
中学の部

NO 所属名 監督名 1区走者氏名 2区走者氏名 3区走者氏名 4区走者氏名 5区走者氏名 補員①氏名 補員②氏名
1 玉名中学校 福田幸治 堀愛菜 松本明城 田上未来 境田麻那 本田悠薫 山本真央 城戸愛英
2 帯山中A 早稲田大輔 神﨑愛子 中橋愛子 渡邊真心 吉本凪沙 吉井陽向 植松英子 0
3 帯山中B 沢田修 角田萌華 満﨑遥風 福島夏穂 豊田心美 園井結菜 堀このみ 0
4 帯山中C 沢田修 鳥丸沙葵 得重真和 野中結衣 白石花華 溝田紗子 大西優奈 0
5 五霊中陸上部 井上美孝 松山芽生 福島楓華 坂田紗世 安藤　帆夏 中野和心 服部朱音 牧野羽織
6 益城中Ａ 荒牧浩一 守島柚葉 石原史袈 田邉穂乃花 荒木梨花 川端芳乃 福岡沙也花 守山理子
7 益城中Ｂ 荒牧浩一 森崎蓮 河内桃子 宮田りょう 末藤綾菜 河村優羽 濱岡寧々花 泉伍咲
8 大津中学校駅伝部 小島孝介 木野梨沙 中畠帆海 益田亜弥 野口惺礼 緒方穂乃夏 堀之内美妃 志賀鈴奈
9 江原中Aチーム 有田一郎 江嶋祐子 飯川乙女 東友里愛 杉本梨愛 村山心来 星野里奈 0
10 江原中Bチーム 山下千裕 篠塚千愛 梶原愛 大嶋梨紗子 久保美稀 三浦衣織 0 0
11 江原中Cチーム 古川良一 東瑠夏 坂本史奈 大谷羽音 永松鈴奈 牧本青空 0 0
12 北部中学校 右山大三郎 境田百花 山隈美咲 東紅琶 古賀さくら 境田萌花 大石葵 松村凛
13 松橋中学校A 中本英次 中村早希 園田実良葵 岡本虹海 作森万采 中山日菜子 0 0
14 松橋中学校B 中本英次 上村風乃 加世田杏奈 西村春音 福永心音 横山はな 西村彩華 0
15 松島陸上クラブ 岩永匡史 笠松友夏 嶋﨑美帆 林田沙月 上田愛羅 須﨑心咲 0 0
16 武蔵ケ丘中学校陸上部 藤山征太郎 龍玲衣奈 荒川浬央 工藤涼葉 髙居陽菜 陳星宇 神薗芭奈 小林愛果
17 二岡中Aチーム 清水雅美 西村美月 木村汐那 宮本詩穏 宮原心奏 田﨑あみ 和田十和 0
18 熊本市立二岡中短距離 井上恵司 椎葉夏未 坂井彩華 山口奏乃 太田美湖 宮原羽奏 満永彩乃 0
19 宇土鶴城中学校A 岡本良正 山田明佳 東素子 宮島鈴佳 高崎埜碧 松野藍霞 吉村あかり 脇原実咲
20 宇土鶴城中学校B 田上大太郎 柿山紗良 三角咲希 内田結月 植原惺良 池田菫 中村日向子 野崎鈴華
21 出水中Ａ 岩﨑佳奈 古田夕葵 飯干菜々華 飯干萌々華 東野恵実 星子真緒 青木菜摘 松崎美緒
22 出水中Ｂ 岩﨑佳奈 横山葵 大坂間柚妃 吉田飛鳥 千年結子 森岡美音 西村優那 島田愛海
23 山鹿中学校A 前田浩 田上真 池田菜々子 井出彩七 杉山陽菜 福盛穂花 緒方咲花 糸山彩華
24 山鹿中学校B 前田浩 石原未来 藤村香澄 緒方陽花 杉谷蘭 稲田愛夏 伊豆永温 柿本真希
25 山鹿中学校C 前田浩 中原巳織 笹原　美優 上之浦咲那 隈部花音 山部蒼葉 古江麗奈 長迫沙弥
26 （欠番）
27 熊本信愛中 守田朗裕 井上和華 川口和花 桃井洋華 本田捺子 有働結海 杉本えみり 川上さき
28 錦ヶ丘中学校 上村博文 矢田愛依 内田朱音 高木悠里 渡辺亜季 城本汐里 高山夏凪 柳田陽向
29 西原中学校うさぎさん 有田郁代 岩下来未 木山優菜 塚本紗奈 木村美亜 松島萌笑 前田桃花 鈴木愛利
30 西原中学校かめさん 高嶋絵里奈 中野萌咲 木村結子 江口結奈 田代綾乃 榎田理沙 村方ひより 満冨七楓
31 砥用中学校陸上部Ａ 瀧森智 樫山さくら 酒井美春 中川寛菜 赤星美咲 福島夢愛 奥村友麻 0
32 砥用中学校陸上部Ｂ 瀧森智 右田里桜 三保亜依莉 稲田美彩 木村歩 平井香帆 上野千花 0
33 鹿南中陸上部 一安晋太郎 牧野深優 藤本理子 清田姫華 村田　紗那 畠山和 田尻采子 深町涼菜
34 西合志南中学校陸上部 野口満 中村心香 松本茉央 今本晴日 森下悠衣 平田愛葉 内田彩乃 岡本征子
35 ドリームみなまた 宮﨑容一 溝上加奈 梅下花凜 吉田萌 中村早希 吉野結依音 溝口真愛 林田静香



中学の部

NO 所属名 監督名 1区走者氏名 2区走者氏名 3区走者氏名 4区走者氏名 5区走者氏名 補員①氏名 補員②氏名
36 京陵中陸上部A 志水貴彦 平田優月 平井彩夏 光永沙生 髙梨ひなた 徳永絢姫 岩佐玲奈 佐藤仁咲
37 京陵中陸上部B 志水貴彦 山田璃夕 川野未来 佐藤美咲 石原咲 黒崎晴夏 池田萌花 礒貝美空
38 長嶺中陸上部A 安田久美子 中川優心 上村花梨 福嶋亜依 古川翔美 山川莉穂 志賀帆乃実 塚本遥
39 長嶺中陸上部B 安田久美子 鍬田真里奈 山﨑菜々美 井手彩乃 宮﨑友那 緒方緋佳里 富永芽色 梶原菜々美
40 人吉二中陸上部 鬼塚貴臣 新真帆 寺井彩花 田中くるみ 吉村美癒 黒木友比奈 甲斐星瑠空 和田藍花
41 菊水中学校 船津清 坂本華 藤本喬子 柴尾香澄 池田愛海 前淵あかり 柴尾知美 0
42 岱明中学校 宮崎貴臣 前田優花 柴尾綾乃 田掘心愛 浜崎心 宮本真那 松岡夢来 平田若菜
43 合志中駅伝部 大坪真斗 西野希咲 住宅桃香 廣野優璃 松本葵 川俣柚那 0 0



高校の部

NO 所属名 監督名 1区走者氏名 2区走者氏名 3区走者氏名 4区走者氏名 5区走者氏名 補員①氏名 補員②氏名
101 熊本工高駅伝部 疋田徳 中村優日 岸沙耶佳 上野佑舞 本明愛梨 緒方照紗 平野綾実 戸浦結月
102 有明高等学校 杉本誠 津留萌花 山本真菜 牧野颯姫 青沼那奈 堤好伽 隈部蒼葉 岩村彩水
103 熊本信愛高 守田朗裕 原賀藍実 長沼優香 松山明日香 甲斐紗冬菜 塚田千尋 皆越麻世 松井優奈
104 ルーテル学院高校 吉田謙 池田ひかり 松本まどか 吉永琉音 福山詩織 川野朱莉 星子七海 大保桜
105 千原台Ａ 塚本大介 畑野心咲 松井渚 陳内ノア 山本悠菜 境田真夕 0 0
106 千原台Ｂ 塚本大介 栗原泉 藤村光紀 藤原花音 木村彩花 吉良未希子 新垣聖那 田上沙和
107 makky 西山公啓 緒方海和 中橋由依 村上藍 山本果穂 村上果南 0 0
108 済々黌高校 安永卓仁 田上真愛 前田実紀 石本碧 馬本しょう子 佐々木杏華 小川桃子 畑中美希
109 慶誠高校 中村大樹 下田瑞姫 森本月和早 川島瑠奈 大林真子 古川夏花 小川華澄 0



一般の部

NO 所属名（１０文字以内） 監督名 1区走者氏名 2区走者氏名 3区走者氏名 4区走者氏名 5区走者氏名 補員①氏名 補員②氏名
1 玉名市金栗四三PR隊 谷川ゆう子 松本　佳名子 大西　優子 谷川ゆう子 田上　真紀 林田弘子 本田恵美 0
2 信愛OGママ① 福永ゆかり 霍本輝子 井手尾留美 中川加奈子 竹本知可子 霍本夕歌 竹本有希 0
3 信愛OGママ② 福永ゆかり 福永碧 松原久美子 福永ゆかり 豊田あさみ 三角由香 嶋永千代子 平川育子
4 熊本走ろう会あぎゃん 今村洋一 坂本ひろこ 今泉泉 石松文代 浦野恵子 西村恵子 馬宮怜子 浅井美恵子
5 熊本走ろう会こぎゃん 鶴田淳一 鶴島美佐 田山ゆか 城下ひずる 池田宏美 仙波論子 佐藤イツ子 有働澄子
6 熊本走ろう会そぎゃん 吉次雄二 佐藤美智恵 平井まさみ 井手貴美 須波清子 長迫登志子 上村広子 成田浩子
7 熊本走ろう会どぎゃん 田代治彦 佐藤絹代 村上るみ子 山本恵 小牧陽子 小牧裕子 山口真紀子 平野明美
8 熊本CTCできたしこ 田中秀男 丸山佳代 住吉れい子 川津満寿美 廣松直美 内海由香里 池内奈美 田中みえこ
9 キョンシーズ７ 岩﨑敬信 皆吉美香 福原衣望 立川麻由美 日置知佳 永末あづみ 福田直美 庄野瞳
10 ｒｕｎｒｕｎシスターズ 山本章夫 山本香織 家入繁子 山本恵理 岩下智美 郷美奈 山本香代 家入雅代
11 ふなっぴーず 針馬里江 岩田久美 岩崎晴美 園田なつみ 小柿綾子 一村多美代 針馬里江 松本須弥
12 ファミリー 松尾眞一 嶋田秀美 坂梨恭子 松尾しおり 本田絵美 田中峰子 沖原由希子 城戸由香
13 ＳＰ-Dｒｅｅｍ（A） 森下勝也 野上里沙 古葉京子 西本麻矢 吉永有里 藤本由香 山下美沙都 林江里子
14 ＳＰ-Dｒｅｅｍ（Ｂ） 島﨑雄右 中村綾香 松野莉彩 東原口紗妃 加久晶子 今泉真貴 村上陽菜 黒木亜里紗
15 熊本CACレディース 松本拓也 大城戸順子 村田夏樹 西文子　　 後藤純子 前田淳子 岩田久美 吉田能厘子
16 チーム☆ＯＤＡ☆ 小田俊一郎 植田倫子 福山祥子 緒方亜希 片岡明日香 山下清香 0 0
17 共愛歯科医院Aチーム 三村彰吾 平山香織 松尾千春 興梠舞 辛川照代 宮原陽子 山本智津子 藤本眞里
18 共愛歯科医院Bチーム 鮫田誠也 中川幸代 福田梓 有吉伸子 馬場渚 藤川紗也香 福岡菜苗　 林田奈々枝
19 ｓ６１レディース 大塚紀子 澤田和泉 白鷹典子 二口美春 西村晴美 大塚紀子 0 0
20 ピンクパンサー 木村佐智子 長嶺弥生 西居美奈子 福田裕子 堤美智子 浜崎由子 0 0
21 ＨＭＲＣ女子チーム 平山百合子 瀬口昌子 平山百合子 喜多久子 佐々木眞由美 嶋本ユミ 0 0
22 ＨＭＲＣ女子チーム２ 平山百合子 堀章子 鬼塚正江 堤江里 花田真澄 木村真理子 0 0
23 YKK AP（株）A 日永靖人 島田空 案浦楓 齋藤唯衣 案浦鈴香 別城花奈 古嶋結梨華 竹下美香
24 YKK AP（株）Ｂ 土田真義 豊田真子 竹田雪菜 中野利麻 宮本桃佳 山元奈々世 竹本愛理 中村美月
25 熊本ＣＴＣ 森亮介 森奈津代 福田佳美 西岡佐知子 森川さつき 福田百合子 湯川千鶴子 永谷安子
26 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 0 0
27 TEAMマイペース 蒲池浩平 城戸智子 蒲池沙織 堀田麻奈美 田村優佳 川上健美 0 0
28 山☽ガールA 江藤月枝 伊藤麻美 井島 陽子 軽木江吏子 倉岡智美 市原弥生 0 0
29 山☽ガールB 江藤月枝 井成美 古閑栄里香 甲斐美咲 村上加奈 矢野奈津代 荒木美保 西村晴美
30 菊池・さくらさく 麻生貴博 和田和代 川口玲子 中武郁子 有山千香 宮本京子 0 0
31 はりきりマンボウ 松本紘一 下村亜夕美 葛城奈緒子 矢野恵 尾坂喜代美 松本恵美子 伊藤由美子 安武絵里奈
32 なんぶひまわり 三宅信人 那須千鶴 合志眞理子 民本未希 榮智美 山室佳代 一村琴美 望月尚子
33 おかめちゃん 次山雅巳 井川歩美 大平雪乃 中島なるみ 村上鈴子 芳田厚子 次山寿美子 前野樹
34 センター女子駅伝部 浦川健一郎 田上法子 志賀裕美 軸丸美奈子 深水宏子 岩下和子 左座香織 前田理代
35 信愛陸上部アラサーOG 江藤綾 指原千穂 田添綾香 緒方美沙 上野友美 小田彩古 江藤郁 佐藤あゆみ



一般の部

NO 所属名（１０文字以内） 監督名 1区走者氏名 2区走者氏名 3区走者氏名 4区走者氏名 5区走者氏名 補員①氏名 補員②氏名
36 Team5 泉利恵子 泉利恵子 辻口朗子 松井富士美 星本靖代 西嶋理恵 0 0
37 チーム風の子 本田知世 山本知恵 栗原茉実 久野友紀 後藤美紅 右田香織 井川里歩 村井彩美
38 メスティラノ 今田隆恵 坂下智美 船越美季 野崎礼子 口玲子 角田千佳 緒方美樹 小山朋子
39 秀峰’ｓエンジェル 松山秀峰 前垣志帆子 高野里沙 梶原美香 川崎裕子 石村ゆかり 森野純子 守田和代
40 なぎさ完熟レモン 板井景子 樋口綾 元田紗希子 上野恵美 岩切理砂 谷山絵理 0 0
41 なぎさフレッシュレモン 板井景子 齊藤万里子 寺本優生 藏原璃子 髙田磨衣 岩下遥 0 0
42 ギリギリガールズ 祝昌子 山本裕香 祝昌子 西昭美 太田紀美 松舟純子 徳田麻衣子 菊川徳子
43 NMN48 上村由布子 荒木理那 上村由布子 河野梓 平嶋優子 白石明日香 志賀文美 八𠀋野ゆかり
44 学研ココファン 石田薫 砂辺麻衣 寺澤真美 四郎園優 住吉咲子 坂本千晴 大塚里織 早井千晴
45 チームさくら 中村美知子 中村咲子 井川瑞穂 林田美穂 田中由利恵 濱津智子 楠本美由紀 松澤真弓
46 おばson's 坂下あさみ 坂下あさみ 村島美香 山崎明子 古閑絵里香 森口輝奈 阿津坂孝枝 山本真季子
47 球磨支援マンブー 山下祐子 田畑恵美子 松田果織 中川涼子 松原愛 渕田侑芙 0 0
48 球磨支援サクラ 山下祐子 中村朱里 和泉香織 土井裕三子 田上和 元主早苗 0 0
49 せぐち～ず 瀬口和弘 岩本真由香 山下奈実 重富あずさ 宮村奈々子 江崎緩菜 江崎愛 菊川雅子
50 ヴィーナス 井手説子 山本ひとみ 橋本順子 谷川輝子 井手説子 森田亜由美 坂崎裕子 0
51 ジュノン 井手説子 西田京子 税所江美子 山本さおり 今田咲希 今田幸 佐藤宏美 0
52 自衛隊病院エンジェル 眞鍋倫子 杉村愛子 森田康子 林田紗矢香 青柳鈴音 浦川奈美 河野さおり 岡崎愛衣
53 自衛隊病院ウｨング 眞鍋倫子 眞鍋倫子 佐藤保子 坂本千秋 香月ゆかり 祁答院育代 久保智恵 田上晶子
54 自衛隊病院フェニー 眞鍋倫子 門脇公子 中武淑重 佐々木安代 川添恵美 石谷葉子 平英里奈 林千賀子
55 自衛隊病院はぴねす 眞鍋倫子 日隈房美 楠野理恵 佐藤恵美 山口はるな 中村リカ 佐藤珠里 押川恵子
56 トヨタレンタカーＡ 大濱寿倫 浦島実紅 安田知奈美 田上あゆみ 坂本梨恵 吉田英里 木村真梨 濱田麻利百
57 トヨタレンタカーB 富﨑康男 勇川奈央 有田詩織 田中晴香 松本琉花 緒方夏実 木戸京華 北岡宥香
58 山鹿45シスターズ 宮崎成子 宮崎成子 吉田春美 江東奈津子 柏尾さゆり 竹下美和 森ゆかり 0
59 かわはrunnner's 中川美穂 草場ルミ子 田代貴子 宮脇佐代子 岩崎千博 中川美穂 川崎美保 石井志保
60 team☆シュガーⅣ 甲斐尚子 高橋よしえ 佐藤薫 鶴尾真衣 小川麻夜 甲斐尚子 0 0
61 大牟田Dランナーズ 福島栄登 道薗裕子 原田京子 馬場政代 中島理恵 大津孝子 木野千鶴子 宮原康子
62 信愛陸上部マザ～ズ 今脇三仁 今脇里美 有働恵 原賀美香 井和美 川上明子 三池貴美香 長沼由紀
63 美魔女会 弓削崇臣 本田真寿美 弓削麻理子 山本香 澤田文美 飯田明美 高崎博香 0
64 くわみず病院 池田千歳 池田千歳 谷口候子 岩崎留美 宮崎奈緒美 原尻由紀 田中まゆみ 日高夏姫
65 A.under47 本多久子 安藤温子 牛嶋和恵 林田美晴 福田由佳 本多久子 0 0
66 豊岡ＲＣレディス 豊岡知博 田中花英 宮崎遥 後藤美和 奥村夏美 松下美香 宮崎さやか 佐美三絵美
67 陸の美魔女 満生美香 藤原和佳子 満生美香 山下史織 村上綾 宇佐陽子 0 0
68 益城JHSレディース 荒牧浩一 永野久美子 田上葵 小山優希 森岡千晶 中川幸恵 山下奈菜 橋本亜依
69 本渡北クラブA 松下智恵 橋口梓 野首裕美子 久保美和 松下智恵 小林けい子 0 0
70 本渡北クラブB 松下智恵 磨田実奈 林田奈瑠美 冨安愛 平井史 武藤仁美 鬼塚あゆ 長尾英子
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71 熊本厚生事業福祉会 城戸達也 永守友美 竹田陽 奥村幸希 川嶋江梨香 西岡裕子 坂本幸子 今村洋美
72 さくらランナーズ 田口誠一 吉永恵美 松田菜那 田上愛 本田智巳 野中桃子 古澤知里 松原愛衣
73 立田幼♡ファイターズ 上村龍渕 清原歩 森可奈絵 宮﨑晶子 黒岩慎子 阿部奈美子 伊津野愛 0
74 ヤマトナデシコNO２ 秋山リサ 福田優花 高瀬富佐美 荒木敬子 鳥井美里 井島真利華 嶌野瞳 吉村恵枝
75 たぶん小国 山下敦子 椋野希望 秋山友里恵 ミカテイボ 桂めぐみ 山下敦子 0 0
76 チーム第一 吉村英二郎 吉村静 村田典子 倉永慶子 山下絹予 泉美紀 木下知子 中島里花
77 ヤマトナデシコNO１ 馬場佳世 木山あかり 小出莉奈 山﨑仁美 山登志子 平野千春 0 0
78 チーム・Ｎ 二宮輝美 二宮英子 二宮美津子 二宮優子 二宮孝子 田口沙織 濱田千春 河上麻美
79 MYRA4期生A 井村豊 石橋亜祐美 松本佳奈子 高田美絵 西満里奈 田中祐季 高村雅子 岡里衣子
80 MYRA4期生B 井村豊 塚本唯眞 丸吉喜子 島田成美 吉田美咲 倉岡沙有未 今田彩美 橋本佳奈
81 MYマラソン部 井村豊 前渕まなみ 菊池綾奈 田島遵子 安枝優香 福住薫 前田早紀 高野鈴奈
82 熊菱会PRC元美女 堀田明美 谷内惠 井藤和江 才口みゆき 高村碧 里野美鈴 松野今日子 松本幸恵
83 熊菱会PRC元王女 松田和代 吉田聖子 夏木賢子 北村真弓 守田夕起 佐谷たえ 小山邦子 小森禎子
84 KUROTOWN 中村朱美 大谷佳奈美 江口歩未 釘本桃花 小西理沙子 渡邊真実 泉田梨沙 雜賀美智
85 ササワラマザーズ 上田誠一 橋本友美 緒方つるみ 本田育代 上田順子 上田恵美 那須村紀代子 飯星美佐江
86 チームあらたん♡ 上島欣也 河野多喜 守田恵子 大迫史織 内山慶子 江口みどり 惠村有紀 0
87 お気楽ＷＯＭＥＮ玉名 田上知子 田上文代 永田洋子 西嶌由美子 馬場綾 磯谷友紀 白野文子 田上知子
88 まつばせウーマン 堤寿子 藤本まどか 井藤豊子 本郷茉希 松本文 渋谷望 0 0
89 水俣TFC 坂上哲男 本田恵津子 鎌田みゆき 田畑律子 石田直美 吉本千恵子 坂上智子 寺川美沙都
90 ひまりーず 原恵 原千恵 田浦綾香 原千茜 原恵 鎌田恵 0 0
91 windrun美魔女 杉本美沙 谷川美賀 岩渕大子 垣野明美 高田真理 大塚千華 0 0
92 Team阿蘇 山本武史 木村彩香 内野美里子 上野友紀 中山楓 大田黒麻美 渕上幸子 山下勝枝
93 one 大嶋亜佐子 浦川典子 梶原真奈美 山下千裕 三浦令佳 江嶋和佳子 篠塚千尋 大嶋亜佐子
94 室ブラック 末次佐代子 松本理沙 井上茉美 西岡晴美 荒毛佐良子 米村知枝 野間口広美 0
95 室グリーン 末次佐代子 岡本真由子 花田和賀子 向井友季子 大塚恵子 湊本由起子 0 0
96 室ピンク 末次佐代子 山本涼華 牛塚冬花 牧明美 長谷部瑞穂 住吉久美子 0 0
97 チームスズキ 鈴木紀里 原ゆかり 安武はるみ 鶴節子 大平史織 野田知美 阪本希望子 古賀みち子
98 菊陽町走ろう会 中島石根 松本アユミ 小池くみ子 城幸代 三園ゆかり 山本陽子 山本典子 西本俊子
99 とっとこラビッツ 紫垣祐子 山口史 山口佑 山口和代 中間祐子 紫垣祐子 紫垣由美 田中直美
100 チーム白川楽しく走る 小田裕基 坂田晶子 仲光裕子 岩﨑由布子 武石雅美 富永壽子 後藤南 酒井なるみ
101 木村歯科クリニック 熊野毅 岩下ありさ 関根ひとみ 三井千鶴 川本御月 新宅加奈 藤元宙子 山口友美子
102 とりぷるさーくる 岩﨑しのぶ 吉住詩織 前田あゆみ 原田早紀 松本怜佳 福島依里 本田育美 岩﨑しのぶ
103 ぐりんぴ～す 藤永美穂 藤永美穂 大崎亜希 田上友美 迫志宝 瀬口真理子 0 0
104 らびっと 甲斐利光 藤井志歩子 田山忍 藤井知佐子 中島裕子 吉田広美 山下一美 坂田資子
105 白鷺電気工業株式会社 山下広幸 近藤千裕 柴田亜莉沙 内田聖子 松永美香 河南美紀 少貮美麗 陣内香織
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106 平山ビューティー 丸野頼子 堀田志保 橋本秀美 丹後田史恵 丸野頼子 斉藤志帆 荒尾ほほみ 伊藤麻衣
107 平山キューティー 丸野頼子 荒尾明美 石井美里 岩崎彩 村上亜由美 大田麻美 池ノ下真実 甲斐万理
108 西部マイオンズA 山下茂寿 山下真衣 田中晴美 小山麻美 廣岡智子 岡山久美子 高野とも子 山下美津子
109 西部マイオンズB 高野孝介 高野真帆 坂熊花菜 徳増芙美 本田千秋 佐藤真奈美 井福沙織 中原陽子
110 RCサンフランA 青山洋子 高良恵 白石寧子 本田恵美 岡本彩美 青山洋子 0
111 RCサンフランＢ 青山洋子 田中あこ 伊藤京子 吉井めぐみ 江藤亜紀 園田久美子 0 0
112 RCサンフランＣ 青山洋子 宮家輝美 坂本雅英 飯田妙子 橋口直美 中川由美 0 0
113 福元sisters 猪本伸子 田中花奈 立山晴袈 河添マリ奈 金子優美 志賀瑞奈 荒牧千絵 猪本伸子
114 佐竹sisters 猪本伸子 西川千春 中山優歌 濱本亜弥 男澤妙 伊賀雅 井上沙希
115 UMEのふぁん俱楽部 冨士川幸代 シコースキーローラ アンジェラケリー 冨士川静 冨士川幸代 梅崎美智子 橋本久美 林弘子
116 おみね～ぜ 渡辺裕美子 三戸裕美 川﨑由紀子 吉岡実穂 渡辺裕美子 河野喜久代 藤山晴美 田代智美
117 有明干潟ガールズ 境美和 エイミークーパー 境美和 デールクーパー 宗像まゆみ 太田清華 土本真規子 坂本美優
118 黒髪体協 釘島京平 尾方富美代 西島麻智子 釘島紘子 松岡由紀子 金重知沙子 岡田かず枝 緒方すみ子
119 ひがしクリニック 城戸香織 藤本理沙 松田彩佳 北川理恵 岡山千穂 坂本枝穂 大保優里恵 寺田英美
120 なごみ☆ママちゃん 西原利沙 相浦薫 西原利沙 黒川恵 松尾和美 諸岡薫 0 0
121 まだまだマドンナ 二殿一身 遠山奈穂 原田厚子 池田瑠美 松本まどか 坂口美枝 平川由有子 脇田麻美
122 熊大Aチーム 中川保敬 桒原知里 松村美里 高野悠歩 橋本佳奈 宮嵜由佳 0 0
123 熊大Bチーム　 中川保敬 黒田吏沙 後藤優香 中村江利 日高香織 沢田玲香 0 0
124 熊大Cチーム 中川保敬 倉原菜摘 田﨑愛子 大野紗由稀 田畑友望 佐藤茉優 0 0
125 H 3&東部&夢もやい 河崎一衣 白根佑梨奈 東優紀 立山久美子 山下珠莉 河崎一衣 畦元由貴子 山崎聖佳
126 山中駅伝部マミーズ 長迫貴 山部静玲奈 山部香 田上知美 長迫尚美 福盛恵美 杉山和美 緒方奈都美
127 食いしん坊万歳！ 小川由里子 井上倫子 田辺真美 小川由里子 山口菜月 山口郷子 0 0
128 北熊smileｙ 東朱香 東朱香 古賀亜由美 岩木文枝 中西香織 藤田ちえみ 新川さや香 中山恵美
129 金妻A 渡辺京子 渡辺京子 沼田百合子 清島昭子 渡邉治美 大倉由希子 0 0
130 金妻B 渡辺京子 横溝美紀 橋本すみ子 橋本末子 堤美幸 重浦葉子 0 0
131 愛chu会A 東紀予子 布見麻理 藤河夏美 山田真由美 牛嶋奈々 吉岡唱子 唐津杏奈 中田真紀
132 愛chu会B 東紀予子 松尾優龍 山本南来 山本南有 川上優 熊部天峰 川口元子 0
133 愛chu会C 東紀予子 犬童萌湖 久本晶子 東紀予子 大坪京加 木下美紀 重富梨央 今村晴香
134 仁誠会走る仲間たち 橋爪真由子 中間恵子 村山由紀子 阪本としめ 荻久保綾菜 山口奈津紀 0 0
135 山鹿中学校うさぎ 池田幸春 山口千恵 東野彩香 橋本愛 津留ありさ 中村理恵 0 0
136 山鹿中学校ゆるっと 池田幸春 多賀智子 古家彩夏 村上智子 小路永和奈 立山智恵 田口幸子 0
137 山鹿中学校かめ 池田幸春 高上史帆 冨田枝里 前田キヨミ 高木沙衣子 上田奈緒子 山本夏海 0
138 だばちんズ 石川奈津美 内田政美 吉本美浦子 谷口としみ 石川奈津美 古市美智代 前田真弓 松岡　美穂
139 熊本東カーチャンズ 木村聖子 木村聖子 坂本ひろみ 津田さおり 渡邊美紀 牛島由香 平田さやか 松村みなと
140 サル×２ 渡邉美恵 渡邉沙弥香 佐藤理奈 松村　志摩子 坂本理恵 喰田久美子 秦千絵 渡邉彩
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141 Ｗ親子とプリティーＨ 南部佐代子 南部佐代子 原口久美子 宇田満 南部祐佳 宇田由美子 深迫広美 0
142 くまちゅう西６ 沼田知代 小川麻衣 河野里奈 高岡茉実　 森梓 太田成美 田尻陽菜 福田由貴子
143 アナデスタイ 津山正孝 片山奈々 和田黄良 平良瑞希 尾崎圭 山下海祐 松川亜紅 衞藤美咲
144 牛高 山田幸 山田幸 大津優 橋本智恵 緒方芳美 村上杏子 0 0
145 あきたスポーツクラブ 宮崎美穂子 清田美奈子 高戸里美 小山朋恵 田尻千賀 徳永華香 中原　文 峯　順子
146 黄色い稲妻 鶴山幸樹 宮原直美 嶋津希子 福田弥生 竹原亜紀 藤本富美子 柴田博美 0
147 チームつないで 吉山真由美 吉山真由美 堀田紗江 伊牟田泰代 緒方さやか 藤本秀美 鏡智子 谷冨亜矢子
148 矢部FCプリティママ 上田恵子 野口直美 佐藤さおり 松本恵美 草野博美 上田恵子 藤川景子 上田かえで
149 ビューティーひのくに 中山龍也 野田美和 伊藤優子 小出泰菜 竹嵜玲奈 税所るな 中西咲 0
150 Ｈａｐｐｙmaman 穴井智子 高本富士美 宮本博美 鷲崎久美 宮本尚美 藤川ひかり 西良美 井島さつき
151 ルーランママ 国吉晴美 笠井千保 大保真弓 松本幸枝 星子真理 川野薫 池田千洋 吉永佳寿美
152 肥後椿 菊川友廣 菊川順子 河野かよ子 小西きみえ 浜本紫 恵濃たつこ 菊川恵美 0
153 チーム笑笑 北原紀利 一ノ口美奈 北原和子 戸浦稲実 村本愛 山口由紀子 松村由理子 吉田庸子
154 和水いだてんガールズ 福島英士郎 大山三保 米村理沙 梅本理美 相澤公代 船津桂子  0
155 城山ひのくに 松下智子 福島敦子 松下智子 谷口ひとみ 内山明日佳 牛嶋沙耶 田尻綾子 牛嶋美保
156 熊本赤十字病院RC 井上尚樹 溝口弘恵 片山佑美 德永早紀 加藤みちる 竹田温子 蒲原知紗 大賀妃実華
157 シナプスガールズ 野村美恵子 下野怜美 青木梨江 赤池尋恵 佐竹君花 前川裕絵 橋本奈穂美 0
158 救急外来AEDチーム 宮川朋子 高木萌 吉岡美紀 吉田訓子 吉中香澄 橋本美和子 斉藤理佳 河崎あゆみ
159 画像なでしこ 菅原丈志 鎗水恵美 福島かれん 田口寿里 末藤恵 田上桃子 高橋由可利 長嶺恵理
160 日赤女医ナーズA 角田隆輔 田中みずほ 山下ちひろ 柴田真由子 松森千里 中村菫 寺田夕希 田中史子
161 日赤女医ナーズB 東祥大 野島理恵 光吉こころ 片岡菜摘 古川佳那美 松川舞 住吉美咲 中村希実
162 谷田病院ソール 近藤龍也 浦田侑 吉坂智香 山本真希 堀アヤ乃 大塚彩果 0 0
163 谷田病院ルーナ 近藤龍也 佐野美穂 片岡さゆり 千馬文美 柿原未来 山本ゆか 0 0
164 谷田病院テッラ 近藤龍也 福島由美 川口はるみ 田上真実 柿園聖子 岩崎真由美 0 0
165 前歯 北野葵 宮脇あすか 宮原希望 阪本美幸 山下清美 福元恵理子 福田知香 押川美和
166 奥歯 北野葵 佐藤恵利香 馬場彩乃 内田エリカ 小佐井優香 平田真実子 坂田光莉 森美南海
167 金よう日ニコニコ 長谷川典子 長谷川典子 浜武佐知子 堀内春乃 桝永淳子 樋口美帆 0 0
168 金よう日ランラン 長谷川典子 内田志保 綛田佐和子 白井みさ子 末松祐子 西坂美枝 0 0
169 チーム☆ホワイト 北野京子 原口愛 野添美和 有内文香 西沙織 松岡椎奈 後藤恵 中本いずみ
170 一新レディーズ 村上陽明 吉田道子 髙野由樹 金原美登里 倉田みちる 村上香奈子 0 0
171 GO！GO！ススムン 渡邊進 吉田愛 倉岡紗織 寺本詳子 後藤恵美 水野里保 河上さとみ 高橋彩子
172 チーム☆マウンテン 大窪文子 福島美香 植田美樹 岡田夏子 大窪文子 嶋村真見 馬場博子 矢野あをい
173 Try:B 池田祐希 日浅順子 富崎弘子 赤松藍 中嶋裕美 豆塚木美 池田祐希 0
174 チーム・スマイル 秋好裕美 下田聡子 秋好裕美 瀬尾三千代 青木裕子 成松紀子 0 0
175 カラフル 尾﨑文美恵 大村亜里沙 尾﨑香純 江藤楓 尾﨑文美恵 豊増恵里 豊増恵子 尾﨑千穂
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176 菊池病院Ａチーム 久保健一郎 小陣恵子 寺師絵里香 笹田梨紗 松田美穂子 坂本美里 0 0
177 菊池病院Ｂチーム 那須広輝 今村由香 中園愛美 尾形純子 古屋美南子 末永紀子 0 0
178 ♡うーたん♡ 日髙理恵子 日髙理恵子 高島美香 舛田愛 上村彩乃 下川笑香 内村梓 栃原彩実
179 キャッロッピー菊陽中 豊岡秀敏 北原信子 佐藤晴香 山下優子 宇土裕子 山脇さおり 平木雅美 永江優実
180 タケシタ調剤薬局Ａ 堀川達史 津田明奈 田賀農茜 上田弥生 宮原麻由実 出水田千佳 吉村美沙希 松隈沙也加
181 タケシタ調剤薬局B 原口真人 林田真依 今泉文子 宮川幸子 澤田ちさと 柊平優 竹下舞 成松里紗
182 ＢｅＢｅクラブ 西川路美香 伊津野奈菜 伊津野美桜 宮原留美 山内博子 白崎淑美 柿川真紀 亀井佳奈
183 伊倉仁◯加ランナーズ 富崎純弘 平川尚子 宮地小百合 小山ひと美 伊豫寛子 竹内聡子 0 0
184 マッハーGOGO 橋本勝次 後藤由里 廣瀬明美 岩下由香利 野田樹里 橋本郁子 高橋喜美子 0
185 肥銀リース株式会社 渡邉由美子 妹尾たまき 岩岡若菜 原美和子 渡邉由美子 木戸菜緒子 横田明里紗 岩岡菜緒里
186 錦中 中根のり子 上田昌子 福田麻友 濱崎明美 千葉冨美子 平山恵 小崎友美 橋野由美子
187 中村整形外科 中村孝文 井芹直子 渕上百恵 緒方道子 橘由佳 泉逸子 永松春菜 竹本奈央子
188 宇城総合レディース 山口里美 井上知美 西山千尋 曽木千紗斗 山口里美 古澤南美子 上村聡子 上村斐香
189 出水中陸上部母の会Ａ 岩﨑佳奈 飯干歩 森岡早苗 田村美香 米田美穂 志垣麻裕子 青木みゆき 前田季代佳
190 出水中陸上部母の会Ｂ 岩﨑佳奈 柴田ちはる 下田美保 佐藤孝子 千年志保 大坂間美和 横山由佳 古田和美
191 芦北マリンガールズ 寺川直幸 下田令香 柳迫春香 酒井かおり 中村絵美 平塚令子 村田亜紀子 0
192 芦北スイトピー 寺川直幸 木下奈美 松本紀子 立迫信代 出水知子 平井あさみ 上野純子 0
193 芦北マーガレット 寺川直幸 宮田すえ子 矢野裕美 島本輪子 久保田祐子 柳迫良子 0 0
194 亀よりまし 松本三千代 猿渡亜紀子 仲里祥子 廣田薫 嶽本幸恵 髙木直子 田原香織 柴田真衣
195 はっぴー 田方玲子 石川かおり 髙野みお 野田あき 澤ゆか 立原ちえ 0 0
196 スマイル 田方玲子 上川あやこ 原口なおこ 三島みずえ 野崎いずみ 佐藤ゆみ 0 0
197 エンジョイ 田方玲子 速水まみ 上田あやこ 山中さき 福田まみ 田方玲子 0 0
198 ナガセビューティケァ 今屋将美 田浦麻里子 藤田幸子 小澄美幸 今屋真理子 大川聡美 柴田由佳 林由紀子
199 ぷちぷち 天本節子 天本節子 緒方美砂子 久保恵美 吉岡あけみ 渡辺英子 0 0
200 チーム本会 吉﨑誠 甲斐江里子 白石亜希子 山田利美 黒木晶 紫垣礼 嶋津優貴 早田美鈴
201 さっちーず♡宇城市 西本幸代 喜津木紀子 大和美穂 菅いずみ 坂道彰子 田川温子 十島就子 西本幸代
202 チームＷＩＮＳⅠ 白川和則 水野エミ 岩坂あかり 出野佳奈子 瀬上千穂 緒方直美 石原わかな 田上結加里
203 チームＷＩＮＳⅡ 安藝由美子 橋本喜久子 満崎知恵美 伯川千絵 中村幸子 猿渡佳代子 山田早苗 田中弘子
204 チームほりかわ 堀川淳 堀川美奈子 岩永葉子 堀川真希 徳永香織 市原さやか 土井香菜 宮本知恵
205 プライド 池部貴之 岸本紗江 桑原しおり 池部里奈 岡本孝美 川口由樹美 田中文子 内藤郁美
206 プリチーウーマン 小山麻衣 小山麻衣 佐藤聡子 田原清美 小山裕子 岡村純子 寺本紗生 永井友子
207 S☆PureGirl 岩田雅子 小西智子 古閑芳江 谷頭温加 藤山久美子 岩田雅子 江藤巳千代 0
208 甲佐ニラガールズ 松中正剛 木本いつか 坂本可奈 髙木祐貴子 堀久美子 田元亜季 有働美保子 鍋田志津
209 菊池郡市医師会立病院 安武恵子 薮亜紗実 山田ななみ 金田由里子 皆本洋美 松永明子 奥田熊合 田中裕香
210 出田眼科病院 宮本康平 小幡瑛里子 八木文美 鶴田ルミ 神谷千晶 岩崎友美 平塚智子 0



一般の部

NO 所属名（１０文字以内） 監督名 1区走者氏名 2区走者氏名 3区走者氏名 4区走者氏名 5区走者氏名 補員①氏名 補員②氏名
211 こじくんラストラン 前田友香 島田愛 田上香織 永村真知子 折井唯 永木里奈 蘇畑清香 0
212 菊南病院A 東山健児 藤野順子 岩﨑愛 林田りさ 瀧本恵那 中嶋朋子 髙梠良子 0
213 菊南病院B 藤村利希 澤田小奈見 片山真理 小山茜 坂本優 吉本つかさ 東山希衣 0
214 くきゃほRC-ISD 松川将三 磯田聖香 市下由美 森美奈子 宮本美穂 松川愛奈 0 0
215 くきゃほRC-HYS 松川将三 林久美 吉村保美 田平佳苗 安永瑞萌 角田空子 0 0
216 白藤ミックス 中矢亜紀子 中矢亜紀子 後藤佐和子 橋本綾 三隅かよ子 二子石優 宮本優子 神崎亜矢子
217 翔陽高校かめさん 荒木昭美 楳田彩乃 杉本歩郁 米村麻奈美 堀純子 小原恵 勢田歩美 森田久美
218 翔陽高校ラビット 河田透 佐藤里彩 ローラ・サイコスキー 佐々木絵里奈 森美奈子 坂梨智香子 嶋村未来 山田美幸
219 KU Ladies ダイロフ美香 ドロズデンコダリア レオンカバロ利恵 古谷亜由美 進藤浩子 ダイロフ美香 青木美和 0
220 キラキラ☆ 山元和也 冨永羽菜 藤井果代 中原綾香 中島幸希 今村綾 0 0
221 FORMULA　K 荒木宏太 長由衣 津田晃美 田代玲美子 荒木智子 中川時子 林康子 0
222 チーム青木 青木太 桶田美紀 永谷智子 井村仁美 浦辺瞳 大塚千鶴 坂口勝美 0
223 チームルリん子Ａ 矢島雄二 竹田未央 荒木郁 田口由紀子 大西まゆみ 宮崎優子 矢島ルリ子 矢島恵子
224 チームルリん子Ｂ 矢島雄二 竹田さつき 田中ゆかり 小﨑沙織 竹下町子 加藤信子 吉田素子 四方寛子
225 ポンちゃんZU 松本和久 吉冨光 飯干早希子 濱田ひろみ 坂本千春 松本尚美 金井眞奈美 0
226 チーム昭彦❤ 岩下昭彦 松本奈津美 谷山亜希 渡邉信子 米田圭織 千馬佳子 上月直美 尾崎真由美
227 SJC　Ladies ダイロフ美香 古荘貴美子 田中裕子 坂本早苗 秋吉栄美子 石本美紀 緒方由紀 0
228 若駒気力チーム 松岡亜紀子 吉田綾子 赤池静香 太田雅美 佐々真理子 田中かおり 宮口とみ 内田容子
229 若駒体力チーム 赤星久美子 江原澪 宮本紀子 谷冨香澄 大瀧沙保里 オラ・アキンデス 吉岡三紀子 太田鈴菜
230 ラビットバリー 池田祐一 ＨｕｇｈｅｓＰａｉｇｅ 浜田梨花 米田茉由 島﨑彩可 佐々木唯 0 0
231 東町すろーらん 甲斐恵理 穐本尚子 野中里美 若松紗代 甲斐恵理 廣田奈津子 富田裕美 工藤誠子
232 不知火ＪＲＣ後宴会 石島眞澄 松江香奈 山田智子 田川美穂 岡部菜穂子 中熊幸代 西坂晶子 鍬田真由美
233 成仁ガールズ 森中理恵 松原瑶佳 平山綾香 毛利京子 長友久美子 菊池香菜枝 岡淳美 吉川茉里
234 チーム成仁リハビリ 片岡篤史 荒木志織 平井莉麻 佐藤礼佳 佐藤緩奈 小島芹香 和田奈々 0
235 千代美withG 福浦千代美 土屋有加 小松丸ひろみ 大島さおり 緒方佐治子 原田豊子　 坂口弥生 菅るみ子
236 西南→RUN♡² 泉恭子 村崎稜子 角田香織 上村紗恵子 原田舞 内田里香 川床優香子 栗原佳代
237 クラブ時間外 東千鶴 鬼塚歩 中村富佐子 新居千愛 田尻由美 瀬田小百合 西岡奈美 中村春乃
238 日赤健管キクえもんⅡ 山本喜久子 石元留美 西田亜希 村尾実緒子 山田愛美 末吉美友紀 小鷹多美 荒木恵子
239 日赤健管カメレオン 山口勝利 大坪茅優 鶴田和美 菅原綾子 佐藤友紀 久保美喜 黒川朱子 光永雅美
240 日赤健管おとめさん 宮本裕士 高木成美 中原志穂 飯田亜由美 宮嵜まゆ 伴美乃里 山口真由美 牧尾幸美
241 天草地域健診センター 原田和則 泉晴菜 高田乃有季 髙松美緒 益田みのり 平田愛 中元なみ 田中直美
242 天草地域医療センター 植村正三郎 福嶋優美 江上里奈 大崎理枝子 森下このみ 原田由美子 堀野真理子 平山美奈子
243 笑顔ではじめる菊陽北 奥村健博 成瀬光 和田美佳子 大田かほる 菊池真未 下城春菜 兼本望 長尾富士美
244 KSPAMIZUNO 山口達人 井芹加愛 石橋唯 松本めぐみ 益田栞 内田百香 磯部紗野香 長崎里美
245 長嶺安田組アダルト 安田久美子 福住淑子 石橋梨江 甲斐登美子 石垣るみ 小田高子 牧野美和子 下川絵里
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246 長嶺安田組ヤングA 安田久美子 村上季咲 野邊まどか 平川敦子 髙瀨幸 小山愛子 角田結衣 藤本由美
247 長嶺安田組ヤングB 安田久美子 坂本彩乃 田中真梨子 長野歩 川﨑三保子 後藤碧 三浦敦子 鶴田智春
248 長嶺安田組ヤングC 安田久美子 江川愛美 上村あかね 大窪美織 横田成美 丹生あや 吉田知華 長谷部素子
249 ながみねガールズ１年 安田久美子 高田祐佳 富永辰枝 田中愛衣 福嶋久美子 長坂美香 辻恵子 宮﨑文
250 ながみねガールズ２年 安田久美子 中川利枝 柿本陽子 甲斐恵子 鍬田真紀 富永香緒里 上村優子 井手裕子
251 美しい先生達の集まり 下田純一 浦塘桂子 古閑亜理沙 冨田有紀 坂井美佳 林那美佳 中島紗絵 荒木ルミ子
252 ＧｒｅｅｎAngel 白石正子 岩本芳江 町田奈未 甲斐理恵 有屋田亜由美 吉永由紀 小宮美由紀 松岡英理
253 ひとよし応援隊 長村高子 菅田彩香 瓜生由美子 菖蒲みどり 兒嶋和美 祇園下英子 森山富子 瓜生朱里
254 セントラルガールズA 横井亮祐 和田香織 荻田奈々 松本美希 溝辺愛友美 岩下智子 工藤あずさ 前岡奈津美
255 セントラルガールズB 横井亮祐 古閑菜々子 芹口真美 佐藤朱加 秋月陽子 中山恭子 松原由美子 横山梨保
256 Team熊警乙女 穴井保生 菊池美葉瑠 榊原野々子 石坂美咲 西村彩 朝比りな 樋口志保 岡﨑政恵
257 杉村病院Aチーム 花野賢人 芹川美都 琉子るみな 大塚友紀子 李麗 三嶋裕子 0 0
258 杉村病院Bチーム 花野賢人 秋山ゆり 堀彩香 永田三美花 西増美 岡本つるみ 0 0
259 BELIEVE　A 吉松千草 西山エン 北原紀子 吉田絵里佳 木村恵美 樺妙 吉松千草 0
260 BELIEVE　B 中村洋子 坂本美保 中野順子 佐藤従 中嶋真佐代 高村亜希子 中村洋子 0
261 合志南小学校 廣田順子 濱口萌奈美 中村咲香 内野雅 福田美紗都 河端有紀 諫山由佳 宮本彩野
262 SaｙJo！Juｍｐ 田中美和 池田絢美 井上沙矢香 白濱茜 橋本実奈 三浦綾子 森野真代 0
263 成！城！跳！ 田中美和 上田薫乃 島添優希 本武茉夕 林幸香 熊井美緒 満島智奈美 0
264 桜十字Ａ 倉内修平 鵜川美沙 那須扶美香 山内紗衣 岩下喜美 清水美保 島村あけみ 山村陽子
265 桜十字Ｂ 倉内修平 大西里奈 杉本奈美 居原奈緒 澁谷彩乃 大野まや 堀江暁代 那須千鶴
266 桜十字Ｃ 倉内修平 杉山志織 椎谷香織 大山藍海 松本琴美 村上佳蓮 長尾花子 小西由貴
267 花ごよみ 堀尾美樹 堀尾美樹 飛瀬照美 橋本貴子 松下美樹 村上さゆみ 木村桃子 長野小百合
268 江南リハ☆うさぎ 内賀嶋英明 倉津貴子 松岡友里 松野美里 入江記代 内藤綾乃 潮﨑侑衣 吉永ちづる
269 江南リハ☆かめ 中村加代子 村上遥子 上塚汐莉 中村彩乃 髙島美月 藤本優里 鶴田光代 0
270 江南まぜまぜチーム 山本亜希子 戸髙恵 初瀬夢里彩 竹間智里 古田愛理 浅尾綾子 藤森愛美 那須萌
271 江南五色桜 竹下紀美代 中江愛美 後藤夏美 髙木雛子 小川明日香 原田真希 谷口敬子 0
272 グリーンリーフ 元山信也 野中安由美 田中瞳 冨永尚 山口麻美 園田実喜子 宮﨑春美 石本理沙
273 NPWT 粟津紀子 田邊詩織 原田まみ 村上優子 木村芙美佳 浦田栞 野中愛紗美 古賀さやか
274 美里リハZOO 中村幸二 橋本由美子 寺田ひとみ 東順子 坂口直子 中尾芳子 金井ひとみ 古閑鈴子
275 KANEN 川崎剛 松江文賀 岡本智恵 末武果奈 野村真希 藤本史織 杉桜子 井久美子
276 アメックスうさぎさん 中林久幸 生田まり子 棚町晃子 中林たかよ 永松朋子 吉岡萌 西田陽子 宮川結花
277 アメックスかめさん 中林久幸 泉恭子 上田陽子 竹口悦子 山本まるみ 前田みどり 山本まゆみ 澤田照美
278 アメックスいのししさん 中林久幸 大石恵 薮美佳 浜島優花 上野嘉子 麦田萌絵 福本斉代 春木愛美
279 きりん組1号 横手真代 後藤美帆 徳永恭子 畑尾早苗 高田百合 山本唯 阿萬薫
280 きりん組2号 横手真代 局千秋 横手真代 川崎美貴 岡本美春 芥川陽子 上田笑
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281 警察２４時 齊藤わか 中原みな 浦西育美 坂本莉乃 西村留美 齊藤わか 0 0
282 泥棒２４時 齊藤わか 寺本麻美 安藤玖美 村上広美 山下琴未 西百合香 0 0
283 阿蘇中央高校選抜隊 小島慶子 深水かず葉 益加良子 吉田七海 石橋知美 栗原望 本永夢望 広瀬里香
284 武蔵ヶ丘病院Ａチーム 蒔平悦子 榮永あゆみ 石井侑子 嶋津舞 楢原咲希 坂田涼子 0 0
285 武蔵ヶ丘病院Ｂチーム 井村美奈子 安田早織 中嶋好子 若林優真 髙瀬由希 工藤由美 0 0
286 肥銀ビジネス教育(株 小澄亜紀子 高田亜樹 平山みずほ 明野ひかり 鶴田陽子 石本亜紀子 0 0
287 ENJOY 木村市子 山下尚子 高岸小百合 木村市子 山下明美 木村なつ美 0 0
288 Ｒｉｓｅ熊本 山下久美 秋山孝子 藤瀬博美 村井裕美 松田恵 山下久美 廣田祐子 0
289 シオン 篠原幸敏 井上尚子 桑原由希　 相場晴代 椎葉秋香 高瀬弘子 中川嘉代子 岩木　直子
290 水俣市立医療センター 彌生優子 那波美帆 井手下なつみ 下田佳江 石飛順子 彌生優子 鬼塚かおる 0
291 チーム平田亜希 平田潤 平田聡子 平田亜希 水本朱美 光永百恵 濱口明美 上村綾 平崎洋子
292 紅花会 内村千鶴 松村佳奈 西口裕子 沖村聖子 内村朱里 内村千鶴 桑田ひろみ 松村幸枝
293 NorthJHS 佐浦貴子 伊藤瞳 三浦未来 伊藤歩未 松本利枝 坂元ゆみ 西浦里絵 泊ヶ山美穂
294 EastJHS 本田正広 江頭佑実 田代綾香 坂本奈央 坂田舞子 中村文華 堀恵 米村智栄子
295 めすライオン 大浦　勝 橋本みづき 中西遼 長澤美咲 横川蒔穂 田村彩夏
296 チームRKK 薜 力夫 塚原まきこ 江上浩子 栗原めぐみ 山田法子 岩本実希
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