藍 宇治川藍 中村唯 沢田美奈 稲田秀美 森山美樹 垣下百合子 垣下茜
82 ZY☆ 中川猛 中川芙由香 渡邊晶帆 内尾瑠患 林田早織 牛島祥代 宮暗雅優 西脇結
83 TEAM生けもの♡① 鶴山清隆 境洋子 吉住寿代 岩本久美 鶴山真弓 白石正子 下釜千里 福田洋子
84 TEAM生けもの♡⑪ 鶴山清隆 松村圭子 外口由有子 赤城真理子 山本いつみ 桑原昌子 田口仁子 馬場智子
85 水俣TFC 坂上哲男 本田恵津子 鎌田みゆき 吉本千恵子 石田直美 佐竹正恵 坂上智子 寺川美沙都
86 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
87 江南リハ☆うさぎ 内賀嶋英明 倉津貴子 高島美月 内藤綾乃 南部真梨子 松野美里 藤本優里 甲斐遥子
88 江南リハ☆かめ 内賀嶋英明 鶴田光代 上塚汐莉 飯田真衣 潮崎由依 中村彩乃 中上佐也加 谷脇真由加
89 江南☆かたつむり 内賀嶋英明 古賀紀美代 中島尚子 萩原希美子 中村加代子 吉永ちつる 新玉緒 有水理恵
90 江南五色桜 内賀嶋英明 後藤夏美 中江愛美 中島みなみ 八木尚美 入江紀代 山田夏帆 山北薫
91 熊本CACレディース 松本拓也 大城戸順子 岩永瑛子 後藤純子 西文子 前田淳子 吉田能厘子 山口玲緒奈
92 かわはrUnllers 外山勇 草場ルミコ 田代貴子 山本采香 宮脇佐代子 中川美穂 川崎美保 石井志保
93 rurunシスターズ 山本章夫 郷美奈 山本香織 家入繁子 山本恵理 岩下智美 山本香代 家入雅代
94 おみね～ぜA 渡辺裕美子 川下寛美 前田由紀子 村崎美紀 佐々木奈保美木下淳好 市原清美 上村葉子
95 おみね～ぜB 渡辺裕美子 南部佐代子 河津由美 渡辺裕美子 川崎由紀子 三戸裕美 高本美都代
96 おみね～ぜC 渡辺裕美子 中村裕美 森美保 高濱弥生 藤山晴美 田代智美 岡元美和 平島里香
97 A.under50 福田由佳 安藤温子 仲野聡子 菊池愛 椿葉子 本多久子 浦本千恵 松下千春
98 Delightful水俣 島本不二子 新出夏未 仲田美幸 松本萌生 山下千佳子 水元優美子 島本縁 谷口智美
99 山鹿セブンズ 池田幸春 迫英美 橋本愛 高上史帆 渕上真裕 中村理恵 田口幸子 堀江佳代
100 Team　ハピネス 松尾美穂 松尾美穂 秋好裕美 鮫島彩香 宮本加奈子 山本久美子
101 山鹿中駅伝マミーズ☆ 堤幸一 富野陽子 藤村資子 松村真由美 星子真理 堤裕子 田所美奈子 樋ロ美枝子
102 マシキチュプリティー 田上大太郎 巾川幸恵 田代沙希 後藤早稀 濱田佳代 川部幸紀 小幡梨沙 松本奈々
103 HMRC女子きらきら 冨士川幸代 冨士川幸代 作田奈々子 堀貴子 川下久美子 木村真理子 冨士用静
104 有明干潟ガールズ 浦部眞 太田清華 境美和 平川尚子 坂崎優紀穂 宗像まゆみ 土本真規子 矢ロ美香
105 きぬはら整形でリハ中 大塚庸平 絹原美加 森高牧子 光永才恵 堀本梨花 川本彩果 山之内奈菜子 黒木維
106 菊池市テニス協会女子 小川加代子 山口尚子 原恵子 橋本久美 小川加代子 中野泉
107 山鹿44シスターズ 森淳二 宮崎成子 吉田春美 江東奈津子 柏尾さゆり 竹下美和 関谷真紀 森ゆかり
108 チーム234 松田由利子 島本まどか 高田磨衣 鶴原清香 齊藤万里子 東山奈央 道喜香代
109 チ一ム380 松田由利子 谷山絵理 元田紗希子 板井景子 樋口綾 岩下遥 松尾朱真
110 体力低下中 中矢亜紀子 中矢亜紀子 宮本優子 三隅かよ子 梯亜矢子 橋本綾
111 中村整形外科 中村孝文 永松春菜 竹本奈央子 佐々木百恵 井芹直子 橘由佳 倉沢明沙 池田絵美
112 熊本赤十字病院RC 北川裕 古閑香織 住吉美咲 大柿美沙 井芹有希 高橋美里 坂本愛
113 日赤画像センター 菅原丈志 田上桃子 戸田こころ 岡田愛 原田由美 高橋由可利 末藤恵
114 コールダッシュA 東祥大 野村美恵子 河崎あゆみ 中村真依 藤江亜樹 赤池尋恵
115 コールダッシュB 井上尚樹 下野怜美 吉中香澄 吉田訓子 佐竹君香 松川舞 堀愛莉花 中邑咲
116 日赤女医ナーズ 角田隆輔 光吉こころ 片岡菜摘 佐渡円香 花木由香 古川佳那美



117 おばson’s 山崎誠二 坂下あさみ 森口輝奈 古閑絵里香 山暗明子 松井美穂 森口映美 阿津坂孝枝
118 ガンバ弓削フレンズ 宮本万里子 渡辺由美子 中島久美 下川美佐緒 江良真祐子 古荘純恵 佐藤律子 昼田玲子
119 とこっとチーム 橋本寛子 本田結利菜 渡邉真奈花 上田文美 田村奈津季 今村孝子 田崎友香 南利優佳
120 白鷺電気Aチーム 山下広幸 河南美紀 井上恵美子 澤江亜莉沙 宇野美有希 光永希 服部秀子
121 白鷺電気Bチーム 山下広幸 内田聖子 松鴫まゆみ 松永美香 福田衣里 山本あけみ 沼田百合子 少戴美麗
122 H3×東部交流 河崎一衣 白根佑梨奈 上田藍 立山久美子 東優紀 畦元由貴子 河崎一衣 山下珠莉
123 ASO☆フローレン 星山晃 中山祥子 東芙三子 田上元美 池出尚子 中原悠花 奥井誉子 林田あずさ
124 ランラン隆ちゃんズ！ 高柳まさ子 山下智恵子 青山保子 丸崎悦子 原田郁子 内田正美 境有子 垣日順子
125 らびっと 甲斐利光 吉田広美 河ll恵 恵崎実優 中島裕子 藤井知佐子 坂田資子 永田紘子
126 共愛歯科医院Aチーム 鮫田誠也 山内香織 松尾千春 清田愛子 辛川照代 林田奈々枝
127 共愛歯科医院Bチーム 三村彰吾 宮原陽子 津川美砂 有吉伸子 小西光恵 立山渚 山本智津子
128 共愛歯科医院Cチーム 濱崎修一 吉中幸代 福田梓 興椙舞 村崎有希子 藤川紗也香 藤本眞里
129 ヤッベーゾあらふぉ♡ 西山恵 丸野康子 金田みゆき 柴田仁美 瀧口今日子 片山優子 津由美 林幸子
130 黒石女子駅伝部 中村朱美 小形沙耶 川口紗輝 本多由佳梨 西村綾乃 黒川未稀 松窪晶子
131 WINDRUN美魔女 坂口祥一郎 谷川美賀 茨木美沙 垣野明美 岩渕ともこ 高田真理
132 くわみず病院Aチーム 岩下真祐子 岩下真祐子 佐藤優子 津田千尋 藤川浩世 北川妙子 川上和美
133 くわみず病院Bチーム 池田千歳 池田千歳 岩崎留美 原尻由紀 小柿里美 宮崎奈緒美 園井あゆみ
134 玉東レンジヤー 上村公之 有働祐子 新納由起 水トちつる 中島夏海 遠山由夏 田尻真由美 高田美穂
135 プライド 池部貴之 岸本紗江 岡本孝美 北野旭美 桑原しおり 川口由樹美 池部里奈 田中文子
136 BeBeクラブ 西川路美香 宮本沙織 伊津野奈菜 大塚香菜子 宮原留美 村上雅美 白崎淑美 柿川真紀
137 クキャホRC 松川将三 磯田聖香 下市由美 吉村保美 寺本清香 林久美 松川舞子 吉田都志美
138 西部マイオンズA 井福大介 山下真衣 岡山久美子 廣岡智子 小山麻美 中原陽子 本田千秋 佐藤真奈美
139 西部マイオンズB 井福大介 高野真帆 井福沙織 石嶋楓 伊藤千晴 松岡真紀
140 LOVE＆PEACE 中田宗徳 角田空子 林奈美江 広川万里子 藤原和代 古場有紀子
141 チーム本会 友田勝也 黒木晶 山田利美 紫垣礼 白石亜希子 甲斐江里子 島津優貴 佐藤由佳
142 チームSLR 甲斐貴之 山崎春奈 山崎裕子 野中里美 穐本尚子 甲斐恵理 工藤誠子 久連松幸子
143 ぴよママ＆3Bガール 小西憲子 中原明代 薄井由香 尾上幾代 工藤小百合 畑本ゆかり 園田裕加里 竹本千恵
144 熊本CTCでけたしこ 田中秀男 丸山佳代 池内奈美 吉田絵里佳 湯川千尋 内海由香里 田中愛 田中みえ
145 あきたスポーツクラブ 宮崎美穂子 姉川恵理 高戸里美 中原文 清田美奈子 徳永展子 中村加代 松永貴子
146 大牟田ドリームランナー 福島栄登 道薗祐子 原田京子 大津孝子 中島理恵 馬場政代 木野千鶴子 宮原康子
147 AKT40 吉里紀幸 村崎麻衣子 浅尾志乃 福島佳江 松本志保 嶋本あかね 田中茜 松尾由貴
148 2017トモチーム 宮川千春 宮川千春 村上知美 田中詠子 西原照美 西田美雪 村上清美
149 GO－FIVE！GO 湛美喜 福嶋良子 澤田かおり 矢野愛子 大室美穂子 古賀さやか 渡邉多恵子 樋口春奈
150 ♡う一たん♡ 高島美香 高島美香 上野愛 藤本あゆみ 上野彩乃 岩永理恵子 内村梓 下川笑香
151 宇城総合レディース 山口里美 津志田順子 板垣公子 永吉渚 山口里美 古澤南美子 高出梨帆
152 宇城総合ギャルズ 上村聡子 井上知美 西山千尋 吉永志帆 曽木千紗斗 島田夏帆 緒方倫子
153 金よう一A 山田順子 末松祐子 堀内春乃 長谷川典子 上田真由美 紹田佐和子
154 金よう一B 山田順子 内田志保 佐藤理奈 西坂美枝 浜武佐知子 山田順子
155 再春荘病院A 兼弘浩子 宮川奏子 紫田真衣 内野京子 井口菜々 中川美空 高森良江 古賀聖子



156 再春荘病院B 廣田美榮子 広田薫 大吉さとみ 上野ミヨノ 山出瑞稀 藤本左耶子 宮本節子 堀川はるみ
157 平成美人館（め）組！ 緒方恵 小松丸ひろみ杉山歩維 平江麻衣子 吉村明美 土屋有加 田口千亜紀 平山綾香
158 Team★こけし 中島俊美 中村優利 緒方彩乃 和田奈々 堤祐芽 毛利妃公子 田中絵梨佳
159 楽走笑繋　樹心台桃組 徳山妙子 山崎南風津 平島えりか 徳山真由美 田端亜由美 内田和美
160 楽走笑繋　樹心台梅組 徳山妙子 徳山妙子 木原由紀子 矢野美智子 竹下結美子 西村里美 鸖田早織
161 ENJOY 木村市子 岩永春菜 高岸小百合 木村なつ美 一瀬真弓 杉本綾 木村市子
162 しらもんガールズ 林里恵 赤松佑香 林里恵 松岡さゆり 飯星綾 田邊愛
163 白衣の天使とバラ達 宮坂弥生 迫みゆき 荒嶽千夏 宮坂香代子 松尾はるみ 落合志磨 愛甲留美 宮坂弥生
164 クマロウバレー 寺尾賢二郎 小堀佳子 河野綾香 大柿真由美 綾垣葵 山下綾 林田尚美 下田芙美代
165 あいぱるん☆ 大田正志 片山みずほ 林田幸枝 正林亜紀 山本祐歌 中村知香 牛島英子 中田明子
166 ダイヤモンドガールズ 坂口文子 内田美和 山口睦美 赤木希 坂口真梨 間口絵梨 田畑めぐみ 松本定子
167 小巻組 宮暗真帆 宮崎まり子 徳山小巻 権東智子 宮崎紗帆 松崎花鈴 井本瞳 松崎香織
168 寿量☆薬剤部選抜☆ 中島英親 星野祥子 上田温子 福島史織 田山理恵 杉山留美子 下原朋美 原口佳子
169 走れ!!八農ガールズ♡ 山下良 芹川美咲 山本貴世 高薮美代 森智代 堀内香亜衣 金田陽子 松本祐佳
170 HOKKEN♡ 東朱香 東朱香 古賀亜由美 有嶋さや香 藤田ちえみ 西水流愛 窪田理央 宇良秀美
171 チームウィンズ 清原歩 清原歩 森可奈絵 川口綾香 渡瀬智尋 江藤郁 江藤綾 清原直美
172 さっち一ず♡宇城市 西本幸代 喜津木紀子 大和美穂 菅いずみ 佐藤沙耶 田川温子 桑村聡子 西本幸代
173 ふなやまレディース☆ 大山三保 相澤公代 徳永早織 梅本理美 目久美和美 近縄ルミ 大山三保 深浦ゆかり
174 OKASSO熊本 岡野真依 益田美織 柳原沙織 岡野真依 境目望 岡野由依
175 RUN♡ランラン 後藤裕孝 上野みゆき 佐藤亜紀 田巾恵 山下法恵 大原美鈴 橋本亜香里 興椙綾子
176 チーム芳野 福島恵美子 中村九美代 宮家麗華 小塩千海 渡辺絢子 岩谷莉沙 福島恵美子 大石理代
177 チャッピーズ 服部起明 西良恵 服部真奈 川崎みなみ 早川沙央里 小永由依
178 TA！くまモン 田ロ恵子 小部莉子 坂本愛和 本田有美 宮本圭 堀百聡子 山本宮代子 木山久子
179 チーム桃組 村上元子 吉川茉里 府内詩帆 毛利京子 岸田亜佐美 田中梨奈 橋本佑圭 冨田徳美
180 熊リハ・RUNラン 田尻秀幸 駒永可奈恵 東雲香織 中香子 宮崎千加 福島祐衣 安田佳奈 前杉喜美代
181 桜木レディース 嶋田幸代 浦塘桂子 古閑亜理沙 興椙美帆 前出浩子 荒木ルミ子 関山敦子 高田幸
182 逃げ恥WAC 清田康裕 木村美代 松島史歩 清田智美 矢野有紀子 池田紗椰 紫藤馨奈 安武純恵
183 出田眼科病院☆検査☆ 宮本康平 神谷千晶 鶴田ルミ 三代果歩 飯田千尋 田上香織 平塚智子 蘇畑清香
184 出田丸 高本昌彦 岩崎友美 永村真知子 八木文美 石田貴子 小島唯
185 Try：B（赤） 池出祐希 日浅順子 長谷部浩子 松本由加里 池田裕希 豆塚木美 有須田沙季
186 Try：B（青） 池田祐希 渋江由香利 郷原惇子 西山鶴代 中鴫裕美 大久保愛 中村朱里
187 菊南病院A 東山健児 江藤美沙 澤田小奈見 宮崎真衣 佐藤亜里沙 中嶋朋子 瀧本恵那 高椙良子
188 菊南病院B 藤村利希 藤野順子 本田沙弥華 片山真理 近藤彩夏 松本いつみ 木村恵理 東山希衣
189 魚神のなかまたち 宮崎千恵 魚谷美智子 宅野瞳 神垣由紀 杉本亜弥 宮川ゆかり
190 アリコフ　1 有田一郎 渡辺あゆみ 高宮さつき 岸森布美子 三島久美子 吉田直子
191 アリコ　フ西原中学校 有田一郎 川元史 隅田博美 川北萌恵 野邊麻未 上前純子
192 モト・キンツマA 渡辺京子 山代みゆき 渡辺京子 近藤加奈子 横溝美紀 鬼塚昌子
193 モト・キンツマB 渡邊治美 加藤直美 橋本末子 堤美幸 渡邊治美 鶴本和代
194 けんけつちゃん 田中咲紀 緒方多輝子 堀里栄 松島奈穂美 興椙美智子 田中咲紀 鬼塚歩美 吉田由香里



195 Lilac 吉村亜由未 吉村絢子 牛島ゆき恵 山本郁子 佐藤千春 吉村亜由未
196 アメックスうさぎさん 中林久幸 浜島優花 竹林恵 小崎和美 福本斉代 川畑章子 上田嘉子 沢田照美
197 アメックスかめさん 中林久幸 前田みどり 上田陽子 小西千鶴子 竹口悦子 泉恭子 宮川結花 山本まゆみ
198 花ごよみ 高橋稔朗 村上さゆみ 松下美樹 中井由香 飛瀬照美 堀尾美樹 中園貴子 鈴木由美子
199 菊池郡市医師会立病院 安武恵子 金子未幸 西村友紀 伊藤小雪 金田由里子 田中ななみ 松永美由記 田中裕香
200 走りま翔陽 嶋津希子 牛島夏美 嶋津希子 小原恵 太田黒薫子 山田美幸 佐藤亮子 宗理恵
201 KMJ☆が一るず 津川正孝 浦本佳奈 山川祐葵 中村友莉華 宮林優美子 松川亜紅 平根美咲 小材綾
202 熊本学園大学 原田成美 西村瑠奈 橋本楓 高鷹瑞希 原田成美 吉野有紀 石橋亜祐美 小橋口佑紀
203 YKKAP九州一T1 加来裕二 島田空 古嶋結梨華 有本唯衣 角山亜美理 森下郁美 桑田祐里 竹下美香
204 YKKAP九州一T2 有馬憲之 案浦楓 別城花奈 岡村美希 豊田真子 前田百恵 堀江梨乃 山下真奈美
205 芦北スイトピー 寺川直幸 宮田すえ子 平塚令子 立迫信代 緒方由佳 江口あさみ 木下奈美
206 芦北マリンガールズ 寺川直幸 下田玲香 村田亜紀子 柳迫春香 松本紀子 酒井かおり 上野純子
207 錦中スペシャル 中根のり子 古川舞 山下優子 橋野由美子 宇土裕子 中武木綿子 新村玉美 宮本修子
208 錦中ミラクル 中根のり子 上原昌子 福田麻衣 濱崎明美 満尾京香 井多恵 吉富加奈子 林真理
209 岱明中チーム益崎 益崎慎司 小林智香 山内希美 イブ・ギリソン 濱田小百合 衛藤愛 前田和美 片山佳子
210 チームみちこ！ 坂元美智恵 高永美貴 上村育子 森本佳代子 坂元美智恵 後藤真弓
211 セントラルガールズA 畑中秀行 松本美希 松原由美子 春山理恵 岩下智子 鎌田実乃里 有働さやか
212 セントラルガールズB 畑中秀行 西村里津 内田優i希 永松尚子 小鶴沙弥香 今村友美 橋本ゆりか
213 セントラルガールズC 畑中秀行 力武由美子 守川愛梨沙 秋田陽子 高橋径子 鍋島理子
214 セントラルガールズD 畑中秀行 中山恭子 平賀優子 福本貴美香 緒方このみ 井上真衣 亀田由美
215 チームVAC－100 上田千代美 一明芙美佳 原田まみ 村上優子 田邊詩織 浦田栞 坂梨明日佳 佐々木麻耶
216 team☆シュガーⅡ 佐藤薫 緒方貴子 小川麻夜 鶴尾真衣 甲斐尚子 佐藤薫
217 天草地域健診センター 平岡昌晃 上嶋知子 田山紗代子 益田みのり 濱洲千亜稀 野角理恵 岡部久美子 小手美幸
218 天草地域医療センター 植村正三郎 永田千紘 舩田美波 猪股舞 森下このみ 原田由美子 早川知里 平井絢子
219 Team　ARAKI 荒木方子 浅川昌子 原田夏子 星野南海子 千馬佳子 松村菜々 平木雅美 山下万里奈
220 TeamMISIMA 三嶋久美 渋谷望 東野彩香 中居寿美 渡邉信子 堤由季乃 高本歩 佐藤清美
221 ナガセビューティケア 橋口木實 大川聡美 小澄美幸 富田淳子 藤田幸子 今屋真理子 田浦麻理子 田上奈実子
222 サニールージュ 谷口悟 成瀬寛恵 堀江里美 若松由佳 長井春美 安部由美子 香月理江
223 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 野田樹里
224 オッケー！バブリー！ 椎葉ちはる 椎葉ちはる 木庭恵美子 荒木郁子 中尾静 椎葉順子
225 熊菱会ピオニーONK 吉武正和 才口みゆき 松本幸恵 高村碧 今永友里子 小森禎子 小山邦子 松田和代
226 熊菱会ピオニーYMK 安永伸二 谷内恵 堀田明美 今野今日子 吉田聖子 竹追早苗 堀出かりん 井藤和江
227 七城走ろう会 ダイロフ美香 石本美紀 田中裕子 秋吉栄美子 坂本早苗 古荘貴美子 足達陽子 中村麻紀
228 KACと七城走ろう会 ダイロフ美香 岩木和美 北原江里奈 川俣明日香 上田加代子 ダイロフ美香 青木美和
229 しらふじガールズ 森上元子 坂本寿子 鶴田美香 田中朋子 山城綾 木村かおる
230 熊本整形リハビリ 中村朝美 大川栄子 中村朝美 川俣栞 田添瑞穂 西岡美月 後藤ちなみ
231 熊本整形ゆっくり 中村朝美 増見由希子 有働志保 土持純子 西原智恵子 鮫島秀子
232 熊本整形7病棟 中村朝 佐藤綾子 黒木春奈 大隅さゆり 高木美穂 三池聖花
233 サル×2 渡邊美恵 喰田久美子 久保雅代 倉岡桜 坂本理恵 渡邊沙弥香 渡邊彩 秦千絵



234 KNMぴよA 竹本展佳 松本里美 原田昌美 上岡恵子 瀬戸山京美 松本文代 竹本たよ子 松本秀子
235 KNMぴよB 村中武司 佐々木紀子 村中順子 藤本恭子 蔵道博美 池田芳枝 村中美鈴 村中美紀
236 豊岡RCレディス 豊岡知博 宮崎遥 岡崎尚美 佐美三絵美 土田由美 桐原由香里 長尾利恵 小松野佳代子
237 フェニー准尉熊病 眞鍋倫子 日隈房美 石谷葉子 成田典子 佐藤恵美 門脇公子 出上晶子 申武淑重
238 自衛隊病院Runラン 眞鍋倫子 黒神優 金田千裕 山崎由美子 竹本祐子 楠野理恵 本田美加 坂本千秋
239 自衛隊病院エンジェル 眞鍋倫子 出水田真希 杉村愛子 水元愛梨 光宗佳美 鳴海美佳子 林千賀子 山口はる菜
240 自衛隊病院ウィング 眞鍋倫子 中村リカ 森田康子 田中朋佳 眞鍋倫子 押川恵子 角加奈 佐藤恵里
241 熊本東カーチャンズ 東光弘 坂本ひろみ 牛島山香 平田さやか 渡辺美紀 木村聖子 原野妙子 田原彩
242 希望ヶ丘LSD 内田慎也 田中南光 青木綾 溝見裕美 山本結佳 緒方美怜 藤林香帆
243 ルーランママA 岡本絹代 橋本智香子 田上法子 本田里恵 藤川昌子 西光代 大野久美 吉永佳寿美
244 ルーランママB 岡本絹代 笠井千保 岡本絹代 黒田恵美子 林田幸子 飯田あけみ 矢田和美
245 まつにし高girlS 上羽奈津美 原田麻衣 坂村実里 川上由紀子 大塚賀子 西村聖子 木村理子 森山瑛
246 ひのくにドラゴンズ 中山龍也 原田聖子 桝田咲 幸村亜希穂 木崎春菜 冨田美登里 野田美和 宮原真由美
247 JP女子会 前田美香 藤本秋子 辻佳菜子 福島直子 高田智子 前田美香 藤本乃真美 阿部たまき
248 WAレッドクロスA 緒方順子 吉永真由美 村山莉帆 東真理子 佐治陽香 牛島尚美 兵頭和紗
249 WAレッドクロスB 緒方順子 緒方順子 永田裕美 寺島理恵 小田あゆみ 佐藤加奈恵 加久菜摘
250 砥用中かあちゃんずA 戸浦敬文 中嶋恵美 北原和子 山目由紀子 戸浦稲美 一ノロ美奈 前田絵梨子
251 砥用中かあちゃんずB 戸浦敬文 坂本ゆか 見崎あゆみ 吉出庸子 右田千恵 安田まゆみ 五瀬みどり
252 卍八代美女軍団卍 小田原晃 西田朋子 篠原彩恵 藤本夏奈 西村友莉那 巾本早希 桑原明美 西田節子
253 BELIEVE 中村洋子 野間佳那 吉松千草 仁科友維 青木佐和 後藤佳子 小林由紀子
254 BELIEVE（A） 中村洋子 中村洋子 境恵美子 吉岡雪子 坂本美保 樺妙
255 BE臼EVE（B） 中村洋子 那須博美 福島慶江 吉岡和美 渡邉聡美 赤松裕子
256 BELIEVE（C） 中村洋子 西山エン 上田摩耶 中西深雪 阿久根ひろみ福田歩
257 なぎさママS 松田由利子 新堀裕 伊佐坂可南子藤原由美子 村山真由美 山本和美
258 熊商マザーズ 穴井智子 穴井智子 宮本博美 井島さつき 安田尚美 鷲崎久美
259 とりあえず走ろう会A 足立千恵子 西山智美 宮崎静香 西田真理 丸太美緒 足立千恵子
260 とりあえず走ろう会B 渡邉充美 荒木真実 前川彩乃 鎌倉由佳 渡邊充美 農田真紀
261 直ママと愉快な仲間達 本田文代 畠三紀子 田中久美子 本田文代 村上由美子 奥村美貴子 畠浜子
262 TEAM上腕二頭筋 丸島健郎 山本栞奈 末永実久 河合光 丸島真理子 宮内真里奈
263 TEAM大腿四頭筋 丸島健郎 中島佳純 日高有紀 椎葉水萌 鎌田真由 石原裕理
264 チームWINS　Ⅰ 安藝ゆみこ 水野エミ 田上結加里 緒方直美 内田鈴子 lll用由紀子 太田美沙都 出野佳奈子
265 チームWINS　Ⅱ 安藝ゆみこ 坂西百恵 岩坂あかり 村山美希子 満崎知恵美 森山理渉 芹川由枝 橋本喜久子
266 新産オールスターズ 藤掛正道 北原紀子 笠朋佳 小山貴子 井芹美穂子 木村恵美 村上美波 江崎美樹
267 チーム微ぢょRUN 大串太師朗 江越貴子 大串和美 藤本恵子 吉田知可 田中美穂 田崎恵美 村田鏡子
268 amiche 今村美香 長崎里美 須藤由香里 田中あけみ 坂田香織 今村美香 西口美紀 松暗佐織
269 西野ひかりちゃん 田島智子 平野明子 冨永泰子 吉田奈美 藤本愛英 江戸美香 園田美和子 釜賀千恵子
270 スーパーwomen 太田光代 齊藤わか 太田光代 福満万耶 寺本麻美 福島早貴 柿山美和
271 ムチャブリーズ 白井恵子 松岡和奈 泉美紀 長尾有希子 水野桂子 財満若菜 白井恵子 西島研子
272 長嶺安田組アダルトA 安田久美子 玉城真由美 松本利枝 甲斐登美子 福住淑子 小田高子 長野誠子 牧野美和子



273 長嶺安田組アダルトB 安田久美子 三浦敦子 石垣るみ 塩松紀子 石橋梨江 神田みゆき 川口有紀 下川美砂
274 長嶺安田組ヤングA 安田久美子 松尾綾美 坂本彩乃 大窪美織 後藤碧 川上綾香 川崎三保子 鶴田智春
275 長嶺安田組ヤングB 安田久美子 田川彩桜花 上村あかね 渡部真名美 古庄舞 長野歩 白石晶子 田巾真梨子
276 ながみねガールズ 安田久美子 浦薫 雪見麗子 中村直美 詫問晶子 古閑英子 田原真由美 本田詩子
277 杉村病院Aチーム 杉田雄史 小松佳南子 槇寺華穂 井上祐美加 候燕蕾 三嶋裕子 四方田和代 大塚成美
278 杉村病院Bチーム 西賢人 原由希子 李麗 苗床茉南美 坂口美紀 田中久美子 辛情債 高本茉奈
279 rookyzg☆ld 小川瑞絵 海暗和美 石黒啓子 池田りか 中野留美子 西村良子 緒方貴子 落合葵
280 KMGランナーズ 大江剛 久保田真衣 森恵美加 諌山由佳 奥村幸子 雪丸梨恵 佐藤由香 野口結加
281 松橋紅花会 桑田浩美 松村幸枝 林田理恵 杉本康子 沖村整子 田口ますみ 平岡一恵 内村千鶴
282 熊ラン♥ラン♥ 天本徳浩 原恵 中村智美 田山智絵 大島婦左枝 桐原明美 工藤由美 小山麻衣
283 フルサワー 古澤政人 山本真衣 大嶋志帆 鶴池咲 川口千佳 宮本友里恵 桑原綾乃 古澤由佳子
284 カジーネーブル 古澤政人 辻直子 高野真菜美 永戸真由美 橋本沙依 鍛治屋鮎美 前田美幸 前田厚子
285 Rise熊本 由下久美 秋山孝子 藤瀬博美 金村美紀 村井裕美 北村美保
286 ぽんちゃんZU 松本和久 松本尚美 金井眞奈美 濱田ひろみ 吉冨光 今道理沙 山下光香里 牧野安代
287 明治安田生命A 鳥山隆央 竹井晴菜 萩原悠 梅田莉歩 林田佳那子 江口桃加 佐世智美 溝上志織
288 明治安田生命B 鳥山隆央 中尾茉由 坂井麻衣 松下紗希子 石本有麻 浦田南美 戸高郁 本多友梨
289 武蔵ヶ丘病院うさぎ 八木駿一 宮川夏実 畠山勝美 嶋谷佳江 鬼塚加絵 深浦晶乃
290 武蔵ヶ丘病院かめ 生松泰典 木村友美 池田美咲 蒔平悦子 村山由香 村端恵里圭
291 vivied 高村春奈 影山利香 上田智子 吉瀬玉美 上山英梨子 上田のりこ
292 ありがとう荒尾高校 水元義和 宮田亜以子 小山文子 園田佳寿美 堤菜々子 後藤優紀 沖村麻美 渡辺芙美
293 矢部広域病院A 坂本達彦 上田かえで 小池あゆみ 田中文 村上優子 赤星紀代 寺尾恵美 中川朋子
294 矢部広域病院B 坂本香寿 橋本留奈 片山雅美 大原純子 奥村晴美 柿田留美 坂本香寿 角田和美
295 ラビットバレー 平川貴浩 米田茉由 島崎彩可 佐々木唯 坂崎厚巳 吉田早公子 江原濡 梅本亜紗美
296 ヴィダル 黒肥樹樹 亀崎美和子 津留圭子 水谷えりか 野田敬子 大塚千華 根岸佐知子 黒肥地樹
297 SMAP（裏） 高橋由紀 高橋由紀 小村亜貴 木下陽子 伊藤紀子 加藤加代子 井上静子 丸目芳子
298 鐘ヶ丘御意見番 榎田良一 東由似 梅田美恵子 平野春菜 中竹幸子 榎出美代 赤池邦子 古賀さゆり
299 もぞか♡SLG 上村雅弘 瓜生由美子 見嶋和美 東智美 犬童麻美 東恭子 永岡沙織 山口みゆき
300 グリーンリーフ 宮﨑春美 園田実喜子 田巾瞳 島田由香 古澤頼子 森坂邦江 作田はつみ 前田知子
301 目玉焼きは醤油派 荒木雅浩 橋本一栄 木村めぐみ 大石若奈 鮫島妙子 赤星久美子 土井裕美子 石原睦子
302 目玉焼はソース派 荒木雅浩 坂下智美 松崎裕子 野口玲奈 富田真実 清藤久美子 田巾聖子 黒田信子
303 マウンテン・ゴッデス 佐浦貴子 江頭佑実 三浦未来 金子南 甲斐桂子 佐浦貴子 藤本正子 泊ヶ山美穂
304 南ヶ丘ランナーズ 二殿一身 岡本真由子 松本まどか 原田厚子 菊池あいり 岩永愛美 池田瑠美 佐藤さつみ
305 KOBAYASHI♡ 小林広、典 西川香 小森田葉子 荒川麻衣 緑晴奈 山野珠実 徳永真左美 関口有紀
306 一新レディーズ 村上陽明 吉田道子 高野由樹 原綾 森田綾子 村上香奈子 倉出みちる
307 我等愛駅伝競争後麦酒 三輪勝 田中由理 今村照美 三輪美佐 大塚梨恵 米山麻衣子 大塚勤子 古舘みさ子
308 K－Smile☆ 西千春 後藤朋子 矢野有賀里 西千春 木下真美 中尾千夏
309 チーム！平田亜希 平田潤 平崎洋子 平田亜希 上村綾 光永百恵 濱ロ明美 水本朱美 友田晶子
310 アンチエイジング 米玉利朋子 徳永明香 米珠利朋子 三好由真 古閑真弓 岩田直子 吉田夕子 池田京子
311 KSPA・ミズノ 八十田宏 石橋唯 井芹加愛 吉田華子 益田栞 浜口アヤ 磯部紗野香 今村忍



312 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 織出由香
313 桜十字A 芹川晃 右田奈津美 那須扶美香 曽根原優希 長迫恵里香 横山美和 御手洗桜 鵜川美沙
314 桜十字B 芹川晃 岩下喜美 堀江暁代 落合美佳 南里紗衣 石澤多真美 田崎舞衣子 足達望
315 桜十字C 芹川晃 田辺絢子 川嶋里奈 那須千鶴 辻本薫 本田茜 岡本真美子
316 ゴールデン三代目女子 緒方あゆみ 緒方あゆみ 上村亜紀 橋口加奈 西山智代 水岡由紀恵
317 You＆me 野中みか 野中みか 松本千夏 中満早苗 池田淳子 中村洋子 松本未来
318 みかんの丘 山本有希子 東いつみ 永田朝美 森出瑞紀 浦部ルミ 塩塚由佳 池尻久美子 山本有希子
319 チームルリん子底力 矢島雄二 小崎沙織 田中ゆかり 竹田さつき 田B由紀子 加藤信子 野嶋あおい 岡村悦子
320 チームルリん子花 矢島雄二 松崎真千子 荒木郁 佐伯麻衣 宮崎優子 瀬々井ハル子矢島ルリ子 高橋孝子
321 たかえブロック 宇都優華 宇都優華 開かおり 永田美貴 平田晴香 藤谷明日香
322 熊菱会ピオニーZKS 的場一記 園木智子 吉川君子 植野愛子 西村比呂子 平木直子 松下千晶 松田優希奈
323 ハマダヤいっかんRC 山本崇 松田恵 與縄貴子 田尻靖子 田中花香 稲崎久美子
324 不知火JRC後宴会 山本崇 岡部奈穂子 山下ひろみ 田川美穂 山田智子 中熊幸代 田中瞳 久野忍
325 お気楽womanin玉名 田上知子 馬場綾 永田洋子 白野文子 宮本眞由美 西鴬由美子 田上知子 田上文代
326 森の妖精　いずみん 福田美保子 宮本幸恵 福田美保子 木原まゆみ 町田梨紗 廣瀬友香 ReginaDukes
327 あまもん 天本節子 天本節子 緒方美砂子 吉村倫子 林田智子 竹熊江里子
328 メスライオン☆ガオー 前田正男 田中万菜巳 帯向麗生名 傳田みのり 宇佐美愛 三崎詩織
329 ライオン健口美ガール 黒ll唖紀子 青木有沙 亀田麻未 進藤朋香 羽野麻未 野原佳織
330 チームRKK 宮脇利充 栗原めぐみ 江上浩子 塚原まきこ 津田ひかる 常盤よしこ
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