
小学

NO チーム名 監督の名前 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補員① 補員②
201 AIAC ⼭形奈緒美 ⼭下咲絢 作増来花 遠⼭愛美 椎葉ひより 中村⼼惺
202 やんちゃAIAC ⼭形奈緒美 森本晴稀 ⼭形恒太 ⽥中陽向 後藤理壱 森本悠太 ⼭形侑吾
203 AIACギャルズ ⼭形奈緒美 上野愛加 深⽥和奏 太⽥茉希 ⻄嶋美結 ⽥中唯愛
204 おてんばAIAC ⼭形奈緒美 後藤理亜 オディン紗良 深⽥胡春 中村⼼陽 上野結加
205 リンクス阿蘇 本⽥　仁 内⽥　千陽 ⼭内　⼼愛 井島　緋理 浜崎　頼理 内⽥　穂理 坂本　泰増
206 キャロットAC ⼭下直樹 上村彩花 甲斐友也 後藤恭佑 後藤悠⽃ ⿑藤仁虹
207 豊岡RC A 豊岡 知博 中村 ⼀⼼ 若⼭ 瑛仁 尾下 友規 清川 優美 汐﨑 然 若⼭ 朗仁 平⽥ 彩珠
208 豊岡RC C 豊岡 知博 汐﨑 璃⾳ ⿑藤 ⼼麗 川﨑 花蓮 坂⽥ 翠 汐﨑 奏⾳
209 豊岡RC B 豊岡 知博 川﨑 杏瑞 清川 琥珀 ⻑尾 紅葉 村上 瑠花 坂⽥ 遥⾹
210 ジェラート5 築地　喜⽣ 北⽥　珠梨 築地　李保 越智　新 築地　杏⾳ 築地　柚奈
211 砂取ジュニアAチーム ⽥中　祐⼆ ⽇隈　優杏 吉仲　璃桜 浅野　桃⼦ 岩間　夏希 福⻄　美幸
212 砂取ジュニアBチーム 圡肥　薫 坂上　晴⼰ 渡辺　絢美 坂上　陸⼈ 圡肥　　尊 佐⽥　優正
213 砂取ジュニアCチーム ⽯井　卓 伊藤　葵 井上　咲希 圡肥　隼 ⽯井　⻯⽻ ⼆宮　愛礼 福島　安⾐理
214 阿蘇くじゅうキッズ 三宅悠介 佐藤ともき 佐藤ともか 三宅しほ 佐藤のりか ⾼江さくら
215 ⽔俣ファーストA 本村　智則 ⾕⼝　⼼寧 濵⽥　悠⽃ 林　⼩珠 ⽥中　志欣 鶴⽥　未優
216 ⽔俣ファーストB 本村　智則 松下　翔太郎 ⽯本　廉 ⽯本　愛莉 渕上　幸哉 林　⼩町
217 ＮＪＡＣキングス 古⽊秀明 岩根正太朗 嶋崎皇成 ⻄優⽃ ⽥代堅信 牧野洋⼀
218 ＮＪＡＣプリンセス 古⽊秀明 ⼊⼭未夢 ⻄村美咲 古沢果鈴 仲村俐杏 橋本絢
219 ＮＪＡＣひよこっち 古⽊秀明 ⼤倉くれは 曽我千⽮⼦ 本⽥麗奈 貫薗颯真 志柿城彩
220 ＮＪＡＣネクスト 古⽊秀明 本川蓮翔 ⽇⾼壮琉 川⼝拓久 貫薗優真 ⼊⼭優那
221 ＮＪＡＣジャック 古⽊秀明 ⼭⼝琉成 本⽥華翔 坂本佳⼤ 鶴川優太 飯星蒼空
222 RUNアシスト　A 永澤翔世 藪内　翔真 吉岡　道雄 ⼤嶋　天惺 森川　蓮 藤枝　秀⽻
223 RUNアシスト　B 永澤翔世 中島　悠介 ⼭⼝　夏怜 橋本　実⼦ 坂井　陽紀 椿　侑真
224 RUNアシスト　C 永澤翔世 中塚　笑菜 後藤　寧⾳ ⼤⽥　莉央奈 渡邉　⼤ ⽔⽥　瑛⼠
225 RUNアシスト　D 永澤翔世 畑島　李帆 上野　⼀愛 椎葉　希咲 園⽥　煌丈 ⽊葉　蓮揮
226 フィオーレA 渕崎太⼀朗 松本隼⼈ ⼭本悠⽣ 野⼝和真 𠮷島遼⾺ 平松陽翔
227 フィオーレB 渕崎太⼀朗 橋本蓮 ⽥上莉⼦ 渕崎希空 堀尾凪沙 福島乃々⾹
228 フィオーレC 渕崎太⼀朗 緒⽅昴 ⽥畑紬希 平松結愛 緒⽅雫 緒⽅あおい
229 津志⽥組★5RUN★ 津志⽥尚代 和⽥　優来 松⽊　結⾹ 吉永　くらら 牧　慎⼀郎 櫛間　晴仁
230 泉ヶ丘ACイニシャルR ⻄浦裕⼀ 野澤　玲⾳ ⿃井　蒼介 篠⽥　蒼 ⻄浦　結 沼野　恵佳
231 泉ヶ丘ACイニシャルK ⻄浦　ユ裕⼀ ⼩⻄　寛悠 池端　愛夢 ⽩⽯　隼⼠ 安武　珠理 ⽶倉　条
232 植⽊陸上クラブ 福海　正隆 ⾦森　煌 志賀　奏佑 深⽔　優⽃ 横瀬　凜太郎 友枝　晋作 岩⽥　侑
233 植⽊陸上クラブＡ 福海　正隆 ⾓⽥　柚⽉ 松⼭　侑⾥ 待⿃　凜佳 三笠　⼼温 泉⽥　瑛⽣
234 植⽊陸上クラブＢ 福海　正隆 坂本　希美 服部　来幸 林⽥　みなみ ⽊村　紗華 川端　華蓮 ⼭本　芽⽣
235 フィルモングレード３ ⽵本理 ⼭本寛太 三浦蒼翔 ⼭下優⽻ ⽵本朔 松⾒謙吾 ⽥邉幸太郎
236 フィルモンガールズ ⽊下倫太郎 ⽊下琴菜 ⽊下知優 奥村真⼦ ⼭下こころ ⽥邉愛実
237 芦北トレジャーA 原⽥　徹 中村　颯真 新村　遥 ⽻⽥　悠真 ⾺場　⼤弥 中川　宕真
238 芦北トレジャーB 平井　あさみ ⼩崎　奎⻁ ⼤森　光 福⽥　恋花 ⼀⽥　きいな 今嶋　啓⼈ ⽥平　芽沙 ⼀⽥　瑚夏
239 松⾼陸上A ⼭下依⾥ 進　信 池尻　碧桜 本⽥　結梨柰 吉⽥　真維 ⼭下　萌波 髙⽥　瑠偉 ⽊村　アウラ
240 松⾼陸上B 吉⽥圭吾 ⽊下　琥⼀朗 池尻　琉翔 ⾦⼦　千尋 松村　歩武 橋⼝　拓海 湯治　朋宏 宮原　逢友
241 松⾼陸上C ⼭⽥拓実 ⼭下　優奈 ⼭⽥　楓愛 松⾈　四葉 ⼭下　叶蓮 橋⼝　理奈 ⼤川　煌誠 深川　理乃
242 ユウキスポーツA ⽥中正⼀郎 福海翔太 艶島湊 ⿊⽥匡 福海美沙 出⽔杏奈
243 ユウキスポーツB ⽥中正⼀郎 ⽮野華梨 仲摩幸芽 ⼤江祐輝 藤川⼼ 中寉陽菜乃
244 ユウキスポーツC ⽥中正⼀郎 関涼太 関颯太 徳永悠⼈ 吉良しおり 上⽥颯真 ⼤江恒輝
245 花園ＨＢＣ 松野勝英 後藤　柚希奈 ⻫藤　亜希 北野　枝⿇ 坂本　真優 松野　兎萌 中村　萌⾹ 中野　恋姫
246 花園⼩ ⼭⼝益美 ⼭⼝⼼⾳ ⼭⼝紗世 花牟禮彩乃 津⽥理玖 ⼭本煌丸 ⼭⼝⼼都 林⽥彩⽣
247 アスリートワークA ⼤貫智義 椎葉真⼤ 東慶汰 東遼汰 東倖汰 ⽯元いおり
248 アスリートワークB ⼤貫智義 上⽥ゆめか ⽯原結⼦ 藤崎瑛⼠ ⾓銅⼤和 伊牟⽥宏陽
249 アスリートワークC ⼤貫智義 伊牟⽥陽花 村⽥凛 六波羅美來 有村⾹穂 奥⽥ひより ⼤倉凛 直江眞幾渚
250 フネッピー 倉内　雅⽐古 柳原　聡介 瀬⾼　結良 瀬⾼　隼⽃ ⽇野　⻯実 ⽇野　佳奈
251 MaedaAC 前⽥浩⼆ ⽊村悠聖 堂脇花円 上⽥湊 上⽥梓 上⽥峻
252 熊本ランプロジュニア ⼭本　崇 富⽥　敦 平⼭　⽃柚真 岩城　定乃輔 本⽥　奏 畑野　宗⼠ 平⼭　晏菜
253 SCC宇城　A ⼭本　崇 北原　未來 北原　⼤雅 溝邊　⽵⻁ ⾕川　友彩 村上　蓮磨
254 SCC宇城　B ⼭本　崇 ⽔本　佑慎 藤本　潤 ⾕川　智哉 ⽥代　恋奈 北原　弘都
255 SCC宇城　C ⼭本　崇 園⽥　理仁 ⽥中　颯介 藤本　せり 益⽥　莉々⾹ ⽥代　莉美
256 アスリートクラブH 新井賢太朗 ⽵熊紗良 井芹優菜 ⿊⽥柚季 塚本あさひ 上⽥美嘉 ⼩川陽葵



中学

NO チーム名 監督の名前 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補員① 補員②
301 ATRC 中村⼤樹 ⻄川侑⾥ 中島愛那 吉⾥紗和 本⼭怜実 ⾕岡航来
302 AIAC ⼭形奈緒美 ⼭形 結⾐星 ⼭下 裕凜 森本 萌楓 太⽥ 望遥 深⽥咲良 ⼤⽯ 花菜
303 出⽔中レディース 有⽥郁代 ⼯藤優芽 岡村空 ⼤阪間桐南 林波瑠 野島葵 ⼭﨑璃⼦ 藤井ときわ
304 ⽇吉中 松本美勇⼠ 岩本佳恋 ⼭下花季 太⽥奈那 野⼝夏菜⼦ 永野栞菜
305 すまいるぴーす ⼭⼝　恵 杉安　⼀葉 松⼭　悠南 志賀　⼼美 宮﨑　芙美 ⼭⼝　ゆず 吉⽥　真花
306 砂取ジュニア 浅野　友紀 吉仲　沙桜 浅野　愛⼦ 伊藤　由愛 今村　莉⼦ ⽥中　結梨 佐⽥　海莉 本⼭　果凛
307 ⼩川中 豊川佳祐 滝川莉紗 永塘結愛 ⽔野蘭 ⼩路聖央奈 ⽥中彩葉 稲葉真央 松下真緒
308 ＮＪＡＣギャルズ 古⽊秀明 布井望暖 德澄元花 ⼭本来莉 有働梨帆 ⽻隅珠⾥
309 RUNアシスト 永澤　翔世 槌⽥　希空 松﨑　柚希 ⽶村　碧唯 ⽥中　結桜 ⼭⼝　葵
310 熊本市⽴北部中学校 右⼭　⼤三郎 庄村　愛彩 松⽥　実紗 ⻄⼭　葉⽉ 佐々⽊　優依 中村　ゆみ 末藤　⼼南⼦ ⾓　百々花
311 ⻄合志南中学校陸上部 福島由美 倉岡優⾥ ⼭川栞⾥ 栃原明花 髙森美⽻ 寺元彩乃 池⽥百花
312 京陵中 井上　順⼀ 村上　実優 南　⻘空 原之薗　いちか ⽮野　万⾥⼦ 稲⽥　恵愛 三⽊　菓成把
313 ⻑嶺中陸上部Z ⽶⽥　昂⽮ 渡邉　明⾹⾥ 朝倉　彩⽣ 松岡　美琴 ⾺場　葵 光永　琴⾳
314 ⻑嶺中陸上部A ⼀安　晋太郎 髙⽊　優杏 柳川　晴菜 ⽑利　遥⾹ 平⽥　琉華 髙吉　星⾥
315 ⼤津中A ⼩島　孝介 栗⽥　明菜 ⽷永　⼼幸 野⽥　朱⾥ 天野　スミレ 北川　桜⼦ 守⼝　⼼桜
316 ⼤津中B ⼩島　孝介 上⽥　陽彩 上⽥　彩夏 中尾　沙和 川原　明恵 松浦　椿幸 和⽥　玲菜
317 津奈⽊中学校 ⽶　新⼀ ⿑藤　⾥菜 眞野　愛佳 楠本　愛羅 國本　詩織 前島　南ノ⽻ 伊藤　愛
318 だいえったー 森　泉 税所　美空 東　⺒智葉 ⾇本　結⾐ 福⽥　優⽉ 森　丸嘉
319 ｍｉｆｕｎｅ　Ａ 荒牧　浩⼀ 作⽥　唯海 ⽥上　碧海 北⽥　いろり 栗崎　美湖 増岡　なずな ⾚星　宥 吉⽥　桃⾹
320 ｍｉｆｕｎｅ　ｂ ⼩原　純⼦ 松藤　実来 坂⽥　るな 佐⽅　暖愛 柄本　瑞⽉ 飯⽥　琴⼼ 倉岡　明璃 ⽥中　愛
321 氷川⼥学院中学 ⼭本　崇 富⽥　薫 岩城　⼼ ⻑尾　芽依 藤本　悠花 藤本　理杏 ⼭本　百⽇花
322 ⽟名⾼校附属中 ⿅⼦⽊章 坂⼝　穂波 ⼤⽊　夏帆 ⿅⼦⽊　歩 東　莉莉⼦ 中岡　希海 ⼭本　釉華 ⽥上　千暖
323 江原中学校 有⽥　⼀郎 池⽥　想 川窪　菜々楓 中村　麗⼼ ⻄　真⾥亜 ⾺原　由奈 久保園　⼼奏 渡辺　陽奈
324 ⼭⿅中 村上　沙代 杉⼭　夏菜 緒⽅　花愛 福原　暖望 緒⽅　⾥咲 仲宗根　更奈 松⼭　璃⾹ 渕上　凜



高校

NO チーム名 監督の名前 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補員① 補員②
101 ⼈吉・宇⼟again 笠原裕之 髙⼭　⼼陽 東　素⼦ 中村　優夏 ⽚⼭　玲菜 溝⼝　清加
102 ⽂徳⾼校 緒⽅寿和 園⽥莉⼦ ⼭下美結 鶴川陽菜 江藤莉⼦ 飯川紗良 畑島稟 岩⽊咲良砂
103 創⽴１００周年隊 前⽥千秋 井上美玖 開⽥琉愛 ⼭内⼼虹 宮本寿來 浦川萌⾹
104 ⽔俣⾼校 ⿑藤　真史 ⿑藤　⾥沙 窪⽥　夢⾹ 本村　実和⼦ 浦⼝　愛結 梅下　花凜 上⽥　さくら



一般

NO チーム名 監督の名前 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補員① 補員②
1 松尾ファミリー 松尾眞⼀ 嶋⽥秀美 坂梨恭⼦ 沖原由希⼦ 栗本⾹織 本⽥絵美 松尾しおり 森下良⼦
2 HMRC⼥⼦B 橋本久美 冨⼠川幸代 堤江⾥ 梅崎美智⼦ 塚本秀代 松野美⾥
3 熊本⾛ろう会 ⼭⼝真紀⼦ ⼭本　恵 城下ひづる ⼩牧裕⼦ 佐藤絹代 浦野恵⼦ 佐藤　美智恵 平野　明美
4 WINDRUN 美魔⼥ 緒⽅雅樹 野島千華 杉本美沙 中嶋朋⼦ ⾼⽥真理 岩渕ともこ 垣野明美
5 HMRCーA 村上⼀則 瀬⼝昌⼦ 興梠鈴⼦ 平⼭百合⼦ 佐々⽊眞由美 嶋本ユミ
6 はりきりマンボウ 中嶋　貴則 ⽮野　恵 橋本　よしみ ⻄村　恵⼦ 後藤　美和 松本　恵美⼦ 根岸　まゆみ 松本　恵⾥⾹
7 HMRC⼥⼦C ⽶村　優 堀　章⼦ ⾦森　好美 福⽥　絵美 宮原　菜穂⼦ ⼤髙　洋⼦ ⻄村　佳織 佐藤　孝⼦
8 Team阿蘇RC 並⽊哲也 北条与絵 内野美⾥⼦ 上野友紀 坂本⾹雪 越猪綾菜 上野佑舞 井　成美
9 ピンクパンサー ⻑嶺弥⽣ 堤美智⼦ 濱崎由⼦ 福⽥裕⼦ ⻑嶺弥⽣ ⻑嶺佳⼦

10 パワーアップ安⽥組 安⽥久美⼦ 髙⽊雅⼦ 福住淑⼦ 坂本彩乃 宮部⿇⾐ ⼩⽥⾼⼦ 甲斐登美⼦ 佐藤真梨⼦
11 熊本CTC ⽥中秀男 ⾕川美賀 藤瀬博美 池内奈美 ⽊村彩⾹ 内海由加⾥ ⽥中美恵⼦ 湯川千鶴⼦
12 ダバチンズ 松岡　美穂 内⽥　政美 前⽥　真⼸ ⽯川　奈津美 岡本　りえ 古市　美智代 吉本　美浦⼦ ⾕⼝　としみ
13 AIAC劇場〜♡ ⼭形奈緒美 上野真季 深⽥ 千明 鋤⾺把 沙也加 オディン理沙 ⼭下 佳澄
14 AIACでございます♡ ⼭形 奈緒美 ⼭形奈緒美 ⼭⽥　愛 椎葉恵美利 梅⽥⺒琴 森本佳代
15 チーム京⼦ 藤原煌⼠ 藤原良美 ⼯藤由紀美 甲斐瞳 藤本京⼦ ⼤原美鈴
16 RUN RUNクラブ 池上　清美 柘植　美知⼦ 吉川 祥愛 古藤　智恵⼦ 吉川彰⼦ 松永　章⼦
17 YKK AP九州-N1 案浦　鈴⾹ 濱⽥　萌華 春⽥　楓花 ⿅釜　梨加 ⽊村　優花 深川　菜智 奥村　凪紗 上辻　聖
18 らぷちゃ〜ず 菅原 丈志 桑野 葵 佐藤 加奈⼦ 鎗⽔ 恵美 ⽥上 桃⼦ ⿊⽊ 玲名 福⼭ 友紀 ⾼宗 沙希
19 熊本ＣＴＣ 森　亮介 倉原　末波 森川　さつき ⻄岡　佐知⼦ 福⽥　百合⼦ 森　奈津代 永⾕　安⼦ ⼭⼝　愛莉
20 芳寿会girls 岩永真紀 ⻄村美貴 岩永真紀 稲葉久乃 永⽥洋⼦ 徳永寛⼦ ⽇置美樹 ⽥中美幸
21 熊菱会PRC美魔⼥ 才⼝みゆき 夏⽊ 賢⼦ 北村真⼸ 守⽥⼣起 ⾥野美鈴 松⽥和代 ⾕内　恵 井藤和江
22 ぼぶみーず 中神恒也 倉⽥祐希美 漆島菜央 猪原千佳 中神順⼦ 浦⽥美和 中神恵美
23 かわはランナーズ 草場　ルミ⼦ 草場　ルミ⼦ ⽥代　貴⼦ 川崎　美保 ⽯井　志保 中川　美穂 本⽥　涼⼦
24 そら組のおかん 三浦　賢⼦ 三浦　賢⼦ ⻄尾　直⼦ 溝⼝　あゆみ ⼩笹　友⾹ 松浦　沙織 帆⾜　美玲
25 宇城総合病院レディース ⼭⼝⾥美 中岡いずみ 飯⼲紅李 平川優 吉武茉莉花 富永栄美 ⼭⼝⾥美
26 宇城総合ギャルズ ⼭⼝⾥美 ⽴川知美 坂⼝万稀 永吉志帆 上⽥弥怜 古澤南美⼦ 多久亜津⼦ 野中安由美
27 熊本CACレディース 松本拓也 村⽥夏樹 池⽥　菜々⼦ 碩結⾥ 古川夏海 前⽥淳⼦ ⼤城⼾順⼦ ⻄⽂⼦
28 消防⼥⼦ 上村和裕 ⾼永叶夢 森幸希 内⽥博⼦ 北村友紀 横⽥留那 村上史⼦ 吉⽥みか
29 KASHIMAレディース 荒⽊　福⼦ 荒⽊さくら 家⼊繁⼦ 布⽥理恵 布⽥美琴 荒⽊　郁
30 Rungirls♡Ｔ 上村　⿓渕 清原　歩 岩永　実桜 阿部　奈美⼦ 森　可奈絵 芹川　南美 髙⼭　朋美 ⽥中　優⾥
31 ランガールズブラック 河野敬⼦ 河野敬⼦ ⼩原真理 ⻑松優⽣⼦ ⽊村知⼦ 藤本真理 江副歩
32 ランガールズホワイト 澤⽥みや 中村洋⼦ 野村きよみ 澤⽥みや ⽵下あさみ 本⽥さやか 野村由⾹理
33 ⻩⾊い稲妻 鶴⼭　幸樹 岩下　美久 古⽥　薫 松野　有希 藤本　富美⼦ 嶋津　希⼦ 平川　真由美 宮原　直美
34 ☆⾛RUN会☆ 浪床　靖史 熊本　圭純 古閑　英⼦ 浪床　順⼦ 鶴浜　⾹ 井賀　弥⽣ 千原　まゆみ ⽯本　悦⼦
35 あからんばってん 茅野⼤佐 松永尚⼦ 上迫智⼦ 永⽥有⾹ 茅野明⼦ 上原展⼦ 榎屋美幸
36 ⽔俣市⽴総合医療センター 彌⽣　優⼦ 井上　みどり ⼭中　晴⾹ 松本　なつみ ⻄　あずさ 彌⽣　優⼦ 城　亜⽮乃 ⽯⼭　侑希奈
37 えのもんガールズ 松⽥史哉 北原信⼦ 政⽒美保 ⿂⼭太瑛 上妻美穂 ⽯橋奈於 井上智⼦ 中村雅⼦
38 ＮＪＡＣマミーズ 古⽊秀明 古沢佳奈 有働愛⼸ ⽇⾼智恵 川⼝馨⼦ ⽻隅麗
39 ぴよぴよSMIHE 尾上　幾代 ⼭下　ありさ 井上　育美 前川　栄⼦ 松本　かほり 三宅　彩⾹ ⽊⼾　由紀 尾上　幾代
40 Team kossori ⽣嶋　孝 中村　朝美 ⽻隅　莉⾥ ⼭⼝　恵 尾坂　喜代美 ⾚池　寛⼦ 中村　梓
41 BELIEVE ⻄⼭　淳 ⼭脇　さおり 福⽥　歩 陳　愛宝 吉⽥　絵⾥佳 ⻄⼭　エン 吉松　千草 中村　洋⼦
42 アドレナリン〜2023〜 古場　脩太 ⽔上　友⾹ 河津　⾹奈 ⻄⼭　⿇美 ⽥中　理沙⼦ 鶴⼭　史織 蔵⽥　明美 ⽔上　栞⾥
43 ギリ☆ＪＤGirls 津志⽥尚代 前⽥　希歩 ⾼橋　栞奈 野村　凛 ⼩⻄　真恋 ⼩野原　有那
44 花ごよみ 堀尾　美樹 ⼤沼　愛美 橋本　貴⼦ ⻑野　⼩百合 村上　さゆみ 松下　美樹 開⽥　有葉 ⾶瀬　照美
45 おっ⽟け〜ん↑↑ 松川　将三 柳井　涼奈 ⼩柳　舞花 ⿃井　美⾥ 前⽥　智⾹ ⼭　登志⼦ ⽥中　花枝
46 ギリギリガールズ 祝昌⼦ ⽥代照美 ⼤塚由⾹美 祝昌⼦ 中村祐⼦ 久間萌湖 ⼭本裕⾹
47 ふなっぴ〜ずＢ ⼩柿綾⼦ ⽠⽣　由美⼦ ⽵⽥　志保 針⾺　⾥江 ⾚峰　光希 吉⽥　すみれ 岩⽥　智美 池松　明⼦
48 信愛OGママ 福永ゆかり 三⾓真由 松原久美⼦ 霍本輝⼦ 秋⼭美由紀 三⾓由佳 嶋永千代⼦ 平川育⼦
49 ホットフラッシュ ＋☆ 荒⽊　和代 ⾓⽥　真凜 中村　ふさこ ⽊下　真梨⼦ 寺⼟　誠⼦ 村上　純⼦ ⾼⽊　広美 中村　春乃
50 府本EST 右⽥⾼久 藤⼭めい 濱本笑菜 平川尚⼦ 岩⽥明美 中島理恵 弘千恵⼦
51 城南美魔⼥軍団 前⽥路⼦ 前⽥路⼦ 上⽥千浩 瀧本万梨⼦ 池⽥智⼦ 國松愛依 坂⻄恵美⼦ 堀尾⼩由⾥
52 総体runrun 川津　登志枝 東⽥　和恵 柏⽊　みはる 野村　順⼦ 緒⽅　清美 上村　季枝 川津　登志枝
53 フィルモンペアレンツA ⼋⽥晴⽣ ⼋⽥智美 ⽥中由⾹⾥ 奥村寛⼦ ⽵本恵理⼦ ⼭本公絵 ⽥邉愛⼦
54 フィルモンペアレンツB ⼭本修司 三浦のりこ 松⾒清⾹ ⼭下くるみ 松本あゆみ ⽊下雅⼦ ⽥邉愛⼦
55 Team　MomnN 古本将也 三品光 ⼤井栞 中野尚⼦ 宗像佑⼦ 中島佳純
56 岱志GALS 寺⽥憲司 中川美穂 ⻑⽥明⼦ 吉野幸栄⼦ 藪内静⾹ ⽥元亜季 ⼩林奈都⼦ 渡辺芙美
57 GO!GO!河江 緒⽅⾥美 中村真望 中原百⾹ 國武佳⼦ ⼭中美輝 緒⽅⾥美 堀⼝なほ
58 熊本ディズニーランド ⿑藤わか 寺本⿇美 永野愛美 新原智⼦ 野⼝彩 ⿑藤わか 坂⼝千紗 ⻄村留美
59 ツナガル武蔵 蒔平悦⼦ 鵜川美沙 榮永あゆみ ⼩野めぐみ ⽵⽯歩乃佳 ⽥河晴奈
60 侍ジョシ 吉永和夫 ⻄村優美 野間佳那 宮尾璃菜 ⼭賀操 岩村聖華 後藤志織 ⾚池未妃
61 ふなっぴ〜ずＡ ⼩柿　綾⼦ ⼀村　多美代 吉⽥　友⼦ 園⽥　なつみ ⼩柿　綾⼦ 熊部天峰 松本　須弥 園⽥　美宙
62 合志南①夢はかなう 池⽥　聡樹 福⽥　永遠 ⽊下　知⼦ 古⽥　玲⼦ 出⽥　愛⼦ ⼩迫　安波
63 ⽔俣TFC 坂上哲男 本⽥恵津⼦ 鎌⽥みゆき ⽣⿂真由美 塚本恵⼦ 吉本千恵⼦ ⼤園恵利⼦ ⽯⽥直美
64 うーたん 髙島美⾹ 髙島美⾹ 下川笑⾹ ⽇髙理恵⼦ ⾇⽥愛 内村梓 上村彩乃
65 合志南②やればできる 佐藤　政⾂ 秋吉　絵美厘 稲葉　由夏 後藤　博美 髙宮　ゆかり 中⼭　千賀⼦
66 舞楽原クラブＡ 松下智恵 溝上みき 松本彩花 松永和佳奈 ⽥中夏紀 久保美和 ⼩林けい⼦
67 舞楽原クラブＢ 松下智恵 祝迫⾐⾥ 野中⾹菜恵 宮下史圭 藤ノ⽊裕⼦ 武藤仁美 ⽥⼝真器⼦
68 舞楽原クラブＣ 松下智恵 松下智恵 下村理沙 冨安愛 ⽥尻理⾹ ⼭⽥渚 アマンテ　トルベルト 芥川奈美江
69 ⽮部⼩　Teachers ⽥上　清之 松澤　芙美 園⽥　美津代 守⽥　怜華 ⼭⼝　結貴 ⽥中　あかり ⽊元　英⼦
70 cheerful 河村天⾳ 影⼭利⾹ 上⽥智⼦ 上⽥のりこ ⻄⽥安寿 ⻄⽥さおり 福⽥直美　
71 吉⽥ファーム 吉⽥富明 松野幸⼦ ⽑利未来 坂⼝⿇⾥ ⾦井彩 吉⽥愛海 吉⽥美和 松野智奈美
72 HB激⾛駅伝部crash ⽯本かおり 梶さきこ ⽯本かおり 安武あすか 友枝ゆりか 清⽥ゆうか
73 トヨタレンタカーA ⼤濵　寿倫 松⼭　世莉⾹ ⽔上　綾乃 ⼟屋　爽 野元　結奈 佐藤　莉⿇ 福嶋　茉央 安⽥　知奈美
74 トヨタレンタカーB 富﨑　康男 宇多村　ひかる ⽵添　美⽻ 樋⼝　夏実 北村　志和莉 川本　真優 溝上　莉奈⼦ 福⽥　梨恵
75 トヨタレンタカーC 渡邊　和⼈ 梶⾕　亜也乃 ⿑藤　　聖 坂本　未那 勇川　奈央 髙倉　愛佳 ⽥上　あゆみ 浦島　実紅



一般

NO チーム名 監督の名前 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補員① 補員②
76 桜⼗字グループ 江島　進⼀郎 奥野　温⼦ 碇　⾹菜⼦ 浦川　康⼦ 鎌⽥　成⾹ ⼤⾕　実友⼦ ⼤薗　夢実 ⻄　知世
77 桜⼗字グループBチーム 江島　進⼀郎 ⻑⽥  恵⾥⾹ 脇⽥　沙織 那須　孝⼦ 堀江　暁代 川上　明⼦ ⽚野⽥　栞⾥ ⼤⼭　真央
78 桜⼗字グループ　Cチーム 江島　進⼀郎 中⽮亜紀⼦ ⼀⼭麗華 志賀美優 北尾 唯葉 岡野　和美 林　⾥紗 ⽮仁⽥　サエ
79 阿蘇⽴野病院 岩⽊　智昭 今村　薫 ⾺場　美咲 宮本　華恋 上村　雛⼦ 本⽥　智⼦ 下迫　仁⼦
80 ぼんちーJO 森　泉 森　泉 税所　由⾹ ⾇本　朝美 ⽥上　房美 井上　⺠⼦
81 アスリートワークmama ⼤貫智義 福原⾥紗 奥⽥めぐみ 東⽂⼦ 伊牟⽥泰代 ⽯元智美 坂⽥有紗 出⼝莉⼦
82 チームSoyo 藤聡明 桂めぐみ ⼭下敦⼦ 中村絵⾥⾹ 奥村早代 濱⽥佳代
83 ⼭さんとミニオンズ ⽥添瑞穂 ⻄岡美⽉ ⼭⼝祐季 川俣栞 ⽥添瑞穂 ⼭中千穂
84 Team　ここりん ⾓⽥　賢治 池﨑　紗⽮⾹ ⼭下　優⼦ ⽥川　珠美 三城　優⼦ 桑野　陽⾹⾥
85 Team メープリン 橋⽖　昭⼦ 桑原　⿇⾐ 古屋　嬉乃 池⽥　瞳 後藤　琴 ⻄⽅　美⾹
86 Team もりりん 渕上　佳宏 ⼭本　奈々 坂本　史⼦ 川⽥　珠沙希 寺⽥　帆⾥ ⽥上　綾⼦
87 平成さくら２０２３ 浦塘　桂⼦ ⻑尾　真理 井上　雅美 城下　幸枝 浦塘　桂⼦ 城本　理恵 丁　美佐紀 佐々⽊　智佳
88 ローズマリー 河野満理 柏⽊佐代⼦ 川端貴美可 江藤純麗 河野恵⾥⼦ 河野満理
89 九州UNION 浜本憲 浜本友紀 宮﨑美由貴 右⽥彩季 中村智美 貞⻑まい 橘内ゆき ⻑⾕みずき
90 熊本ランプロ　本家＆氷川 ⼭本　崇 與縄　貴⼦ ⽩⽯　正⼦ 本⽥　照美 平⼭　恵美⼦ 富⽥　美幸
91 SCC宇城後宴会 ⼭本　崇 園⽥　実良葵 北原　ちえみ ⾕川　洋美 村上　朝美 ⽔本ちぐさ
92 熊本⾚⼗字病院RC 井上　尚樹 加藤　みちる 溝⼝　弘恵 松川　舞 蒲原　知紗 徳永　早紀 鎗⽔　恵美
93 江原中ママチーム 川窪　芳美 瀧本　恵那 内野　しのぶ 髙島　由貴 尾⽅　照美 川窪　芳美 渡辺　真琴 ⾺原　梨江
94 チームライオンズ 松岡　爽太朗 ⼋巻　まりな ⼟⼭　祥⼦ 渡辺　⼆千果 杉⼭　美⽉ 横川　蒔穂 
95 RKK選抜チーム 江上浩⼦ 川上涼佳 後⽣川凜 塚原まきこ 江上浩⼦ 本多桃
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