
【女子】

1 KOGANE AC 2 石峯クラブ 3 福岡城南中

監督名 坂井　英明 監督名 平田　伸介 監督名 大橋　道仁

選手1 田中　美優 選手1 池間　優 選手1 坂口　綺優

選手2 上田　未来 選手2 城間　乙葉 選手2 江口　月菜

選手3 熊丸　愛優菜 選手3 樫本　心子 選手3 庭瀬　沙耶

選手4 中村　杏香 選手4 菅野　姫星 選手4 宮村　果歩

選手5 田川　華妃 選手5 足立　紗希 選手5 山本　真緒

選手6 繁原　咲良 選手6 田島　純怜 選手6 久保　舞美

選手7 野田　唯藍 選手7 選手7

4 福岡田隈中 5 夜須中 6 横手中学校A

監督名 草場　裕介 監督名 徳永　浩一 監督名 原田正思

選手1 松隈　梨々花 選手1 猿渡　来夢 選手1 野田　真理耶

選手2 西田　美乃里 選手2 沼田　呼幸 選手2 廣田　結彩

選手3 佐々木　帆乃 選手3 行武　伶菜 選手3 愛下　帆夏

選手4 副島　世璃奈 選手4 平本　彩 選手4 太田　彩乃

選手5 西田　さくら 選手5 村上　心優 選手5 内野　二葉

選手6 平田　未花 選手6 選手6

選手7 田邉　波花 選手7 選手7

7 横手中学校B 8 横手中学校C 9 江南中学校

監督名 原田正思 監督名 原田正思 監督名 緒方　智子

選手1 石井　蒼彩 選手1 小谷　彩乃 選手1 白川　晴愛

選手2 林田　琴羽 選手2 横尾　真結子 選手2 吉川　采花

選手3 田中　れのん 選手3 的野　百華 選手3 竹井　優綺

選手4 田端　栞 選手4 宮本　誓音 選手4 白石　愛

選手5 内野　葉流 選手5 濱口　陽菜 選手5 小西　侑里

選手6 選手6 選手6 髙田　希

選手7 選手7 選手7 北川　めい

10 高取中 11 宅峰中A 12 宅峰中B

監督名 神代　隆徳 監督名 内田　貴登 監督名 内田　貴登

選手1 利行七菜香 選手1 後藤　朱音 選手1 西山　萌衣

選手2 遠藤凛々羽 選手2 中河原　未有 選手2 太田　愛乃

選手3 神崎　　遥 選手3 椎山　結菜 選手3 江﨑　向日葵

選手4 西谷　紀香 選手4 上原　千穂 選手4 吉永　朱里

選手5 田村　月音 選手5 尾方　葉月 選手5 田中　春尚子

選手6 藤岡　史帆 選手6 山田　瑞希 選手6 後藤　彩季

選手7 中山　花菜 選手7 選手7

13 湯川中学校 14 那珂中学校Ａ 15 那珂中学校Ｂ

監督名 山根　常靖 監督名 見藤　萌子 監督名 見藤　萌子

選手1 田中　陽菜 選手1 清水さや香② 選手1 盛満　香織②

選手2 早川　姫菜 選手2 原田　優奈② 選手2 寺田　琴羽②

選手3 福田　杏 選手3 石原　光② 選手3 矢野　理聖②

選手4 中路　結 選手4 内田　華暖② 選手4 井上　舞奏②

選手5 橋本　ひなた 選手5 松尾　結来② 選手5 勝見　百寧②

選手6 前田　夏野 選手6 中村　凉歌① 選手6 宮田　彩世①

選手7 田中　理子 選手7 石元　結依① 選手7 小嶋　歩実①



16 本城陸上クラブＡ 17 本城陸上クラブＢ 18 宮原中
監督名 中尾　孝昭 監督名 中尾　孝昭 監督名 塚本　光紀
選手1 有田　美海 選手1 安部　友花 選手1 大石　ゆりあ
選手2 山香　亜花音 選手2 平野　尚莉 選手2 菊次　萌心
選手3 矢野　汐栞 選手3 三宅　彩羽 選手3 下川　優葉
選手4 井上　はな 選手4 藤本　悠里 選手4 江頭　未結
選手5 下郡　杏実 選手5 成松　里南 選手5 井手口　美咲
選手6 選手6 選手6 猿渡　美空
選手7 選手7 選手7 長友　彩花

19 姪浜中C 20 姪浜中D 21 姪浜中E
監督名 吉村　元伸 監督名 吉村　元伸 監督名 吉村　元伸
選手1 緒方　麻央 選手1 濵本　玲衣 選手1 岸野　愛理
選手2 亀井　花恵 選手2 藤井　里奈 選手2 古閑　彩夏
選手3 松田　未悠 選手3 野上　萌々夏 選手3 緒方　惺子
選手4 野上　めい 選手4 佐藤　亜衣 選手4 小嶋　椛
選手5 紫原　萌 選手5 中島　陽乃香 選手5 井福　琴音
選手6 佐藤　亜衣 選手6 岸野　愛理 選手6 金邑　口　初衣
選手7 野上　萌々夏 選手7 野上　めい 選手7

22 下山門A 23 下山門B 24 宮ノ陣中学校
監督名 坂本　圭美 監督名 坂本　圭美 監督名 神代　健太朗
選手1 井上　花歩 選手1 緒方　楓 選手1 野津原　萌心
選手2 吉村　梨花 選手2 松比良　由美梨 選手2 山本　愛菜
選手3 谷口　美桜 選手3 志賀　実咲 選手3 吉村　茜音
選手4 大賀　羽和 選手4 居石　杏樹 選手4 大籠　万里奈
選手5 渡邉　聖凪 選手5 兵頭　美咲 選手5 江頭　咲百合
選手6 坂井　瑞希 選手6 坂井　瑞希 選手6 山田　桜子
選手7 選手7 選手7

25 三宅中 26 曽根中 27 筑邦西中学
監督名 宮東　照 監督名 村山　徳子 監督名 原口　稔親
選手1 里　 凜夏 選手1 柳井　綾音 選手1 尾形　実穂
選手2 鶴留　心奈 選手2 遠藤　暖果 選手2 大久保　夏美
選手3 粟田　アレキシス 選手3 松川　鈴佳 選手3 牟田　桜
選手4 今崎　菫 選手4 野元　渚 選手4 庄籠　唯
選手5 西山　菜々美 選手5 照山　咲希 選手5 山﨑　来夏
選手6 相浦　琉那 選手6 中薮　紗 選手6 高田　葉月
選手7 赤司　梢 選手7 梶原　史茄 選手7 永吉　あきら


