
【一般男子12000m】

氏名 フリガナ 国記号 陸協 所属

ブラウン　ジョン ﾌﾞﾗｳﾝ ｼﾞｮﾝ CAN 海外 ｶﾅﾀﾞ

グレ－ブス　グレゴリ－ ｸﾞﾚ-ﾌﾞｽ ｸﾞﾚｺﾞﾘ- AUS 海外 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

岩水　嘉孝 ｲﾜﾐｽﾞ ﾖｼﾀｶ JPN 千葉 富士通

佐藤　秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ JPN 愛知 ﾄﾖﾀ紡織

梅枝　裕吉 ｳﾒｶﾞｴ ﾋﾛﾖｼ JPN 三重 NTN

菊池　昌寿 ｷｸﾁ ﾏｻﾄｼ JPN 千葉 富士通

渡辺　和也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ JPN 兵庫 山陽特殊製鋼

上野　裕一郎 ｳｴﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ JPN 東京 ｴｽﾋﾞｰ食品

川畑　憲三 ｶﾜﾊﾞﾀ ｹﾝｿﾞｳ JPN 愛知 愛三工業

阿宗　高広 ｱｿｳ ﾀｶﾋﾛ JPN 愛知 愛三工業

末松　裕一 ｽｴﾏﾂ ﾕｳｲﾁ JPN 大分 愛三工業

小森　正臣 ｺﾓﾘ ﾏｻｵﾐ JPN 秋田 秋田自衛隊

篠浦　辰徳 ｼﾉｳﾗ ﾀﾂﾉﾘ JPN 東京 ｴｽﾋﾞｰ食品

池谷　寛之 ｲｹｶﾞﾔ ﾋﾛﾕｷ JPN 三重 NTN

松岡　佑起 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ JPN 徳島 大塚製薬

松浦　貴之 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾕｷ JPN 徳島 大塚製薬

松岡　悟史 ﾏﾂｵｶ ｻﾄｼ JPN 徳島 大塚製薬

古田　総司 ﾌﾙﾀ ｿｳｼﾞ JPN 広島 海上保安大

森田　知行 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾕｷ JPN 東京 ｶﾈﾎﾞｳ

松藤　大輔 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ JPN 東京 ｶﾈﾎﾞｳ

門田　浩樹 ｶﾄﾞﾀ ﾋﾛｷ JPN 東京 ｶﾈﾎﾞｳ

田上　貴之 ﾀｶﾞﾐ ﾀｶﾕｷ JPN 福岡 九電工

山中　貴弘 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶﾋﾛ JPN 東京 国士舘大

村川　敦哉 ﾑﾗｶﾜ ｱﾂﾔ JPN 東京 国士舘大

宮﨑　大佑 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ JPN 東京 国士舘大

中村　祐介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ JPN 東京 国士舘大

松本　良介 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ JPN 東京 国士舘大

松本　一人 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾄ JPN 東京 国士舘大

関口　和幸 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ JPN 東京 国士舘大

柴田　省吾 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ JPN 東京 国士舘大

平川　玲央 ﾋﾗｶﾜ ﾚｵ JPN 東京 国士舘大

久井原　歩 ﾋｻｲﾊﾞﾙ ｱﾕﾑ JPN 東京 国士舘大

伊藤　正樹 ｲﾄｳ ﾏｻｷ JPN 東京 国士舘大

井上　貴博 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ JPN 茨城 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

中倉　幸陽 ﾅｶｸﾗ ｺｳﾖｳ JPN 埼玉 埼玉

山本　亮 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ JPN 京都 佐川急便



上村　智祐 ｳｴﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ JPN 埼玉 自衛隊体育学校

佐藤　直人 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ JPN 埼玉 自衛隊体育学校

坂東　和彦 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋｺ JPN 香川 四国電力

久保　慶和 ｸﾎﾞ ﾖｼｶｽﾞ JPN 高知 四国電力

武村　佳尚 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾋｻ JPN 香川 四国電力

合田　和希 ｺﾞｳﾀﾞ ｶｽﾞｷ JPN 香川 四国電力

山下　真司 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｼﾞ JPN 香川 四国電力

清　智之 ｾｲ ﾄﾓﾕｷ JPN 静岡 静岡陸協

柴田　尚輝 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ JPN 千葉 JALｸﾞﾗﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

関戸　雅輝 ｾｷﾄﾞ ﾏｻｷ JPN 石川 順天堂大

越智　健一郎 ｵﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ JPN 石川 順天堂大

田鎖　慶大 ﾀｸﾞｻﾘ ｹｲﾀ JPN 北海道 順天堂大

小髙　悠馬 ｺﾀﾞｶ ﾕｳﾏ JPN 栃木 順天堂大

小野　裕幸 ｵﾉ ﾋﾛﾕｷ JPN 群馬 順天堂大

山﨑　敦史 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂｼ JPN 群馬 順天堂大

塩田　充 ｼｵﾀﾞ ﾐﾂﾙ JPN 富山 順天堂大

山田　翔太 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ JPN 千葉 順天堂大

琴岡　義規 ｺﾄｵｶ ﾖｼﾉﾘ JPN 静岡 順天堂大

岡部　寛之 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ JPN 愛知 順天堂大

木水　良 ｷﾐｽﾞ ｱｷﾗ JPN 福井 順天堂大

唐川　和宏 ｶﾗｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ JPN 福井 順天堂大

小出　優希 ｺｲﾃﾞ ﾕｳｷ JPN 熊本 順天堂大

中戸川　敦 ﾅｶﾄｶﾞﾜ ｱﾂｼ JPN 神奈川 松蔭大

川﨑　直人 ｶﾜｻｷ ﾅｵﾄ JPN 神奈川 松蔭大

須永　将広 ｽﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ JPN 神奈川 松蔭大

内海　紘輔 ｳﾂﾐ ｺｳｽｹ JPN 神奈川 松蔭大

細井　智弘 ﾎｿｲ ﾄﾓﾋﾛ JPN 神奈川 松蔭大

田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ JPN 神奈川 松蔭大

田中　奨也 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ JPN 神奈川 松蔭大

鈴木　淳也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ JPN 神奈川 松蔭大

吉澤　和也 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ JPN 神奈川 松蔭大

山室　陽平 ﾔﾏﾑﾛ ﾖｳﾍｲ JPN 神奈川 松蔭大

伊澤　聡 ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ JPN 神奈川 松蔭大

永堀　翔太郎 ﾅｶﾞﾎﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ JPN 神奈川 松蔭大

梶原　有高 ｶｼﾞﾜﾗ ｱﾘﾀｶ JPN 神奈川 松蔭大

山田　遼 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ JPN 神奈川 松蔭大

伊藤　一行 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ JPN 宮城 城西大

加藤　翔太 ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ JPN 岩手 城西大



高橋　優太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ JPN 宮城 城西大

佐藤　直樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ JPN 宮城 城西大

田中　佳祐 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ JPN 福岡 城西大

押塚　寛史 ｵｼﾂﾞｶ ﾋﾛｼ JPN 長野 信州大

中川　禎毅 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ JPN 埼玉 新電元工業

白田　雄久 ｼﾗﾀ ｶﾂﾋｻ JPN 埼玉 新電元工業

五十嵐　武 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ JPN 山形 神町自衛隊

古川　茂 ﾌﾙｶﾜ ｼｹﾞﾙ JPN 群馬 SUBARU

田村　航 ﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ JPN 群馬 SUBARU

ＭＵＣＨＩＲＩ　ＫＡＲＯＫＩ ﾑﾁﾘ ｶﾛｷ JPN 広島 世羅高

高田　涼 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳ JPN 福島 創価大

小林　元治 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾊﾙ JPN 東京 創価大

尾関　誠 ｵｾﾞｷ ﾏｺﾄ JPN 愛知 創価大

樋口　正明 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ JPN 東京 創価大

高塚　直樹 ﾀｶﾂｶ ﾅｵｷ JPN 埼玉 創価大

清野　篤 ｷﾖﾉ ｱﾂｼ JPN 埼玉 大東文化大

日向　嘉紀 ﾋｭｳｶﾞ ﾖｼﾉﾘ JPN 静岡 滝ｹ原自衛隊

荒木　宏太 ｱﾗｷ ｺｳﾀ JPN 静岡 滝ｹ原自衛隊

大橋　一博 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ JPN 千葉 千葉教員ｸﾗﾌﾞ

ＮＤＩＲＡＮＧＵ　ＡＵＧＵＳＴＩＮＥＧＡＴＩＭＵ ﾃﾞｨﾗﾝｸﾞ ｱｶﾞｽﾃｨﾝ ｶﾞﾃｨﾑ JPN 愛知 中央発條

山本　和樹 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ JPN 愛知 中央発條

藤森　憲秀 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾉﾘﾋﾃﾞ JPN 広島 中国電力

岡本　直己 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ JPN 広島 中国電力

伊達　秀晃 ﾀﾞﾃ ﾋﾃﾞｱｷ JPN 広島 中国電力

嶋田　健士郎 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ JPN 兵庫 筑波大

赤染　健 ｱｶｿﾞﾒ ｹﾝ JPN 秋田 東海大

金子　太郎 ｶﾈｺ ﾀﾛｳ JPN 滋賀 東海大

栗原　俊 ｸﾘﾊﾗ ｼｭﾝ JPN 熊本 東海大

奥澤　匠 ｵｸｻﾞﾜ ﾀｸﾐ JPN 栃木 東京経済大

関沼　雅大 ｾｷﾇﾏ ﾏｻﾋﾛ JPN 栃木 東京経済大

槻澤　翔 ﾂｷｻﾜ ｼｮｳ JPN 神奈川 東京経済大

時庭　崇 ﾄｷﾆﾜ ﾀｶｼ JPN 栃木 東京経済大

笠原　慧 ｶｻﾊﾗ ｹｲ JPN 東京 東京工業大

高山　昇大 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ JPN 埼玉 東京農業大

松岡　育生 ﾏﾂｵｶ ｲｸｵ JPN 千葉 東京農業大

老田　三千丈 ｵｲﾀ ﾐﾁﾀｹ JPN 岐阜 東京農業大

田村　英晃 ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ JPN 新潟 東京農業大

貝塚　信洋 ｶｲﾂﾞｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ JPN 埼玉 東京農業大



川内　涼 ｶﾜｳﾁ ﾘｮｳ JPN 神奈川 東京農業大

横山　裕己 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ JPN 埼玉 東京農業大

松原　健太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ JPN 島根 東京農業大

木下　潤哉 ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ JPN 佐賀 東京農業大

瀬山　直人 ｾﾔﾏ ﾅｵﾄ JPN 埼玉 東京農業大

細谷　祐二 ﾎｿﾔ ﾕｳｼﾞ JPN 群馬 東京農業大

佐々木　薫 ｻｻｷ ｶｵﾙ JPN 埼玉 東京農業大

市川　貴洋 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ JPN 愛知 東京農業大

岩佐　実徳 ｲﾜｻ ﾐﾉﾘ JPN 千葉 東京農業大

坂本　皓太 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ JPN 山梨 東京農業大

大工谷　秀平 ﾀﾞｲｸﾔ ｼｭｳﾍｲ JPN 広島 東京農業大

川尻　卓也 ｶﾜｼﾞﾘ ﾀｸﾔ JPN 埼玉 東京農業大

森下　真基 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻｷ JPN 鳥取 東京農業大

若林　徹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ JPN 千葉 東京農業大

梨木　雅之 ﾅｼｷ ﾏｻﾕｷ JPN 埼玉 東京農業大

藤代　晃司 ﾌｼﾞｼﾛ ｺｳｼﾞ JPN 岩手 東京農業大

内田　直将 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾏｻ JPN 愛知 ﾄﾖﾀ自動車

吉村　尚悟 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵｻﾄ JPN 愛知 ﾄﾖﾀ自動車

三島　慎吾 ﾐｼﾏ ｼﾝｺﾞ JPN 愛知 ﾄﾖﾀ自動車

Ｍａｒｔｉｎ　Ｍｕｋｕｌｅ ﾏ-ﾃｨﾝ ﾑｸﾚ JPN 愛知 ﾄﾖﾀ自動車

有隅　剛志 ｱﾘｽﾐ ﾀｹｼ JPN 福岡 西鉄

丸山　敬三 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｿﾞｳ JPN 東京 日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

皆倉　一馬 ｶｲｸﾗ ｶｽﾞﾏ JPN 東京 日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

実井　謙二郎 ｼﾞﾂｲ ｹﾝｼﾞﾛｳ JPN 東京 日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

大島　健太 ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ JPN 東京 日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

Ｊｕｌｉｕｓ　Ｇｉｔａｈｉ ｼﾞｭﾘｱｽ ｷﾞﾀﾋ JPN 東京 日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

森　賢大 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ JPN 鹿児島 日本体育大

久保岡　諭司 ｸﾎﾞｵｶ ｻﾄｼ JPN 広島 日本体育大

谷野　琢弥 ﾀﾆﾉ ﾀｸﾔ JPN 兵庫 日本体育大

出口　和也 ﾃﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ JPN 茨城 日本体育大

野口　拓也 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ JPN 宮城 日本体育大

中野　清夫 ﾅｶﾉ ｽﾐｵ JPN 千葉 ﾆｯﾎﾟﾝﾗﾝﾅｰｽﾞ

ローレンス　ジェイソン ﾛｰﾚﾝｽ ｼﾞｪｲｿﾝ JPN 東京 ﾊﾘｱｰｽﾞ

信田　雄一 ｼﾉﾀﾞ ﾕｳｲﾁ JPN 茨城 日立電線

長谷川　誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ JPN 茨城 日立電線

福井　誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ JPN 千葉 富士通

山口　浩一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ JPN 千葉 富士通

今村　俊 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝ JPN 神奈川 ﾌﾟﾚｽ工業



門間　滋 ﾓﾝﾏ ｼｹﾞﾙ JPN 北海道 ﾌﾟﾚｽ工業

本田　慶太 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾀ JPN 神奈川 ﾌﾟﾚｽ工業

池上　誠悟 ｲｹｶﾞﾐ ｾｲｺﾞ JPN 埼玉 Honda

石川　末廣 ｲｼｶﾜ ｽｴﾋﾛ JPN 埼玉 Honda

藤原　正和 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｶｽﾞ JPN 埼玉 Honda

池邉　稔 ｲｹﾍﾞ ﾐﾉﾙ JPN 埼玉 Honda

金塚　洋輔 ｶﾈﾂｶ ﾖｳｽｹ JPN 埼玉 Honda

松本　昂大 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ JPN 長野 明治大

吉岡　玲 ﾖｼｵｶ ﾚｲ JPN 東京 ﾔｸﾙﾄ

清水　健司 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ JPN 東京 ﾔｸﾙﾄ

川口　将宏 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ JPN 東京 ﾔｸﾙﾄ

添田　彰 ｿｴﾀ ｱｷﾗ JPN 東京 ﾔｸﾙﾄ

佐藤　瞬 ｻﾄｳ ｼｭﾝ JPN 東京 ﾔｸﾙﾄ

平野　護 ﾋﾗﾉ ﾏﾓﾙ JPN 福岡 安川電機

伊藤　文彦 ｲﾄｳ ﾌﾐﾋｺ JPN 山口 山口自衛隊

中嶋　聖善 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾖｼ JPN 滋賀 立命館大

村刺　厚介 ﾑﾗｻｼ ｺｳｽｹ JPN 富山 YKK

小林　秀寿 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ JPN 富山 YKK

上條　晃良 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｷﾖｼ JPN 富山 YKK

前田　翼 ﾏｴﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ JPN 富山 YKK

矢澤　曜 ﾔｻﾞﾜ ﾖｳ JPN 神奈川 早稲田大

三田　裕介 ﾐﾀ ﾕｳｽｹ JPN 愛知 早稲田大

八木　勇樹 ﾔｷﾞ ﾕｳｷ JPN 兵庫 早稲田大

中山　卓也 ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾔ JPN 兵庫 早稲田大



【一般女子6000m】

氏名 フリガナ 国記号 陸協 所属

セルゲエワ　イリナ ｾﾙｹﾞｴﾜ ｲﾘﾅ RUS 海外 ﾛｼｱ

嶋原　清子 ｼﾏﾊﾗ ｷﾖｺ JPN 東京 ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞAC

弘山　晴美 ﾋﾛﾔﾏ ﾊﾙﾐ JPN 東京 資生堂

五十嶺　綾 ｲｿﾐﾈ ｱﾔ JPN 東京 資生堂

辰巳　悦加 ﾀﾂﾐ ﾖｼｶ JPN 島根 松江市陸協

谷　奈美 ﾀﾆ ﾅﾐ JPN 千葉 ｱﾙｾﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

佐伯　由香里 ｻﾊｸ ﾕｶﾘ JPN 千葉 ｱﾙｾﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

永尾　薫 ﾅｶﾞｵ ｶｵﾙ JPN 千葉 ｱﾙｾﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

西尾　美耶 ﾆｼｵ ﾐﾔ JPN 千葉 ｱﾙｾﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

中尾　真理子 ﾅｶｵ ﾏﾘｺ JPN 宮崎 OKI

阪根　理恵子 ｻｶﾈ ﾘｴｺ JPN 香川 四国電力

中内　真理 ﾅｶｳﾁ ﾏﾘ JPN 香川 四国電力

佐藤　由美 ｻﾄｳ ﾕﾐ JPN 東京 資生堂

須黒　美沙子 ｽｸﾞﾛ ﾐｻｺ JPN 東京 資生堂

村岡　温子 ﾑﾗｵｶ ｱﾂｺ JPN 東京 資生堂

森永　千晶 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾁｱｷ JPN 東京 資生堂

小原　悠 ｵﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ JPN 埼玉 しまむら

池田　麻美 ｲｹﾀﾞ ﾏﾐ JPN 埼玉 しまむら

沼田　裕貴 ﾇﾏﾀ ﾕｷ JPN 埼玉 しまむら

橋本　富美子 ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐｺ JPN 埼玉 しまむら

福山　つゆき ﾌｸﾔﾏ ﾂﾕｷ JPN 神奈川 順天堂大

船木　美果 ﾌﾅｷ ﾐｶ JPN 北海道 順天堂大

北村　沙織 ｷﾀﾑﾗ ｻｵﾘ JPN 埼玉 順天堂大

会津　恭子 ｱｲﾂﾞ ｷｮｳｺ JPN 千葉 城西国際大

会津　容子 ｱｲﾂﾞ ﾖｳｺ JPN 千葉 城西国際大

大橋　春香 ｵｵﾊｼ ﾊﾙｶ JPN 千葉 城西国際大

山本　沙織 ﾔﾏﾓﾄ ｻｵﾘ JPN 千葉 城西国際大

安藤　こずえ ｱﾝﾄﾞｳ ｺｽﾞｴ JPN 千葉 城西国際大

西田　かすみ ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾐ JPN 千葉 城西国際大

阿部　有香里 ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ JPN 千葉 城西国際大

星野　純子 ﾎｼﾉ ｼﾞｭﾝｺ JPN 千葉 城西国際大

細谷　英里 ﾎｿﾔ ｴﾘ JPN 千葉 城西国際大

片岡　未由希 ｶﾀｵｶ ﾐﾕｷ JPN 千葉 城西国際大

西尾　千沙 ﾆｼｵ ﾁｻ JPN 東京 ｽﾀｰﾂ

高橋　聡美 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ JPN 千葉 積水化学

才上　裕紀奈 ｻｲｼﾞｮｳ ﾕｷﾅ JPN 千葉 積水化学



清水　裕子 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺ JPN 千葉 積水化学

人見　麻友 ﾋﾄﾐ ﾏﾕ JPN 千葉 積水化学

石山　美保 ｲｼﾔﾏ ﾐﾎ JPN 大阪 ﾀﾞｲﾊﾂ

田平　彩菜 ﾀﾋﾞﾗ ｱﾔﾅ JPN 大阪 ﾀﾞｲﾊﾂ

濵﨑　奈都美 はまさき なつみ JPN 大阪 ﾀﾞｲﾊﾂ

木﨑　良子 ｷｻﾞｷ ﾘｮｳｺ JPN 大阪 ﾀﾞｲﾊﾂ

高岩　由 ﾀｶｲﾜ ﾕｲ JPN 東京 筑波大

市川　良子 ｲﾁｶﾜ ﾖｼｺ JPN 東京 TRC

佐藤　裕佳 ｻﾄｳ ﾕｶ JPN 神奈川 東海大

田中　舞 ﾀﾅｶ ﾏｲ JPN 奈良 東海大

若月　一夏 ﾜｶﾂｷ ｶｽﾞｶ JPN 福岡 TOTO

山根　朝美 ﾔﾏﾈ ｱｻﾐ JPN 千葉 豊田自動織機

永田　幸栄 ﾅｶﾞﾀ ﾕｷｴ JPN 千葉 豊田自動織機

仙頭　さゆり ｾﾝﾄﾞｳ ｻﾕﾘ JPN 千葉 豊田自動織機

青山　瑠衣 ｱｵﾔﾏ ﾙｲ JPN 千葉 豊田自動織機

友枝　美里 ﾄﾓｴﾀﾞ ﾐｻﾄ JPN 千葉 豊田自動織機

阿蘇品　照美 ｱｿｼﾅ ﾃﾙﾐ JPN 愛知 ﾄﾖﾀ車体

小田切　亜季 ｵﾀｷﾞﾘ ｱｷ JPN 長野 長野東高

松本　里恵 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｴ JPN 宮城 日本ｹﾐｺﾝ

五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ JPN 宮城 日本ｹﾐｺﾝ

山崎　里菜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾅ JPN 神奈川 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

中村　里沙 ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ JPN 茨城 日立

山口　紗也加 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔｶ JPN 茨城 日立

増本　菜津子 ﾏｽﾓﾄ ﾅﾂｺ JPN 茨城 日立

成毛　志麻 ﾅﾙｹ ｼﾏ JPN 茨城 日立

上谷田　愛美 ｶﾐﾀﾆﾀﾞ ﾏﾅﾐ JPN 茨城 日立

西川　生夏 ﾆｼｶﾜ ｾｲｶ JPN 熊本 名城大

野村　沙世 ﾉﾑﾗ ｻﾖ JPN 岐阜 名城大

井原　未帆 ｲﾊﾗ ﾐﾎ JPN 愛媛 名城大

津崎　紀久代 ﾂｻﾞｷ ｷｸﾖ JPN 鳥取 名城大

徳田　友香 ﾄｸﾀﾞ ﾕｶ JPN 群馬 ﾔﾏﾀﾞ電機

堀越　愛未 ﾎﾘｺｼ ｱｲﾐ JPN 群馬 ﾔﾏﾀﾞ電機

山口　実里 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻﾄ JPN 群馬 ﾔﾏﾀﾞ電機

中代　唯 ﾅｶﾀﾞｲ ﾕｲ JPN 群馬 ﾔﾏﾀﾞ電機

山口　麻衣子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲｺ JPN 群馬 ﾔﾏﾀﾞ電機

小島　一恵 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｴ JPN 京都 立命館大

阪田　千尋 ｻｶﾀ ﾁﾋﾛ JPN 千葉 立命館大

岩川　真知子 ｲﾜｶﾜ ﾏﾁｺ JPN 宮城 立命館大



竹中　理沙 ﾀｹﾅｶ ﾘｻ JPN 京都 立命館大

田中　華絵 ﾀﾅｶ ﾊﾅｴ JPN 福岡 立命館大

沼田　未知 ﾇﾏﾀ ﾐﾁ JPN 京都 立命館大

稲富　友香 ｲﾅﾄﾞﾐ ﾄﾓｶ JPN 京都 ﾜｺｰﾙ

中條　宏美 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾋﾛﾐ JPN 京都 ﾜｺｰﾙ




