
全国中学生クロカン　中学生3年男子　3km

ナンバー 氏　名 所属クラブ名 都道府県名

1 前田　陽向 霧島市立国分南中学校 鹿児島県

2 加藤　結羽 松阪市立三雲中学校 三重県

3 土間　董哉 北広島町立千代田中学校 広島県

4 山口　翼 福井県

5 清水　皐熙 都城市立庄内中学校 宮崎県

6 田玄　呼次郎 小平三中 東京都

7 西野　寛太郎 福井県

8 大竹　実吹 太田市立太田中学校 群馬県

9 竹下　諒 浜松市立細江中学校 静岡県

10 坂田　剛 平坂中学校 愛知県

11 酒井　崇史 中能登町立中能登中学校 石川県

12 加藤　悠凌 東庄中学校 千葉県

13 衣川　凌 京都府

14 猿田　創汰 安曇野市立堀金中学校 長野県

15 鷲見　龍之介 北名古屋市立熊野中学校 愛知県

16 小川　志生 浜松市立湖東中学校 静岡県

17 家光　応輔 福井県

18 尾島　広輝 京都産業大学附属中学校 京都府

19 下島　凌空 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県

20 長尾　優汰 下呂市立金山中学校 岐阜県

21 伊藤　颯汰 矢作北中学校 愛知県

22 依田　弥央 京都市立桂川中学校 京都府

23 吉田　琉希 京都市立桂川中学校 京都府

24 山下　翔矢 高岡ＲＣ 富山県

25 伊勢村　羚太 守山市立明富中学校 滋賀県

26 熊谷　駿汰 下條小学校下條中学校 長野県

27 水上　翔生良 福井県

28 荒川　慶悟 三原市立第五中学校 広島県

29 伊藤　悠真 セットプロジェクト 愛知県

30 稲垣　瑛心 鈴鹿市立千代崎中学校 三重県

31 大庭　光輝 ＳＴＦＣ 静岡県

32 氷見　練之介 富山市立興南中学校 富山県

33 菅野　絢之介 大須ＡＣ 愛知県

34 近松　心 川口市立上青木中学校 埼玉県
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35 松下　獅 松下一家道場 愛知県

36 前田　蒼空 福井県

37 小林　漣 福井県

38 石田　悠翔 湖西市立湖西中学校 静岡県

39 清水　麗音 国分南中学校 鹿児島県

40 岡田　蒼生 ＫＭＲ 愛知県

41 佐々木　勝紀 菰野町立菰野中学校 三重県

42 立花　祐介 宮崎スーパージュニア 宮崎県

43 天野　伸城 大須ＡＣ 愛知県

44 森　亮太 下呂市立萩原北中学校 岐阜県

45 浅見　隆斗 ＦＵＪＩＲ．Ｃ 静岡県

46 木下　陽真人 安曇野市立堀金中学校 長野県

47 西野　利来 愛知県

48 判治　徹哉 愛知県

49 柘植　哲太 浜松市立細江中学校 静岡県

50 宮内　達矢 高森町立高森中学校 長野県

51 河内　洋翔 北広島町立千代田中学校 広島県

52 畑中　克彦 愛知県

53 中嶋　康介 愛知県

54 百瀬　柾宏 安曇野市立堀金中学校 長野県

55 猪熊　凌摂 ＴＳＭ 愛知県

56 玉木　輝 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県

57 戸谷　瞭太 愛知県

58 中村　宗樹 愛知県

59 熊倉　優来 岐阜県立竹原中学校 岐阜県

60 島村　実来 志摩市立文岡中学校 三重県

61 小林　虹翔 ＫＭＲ 愛知県

62 王畑　琉 高岡ＲＣ 富山県

63 安藤　海哉 亀山市立亀山中学校 三重県

64 有光　孝太 北広島町立千代田中学校 広島県

65 大東　凪翔 志摩市立文岡中学校 三重県

66 宮崎　航 名古屋市立浄心中学校 愛知県

67 大河内　椋介 ＴＳＭ 愛知県

68 笠原　羽大 羽生市立西中学校 埼玉県

69 細田　倫太郎 北広島町立千代田中学校 広島県

70 高坂　亮栄 星稜中学校 石川県

71 右遠　大翔 さくら走練 岡山県
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72 山根　陽希 大須ＡＣ 愛知県

73 神藏　奏心 ＡＣ一宮Ｊ 愛知県

74 渋谷　悠斗 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県

75 笹本　幸希 三島陸上競走部 静岡県

76 上川　達也 茨木市立東雲中学校 大阪府

77 岡野　雄大 志摩市立文岡中学校 三重県

78 大桑　龍之介 星稜中学校 石川県

79 橋口　諒太郎 立命館守山中学校 京都府

80 井野　晴太 前橋市立第七中学校 群馬県
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全国中学生クロカン　中学生2年男子　2km

ナンバー 氏　名 所属クラブ名 都道府県名

301 田中　悠大 岩出第二中学校 和歌山県

302 北山　俊太朗 足立区立千寿桜堤中学校 東京都

303 細井　渚吾 清新ＪＡＣ 東京都

304 北條　文隆 清新ＪＡＣ 埼玉県

305 今井　悠貴 甲賀市立信楽中学校 滋賀県

306 川本　航太 京山中 岡山県

307 指田　駿太 尼崎市陸協 兵庫県

308 武冨　文哉 前橋市立第七中学校 群馬県

309 近藤　優羽 高須中学校 福岡県

310 谷　隆誠 大津市立瀬田北中学校 滋賀県

311 森　祐磨 亀山市立亀山中学校 三重県

312 市川　太羅 藤枝アスリートクラブ 静岡県

313 大沼　光琉 沼津市立高校中等部 静岡県

314 門奈　正太郎 笠井中学校 静岡県

315 小林　大斗 四日市市立南中学校 三重県

316 赤坂　直人 七尾市立七尾中学校 石川県

317 中島　叶夢 岐阜県

318 佐藤　煉 草津市立草津中学校 滋賀県

319 加嶋　響 京都市立桂中学校 京都府

320 福島　和 京都市立桂中学校 京都府

321 山本　竜星 福井県

322 松崎　悠生 浜田市立第一中学校 島根県

323 大本　寿以喜 米子北斗中学校 鳥取県

324 齋藤　操汰 浜松開誠館中学校 静岡県

325 須古星　駿太 浜田市立第一中学校 島根県

326 出家　恒知 東京都

327 関口　海翔 浜松開誠館中学校 静岡県

328 伊藤　秀馬 四日市市立富田中学校 三重県

329 鶴藤　健琉 岡山市立京山中学校 岡山県

330 野島　将夫 安曇野市立三郷中学校 長野県

331 鈴木　玲央 ＳＴＦＣ 静岡県

332 池田　大裕 菰野町立八風中学校 三重県

333 竹内　知 京都御池中学校 京都府

334 若狭　怜士 中能登町立中能登中学校 石川県
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335 長尾　武琉 岡山市立京山中学校 岡山県

336 正畑　宗悟 三原市立第五中学校 広島県

337 山本　悠晴 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県

338 德永　惟吹 十日町市陸上競技協会 新潟県

339 岡野　太智 米原市立河南中学校 滋賀県

340 大森　友敬 七尾市立七尾中学校 石川県

341 佐藤　佑 浜松市立北浜中学校 静岡県

342 木村　俊介 岡山市立吉備中学校 岡山県

343 能勢　輝 岡山市立吉備中学校 岡山県

344 松尾　晴万 岡山市立吉備中学校 岡山県

345 有富　琉星 岡山市立吉備中学校 岡山県

346 髙木　湊斗 岐阜県

347 森山　直道 出雲市立平田中学校 島根県

348 服部　蓮斗 菊川市立岳洋中学校 静岡県

349 幸野　亮太 出雲市立第一中学校 島根県

350 矢澤　颯介 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県

351 高前　悠大 Ｆ．Ｋ．Ｃ 広島県

352 藤満　優樹 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県

353 飯室　陸 高岡ＲＣ 富山県

354 鵜家　拓斗 中能登町立中能登中学校 石川県

355 大同　悠生 福井県

356 吉川　奨馬 多治見市立陶都中学校 岐阜県

357 遠藤　光基 出雲市立河南中学校 島根県

358 田村　康 出雲市立向陽中学校 島根県

359 坂井　斗己彌 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県

360 玉野　結斗 鈴鹿市立神戸中学校 三重県

361 中野　誉一 甲賀市立信楽中学校 滋賀県

362 小田　雄斗 七尾市立七尾中学校 石川県

363 鈴木　峻樹 浜松市立笠井中学校 静岡県

364 藤井　悠希 岡山市立吉備中学校 岡山県

365 間野　陽 岡山市立吉備中学校 岡山県

366 牧内　宇龍 喬木村立喬木中学校 長野県

367 前田　蓮 福井県

368 大久保　優生 福井県

369 富井　陸 十日町市陸上競技協会 新潟県

370 波形　泰良 十日町市陸上競技協会 新潟県

371 岩﨑　桜一朗 浜松開誠館中学校 静岡県
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372 小林　美波 十日町市陸上競技協会 新潟県

373 小室　快斗 中能登町立中能登中学校 石川県

374 小野　圭太 Ｆ．Ｋ．Ｃ 広島県

375 寺田　拓真 福井県

376 西　晶也 京都市立京都御池中学校 京都府

377 藤本　怜音 福知山市立日新中学校 京都府

378 谷内　陽人 七尾市立七尾中学校 石川県

379 杉山　大晏 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県

380 田中　翔也 岡山市立吉備中学校 岡山県

381 中村　瑠偉 岡山市立吉備中学校 岡山県

382 伊藤　佑眞 岡山市立吉備中学校 岡山県

383 馬淵　有為 岐阜市立陽南中学校 岐阜県

384 足立　悠 京都市立桂中学校 京都府

385 篠原　柊 岡山市立京山中学校 岡山県

386 平島　怜 菰野町立八風中学校 三重県

387 山本　慶 ＳＴＦＣ 静岡県

388 松田　琉生 福井県

389 内田　圭祐 さくら走練 岡山県

390 苅安　渉 内灘町立内灘中学校 石川県

391 大村　春樹 塩尻中学校 長野県

392 小林　勇稀 京都市立桂川中学校 京都府

393 坂本　孝太 玉野市立宇野中学校 岡山県

394 田中　琉偉 福井県

395 河田　尚輝 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県

396 鈴木　央人 浜松開誠館中学校 静岡県

397 藤田　拓大 京都市立大枝中学校 京都府

398 河原　蓮 岡山市立吉備中学校 岡山県

399 丸山　敦矢 岡山市立吉備中学校 岡山県

400 長谷部　滉起 岐阜県

401 森本　瑠倭 Ｆ．Ｋ．Ｃ 広島県

402 神谷　悠斗 鈴鹿市立神戸中学校 三重県

403 橋倉　章人 鈴鹿市立神戸中学校 三重県

404 桑原　将大 京都市立京都御池中学校 京都府

405 庵谷　陸男 京都市立烏丸中学校 京都府

406 櫻井　水麓 中能登町立中能登中学校 石川県

407 武田　凪月 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県

408 藤原　臣 京都市立洛北中学校 京都府
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409 飯島　翔太郎 出雲市立第一中学校 島根県

410 吉田　新 京都市立大枝中学校 京都府

411 深田　大地 岡山市立吉備中学校 岡山県

412 齊藤　音生 高森町立高森中学校 長野県

413 友國　皓 玉野市立宇野中学校 岡山県

414 片桐　杏亮 十日町市陸上競技協会 新潟県

415 羽鳥　樹 十日町市陸上競技協会 新潟県

416 渡瀬　敬太 鈴鹿市立神戸中学校 三重県

417 荻野　恵大 福知山市立日新中学校 京都府

418 鈴木　涼太 京都市立桂川中学校 京都府

419 冝喜　陽斗 京都市立桂川中学校 京都府

420 塙　巌士郎 鉢盛中学校 長野県

421 桒原　成吾 福知山市立日新中学校 京都府

422 松木　昊言 北広島町立千代田中学校 広島県

423 谷田　烈揮 ＫＭＣ陸上クラブ 東京都

424 藤田　礼央 立命館守山中学校 滋賀県

425 森　奏翔 鈴鹿市立千代崎中学校 三重県

426 山元　優太 老上中学校 滋賀県

427 鈴木　佑岳 甲賀市立信楽中学校 滋賀県

428 赤池　瑛太 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県

429 澤田　顕慎 セカンドラップ 石川県

430 濵　一誠 星稜中学校 石川県

431 岡田　歩 富山市立大沢野中学校 富山県

432 森川　雄太 滋賀県

433 佐々木　球二 出雲市立第一中学校 島根県

434 米永　羽歩 京都市立九条中学校 京都府

435 野口　翔有 京都市立桂川中学校 京都府

436 林　祐太朗 高森町立高森中学校 長野県

437 志水　皇介 ＳＭＩＬＥ　ＴＦＬ 三重県

438 小塚　瑛介 星稜中学校 石川県

439 畑　仁智甫 東近江市立能登川中学校 滋賀県

440 奥田　瑛翔 東近江市立能登川中学校 滋賀県

441 河村　治誉 星稜中学校 石川県

442 上田　彩斗 甲賀市立信楽中学校 滋賀県

443 奥田　朝日 甲賀市立信楽中学校 滋賀県

444 若狭　陽葵 京都市立洛北中学校 京都府

445 上山　功恩 京都市立洛北中学校 京都府
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446 清水　拓真 東近江市立能登川中学校 滋賀県

447 霜尾　依斗 福知山市立日新中学校 京都府

448 峰野　翔 ＫＭＲ 愛知県
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全国中学生クロカン　中学生1年男子　2km

ナンバー 氏　名 所属クラブ名 都道府県名

601 川森　獅月 中能登町立中能登中学校 石川県

602 美澤　央佑 藤枝アスリートクラブ 静岡県

603 伊藤　遼 清水町立南中学校 静岡県

604 小原　健太郎 ＴーアスリートＴＣ 岩手県

605 柘植　源太 浜松市立細江中学校 静岡県

606 菊池　大夢 ＴーアスリートＴＣ 岩手県

607 酒井　琉史 中能登町立中能登中学校 石川県

608 難波　瑛俊 岡山市立京山中学校 岡山県

609 岡村　奏汰 松阪市立中部中学校 三重県

610 沖谷　羽閏 金沢学院大学附属中学校 石川県

611 渡部　喜市 高山市立日枝中学校 岐阜県

612 青木　亮太朗 河南陸上クラブ 大阪府

613 松永　惟吹 大須ＡＣ 愛知県

614 神野　吏輝 鈴鹿市立神戸中学校 三重県

615 多久和　竜空 出雲市立向陽中学校 島根県

616 小田　桜雅 浜松市立北浜中学校 静岡県

617 玉川　彩人 岡山市立京山中学校 岡山県

618 河合　淳之介 裾野市立富岡中学校 静岡県

619 高橋　岳大 さくら走練 岡山県

620 伊藤　功太 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県

621 小池　晴斗 七尾市立七尾中学校 石川県

622 筒井　陽 飯田市立高陵中学校 長野県

623 武藤　蒼 浜松開誠館中学校 静岡県

624 半谷　颯佑 ＦＫＮ陸上クラブ 愛知県

625 舛谷　夢生 さくら走練 岡山県

626 石沢　聖成 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県

627 河村　翔琉 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県

628 松本　晴斗 岡山市立京山中学校 岡山県

629 竹井　翔真 岡山市立京山中学校 岡山県

630 大久保　志哉 十日町市陸上競技協会 新潟県

631 橋本　蒼平 高森町立高森中学校 長野県

632 野村　一馬 下條小学校下條中学校 長野県

633 辻　啓亜 京都市立桂中学校 京都府

634 浅原　龍之介 浜松市立北浜中学校 静岡県
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635 吉村　琉翔 福井県

636 野崎　慶 七尾市立七尾中学校 石川県

637 鳥海　倖正 高森町立高森中学校 長野県

638 本島　岳 高森町立高森中学校 長野県

639 井沼　佑樹 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県

640 判治　直哉 愛知県

641 菅原　秀太 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県

642 代田　真司 飯田市立鼎中学校 長野県

643 山本　慶介 金沢学院大学附属中学校 石川県

644 水島　優 浜松市立細江中学校 静岡県

645 畑井　海翔 水口東中学校 滋賀県

646 永田　和門 金沢学院大学附属中学校 石川県

647 伊藤　蒼真 岡崎ＲＣ 京都府

648 伊田　悠馬 浜松市立北浜中学校 静岡県

649 上條　悠太 組合立鉢盛中学校 長野県

650 長谷川　翔太 十日町市陸上競技協会 新潟県

651 林　倖久 三原市立第五中学校 広島県

652 河原　慶吾 岡山市立京山中学校 岡山県

653 松田　健汰 内灘町立内灘中学校 石川県

654 大溪　晟矢 十日町市陸上競技協会 新潟県

655 野坂　宗司 福井県

656 髙野　疾颯 福井県

657 岩田　逢希 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県

658 荒木　咲翔 岡山市立吉備中学校 岡山県

659 萬玉　葦大 岡山市立吉備中学校 岡山県

660 岡島　稜 菰野町立八風中学校 三重県

661 櫻井　大翔 金沢学院大学附属中学校 石川県

662 村田　琥太郎 京都市立洛北中学校 京都府

663 山田　陽大 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県

664 齋藤　颯馬 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県

665 松本　玄 岡山市立吉備中学校 岡山県

666 山口　颯介 岡崎ＲＣ 京都府

667 武冨　福久 前橋市立第七中学校 群馬県

668 吉田　一吹 浜松開誠館中学校 静岡県

669 山本　創介 金沢学院大学附属中学校 石川県

670 野村　歩夢 長浜市立西中学校 滋賀県

671 伊藤　春弥 四日市市立富田中学校 三重県
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672 天野　翔太 岐阜県

673 井野　颯介 前橋市立第七中学校 群馬県

674 澤田　鷹玖 セカンドラップ 石川県

675 延永　大和 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県

676 十河　晴樹 京都府

677 中川　悠晴 Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ 富山県

678 櫻井　玲桜 ＫＭＲ 愛知県

679 橋爪　京葵 飯田市立緑ヶ丘中学校 長野県

680 鳴海　澄晴 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県

681 池田　秀太 金沢学院大学附属中学校 石川県

682 森下　翔太 岡山市立吉備中学校 岡山県

683 大石　忠国 Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ 富山県

684 今田　凱斗 ゆめりくクラブ 岡山県

685 櫻井　雄太 亀山市立亀山中学校 三重県

686 徳田　楓士 鈴鹿市立千代崎中学校 三重県

687 五所村　央歩 加賀市立山代中学校 石川県

688 角張　那旺 十日町市陸上競技協会 新潟県

689 福家　芯之助 岡山市立吉備中学校 岡山県

690 大利　蒼平 富山市立大沢野中学校 富山県

691 猪又　大夢 富山市立大沢野中学校 富山県

692 堀内　颯真 菰野町立八風中学校 三重県

693 木ノ村　輝 京都市立洛北中学校 京都府

694 白山　英汰 金沢学院大学附属中学校 石川県

695 本田　千尋 神戸市立白川台中学校 兵庫県

696 伊藤　暖真 鈴鹿市立千代崎中学校 三重県

697 早川　哲人 組合立鉢盛中学校 長野県

698 藤本　亮平 野洲北中学校 滋賀県

699 上原　寛正 京都市立洛北中学校 京都府

700 小野　悠太 Ｆ．Ｋ．Ｃ 広島県

701 北川　琉空 内灘町立内灘中学校 石川県

702 村上　凰大 京都市立洛北中学校 京都府

703 岩崎　翔 京都市立洛北中学校 京都府

704 熊谷　大成 京都市立洛北中学校 京都府

705 武藤　耕 京都市立洛北中学校 京都府

706 森下　愛斗 東近江市立能登川中学校 滋賀県

707 松井　貴寛 東近江市立能登川中学校 滋賀県

708 関　海翔 東近江市立能登川中学校 滋賀県
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709 杉之原　総大 東近江市立能登川中学校 滋賀県

710 三上　宗治 野洲市立野洲北中学校 滋賀県

711 杉田　力輝人 京都市立洛北中学校 京都府

712 森　翔太 東近江市立能登川中学校 滋賀県

713 加藤　蒼礼 松阪市立三雲中学校 三重県

714 伊勢村　優斗 守山市立明富中学校 滋賀県
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全国中学生クロカン　中学生3年女子　2km

ナンバー 氏　名 所属クラブ名 都道府県名

1001 ドルーリー　朱瑛里津山市立鶴山中学校 岡山県

1002 大谷　芽以 浜松市立細江中学校 静岡県

1003 杉浦　華夏 まるいち 愛知県

1004 菅原　仁子 船橋市立三田中学校 千葉県

1005 高橋　沙綾 刈谷南中学校 愛知県

1006 林　千遥 八頭町立八頭中学校 鳥取県

1007 真柴　愛里 伊那市立春富中学校 長野県

1008 宇野　莉里杏 松下一家道場 愛知県

1009 大川　菜々美 和歌山大学教育学部附属中学校 和歌山県

1010 渡辺　愛来 まるいち 愛知県

1011 木村　真桜 泉丘中学校 茨城県

1012 尾崎　妃夏 湯梨浜町立湯梨浜中学校 鳥取県

1013 水城　央 清新ＪＡＣ 東京都

1014 名里　奏夢 福井県

1015 冨澤　茉那 岡崎市立甲山中学校 愛知県

1016 田中　佑奈 京都市立樫原中学校 京都府

1017 高橋　笑歌 旭川市立神居東中学校 北海道

1018 田畑　陽菜 伊那市立春富中学校 長野県

1019 田中　望愛 京都光華中学校 京都府

1020 森田　ここ乃 愛知県

1021 佐渡　結月 立山町立雄山中学校 富山県

1022 神谷　弥音 高蔵中学校 愛知県

1023 水野　花音 大阪市立大淀中学校 大阪府

1024 中島　優里 盛岡市立下ノ橋中学校 岩手県

1025 井沢　心々凪 十日町市陸上競技協会 新潟県

1026 上島　円羅 福井県

1027 岩田　留依 尾西第三中学 愛知県

1028 中島　純鈴 水口東中学校 滋賀県

1029 太田　里菜 浜松市立細江中学校 静岡県

1030 阿部　柑菜 十日町市陸上競技協会 新潟県

1031 長峰　莉海南 国分寺台西中学校 千葉県

1032 尾崎　百夏 湯梨浜町立湯梨浜中学校 鳥取県

1033 横川　潤 岡崎ＲＣ 京都府

1034 木内　咲桜 鈴鹿市立平田野中学校 三重県
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1035 犬飼　梨愛 静岡県立浜松西高等学校中等部 静岡県

1036 五所村　アコ 星稜中学校 石川県

1037 澤田　明莉 各務原市稲羽中学校 岐阜県

1038 片桐　花笑 福井県

1039 槇元　彩葉 高田中学校 三重県

1040 若松　愛奈 星稜中学校 石川県
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全国中学生クロカン　中学生2年女子　2km

ナンバー 氏　名 所属クラブ名 都道府県名

1201 一兜　咲子 杉並区立大宮中学校 東京都

1202 大木　優奈 清新ＪＡＣ 東京都

1203 柴田　菜那 さくら走練 岡山県

1204 和田　心 浜松市立北浜中学校 静岡県

1205 黒田　六花 岡山市立京山中学校 岡山県

1206 大谷　彩乃 前橋市立第七中学校 群馬県

1207 樋口　遥 岡山市立京山中学校 岡山県

1208 林　美希 前橋市立第七中学校 群馬県

1209 井上　華奈 瀬戸内市立邑久中学校 岡山県

1210 今井　玲那 中能登町立中能登中学校 石川県

1211 山本　美伶 コスモスランニングクラブ 福岡県

1212 南舎　華怜 京都市立桂中学校 京都府

1213 田中　千晶 高山市立中山中学校 岐阜県

1214 猪頭　心花 御殿場市立御殿場中学校 静岡県

1215 古川　真子 清水町立南中学校 静岡県

1216 川上　南海 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県

1217 髙橋　愛々 四日市市立港中学校 三重県

1218 大塚　結衣 福井県

1219 志田　采世 富山市立西部中学校 富山県

1220 嶋崎　葵音 福井県

1221 大杉　彩稀 浜松市立北浜中学校 静岡県

1222 齋藤　梨菜 益田市立高津中学校 島根県

1223 庄治　咲來 瀬戸内市立邑久中学校 岡山県

1224 川上　紗和 岡山市立吉備中学校 岡山県

1225 竹林　柚衣 玉野市立宇野中学校 岡山県

1226 大浜　歩花 浜田市立第三中学校 島根県

1227 青木　萌奈 清新ＪＡＣ 東京都

1228 篠田　ひまり 旭川市立神居東中学校 北海道

1229 篠原　千怜 京都市立桂中学校 京都府

1230 前田　杏柚 富山市立大沢野中学校 富山県

1231 村山　紗和 十日町市陸上競技協会 新潟県

1232 高巣　樹里 京都市立桂中学校 京都府

1233 小林　由依 香川レーシングチーム 香川県

1234 遠藤　絢愛 五泉少年マラソンクラブ 新潟県
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1235 夏井　日菜子 ＴアスリートＴＣ 岩手県

1236 金森　由奈 出雲市立向陽中学校 島根県

1237 小川　美紗 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県

1238 増田　彩乃 さいたま市立宮原中学校 埼玉県

1239 皆川　七奈子 三重県

1240 荻野　珠琳 福井県

1241 宮澤　和 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県

1242 福田　美紅 出雲市立向陽中学校 島根県

1243 澤田　梨織 浜松市立細江中学校 静岡県

1244 村山　葵音 十日町市陸上競技協会 新潟県

1245 梶谷　ちあ 松江市立湖南中学校 島根県

1246 加藤　祐希 京都市立桂中学校 京都府

1247 石井　夢梨 亀山市立亀山中学校 三重県

1248 尾方　彩海 東浦町立東浦北部中学校 愛知県

1249 伊東　瞳 福井県

1250 井原　惺南 玉野市立宇野中学校 岡山県

1251 高宮　さくらこ 中能登町立中能登中学校 石川県

1252 坂内　海美 岡山市立吉備中学校 岡山県

1253 渡邉　美心都 十日町市陸上競技協会 新潟県

1254 一瀬　瑚音 福井県

1255 福田　真子 岡山市立吉備中学校 岡山県

1256 中田　笑里 京都市立岡崎中学校 京都府

1257 東　千桜 鈴鹿市立千代崎中学校 三重県

1258 塩見　真菜 福井県

1259 黒田　菜々美 福井県

1260 兒島　実夏 京都市立洛北中学校 京都府

1261 奥木　桃夏 前橋市立第七中学校 群馬県

1262 岩永　七海 京都市立西京高等学校付属中学校 京都府

1263 下村　咲葵 セットプロジェクト 愛知県

1264 近藤　帆香 岡山市立吉備中学校 岡山県

1265 加藤　千織 岡山市立京山中学校 岡山県

1266 天野　ひかり 七尾市立七尾中学校 石川県

1267 佐方　菜月 岡山市立吉備中学校 岡山県

1268 大岩　みなみ 亀山市立亀山中学校 三重県

1269 橋本　葉月 セットプロジェクト 愛知県

1270 馬場　花菜子 岡山市立吉備中学校 岡山県

1271 永瀬　友棉 岡山市立京山中学校 岡山県
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1272 桑原　弓和 御殿場市立御殿場中学校 静岡県

1273 入田　和奏 十日町市陸上競技協会 新潟県

1274 久本　実央 岡山市立吉備中学校 岡山県

1275 三村　鈴乃 岡山市立吉備中学校 岡山県

1276 田中　紫野 亀山市立亀山中学校 三重県

1277 土居　くるみ 岡山市立吉備中学校 岡山県

1278 井上　和咲 清水町立南中学校 静岡県

1279 古谷　紗英 レジェンドＡＣ 京都府

1280 西村　実琴 岡山市立吉備中学校 岡山県

1281 岡本　留奈 岡山市立吉備中学校 岡山県

1282 齋藤　凜帆 岡山市立吉備中学校 岡山県

1283 小泉　芽生 内灘町立内灘中学校 石川県

1284 小林　玉緒 内灘町立内灘中学校 石川県

1285 居合　香穂 京都府

1286 榎並　莉瑚 京都府

1287 庵　桜帆 東近江市立能登川中学校 滋賀県

1288 清水　陽穂 東近江市立能登川中学校 滋賀県
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全国中学生クロカン　中学生1年女子　2km

ナンバー 氏　名 所属クラブ名 都道府県名

1401 長森　結愛 富山市立大沢野中学校 富山県

1402 黒川　志帆 富山市立大沢野中学校 富山県

1403 小林　彩音 清新ＪＡＣ 東京都

1404 柿沼　日恋 清新ＪＡＣ 東京都

1405 古川　蒼椛 愛知陸協 愛知県

1406 北川　天咲 ＴＳＭ 愛知県

1407 坂本　美來 ＹウェルネスＣ 三重県

1408 杉田　紅桜 Ｆ．Ｋ．Ｃ 広島県

1409 柴田　莉奈 さくら走練 岡山県

1410 村松　留名 浜松市立北浜中学校 静岡県

1411 櫛渕　比楽理 前橋市立第七中学校 群馬県

1412 南　和奏 岡山市立京山中学校 岡山県

1413 坂内　波美 岡山市立吉備中学校 岡山県

1414 宮永　愛美 岡山市立京山中学校 岡山県

1415 阿部　杏菜 十日町市陸上競技協会 新潟県

1416 日野　夏愛 松江市立第四中学校 島根県

1417 石原　万結 岡山市立京山中学校 岡山県

1418 太田　美香 浜松市立細江中学校 静岡県

1419 福井　妃紗奈 中能登町立中能登中学校 石川県

1420 市川　紗帆 ＴＳＭ岡崎 愛知県

1421 山本　莉央 高山市立日枝中学校 岐阜県

1422 大谷　恵以 浜松市立細江中学校 静岡県

1423 後藤　朱里 飯田市立鼎中学校 長野県

1424 菊地　桜香 甲賀市立信楽中学校 滋賀県

1425 坂井　歩瞳 中能登町立中能登中学校 石川県

1426 村田　緯 京都市立岡崎中学校 京都府

1427 森安　葵衣 三原市立第五中学校 広島県

1428 坂本　月麦 三原市立第五中学校 広島県

1429 藤本　花夏 岡山市立吉備中学校 岡山県

1430 斉藤　野々花 五泉少年マラソンクラブ 新潟県

1431 白石　希実 小牧市立応時中学校 愛知県

1432 横川　綸 玉野市立宇野中学校 岡山県

1433 鈴木　芽依 ＫＭＲ 愛知県

1434 久保田　里桜 十日町市陸上競技協会 新潟県
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1435 北出　陽菜 金沢学院大学附属中学校 石川県

1436 立花　毬乃 三原市立第五中学校 広島県

1437 仕田原　ひなた 岡山市立吉備中学校 岡山県

1438 岩田　麻里 尾西第三中学 愛知県

1439 水野　眞子 飯田市立鼎中学校 長野県

1440 馬場　うか ＴＳＭ 愛知県

1441 北山　由記子 福井県

1442 奥村　望愛 福井県

1443 寺田　小雪 福井県

1444 松下　詩 松下一家道場 愛知県

1445 宮澤　優希 前橋市立第七中学校 群馬県

1446 高木　結 高山市立日枝中学校 岐阜県

1447 桂　ななみ 京都市立桂中学校 京都府

1448 西田　つばさ 七尾市立七尾中学校 石川県

1449 山本　愛來 岡山市立吉備中学校 岡山県

1450 飯澤　花步 飯田市立鼎中学校 長野県

1451 丸田　紗那 浜松市立北浜中学校 静岡県

1452 石岡　梓 瀬戸内市立邑久中学校 岡山県

1453 森川　亜萌璃 三原市立第五中学校 広島県

1454 髙橋　小桃 十日町市陸上競技協会 新潟県

1455 近藤　莉子 玉野市立宇野中学校 岡山県

1456 山本　莉緒 福井県

1457 大治　空楽 甲賀市立甲賀中学校 滋賀県

1458 中田　結音 高山市立日枝中学校 岐阜県

1459 橋本　若菜 セットプロジェクト 愛知県

1460 鵜家　桃花 中能登町立中能登中学校 石川県

1461 山本　晶子 高山市立日枝中学校 岐阜県

1462 室田　梨湖 内灘町立内灘中学校 石川県

1463 山尾　実咲恵 京都市立岡崎中学校 京都府

1464 奥田　志乃 甲賀市立信楽中学校 滋賀県

1465 中村　みのり 京都市立洛北中学校 京都府

1466 山本　蘭奈 大沢野中学校 富山県

1467 柴田　亜由果 邑久中学校 岡山県

1468 内海　華琳 三原市立第五中学校 広島県

1469 榮德　美波 岡山市立京山中学校 岡山県

1470 隅谷　美和 岡山市立京山中学校 岡山県

1471 舟田　萌那 鈴鹿市立千代崎中学校 三重県
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1472 西岡　花菜 岡山市立吉備中学校 岡山県

1473 山本　稟果 岡山市立京山中学校 岡山県

1474 田中　楽乃 高山市立日枝中学校 岐阜県

1475 河内　結香 岡山市立吉備中学校 岡山県

1476 吉田　清香 岡山市立吉備中学校 岡山県

1477 中西　奏葉 岡山市立京山中学校 岡山県

1478 岩永　なごみ 甲賀市立信楽中学校 滋賀県

1479 村上　希海 岡山市立京山中学校 岡山県

1480 井上　琴音 岡山市立京山中学校 岡山県

1481 真砂　日菜子 岡山市立京山中学校 岡山県

1482 依光　玲奈 岡山市立京山中学校 岡山県

1483 井崎　心暖 各務原市立稲羽中学校 岐阜県

1484 小林　加代 岡山市立吉備中学校 岡山県

1485 平田　琳愛 岡山市立吉備中学校 岡山県

1486 川島　沙希奈 ＦＫＮ陸上クラブ 愛知県

1487 山元　彩音 老上中学校 滋賀県

1488 小田　桃子 岡山市立吉備中学校 岡山県

1489 福永　絢乃 岡山市立吉備中学校 岡山県

1490 芦田　結衣 岡山市立吉備中学校 岡山県

1491 福田　咲英 岡山市立吉備中学校 岡山県

1492 中村　向葵 東近江市立能登川中学校 滋賀県

1493 圓林　愛珠 東近江市立能登川中学校 滋賀県

1494 勝間　千瑳 東近江市立能登川中学校 滋賀県

1495 奥山　みらい 岡山市立吉備中学校 岡山県

1496 西川　穂乃 ゆめりく 岡山県
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