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【中学生女子　60m】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 壹岐　あいこ(3) ｲｷ ｱｲｺ 滋賀 南郷中 12.01
2 坂野　七海(3) ｻｶﾉ ﾅﾅﾐ 大阪 田尻中 12.05
3 山内　さくら(3) ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ 東京 日野一中 12.07
4 福田　奈央(3) ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木 宇都宮陽南中 12.10
5 井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ風果(2) ｲﾄﾞ ｱﾋﾞｹﾞｲﾙﾌｳｶ 岐阜 美濃加茂西中 12.21
6 小倉　梨央(3) ｵｸﾞﾗ ﾘｵ 茨城 阿見AC中 12.22
7 谷根　優花(3) ﾀﾆﾈ ﾕｳｶ 兵庫 高砂荒井中 12.24
8 鈴木　一葉(2) ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾊ 東京 江東深川三中 12.25
9 須川　真衣(1) ｽｶﾞﾜ ﾏｲ 三重 三重大附中 12.25
10 石原　未鈴(3) ｲｼﾊﾗ ﾐｽｽﾞ 兵庫 神戸鈴蘭台中 12.25
11 長濵　奈々美(3) ﾅｶﾞﾊﾏ ﾅﾅﾐ 兵庫 姫路飾磨西中 12.25
12 柳沼　奈々(3) ﾔｷﾞﾇﾏ ﾅﾅ 神奈川 横浜旭北中 12.27
13 福元　日和(3) ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ 宮崎 大淀中 12.28
14 谷　　若奈(3) ﾀﾆ ﾜｶﾅ 兵庫 洲本青雲中 12.29
15 山西　桃子(2) ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ 埼玉 三室中 12.30
16 髙須　鮎香(2) ﾀｶｽ ｱﾕｶ 愛知 城北中 12.31
17 山﨑　千聖() ﾔﾏｻｷ ﾁｻﾄ 鹿児島 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 12.32
18 鈴木　聖菜(3) ｽｽﾞｷ ｾﾅ 静岡 浜松積志中 12.33
19 都築　美音(3) ﾂﾂﾞｷ ﾐｵﾝ 愛知 東浦中 12.35
20 島田　幸夢(3) ｼﾏﾀﾞ ｺﾕﾒ 大阪 咲くやこの花中 12.36
21 上田　理湖(2) ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥取 鳥取河原中 12.36
22 前川　梨花(3) ﾏｴｶﾜ ﾘﾝｶ 神奈川 南加瀬中 12.37
23 吉田　明香里(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取 鳥取河原中 12.41
24 武知　優里(3) ﾀｹﾁ ﾕｳﾘ 徳島 石井中 12.42
25 村田　理緒奈(3) ﾑﾗﾀ ﾘｵﾅ 奈良 河合二中 12.43
26 井上　あず美(3) ｲﾉｳｴ ｱｽﾞﾐ 京都 長岡三中 12.47
27 宇和野　陽月(3) ｳﾜﾉ ﾋﾂﾞｷ 埼玉 加須北川辺中 12.48
28 地崎　奏絵(3) ﾁﾞｻｷ ｶﾅｴ 岐阜 岐阜境川中 12.48
29 光澤　由華(3) ﾐﾂｻﾞﾜ ﾕｳｶ 福岡 高牟礼中 12.48
30 西本　有佳里(3) ﾆｼﾓﾄ ﾕｶﾘ 福岡 姪浜中 12.48
31 小林　萌恵(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 神奈川 浜・田奈中 12.49
32 駒木　　遥(3) ｺﾏｷ ﾊﾙｶ 愛知 冨士中 12.49
33 田村　瑠那() ﾀﾑﾗ ﾙﾅ 静岡 静岡吉田AC中 12.50
34 齋　　安梨(2) ｻｲ ｱﾝﾘ 愛知 冨士中 12.50
35 上島　優里() ｳｴｼﾏ ﾕﾘ 奈良 鴻ﾉ池SC中 12.50
36 江頭　咲希(3) ｴｶﾞｼﾗ ｻｷ 福岡 香椎２中 12.50
37 清水　葉月() ｼﾐｽﾞ ﾊﾂﾞｷ 静岡 清水ミズノSC中 12.51
38 中西　彩梨(3) ﾅｶﾆｼ ｻﾘ 大阪 吹田一中 12.51
39 広沢　優美(3) ﾋﾛｻﾜ ﾕﾐ 東京 落合中 12.52
40 二階堂　亜海(3) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｱﾐ 岐阜 中津第一中 12.53
41 鈴木　真子(3) ｽｽﾞｷ ﾏｺ 静岡 浜松光が丘中 12.53
42 川﨑　まどか() ｶﾜｻｷ ﾏﾄﾞｶ 岡山 OSIT&F中 12.53
43 永井　絵理香(2) ﾅｶﾞｲ ｴﾘｶ 愛知 岡崎甲山中 12.54
44 山本　きらり(3) ﾔﾏﾓﾄ ｷﾗﾘ 愛媛 今治日吉中 12.54
45 杉江　美香(2) ｽｷﾞｴ ﾐｶ 滋賀 瀬田中 12.55
46 春日　佑月(3) ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野 長野北部中 12.56
47 スミス　珠理愛(3) ｽﾐｽ ｼﾞｭﾘｱ 福岡 中村学園女子中 12.56
48 福原　夏実(3) ﾌｸﾊﾗ ﾅﾂﾐ 京都 精華西中 12.57
49 三浦　ちさと(2) ﾐｳﾗ ﾁｻﾄ 千葉 印西原山中 12.59
50 酒井　美乃莉(3) ｻｶｲ ﾐﾉﾘ 神奈川 神奈川学園中 12.60
51 多田　愛海(3) ﾀﾀﾞ ｱｲﾐ 京都 京都光華中 12.60
52 岩越　麻弥(3) ｲﾜｺｼ ﾏﾔ 愛知 冨士中 12.61
53 吉田　二千翔(3) ﾖｼﾀﾞ ﾆﾁｶ 三重 度会中 12.61
54 小出　彩音(3) ｺｲﾃﾞ ｱﾔﾈ 大阪 大阪東淀中 12.61
55 山本　早留香(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 兵庫 小野旭丘中 12.61
56 小禄　由衣(3) ｵﾛｸ ﾕｲ 愛知 岡崎甲山中 12.63
57 長岡　里奈(3) ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾅ 三重 厚生中 12.63
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58 原瀬　優花(3) ﾊﾗｾ ﾕｳｶ 岡山 総社ｳｨﾝｸﾞ 12.63
59 長井　未吹(3) ﾅｶﾞｲ ﾐﾌﾞｷ 新潟 長岡小国中 12.64
60 橋口　義美(2) ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼﾐ 三重 橋南中 12.64
61 山下　永莉子(3) ﾔﾏｼﾀ ｴﾘｺ 鹿児島 隼人中 12.64
62 廣瀨　未翔(2) ﾋﾛｾ ﾐｶ 京都 太秦中 12.65
63 山本　光菜里(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅﾘ 大阪 茨木東雲中 12.65
64 塩田　夏帆(2) ｼｵﾀﾞ ﾅﾂﾎ 千葉 千葉花園中 12.66
65 内川　未久(2) ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 長野 小谷中 12.67
66 小池　桃花(3) ｺｲｹ ﾓﾓｶ 静岡 浜松積志中 12.68
67 新庄　理子(1) ｼﾝｼﾞｮｳ ﾘｺ 愛知 豊橋東部中 12.68
68 齊藤　朋佳(3) ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶ 兵庫 伊丹荒牧中 12.68
69 三好　　果(2) ﾐﾖｼ ｺﾉﾐ 兵庫 猪名川中 12.68
70 滝田　静海(1) ﾀｷﾀ ｲｽﾞﾐ 東京 足立十三中 12.69
71 井貝　沙彩(3) ｲｶｲ ｻｱﾔ 愛知 祖父江中 12.69
72 山口　紗也(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔ 三重 倉田山中 12.69
73 山本　珠菜(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾅ 大阪 枚方長尾中 12.69
74 熱田　　心(2) ｱﾂﾀ ｺｺﾛ 岡山 倉敷東中 12.69
75 阿南　真奈(3) ｱﾅﾐ ﾏﾅ 福岡 筑紫野南中 12.70
76 福林　春香(3) ﾌｸﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 滋賀 南郷中 25.38
77 水谷　彩芽(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾒ 埼玉 入間藤沢中 25.84
78 佐藤　なつみ(1) ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ 三重 神戸中 25.84
79 三輪　未来(2) ﾐﾜ ﾐﾗｲ 愛知 神の倉中 25.89
80 矢野　未玲(3) ﾔﾉ ﾐﾚｲ 三重 陵成中 26.00
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【中学生女子　８００ｍ】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 金山　　琳(3) ｶﾅﾔﾏ ﾘﾝ 兵庫 加古川中 2:11.94
2 石川　英沙(3) ｲｼｶﾜ ｴｲｼｬ 千葉 松戸一中 2:12.33
3 田和　りな(2) ﾀﾜ ﾘﾅ 大阪 箕面六中 2:13.51
4 中野　紗希() ﾅｶﾉ ｻｷ 愛知 なごや陸上ｸﾗﾌﾞ 2:13.74
5 宮出　彩花(3) ﾐﾔﾃﾞ ｱﾔｶ 大阪 泉大津東陽中 2:14.09
6 山田　侑依(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 埼玉 杉戸中 2:14.40
7 加藤　沙良(3) ｶﾄｳ ｻﾗ 岐阜 大垣西部中 2:14.60
8 小西　梨香子(3) ｺﾆｼ ﾘｶｺ 兵庫 西宮上ヶ原中 2:14.91
9 山田　真梨子(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 愛知 神の倉中 2:14.94
10 神澤　　桃(2) ｶﾝｻﾞﾜ ﾓﾓ 兵庫 三木東中 2:15.34
11 湯川　令奈(2) ﾕｶﾜ ﾚﾅ 鳥取 鳥取湖東中 2:15.34
12 野末　侑花(3) ﾉｽｴ ﾕｶ 福岡 守恒中 2:15.36
13 三村　莉央(3) ﾑﾐﾗ ﾘｵ 兵庫 加古川中 2:15.42
14 上田　万葵(2) ｳｴﾀﾞ ﾏｷ 広島 廿日市大野東中 216.06
15 浅田　遥香(3) ｱｻﾀﾞ ﾊﾙｶ 埼玉 川口西中 2:16.07
16 福山　瑶子(3) ﾌｸﾔﾏ ﾖｳｺ 神奈川 鎌倉手広中 2:16.40
17 徳重　夢乃(3) ﾄｸｼｹﾞ ﾕﾒﾉ 広島 広島五日市南中 2:16.42
18 松元　菜笑(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｴ 大阪 東大阪弥刀中 2:16.75
19 伊藤　遥美(3) ｲﾄｳ ﾊﾙﾐ 静岡 浜松曳馬中 2:16.77
20 鍋島　萌花(2) ﾅﾍﾞｼﾏ ﾓｴｶ 広島 廿日市大野東中 2:16.84
21 濱野　葉月(3) ﾊﾏﾉ ﾊﾂﾞｷ 岐阜 大垣西部中 2:16.87
22 斎藤　祐美(2) ｻｲﾄｳ ﾕﾐ 岩手 盛岡厨川中 2:16.89
23 松本　真凛(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾘﾝ 京都 広野中 2:16.98
24 岸本　百桃(1) ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ 鳥取 鳥取県鳥取西中 2:16.99
25 原口　由子(2) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳｺ 奈良 伏見中 4:35.59
26 平田　乙葉(3) ﾋﾗﾀ ｵﾄﾊ 京都 黄檗中 4:36.47
27 広内　来幸(3) ﾋﾛｳﾁ ｷｻﾁ 兵庫 神戸鈴蘭台中 4:38.88
28 平出　有紀(2) ﾋﾗﾃﾞ ﾕｷ 静岡 静岡東中 4:39.40
29 堀　有紀子(3) ﾎﾘ ﾕｷｺ 京都 泉川中 4:39.57
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【中学生女子　６０ｍH】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 玉井　奈那(3) ﾀﾏｲ ﾅﾅ 愛媛 今治北郷中 13.83
2 安達　楓恋(2) ｱﾀﾞﾁ ｶﾚﾝ 岐阜 美濃加茂東中 14.03
3 進藤　愛子(3) ｼﾝﾄﾞｳ ｱｲｺ 神奈川 川崎柿生中 14.31
4 石谷　綾菜(3) ｲｼﾀﾆ ｱﾔﾅ 兵庫 姫路飾磨西中 14.32
5 玉置　菜々子(3) ﾀﾏｵｷ ﾅﾅｺ 北海道 札幌屯田北中 14.33
6 梶木　菜々香(3) ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ 栃木 栃木南中 14.35
7 竜門　千佳(3) ﾘｭｳﾓﾝ ﾁｶ 岡山 吉備中 14.37
8 吉村　美咲(2) ﾖｼﾑﾗ ﾐｻｷ 兵庫 神戸本多聞中 14.45
9 清水　羽菜(2) ｼﾐｽﾞ ﾊﾅ 東京 調布三中 14.52
10 柏崎　結奈(3) ｶｼﾜｻﾞｷ ﾕｲﾅ 栃木 小山城南中 14.55
11 松田　　藍(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾗﾝ 三重 八風中 14.59
12 菱沼　理乃(3) ﾋｼﾇﾏ ﾘﾉ 栃木 宇都宮陽南中 14.60
13 清水　春花(3) ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 福岡 木屋瀬中 14.60
14 大橋　萌加(2) ｵｵﾊｼ ﾓｶ 静岡 静岡東中 14.63
15 小山田　環(3) ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀﾏｷ 埼玉 尾間木中 14.64
16 麻野　涼葉(2) ｱｻﾉ ｽｽﾞﾊ 大阪 堺五箇荘中 14.64
17 西井　裕美香(3) ﾆｼｲ ﾕﾐｶ 三重 厚生中 14.65
18 藤井　このみ(2) ﾌｼﾞｲ ｺﾉﾐ 大阪 豊中一中 14.66
19 工藤　音花(2) ｸﾄﾞｳ ｵﾄｶ 岡山 岡山大附中 14.68
20 堂本　鈴華(2) ﾄﾞｳﾓﾄ ﾘﾝｶ 大阪 美原中 14.69
21 吉田　萌々(3) ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓ 岐阜 蘇南中 14.70
22 桝村　亜久莉(2) ﾏｽﾑﾗ ｱｸﾞﾘ 大阪 河南中 14.72
23 小林　もえか(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 岐阜 上矢作中学校中 14.73
24 清水　彩妃(3) ｼﾐｽﾞ ｻｷ 京都 長岡三中 14.74
25 中野　千菜津(3) ﾅｶﾉ ﾁﾅﾂ 大阪 大阪柴島中 14.75
26 東谷　美都(2) ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾐﾄ 大阪 枚方中 14.75
27 眞木　穂乃香(3) ﾏｷ ﾎﾉｶ 愛媛 今治北郷中 14.75
28 萬谷　呂稀(3) ﾏﾝﾀﾆ ﾛｷ 奈良 大宇陀中 14.76
29 安達　香奈(3) ｱﾀﾞﾁ ｶﾅ 鳥取 弓ケ浜中 14.77
30 岡本　光生(3) ｵｶﾓﾄ ﾐｳ 宮崎 宮崎大附中 14.77
31 岐部　あゆか(3) ｷﾍﾞ ｱﾕｶ 大阪 堺月州中 14.79
32 辻井　美緒(3) ﾂｼﾞｲ ﾐｵ 奈良 田原本中 14.80
33 水谷　佳歩(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾎ 大阪 堺登美丘中 14.82
34 平田　　智(3) ﾋﾗﾀ ｻﾄ 兵庫 双葉中 14.82
35 青木　穂花(2) ｱｵｷ ﾎﾉｶ 福岡 那珂中 14.82
36 関口　弥桜(3) ｾｷｸﾞﾁ ﾐｵ 大阪 茨木平田中 14.83
37 鈴木　さくら(2) ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 静岡 三島陸上競走部 14.86
38 安河内　萌衣() ﾔｽｺｳﾁ ﾒｲ 岡山 SPE 14.86
39 佐伯　舞子(2) ｻｲｷ ﾏｲｺ 長崎 長与第二中 14.87
40 佐藤　琴音(2) ｻﾄｳ ｺﾄﾈ 兵庫 高砂荒井中 14.88
41 澄川　芽久(3) ｽﾐｶﾜ ﾒｸﾞ 岡山 吉備中 14.88
42 梶原　美悠(3) ｶｼﾞﾜﾗ ﾐﾕｳ 兵庫 高砂荒井中 14.89
43 粟野　春希(3) ｱﾜﾉ ﾊﾙｷ 大阪 大阪花乃井中 14.90
44 富永　悠月(3) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 大阪 大阪柴島中 14.92
45 平山　亜美(2) ﾋﾗﾔﾏ ｱﾐ 兵庫 西宮深津中 14.92
46 遠田　光李(3) ｴﾝﾀﾞ ﾋｶﾘ 神奈川 横浜富岡中 14.94
47 池田　涼香(3) ｲｹﾀﾞ ｽｽﾞｶ 京都 桃山中 14.94
48 辻井　菜緒(3) ﾂｼﾞｲ ﾅｵ 奈良 田原本中 14.94
49 山田　青空(3) ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ 岐阜 岐阜青山中 14.96
50 鹿野　美咲(2) ｼｶﾉ ﾐｻｷ 大阪 茨木西中 14.96
51 鍋島　幸乃(3) ﾅﾍﾞｼﾏ ﾕｷﾉ 埼玉 本太中 14.97
52 加藤　望玖(3) ｶﾄｳ ﾐｸ 三重 多気中 14.97
53 福山　紗彩(3) ﾌｸﾔﾏ ｻｱﾔ 奈良 都祁中 14.97
54 今井　茉裕(3) ｲﾏｲ ﾏﾕ 三重 一志中 14.98
55 保科　晴香(2) ﾎｼﾅ ﾊﾙｶ 埼玉 春日部中 14.99
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【中学生女子　走幅跳】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 高良　彩花(3) ｺｳﾗ ｱﾔｶ 兵庫 西宮浜中 6m12
2 吉岡　里紗(2) ﾖｼｵｶ ﾘｻ 奈良 式下中 5m97
3 谷髙　真依(3) ﾔﾀｶ ﾏｲ 静岡 浜松浜北北部中 5m85
4 浦野　奈央(3) ｳﾗﾉ ﾅｵ 岐阜 大垣東中 5m76
5 芦田　陽菜(3) ｱｼﾀﾞ ﾊﾙﾅ 兵庫 丹波春日中 5m71
6 石井　杏奈(3) ｲｼｲ ｱﾝﾅ 東京 国分寺一中 5m68
7 平松　紗季(3) ﾋﾗﾏﾂ ｻｷ 岐阜 羽島中 5m61
8 神取　空那(3) ｶﾝﾄﾞﾘ ｿﾗﾅ 愛知 西尾鶴城中 5m60
9 山口　華枝(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 上条中 5m58
10 門池　　愛(3) ｶﾄﾞｲｹ ﾏﾅ 熊本 京陵中 5m57
11 森川　　澪(3) ﾓﾘｶﾜ ﾘｮｳ 兵庫 神戸原田中 5m56
12 髙橋　ひなた(2) ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ 新潟 十日町川西中 5m56
13 冨塚　日南々(3) ﾄﾐﾂﾞｶ ﾋﾅﾅ 愛知 常滑中中 5m54
14 田中　伶奈(3) ﾀﾅｶ ﾚﾅ 香川 三豊高瀬中 5m53
15 村田　千夏(3) ﾑﾗﾀ ﾁﾅﾂ 三重 多気中 5m53
16 山野　綾香(3) ﾔﾏﾉ ｱﾔｶ 三重 亀山中部中 5m52
17 吉田　美優(2) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ 徳島 阿南中 5m51
18 大西　愛永(3) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ 奈良 二名中 5m51
19 堀内　瑠奈(3) ﾎﾘｳﾁ ﾙﾅ 東京 昭島多摩辺中 5m51
20 北田　莉亜(2) ｷﾀﾀﾞ ﾘｱ 大阪 大阪松虫中 5m50
21 片山　和奈(3) ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾅ 三重 文岡中 5m50
22 岩崎　有花(2) ｲﾜｻｷ ﾕｳｶ 岐阜 高富中 5m49
23 渡辺　紀里(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾘ 埼玉 草加新田中 5m48


