
ABC女子共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ(0.300kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
221 中村　怜 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 女子 奈　良 天理西中 50m90 1
273 平松　委穂里 ﾋﾗﾏﾂ ｲｵﾘ 女子 長　崎 山里中 49m19 2
535 中野　胡桃 ﾅｶﾉ ｸﾙﾐ 女子 福　島 白沢中 47m31 3
102 相澤　希実 ｱｲｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 女子 埼　玉 坂戸中 44m35 4
155 倉田　紗優加 ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 女子 長　野 南箕輪中 44m04 5
900 辻　　萌々子 ﾂｼﾞ ﾓﾓｺ 女子 愛　知 御幸山中 44m02 6
308 宮崎　こと恵 ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾄｴ 女子 熊　本 桜木中 43m73 7
720 西田　愛佳 ﾆｼﾀﾞ ｱｲｶ 女子 茨　城 城ノ内中 43m46 8
292 柴田　綾乃 ｼﾊﾞﾀ ｱﾔﾉ 女子 大　分 鶴谷中 43m18 9
408 奥山　琴未 ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾐ 女子 岡　山 上道中 43m11 10
216 森崎　真奈 ﾓﾘｻｷ ﾏﾅ 女子 大　阪 旭東中 42m92 11
602 井澤　茉実香 ｲｻﾞﾜ ﾏﾐｶ 女子 兵　庫 緑が丘中 42m90 12
790 長嶺　伶奈 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾚｲﾅ 女子 沖　縄 今帰仁中 42m75 13
253 阿部　雅 ｱﾍﾞ ﾐﾔﾋﾞ 女子 岩　手 西南中 42m37 14
469 吉沢　花菜 ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾅ 女子 神奈川 HappinessAC 42m33 15
818 山本　千夏 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅﾂ 女子 佐　賀 山代中 42m12 16
554 鹿野　華蓮 ｼｶﾉ ｶﾚﾝ 女子 島　根 仁多中 41m47 17
619 前側　紗英 ﾏｴｶﾜ ｻｴ 女子 北海道 七飯大中山中 41m16 18
502 野村　美羽 ﾉﾑﾗ ﾐｳ 女子 愛　媛 今治東中等 40m80 19
838 岡本　瑞月 ｵｶﾓﾄ ﾀﾏｷ 女子 石　川 松任中 40m39 20
327 後藤　莉々果 ｺﾞﾄｳ ﾘﾘｶ 女子 鳥　取 鳥取南中 40m08 21
672 川畑　円花 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾄﾞｶ 女子 福　岡 香椎第2中 39m76 22
129 濵西　沙弥 ﾊﾏﾆｼ ｻﾔ 女子 和歌山 松洋中 39m21 23
121 濵村　柚香 ﾊﾏﾑﾗ ﾕｳｶ 女子 高　知 中村中 39m00 24
570 谷口　梨瑠 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾙ 女子 三　重 大紀中 38m98 25
346 吉葉　夢紗 ﾖｼﾊﾞ ﾕﾒｻ 女子 東　京 淑徳中 38m89 26
773 青澤　涼風 ｱｵｻﾜ ｽｽﾞｶ 女子 秋　田 八幡平中 38m31 27
617 前川　愛里 ﾏｴｶﾜ ｱｲﾘ 女子 富　山 出町中 38m12 28
370 小川　美菜 ｵｶﾞﾜ ﾐﾅ 女子 静　岡 静岡ｻﾚｼﾞｵ中 37m87 29
79 古川　楓奈 ﾌﾙｶﾜ ﾌｳﾅ 女子 宮　崎 宮崎生目中 36m79 30

191 桑原　有里 ｸﾜﾊﾗ ﾕｳﾘ 女子 鹿児島 頴娃中 36m75 31
388 中村　朋美 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 女子 岐　阜 糸貫中 36m63 32
26 松下　陽香 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙｶ 女子 千　葉 市川五中 35m67 33

872 上田　萌愛 ｳｴﾀﾞ ﾓｴ 女子 宮　城 玉川中 35m53 34
427 ｱｽﾞｰﾙ　ｱﾘｱ ｱｽﾞｰﾙ ｱﾘｱ 女子 群　馬 伊勢崎三中 35m49 35
42 今別府　冴奈 ｲﾏﾍﾞｯﾌﾟ ｻｴﾅ 女子 滋　賀 土山中 35m34 36

701 森川　夏光 ﾓﾘｶﾜ ﾅﾂﾐ 女子 京　都 東輝中 35m21 37
485 清原　美優 ｷﾖﾊﾗ ﾐﾕ 女子 山　梨 塩山中 34m79 38
171 大田　莉子 ｵｵﾀ ﾘｺ 女子 山　口 高千帆中 34m32 39
445 三ヶ島　菜子 ﾐｶｼﾏ ﾅｺ 女子 広　島 広島大福山中 34m23 40
806 山田　晶 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 女子 徳　島 美馬中 33m54 41
859 笠原　皐月 ｶｻﾊﾗ ｻﾂｷ 女子 新　潟 堤岡中 33m51 42
519 貴田　歩伽 ｷﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 福　井 中央中 33m39 43
56 金田　萌依 ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ 女子 栃　木 今市中 32m96 44

740 明田　奈穂 ｱｹﾀﾞ ﾅﾎ 女子 香　川 小豆島中 31m69 45
652 武市　舞桜 ﾀｹｲﾁ ﾏｵ 女子 青　森 むつ大湊中 29m86 46



ABC女子共通円盤投(1.000kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
600 永井　桃花 ﾅｶﾞｲ ﾓﾓｶ 女子 兵　庫 浜の宮中 37m56 1
213 金村　響木 ｶﾈﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 女子 大　阪 夕陽丘中 37m30 2
214 西田　好伽 ﾆｼﾀﾞ ｺﾉｶ 女子 大　阪 堀江中 36m28 3
215 大西　愛莉 ｵｵﾆｼ ｱｲﾘ 女子 大　阪 我孫子南中 36m23 4
601 神本　真衣音 ｶﾐﾓﾄ ﾏｲﾈ 女子 兵　庫 武庫東中 35m55 5
218 桝田　玲奈 ﾏｽﾀﾞ ﾚﾅ 女子 奈　良 二名中 35m31 6
789 友利　晟弓 ﾄﾓﾘ ﾅﾙﾐ 女子 沖　縄 伊良波中 33m64 7
700 中芝　美玖 ﾅｶｼﾊﾞ ﾐｸ 女子 京　都 洛北中 32m98 8
899 中嶋　日向子 ﾅｶｼﾏ ﾋﾅｺ 女子 愛　知 尾西二中 31m99 9
569 廣　　美里 ﾋﾛ ﾐｻﾄ 女子 三　重 伊勢宮川中 31m83 10
300 堀田　萌 ﾎﾘﾀ ﾓｴ 女子 熊　本 八代第四中 31m07 11
671 本園　真弓 ﾓﾄｿﾞﾉ ﾏﾕﾐ 女子 福　岡 江南中 31m05 12
553 牛尾　結香 ｳｼｵ ﾕｲｶ 女子 島　根 浜田東中 30m52 13
631 泊澤　まりか ﾄﾏﾘｻﾞﾜ ﾏﾘｶ 女子 北海道 函館潮光中 30m02 14
468 鈴木　雪乃 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾉ 女子 神奈川 保土ケ谷中 29m82 15
871 工藤　梨帆子 ｸﾄﾞｳ ﾘﾎｺ 女子 宮　城 矢本第一中 29m63 16
858 武田　玲南 ﾀｹﾀﾞ ﾚﾅ 女子 新　潟 十日町中条中 29m56 17
345 小平　雪子 ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｷｺ 女子 東　京 十条富士見中 28m35 18
805 藤田　はづき ﾌｼﾞﾀ ﾊﾂﾞｷ 女子 徳　島 美馬中 28m18 19
369 川口　紗良 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾗ 女子 静　岡 常葉大橘中 28m13 20
190 田中　茉梨萌 ﾀﾅｶ ﾏﾘﾓ 女子 鹿児島 頴娃中 27m96 21
41 杉野　樹里海 ｽｷﾞﾉ ｼﾞｭﾘｱ 女子 滋　賀 城山中 27m71 22

254 箱石　瑞稀 ﾊｺｲｼ ﾐｽﾞｷ 女子 岩　手 遠野中 27m15 23
407 越智　小凜 ｵﾁ ｺﾘﾝ 女子 岡　山 宇野中 26m95 24
837 鶴尾　奈々佳 ﾂﾙｵ ﾅﾅｶ 女子 石　川 紫錦台中 26m38 25
534 千坂　真子 ﾁｻｶ ﾏｺ 女子 福　島 富田中 26m37 26
136 橋本　百香 ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｶ 女子 和歌山 河北中 26m23 27
501 杉原　由子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｺ 女子 愛　媛 大西中 26m10 28
170 萩本　莉帆 ﾊｷﾞﾓﾄ ﾘﾎ 女子 山　口 浅江中 25m75 29
387 杉山　こころ ｽｷﾞﾔﾏ ｺｺﾛ 女子 岐　阜 岐阜金山中 25m73 30
518 清水　空 ｼﾐｽﾞ ｿﾗ 女子 福　井 中央中 25m51 31
101 栗田　美咲 ｸﾘﾀ ﾐｻｷ 女子 埼　玉 本庄南中 25m22 32
616 大橋　聖香 ｵｵﾊｼ ｾｲｶ 女子 富　山 高岡西部中 25m08 33
651 石澤　美菜海 ｲｼｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 女子 青　森 弘前第一中 24m88 34
120 松下　千登世 ﾏﾂｼﾀ ﾁﾄｾ 女子 高　知 大方中 24m84 35
291 牧野　菜沙 ﾏｷﾉ ﾅｽﾞﾅ 女子 大　分 城東中 24m59 36
25 髙科　侑公子 ﾀｶｼﾅ ﾕｷｺ 女子 千　葉 東庄中 24m29 37

426 飯塚　沙希 ｲｲﾂﾞｶ ｻｷ 女子 群　馬 金島中 24m21 38
59 永井　彩花 ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ 女子 栃　木 若松原中 23m47 39
78 椎葉　愛果 ｼｲﾊﾞ ﾎﾉｶ 女子 宮　崎 椎葉中 22m67 40

272 大隈　ほのか ｵｵｸﾏ ﾎﾉｶ 女子 長　崎 長崎大附属中 22m65 41
772 佐藤　幸子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 女子 秋　田 秋田東雲中 22m22 42
484 鞍内　千種 ｸﾗｳﾁ ﾁｸﾞｻ 女子 山　梨 早川中 22m21 43
444 三舩　歌音 ﾐﾌﾈ ｶﾉﾝ 女子 広　島 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 21m99 44
719 大内　瑛莉夏 ｵｵｳﾁ ｴﾘｶ 女子 茨　城 東海中 21m90 45
739 坂上　蒼奈 ｻｶｶﾞﾐ ｱｵﾅ 女子 香　川 紫雲中 21m53 46
326 畑　　昭音 ﾊﾀ ｱｷﾈ 女子 鳥　取 岸本中 20m29 47
822 黒川　愛恵 ｸﾛｶﾞﾜ ﾏﾅｴ 女子 佐　賀 山代中 18m25 48
755 寺崎　真央 ﾃﾗｻｷ ﾏｵ 女子 山　形 天童第三中 49



A女子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
27 安達　茉鈴 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 女子 滋　賀 粟津中 11.89 1

636 石堂　陽奈 ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 女子 北海道 八雲中 11.93 2
310 尾﨑　星 ｵｻｷ ｱｶﾘ 女子 鳥　取 鳥取西中 12.07 3
65 新坂　太佳子 ﾆｲｻｶ ﾀｶｺ 女子 宮　崎 西池AC 12.09 4
83 梅宮　悠 ｳﾒﾐﾔ ﾊﾙｶ 女子 埼　玉 川口幸並中 12.1 5

309 吉田　明香里 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 女子 鳥　取 河原中 12.17 6
192 青山　華依 ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ 女子 大　阪 大阪高津中 12.18 7
626 加藤　璃里香 ｶﾄｳ ﾘﾘｶ 女子 北海道 上富良野中 12.18 7
676 井上　晴稀 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 女子 京　都 山城中 12.19 9
329 滝田　静海 ﾀｷﾀ ｲｽﾞﾐ 女子 東　京 足立十三中 12.22 10
555 西村　愛 ﾆｼﾑﾗ ｱｲ 女子 三　重 伊勢宮川中 12.24 11
656 末光　琴梨 ｽｴﾐﾂ ｺﾄﾘ 女子 福　岡 百道中 12.24 11
675 石井　彩月 ｲｼｲ ｻﾂｷ 女子 京　都 長岡第三中 12.25 13
573 石野　智深 ｲｼﾉ ﾄﾓﾐ 女子 兵　庫 西脇南中 12.26 14
350 室月　里莉花 ﾑﾛﾂﾞｷ ﾘﾘｶ 女子 静　岡 東海大翔洋中 12.28 15
574 石川　結万 ｲｼｶﾜ ﾕﾏ 女子 兵　庫 伊丹南中 12.28 15
138 北沢　栞 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 女子 長　野 三郷中 12.29 17
328 菊池　愛華 ｷｸﾁ ﾏﾅｶ 女子 東　京 高島三中 12.3 18
575 羽田　有希 ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ 女子 兵　庫 神吉中 12.3 18
373 舟口　心花 ﾌﾅｸﾞﾁ ｼﾝｶ 女子 岐　阜 島中 12.32 20
448 ｱﾙﾊﾞﾚｽ ﾓﾈ ﾃｨｱﾗ ｱﾙﾊﾞﾚｽ ﾓﾈ ﾃｨｱﾗ 女子 神奈川 南林間中 12.33 21
878 谷口　琴音 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾄﾈ 女子 愛　知 甲山中 12.35 22

1 森澤　佳菜 ﾓﾘｻﾜ ﾖｼﾅ 女子 千　葉 船橋葛飾中 12.39 23
130 堂西　愛加 ﾄﾞｳﾆｼ ｱｲｶ 女子 和歌山 紀之川中 12.4 24
703 恩田　希々花 ｵﾝﾀﾞ ﾉﾉｶ 女子 茨　城 古河中等教育中 12.41 25
841 諸橋　未桜 ﾓﾛﾊｼ ﾐｵ 女子 新　潟 大崎中 12.41 25
725 井田　菜々香 ｲﾀﾞ ﾅﾅｺ 女子 香　川 太田中 12.42 27
807 森田　彩楠 ﾓﾘﾀ ｱﾔﾅ 女子 佐　賀 西唐津中 12.42 27
470 廣瀬　七彩 ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 女子 山　梨 塩山中 12.44 29
258 河俣　明香 ｶﾜﾏﾀ ﾊﾙｶ 女子 長　崎 長崎大附属中 12.45 30
503 吉田　彩葉 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾊ 女子 福　井 中央中 12.47 31
637 一戸ｼﾞｬｾﾞﾙ夢 ｲﾁﾉﾍ ｼﾞｬｾﾞﾙﾏﾄﾞｶ 女子 青　森 堀口中 12.47 31
276 河野　愛莉 ｺｳﾉ ｱｲﾘ 女子 大　分 明野中 12.48 33
411 中條　結月 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾕﾂﾞｷ 女子 群　馬 千代田中 12.52 34
520 旭　　叡子 ｱｻﾋ ｻﾄｺ 女子 福　島 福島大附属中 12.52 34
823 荒井　涼香 ｱﾗｲ ﾘｮｳｶ 女子 石　川 松任中 12.56 36
741 阿部　璃音 ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ 女子 山　形 東根第一中 12.59 37
299 樫山　妃和 ｶｼﾔﾏ ﾋﾖﾘ 女子 熊　本 本渡中 12.61 38
488 青野　美咲 ｱｵﾉ ﾐｻｷ 女子 愛　媛 今治日吉中 12.61 38
860 佐藤　茉里奈 ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ 女子 宮　城 八木山中 12.62 40
603 石﨑　こはる ｲｼｻｷ ｺﾊﾙ 女子 富　山 富山南部中 12.63 41
49 鈴木　わかば ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ 女子 栃　木 石橋中 12.64 42

758 多賀谷　晴奈 ﾀｶﾞﾔ ﾊﾙﾅ 女子 秋　田 大館国際情報中 12.64 42
392 吉行　梨乃 ﾖｼﾕｷ ﾘﾉ 女子 岡　山 竜操中 12.74 44
776 中村　清華 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖｶ 女子 沖　縄 名護中 12.74 44
438 藤東　愛美 ﾄｳﾄﾞｳ ｱﾐ 女子 広　島 五日市中 12.76 46
243 畠山　瑠莉 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾙﾘ 女子 岩　手 厨川中 12.79 47
220 小原　夢美 ｺﾊﾗ ﾕﾒﾐ 女子 奈　良 帝塚山中 12.81 48
791 森野　彩音 ﾓﾘﾉ ｱﾔﾈ 女子 徳　島 徳島中 12.82 49
156 横田　蒼 ﾖｺﾀ ｱｵｲ 女子 山　口 川中中 12.86 50
539 宮田　星乃 ﾐﾔﾀ ﾎｼﾉ 女子 島　根 出雲大社中 12.93 51
184 満永　朱音 ﾐﾂﾅｶﾞ ｱｶﾈ 女子 鹿児島 川内中央中 12.95 52
105 西村　彩那 ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾅ 女子 高　知 土佐女子中 13.01 53



A女子100mYH(0.762m_8.50m)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
141 中津　晴葉 ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 女子 長　野 更北中 14.18 1

4 岩佐　茉結子 ｲﾜｻ ﾏﾕｺ 女子 千　葉 七次台中 14.22 2
452 岩城　来夏 ｲﾜｼﾛ ﾗﾅ 女子 神奈川 高浜中 14.22 2
197 岐部　あみか ｷﾍﾞ ｱﾐｶ 女子 大　阪 大阪月州中 14.27 4
685 井上　由萌 ｲﾉｳｴ ﾕﾒ 女子 京　都 城陽中 14.29 5
883 鏡味　咲耶 ｶｶﾞﾐ ｻｸﾔ 女子 愛　知 知多東部中 14.31 6

5 關口　葉月 ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 女子 千　葉 稲毛中 14.37 7
558 瀬々奈　璃乃 ｾｾﾅ ﾘﾉ 女子 三　重 一志中 14.44 8
686 前畑　凜 ﾏｴﾊﾀ ﾘﾝ 女子 京　都 嵯峨中 14.47 9
683 大西　香凜 ｵｵﾆｼ ｶﾘﾝ 女子 京　都 泉川中 14.53 10
882 池田　汐季 ｲｹﾀﾞ ｼｵﾘ 女子 愛　知 TSM 14.53 10
142 塚田　菜々 ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 女子 長　野 小諸東中 14.56 12
68 中村　真実 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ 女子 宮　崎 宮崎大宮中 14.59 13

684 定池　弥音 ｻﾀﾞｲｹ ﾐﾈ 女子 京　都 藤森中 14.6 14
903 大島　由夏 ｵｵｼﾏ ﾕｶ 女子 愛　知 小坂井中 14.6 14
313 杉本　鈴夏 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ 女子 鳥　取 赤碕中 14.65 16
306 別府　理保 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘﾎ 女子 熊　本 あさぎり中 14.67 17
659 伊藤　彩香 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 女子 福　岡 霧丘中 14.67 17
86 金子　栞里 ｶﾈｺ ｼｵﾘ 女子 埼　玉 北川辺中 14.68 19

332 下村　優理子 ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘｺ 女子 東　京 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 14.76 20
640 東出　稲穂 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾈｵ 女子 青　森 佐井中 14.76 20
606 松谷　渚紗 ﾏﾂﾀﾆ ﾅｷﾞｻ 女子 富　山 富山北部中 14.8 22
187 宮久保　楓 ﾐﾔｸﾎﾞ ﾌｳ 女子 鹿児島 第一鹿屋中 14.82 23
133 城　　まなみ ﾀﾁ ﾏﾅﾐ 女子 和歌山 岩出第二中 14.86 24
140 深澤　あまね ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 女子 長　野 旭町中 14.88 25
491 髙石　瑠那 ﾀｶｲｼ ﾙﾅ 女子 愛　媛 港南中 14.89 26
506 西崎　穂璃 ﾆｼｻﾞｷ ﾐﾉﾘ 女子 福　井 中央中 15.06 27
30 八代　杏音 ﾔﾀﾞｲ ｱﾉﾝ 女子 滋　賀 河南中 15.08 28

376 田口　千愛 ﾀｸﾞﾁ ﾁｴ 女子 岐　阜 岐阜金山中 15.14 29
826 清水　優奈 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾅ 女子 石　川 紫錦台中 15.26 30
60 木村　朱伽 ｷﾑﾗ ｱﾔｶ 女子 栃　木 小山城南中 15.27 31

395 古屋　敦子 ﾌﾙﾔ ｱﾂｺ 女子 岡　山 総社WING 15.28 32
708 豊口　梨奈 ﾄﾖｸﾞﾁ ﾘﾅ 女子 茨　城 笠間中 15.31 33
159 伊東　紗耶乃 ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 女子 山　口 平生中 15.36 34
223 山田　優那 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 王寺南中 15.39 35
540 拝上　芽生 ﾊｲｶﾞﾐ ﾒｲ 女子 島　根 浜田東中 15.4 36
247 田原　彩名 ﾀﾊﾗ ｱﾔﾅ 女子 岩　手 下橋中 15.44 37
794 撫養　あかり ﾑﾔ ｱｶﾘ 女子 徳　島 羽ノ浦中 15.49 38
473 牛山　亜実 ｳｼﾔﾏ ｱﾐ 女子 山　梨 白根巨摩中 15.5 39
414 佐藤　里優 ｻﾄｳ ﾘﾕ 女子 群　馬 殖蓮中 15.6 40
761 二田　結希 ﾌﾀﾀﾞ ﾕｳｷ 女子 秋　田 大館第一中 15.76 41
108 宗石　実珠綺 ﾑﾈｲｼ ﾐｽﾞｷ 女子 高　知 鏡野中 15.81 42
523 関根　楓音 ｾｷﾈ ｶﾉﾝ 女子 福　島 白河二中 15.82 43
279 高畑　歩美 ﾀｶﾊﾀ ｱﾕﾐ 女子 大　分 稙田南中 16 44
863 ﾀﾌｽ　映美莉 ﾀﾌｽ ｴﾐﾘ 女子 宮　城 宮城野中 16.05 45

6 伍井　沙耶香 ｲﾂｲ ｻﾔｶ 女子 千　葉 四街道北中 46
261 千住　乙季 ｾﾝｼﾞｭ ｲﾂｷ 女子 長　崎 長崎大附属中 46
352 眞田　茉佑子 ｻﾅﾀﾞ ﾏﾕｺ 女子 静　岡 裾野富岡中 46
441 東　　成美 ｱｽﾞﾏ ﾅﾙﾐ 女子 広　島 八本松中 46
451 頼安　乃々香 ﾖﾘﾔｽ ﾉﾉｶ 女子 神奈川 塚越中 46
453 内田　菫 ｳﾁﾀﾞ ｽﾐﾚ 女子 神奈川 新田中 46
580 松永　朋子 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｺ 女子 兵　庫 小野中 46
581 松下　美咲 ﾏﾂｼﾀ ﾐｻｷ 女子 兵　庫 ゆりのき台中 46
582 太田　朋華 ｵｵﾀ ﾄﾓｶ 女子 兵　庫 須磨北中 46
583 黒川　翔音 ｸﾛｶﾜ ｻﾈ 女子 兵　庫 市島中 46
584 西村　更紗 ﾆｼﾑﾗ ｻﾗｻ 女子 兵　庫 黒田庄中 46
625 中山　璃子 ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ 女子 北海道 岩見沢明成中 46
728 中上　友紀乃 ﾅｶｶﾞﾐ ﾕｷﾉ 女子 香　川 三豊中 46
744 髙橋　夢華 ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ 女子 山　形 米沢第二中 46
778 志良堂　茄南 ｼﾗﾄﾞｳ ﾅｽﾞﾅ 女子 沖　縄 伊江中 46
844 佐藤　優 ｻﾄｳ ﾕｳ 女子 新　潟 燕中 46
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576 藤原　采音 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾄﾈ 女子 兵　庫 小野中 24.65 1

2 川窪　萌夏 ｶﾜｸﾎﾞ ﾓｴｶ 女子 千　葉 幕張本郷中 24.86 2
449 佐藤　瑠歩 ｻﾄｳ ﾙﾎ 女子 神奈川 羽鳥中 25.05 3
330 飯田　景子 ｲｲﾀﾞ ｹｲｺ 女子 東　京 町田南中 25.07 4
624 ｱｼｨ　しおり ｱｼｲ ｼｵﾘ 女子 北海道 室蘭翔陽中 25.16 5
677 岩井　千波 ｲﾜｲ ﾁﾅﾐ 女子 京　都 男山第三中 25.22 6
193 大林　由依 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 女子 大　阪 佐井寺中 25.29 7
879 竹川　綾乃 ﾀｹｶﾜ ｱﾔﾉ 女子 愛　知 青陵中 25.3 8
880 濵山　瑞希 ﾊﾏﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 女子 愛　知 安城北中 25.35 9
301 寺本　有里香 ﾃﾗﾓﾄ ﾕﾘｶ 女子 熊　本 下益城城南中 25.36 10
28 山本　亜美 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 女子 滋　賀 松原中 25.39 11

194 工藤　芽衣 ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 女子 大　阪 咲くやこの花中 25.39 11
195 鈴木　凪 ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞ 女子 大　阪 吹田一中 25.4 13
842 佐藤　汀 ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 女子 新　潟 長岡岡南中 25.41 14
351 坂井　菜々美 ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 女子 静　岡 磐田豊田中 25.44 15
704 佐々木　綾乃 ｻｻｷ ｱﾔﾉ 女子 茨　城 竹来中 25.47 16
84 大野　瑞奈 ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 女子 埼　玉 所沢美原中 25.54 17

131 南方　美羽 ﾐﾅｶﾀ ﾐｳ 女子 和歌山 和歌山大附中 25.56 18
556 水谷　真苗 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾅｴ 女子 三　重 富田中 25.63 19
311 土井　あかり ﾄﾞｲ ｱｶﾘ 女子 鳥　取 河北中 25.67 20
657 村岡　芽依 ﾑﾗｵｶ ﾒｲ 女子 福　岡 姪浜中 25.68 21
471 古屋　日奈子 ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 女子 山　梨 塩山中 25.79 22
374 服部　真帆 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾎ 女子 岐　阜 島中 25.81 23
504 宮本　さくら ﾐﾔﾓﾄ ｻｸﾗ 女子 福　井 粟野中 25.82 24
638 成田　妃那 ﾅﾘﾀ ﾋﾅ 女子 青　森 板柳中 25.82 24
412 渡部　雅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾔﾋﾞ 女子 群　馬 伊勢崎宮郷中 25.83 26
489 秋山　優衣 ｱｷﾔﾏ ﾕｲ 女子 愛　媛 VIVID陸上 25.89 27
185 鰺坂　侑璃 ｱｼﾞｻｶ ﾕｳﾘ 女子 鹿児島 和田中 25.94 28
277 神徳　美咲 ｺｳﾄｸ ﾐｻｷ 女子 大　分 南大分中 25.98 29
861 竹内　心良 ﾀｹﾉｳﾁ ｺｺﾛ 女子 宮　城 仙台中野中 25.99 30
393 西中川　莉央 ﾆｼﾅｶｶﾞﾜ ﾘｵ 女子 岡　山 桜が丘中 26.09 31
792 岩田　真弥 ｲﾜﾀ ﾏﾔ 女子 徳　島 富岡東中 26.13 32
66 弓削　千夏 ﾕｹﾞ ﾁﾅﾂ 女子 宮　崎 宮崎大淀中 26.14 33

245 菊池　朱織 ｷｸﾁ ｱｶﾘ 女子 岩　手 下小路中 26.15 34
439 瀬尾　美月 ｾｵ ﾐﾂﾞｷ 女子 広　島 駅家南中 26.19 35
57 古山　美優 ｺﾔﾏ ﾐﾕｳ 女子 栃　木 東陽中 26.2 36

824 干場　萌香 ﾎｼﾊﾞ ﾓｶ 女子 石　川 輪島中 26.28 37
604 室　　路栞 ﾑﾛ ﾐｶﾝ 女子 富　山 大門中 26.4 38
742 五十嵐　果鈴 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾘﾝ 女子 山　形 鶴岡第一中 26.48 39
224 中野　すず ﾅｶﾉ ｽｽﾞ 女子 奈　良 式下中 26.53 40
726 郷田ﾐｶｱﾝｼﾞｪﾗ ｺﾞｳﾀﾞ ﾐｶｱﾝｼﾞｪﾗ 女子 香　川 高瀬中 26.7 41
541 布野　瑠海 ﾌﾉ ﾙﾐ 女子 島　根 出雲第二中 26.78 42
777 比嘉　もも ﾋｶﾞ ﾓﾓ 女子 沖　縄 読谷中 26.8 43
157 福光　由佳 ﾌｸﾐﾂ ﾕｶ 女子 山　口 田布施中 26.85 44
259 坂口　莉々華 ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾘｶ 女子 長　崎 山里中 26.96 45
106 田村　萌奈 ﾀﾑﾗ ﾓｴﾅ 女子 高　知 城西中 27.1 46
759 北嶋　茉智 ｷﾀｼﾞﾏ ﾏﾁ 女子 秋　田 秋田泉中 27.16 47
521 片山　美津希 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾂｷ 女子 福　島 白河中央中 27.48 48
809 辻　　玲奈 ﾂｼﾞ ﾚｲﾅ 女子 佐　賀 武雄中 49
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413 不破　聖衣来 ﾌﾜ ｾｲﾗ 女子 群　馬 大類中 09:28.9 1
682 橋本　充央 ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ 女子 京　都 H･A･C 09:29.3 2
680 村松　灯 ﾑﾗﾏﾂ ﾄﾓ 女子 京　都 樫原中 09:38.8 3
577 笹沼　美月 ｻｻﾇﾏ ﾐﾂﾞｷ 女子 兵　庫 安室中 09:41.6 4
705 加藤　花梨 ｶﾄｳ ｶﾘﾝ 女子 茨　城 取手聖徳女子中 09:42.0 5
679 松室　真優 ﾏﾂﾑﾛ ﾏﾕ 女子 京　都 桂中 09:42.6 6
353 鈴木　笑理 ｽｽﾞｷ ｴﾐﾘ 女子 静　岡 湖西新居中 09:44.3 7
678 三原　梓 ﾐﾊﾗ ｱｽﾞｻ 女子 京　都 男山東中 09:45.7 8
578 土井　葉月 ﾄﾞｲ ﾊﾂﾞｷ 女子 兵　庫 姫路灘中 09:45.7 9
707 星野　輝麗 ﾎｼﾉ ﾙﾙ 女子 茨　城 下館南中 09:46.4 10
186 原田　まりん ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾘﾝ 女子 鹿児島 田崎中 09:48.6 11
681 八島　絢香 ﾔｼﾏ ｱﾔｶ 女子 京　都 樫原中 09:48.6 12
658 藤岡　加梨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾘﾝ 女子 福　岡 浅川中 09:48.8 13
394 片山　希美香 ｶﾀﾔﾏ ｷﾐｶ 女子 岡　山 高屋中 09:49.6 14
579 松尾　瞳子 ﾏﾂｵ ﾄｳｺ 女子 兵　庫 加古川山手中 09:50.4 15
706 髙橋　実里 ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ 女子 茨　城 けやき台中 09:50.6 16
881 渡辺　萌梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾅ 女子 愛　知 六ツ美北中 09:53.2 17
139 千葉　麻里子 ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 女子 長　野 飯田西中 09:54.5 18
440 下高　美聡 ｼﾓﾀｶ ﾐｻﾄ 女子 広　島 坂中 09:54.7 19
158 棟近　光 ﾑﾈﾁｶ ﾋｶﾘ 女子 山　口 浅江中 09:55.6 20
542 加藤　小雪 ｶﾄｳ ｺﾕｷ 女子 島　根 仁多中 09:56.2 21
50 千葉　彩良 ﾁﾊﾞ ｻﾗ 女子 栃　木 大田原中 10:00.1 22
3 小坂井　智絵 ｺｻｶｲ ﾁｶ 女子 千　葉 御滝中 10:02.2 23

196 安　　なつ美 ﾔｽ ﾅﾂﾐ 女子 大　阪 大阪天満中 10:04.4 24
257 水野　紗奈 ﾐｽﾞﾉ ｻﾅ 女子 岩　手 黒石野中 10:05.7 25
85 中村　来知 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾁ 女子 埼　玉 坂戸中 10:06.0 26

862 伊勢谷　深優 ｲｾﾔ ﾐｭｳ 女子 宮　城 東華中 10:06.1 27
331 三輪　南菜子 ﾐﾜ ﾅﾅｺ 女子 東　京 篠崎第二中 10:06.8 28
293 宮崎　有沙 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾘｻ 女子 熊　本 松橋中 10:07.3 29
825 町　　優花 ﾏﾁ ﾕｳｶ 女子 石　川 七尾中 10:11.0 30
505 小川　桃依 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｴ 女子 福　井 東陽中 10:11.8 31
843 羽鳥　さくら ﾊﾄﾘ ｻｸﾗ 女子 新　潟 南中 10:12.2 32
490 友近　凜音 ﾄﾓﾁｶ ﾘﾝﾉ 女子 愛　媛 勝山中 10:14.3 33
107 岡田　そよか ｵｶﾀﾞ ｿﾖｶ 女子 高　知 香長中 10:17.9 34
450 渡部　春雅 ﾜﾀﾍﾞ ｶｽｶﾞ 女子 神奈川 はるひ野中 10:20.3 35
227 小出　佳奈 ｺｲﾃﾞ ｶﾅ 女子 奈　良 橿原中 10:22.0 36
522 内山　伊織 ｳﾁﾔﾏ ｲｵﾘ 女子 福　島 天栄中 10:22.7 37
132 田中　芙美 ﾀﾅｶ ﾌﾐ 女子 和歌山 和歌山大附中 10:24.0 38
605 大塚　明実 ｵｵﾂｶ ｱﾐ 女子 富　山 福光中 10:30.7 39
627 佐々木　奈菜 ｻｻｷ ﾅﾅ 女子 北海道 北斗上磯中 10:31.2 40
375 堀　　みちる ﾎﾘ ﾐﾁﾙ 女子 岐　阜 長森中 10:32.8 41
312 長石　知佳 ﾅｶﾞｲｼ ﾁｶ 女子 鳥　取 河北中 10:34.6 42
760 米沢　瑠奈 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙﾅ 女子 秋　田 横手北中 10:35.4 43
260 本多　好 ﾎﾝﾀﾞ ｺﾉﾐ 女子 長　崎 有明中 10:37.6 44
67 鳥居　華 ﾄﾘｲ ﾊﾅ 女子 宮　崎 宮崎大淀中 10:37.7 45

727 種田　涼花 ﾀﾈﾀﾞ ｽｽﾞｶ 女子 香　川 木太中 10:41.8 46
819 松浦　亜依 ﾏﾂｳﾗ ｱｲ 女子 佐　賀 鹿島西部中 10:47.0 47
639 石久保　彩佳 ｲｼｸﾎﾞ ｱﾔｶ 女子 青　森 三本木中 10:51.2 48
29 草野　祐香 ｸｻﾉ ﾕｳｶ 女子 滋　賀 長浜北中 10:58.6 49

793 濱　　彩夏 ﾊﾏ ｱﾔｶ 女子 徳　島 小松島中 10:59.9 50
557 山﨑　そよか ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾖｶ 女子 三　重 菰野中 11:00.3 51
472 佐々木　遥香 ｻｻｷ ﾊﾙｶ 女子 山　梨 石和中 11:02.0 52
278 江藤　咲 ｴﾄｳ ｻｷ 女子 大　分 挾間中 11:18.9 53
743 和賀　楓 ﾜｶ ｶｴﾃﾞ 女子 山　形 酒田第四中 54



A女子走高跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
47 渡邉　里咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 女子 栃　木 一条中 1m75 1

248 八重樫　澄佳 ﾔｴｶﾞｼ ｽﾐｶ 女子 岩　手 北上中 1m69 2
585 宗澤　ﾃｨﾌｧﾆｰ ﾑﾈｻﾜ ﾃｨﾌｧﾆｰ 女子 兵　庫 港島学園中 1m69 2
827 亀田　実咲 ｶﾒﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 石　川 宇ノ気中 1m68 4
262 伊達　美祈 ﾀﾞﾃ ﾐﾉﾘ 女子 長　崎 国見中 1m66 5
507 河村　彩香 ｶﾜﾑﾗ ｻﾔｶ 女子 福　井 鯖江中 1m66 5
884 加藤　愛結 ｶﾄｳ ｱｲﾐ 女子 愛　知 吉良中 1m66 5
810 満上　那菜 ﾐﾂｶﾐ ﾅﾅ 女子 佐　賀 武雄青陵中 1m64 8

7 高橋　花瑠 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ 女子 千　葉 井野中 1m63 9
87 金澤　恵美佳 ｶﾅｻﾞﾜ ｴﾐｶ 女子 埼　玉 新座第二中 1m63 9

198 森岡　未優 ﾓﾘｵｶ ﾐﾕ 女子 大　阪 高槻第十中 1m63 9
442 梅田　羽舞 ｳﾒﾀﾞ ｳﾌﾞ 女子 広　島 高美が丘中 1m63 9
454 安西　彩乃 ｱﾝｻﾞｲ ｱﾔﾉ 女子 神奈川 玉川中 1m63 9
474 細田　弥々 ﾎｿﾀﾞ ﾔﾔ 女子 山　梨 GON SPORTS 1m63 9
508 笈田　采明 ｵｲﾀﾞ ｱﾔﾒ 女子 福　井 社中 1m63 9
634 東海林　夢 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾄﾞｶ 女子 北海道 ほくとJC 1m63 9
687 西田　未玖 ﾆｼﾀﾞ ﾐｸ 女子 京　都 東輝中 1m63 9
885 横山　こころ ﾖｺﾔﾏ ｺｺﾛ 女子 愛　知 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 1m63 9
886 渡邉　深友 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 女子 愛　知 朝日丘中 1m63 9
188 若吉　千里 ﾜｶﾖｼ ﾁｻﾄ 女子 鹿児島 吉野中 1m60 20
295 野藤　涼花 ﾉﾄｳ ｽｽﾞｶ 女子 熊　本 八代第一中 1m60 20
333 平原　知佳 ﾋﾗﾊﾗ ﾄﾓｶ 女子 東　京 諏訪中 1m60 20
396 井上　未悠 ｲﾉｳｴ ﾐﾕ 女子 岡　山 宇野中 1m60 20
415 岸　　萌々香 ｷｼ ﾓﾓｶ 女子 群　馬 渋川北中 1m60 20
524 秋山　理湖 ｱｷﾔﾏ ﾘｺ 女子 福　島 植田東中 1m60 20
543 伊藤　愛菜 ｲﾄｳ ﾏﾅ 女子 島　根 出雲大社中 1m60 20
709 平子　雅 ﾋﾗｺ ﾐﾔﾋﾞ 女子 茨　城 河原子中 1m60 20
745 佐藤　花穂 ｻﾄｳ ｶﾎ 女子 山　形 鶴岡第五中 1m60 20
845 山口　悠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 女子 新　潟 新津第五中 1m60 20
143 長田　美羽 ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 女子 長　野 茅野東部中 1m58 30
160 江原　佑香 ｴﾊﾗ ﾕｳｶ 女子 山　口 国府中 1m57 31
354 青葉　里紗 ｱｵﾊﾞ ﾘｻ 女子 静　岡 浜松天竜中 1m55 32
660 堀　　愛音 ﾎﾘ ｱｶﾈ 女子 福　岡 福間中 1m55 32
779 前田　美海 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾕ 女子 沖　縄 南風原中 1m55 32
864 小田嶋穂乃香 ｵﾀﾞｼﾏ ﾎﾉｶ 女子 宮　城 仙台八乙女中 1m55 32
222 村岡　望羽 ﾑﾗｵｶ ﾐｳ 女子 奈　良 郡山南中 1m54 36
559 阿部　汐莉 ｱﾍﾞ ｼｵﾘ 女子 三　重 神戸中 1m54 36
729 林　　里奈 ﾊﾔｼ ﾘﾅ 女子 香　川 詫間中 1m52 38
134 日根　千晴 ﾋﾈ ﾁｾｲ 女子 和歌山 桐蔭中 1m51 39
314 朝倉　澄麗 ｱｻｸﾗ ｽﾐﾚ 女子 鳥　取 河北中 1m51 39
377 竹内　美悠 ﾀｹｳﾁ ﾐﾕｳ 女子 岐　阜 中津川坂本中 1m51 39
109 谷脇　碧唯 ﾀﾆﾜｷ ｱｵｲ 女子 高　知 清水中 1m50 42
607 澤田　真弥子 ｻﾜﾀﾞ ﾏﾐｺ 女子 富　山 城端中 1m50 42
641 佐々木　琉那 ｻｻｷ ﾙﾅ 女子 青　森 車力中 1m50 42
762 沢木　愛菜 ｻﾜｷ ｱｲﾅ 女子 秋　田 天王南中 1m50 42
795 多田　流彩 ﾀﾀﾞ ﾙｱ 女子 徳　島 加茂名中 1m49 46
31 龍見　莉乃 ﾀﾂﾐ ﾘﾉ 女子 滋　賀 聖徳中 1m48 47

280 辻　　優衣 ﾂｼﾞ ﾕｲ 女子 大　分 駅川中 1m40 48



A女子砲丸投(4.000kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
199 日夏　涼香 ﾋﾅﾂ ﾘｮｳｶ 女子 大　阪 大阪三稜中 12m95 1
560 岩本　乙夏 ｲﾜﾓﾄ ｵﾄｶ 女子 三　重 城田中 12m14 2
281 河野　凜 ｶﾜﾉ ﾘﾝ 女子 大　分 大分東雲中 11m82 3
200 松井　春菜 ﾏﾂｲ ﾊﾙﾅ 女子 大　阪 大阪東我孫子中 11m65 4
525 佐藤　笑美香 ｻﾄｳ ｴﾐｶ 女子 福　島 原町一中 11m04 5
887 中島　彩瑛 ﾅｶｼﾏ ｻｴ 女子 愛　知 御幸山中 11m01 6
865 秋葉　珠莉 ｱｷﾊﾞ ｼﾞｭﾘ 女子 宮　城 七ヶ宿中 10m88 7
334 小林　萌々子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 女子 東　京 羽村二中 10m87 8
796 上中　ひかる ｶﾐﾅｶ ﾋｶﾙ 女子 徳　島 東祖谷中 10m66 9
135 垣内　優里 ｶｷｳﾁ ﾕﾘ 女子 和歌山 西浜中 10m57 10
629 加納　弥生 ｶﾉｳ ﾔﾖｲ 女子 北海道 富良野東中 10m48 11
492 松木　悠莉 ﾏﾂｷﾞ ﾕﾘ 女子 愛　媛 中萩中 10m47 12
763 黒澤　夢翔 ｸﾛｻﾜ ﾕﾒｶ 女子 秋　田 尾去沢中 10m47 12
355 大石　恵琳 ｵｵｲｼ ﾒｸﾞﾘ 女子 静　岡 西遠女子中 10m42 14
397 山下　芽愛 ﾔﾏｼﾀ ﾒｱ 女子 岡　山 桜が丘中 10m38 15
144 西澤　咲花 ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 女子 長　野 野沢中 10m35 16
69 中山　華子 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾅｺ 女子 宮　崎 宮崎小林中 10m17 17

416 下田　莉未 ｼﾓﾀﾞ ﾘﾐ 女子 群　馬 富士見中 10m06 18
252 大畑　葵 ｵｵﾊﾀ ｱｵｲ 女子 岩　手 久慈中 10m04 19
661 宮﨑　彩乃 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾉ 女子 福　岡 花尾中 10m03 20
642 山口　結願 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾈ 女子 青　森 中郷中 10m01 21
688 武久　由佳 ﾀｹﾋｻ ﾕｶ 女子 京　都 男山第三中 10m00 22
710 今野　真唯 ｺﾝﾉ ﾏｲ 女子 茨　城 土浦第五中 9m84 23
455 池野　遥 ｲｹﾉ ﾊﾙｶ 女子 神奈川 茅ケ崎中 9m81 24
232 岸本　しなの ｷｼﾓﾄ ｼﾅﾉ 女子 奈　良 伏見中 9m65 25
62 髙堀　葵 ﾀｶﾎﾘ ｱｵｲ 女子 栃　木 旭中 9m51 26

378 土田　彩加 ﾂﾁﾀﾞ ｱﾔｶ 女子 岐　阜 中津川坂本中 9m46 27
32 片岡　ﾀｲｽ ｶﾀｵｶ ﾀｲｽ 女子 滋　賀 長浜西中 9m39 28
88 大沢　柚月 ｵｵｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 女子 埼　玉 秩父第一中 9m38 29

828 宮田　瑞希 ﾐﾔﾀ ﾐｽﾞｷ 女子 石　川 紫錦台中 9m32 30
608 谷田　優香 ﾀﾆﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 富　山 福光中 9m23 31
161 吉村　聖美 ﾖｼﾑﾗ ｻﾄﾐ 女子 山　口 深川中 9m18 32
189 甲斐　茉愛 ｶｲ ﾏﾅ 女子 鹿児島 川内北中 9m05 33
315 田中　朱莉 ﾀﾅｶ ｼｭﾘ 女子 鳥　取 八頭中 9m05 33
297 宮本　朋実 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓﾐ 女子 熊　本 九州学院中 8m84 35
263 峰原　舞 ﾐﾈﾊﾗ ﾏｲ 女子 長　崎 大瀬戸中 8m76 36
110 川島　真優 ｶﾜｼﾏ ﾏﾕ 女子 高　知 高知学芸中 8m70 37
544 尾添　和奏 ｵｿﾞｴ ﾜｶﾅ 女子 島　根 浜山中 8m66 38
811 草場　環緒 ｸｻﾊﾞ ﾀﾏｵ 女子 佐　賀 武雄青陵中 8m56 39
509 山本　真白 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｼﾛ 女子 福　井 中央中 8m52 40
443 手槌　彩乃 ﾃﾂﾞﾁ ｱﾔﾉ 女子 広　島 幸千中 8m47 41
780 崎浜　輝星 ｻｷﾊﾏ ｷﾗ 女子 沖　縄 伊江中 8m08 42
475 今井　萌圭 ｲﾏｲ ﾓｴｶ 女子 山　梨 早川中 7m67 43

8 篠塚　美咲 ｼﾉﾂｶ ﾐｻｷ 女子 千　葉 小見川中 44
586 岡本　みなみ ｵｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 女子 兵　庫 飾磨西中 44
730 伊藤　彩花 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 女子 香　川 高松一中 44
746 村上　咲樹 ﾑﾗｶﾐ ｻｷ 女子 山　形 酒田第三中 44
846 柏　　あかり ｶｼﾜ ｱｶﾘ 女子 新　潟 白根第一中 44



B女子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
316 角　　良子 ｽﾐ ﾘｮｳｺ 女子 鳥　取 美保中 12.11 1
432 脇坂　里桜 ﾜｷｻｶ ﾘｵ 女子 広　島 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 12.14 2
587 寺本　葵 ﾃﾗﾓﾄ ｱｵｲ 女子 兵　庫 夢前中 12.23 3
335 山越　理子 ﾔﾏｺｼ ﾘｺ 女子 東　京 稲城六中 12.25 4
747 小松　優衣 ｺﾏﾂ ﾕｲ 女子 山　形 酒田第四中 12.25 4
398 兼高　心愛 ｶﾈﾀｶ ｺｺｱ 女子 岡　山 倉敷南中 12.27 6

9 渡辺　千奈津 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾅﾂ 女子 千　葉 幕張本郷中 12.3 7
888 倉橋　美穂 ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 女子 愛　知 上郷中 12.35 8
89 綿貫　真尋 ﾜﾀﾇｷ ﾏﾋﾛ 女子 埼　玉 新座第六中 12.36 9

588 桑野　葵 ｸﾜﾉ ｱｵｲ 女子 兵　庫 姫路高丘中 12.38 10
690 土佐　美月 ﾄｻ ﾐﾂﾞｷ 女子 京　都 青葉中 12.38 10
10 越川　美咲 ｺｼｶﾜ ﾐｻｷ 女子 千　葉 光中 12.39 12

202 植村　莉子 ｳｴﾑﾗ ﾘｺ 女子 大　阪 南千里中 12.39 12
764 成田　千栞 ﾅﾘﾀ ｾﾝｶ 女子 秋　田 北陽中 12.39 12
201 東野　琴音 ﾋｶﾞｼﾉ ｺﾄﾈ 女子 大　阪 松虫中 12.42 15
336 星野　莉亜 ﾎｼﾉ ﾏﾘｱ 女子 東　京 国立二中 12.42 15
356 石井　響 ｲｼｲ ﾋﾋﾞｷ 女子 静　岡 三島山田中 12.42 15
11 ﾀﾈﾙ　舞璃乃 ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ 女子 千　葉 河原塚中 12.44 18

357 岡村　莉夏 ｵｶﾑﾗ ﾘｶ 女子 静　岡 牧之原榛原中 12.44 18
433 清水　鈴奈 ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ 女子 広　島 幸千中 12.44 18
689 長澤　小雪 ﾅｶﾞｻﾜ ｺﾕｷ 女子 京　都 西ノ岡中 12.44 18
203 田中　雪乃 ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 女子 大　阪 豊中十一中 12.45 22
264 小鉢　ひなた ｺﾊﾞﾁ ﾋﾅﾀ 女子 長　崎 島原第三中 12.45 22
812 梶原　光姫 ｶｼﾞﾊﾗ ﾐﾂｷ 女子 佐　賀 佐賀清和中 12.45 22
358 石田　悠月 ｲｼﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 静　岡 浜松庄内中 12.46 25
866 郷右近　美優 ｺﾞｳｺﾝ ﾐﾕ 女子 宮　城 利府西中 12.46 25
33 治武　杏祈 ｼﾞﾌﾞ ｱｽﾞｷ 女子 滋　賀 城山中 12.48 27
90 桑原　明菜 ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ 女子 埼　玉 与野東中 12.48 27

145 宮岡　万優莉 ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 女子 長　野 長野東部中 12.5 29
317 加河　鈴菜 ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ 女子 鳥　取 後藤ヶ丘中 12.5 29
889 土居　心愛 ﾄﾞｲ ｺｱ 女子 愛　知 竜海中 12.5 29
70 足立　桐華 ｱﾀﾞﾁ ﾄｳｶ 女子 宮　崎 宮崎大淀中 12.51 32

622 今村　心桜 ｲﾏﾑﾗ ｺｺﾛ 女子 北海道 帯広緑園中 12.52 33
848 小篠　璃子 ｵｻﾞｻ ﾘｺ 女子 新　潟 新潟下山中 12.57 34
63 倉澤　みはな ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 女子 栃　木 北犬飼中 12.58 35

282 戸澤　琉華 ﾄｻﾞﾜ ﾙｶ 女子 大　分 挾間中 12.58 35
417 美細津　ｴﾒﾘｱ ﾐｻｲｽﾞ ｴﾒﾘｱ 女子 群　馬 高崎佐野中 12.59 37
457 安井　麻里花 ﾔｽｲ ﾏﾘｶ 女子 神奈川 東野中 12.59 37
643 髙橋　亜衣香 ﾀｶﾊｼ ｱｲｶ 女子 青　森 浦町中 12.59 37
162 小橋　璃子 ｺﾊﾞｼ ﾘｺ 女子 山　口 萩西中 12.66 40
298 池田　ひなた ｲｹﾀﾞ ﾋﾅﾀ 女子 熊　本 多良木中 12.66 40
379 内山　実南 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾅﾐ 女子 岐　阜 大垣西部中 12.68 42
829 藏谷　未空 ｸﾗﾀﾆ ﾐｸ 女子 石　川 宝達中 12.7 43
561 植村　美咲 ｳｴﾑﾗ ﾐｻｷ 女子 三　重 平田野中 12.72 44
510 山岸　沙也加 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ 女子 福　井 勝山中部中 12.73 45
493 高木　彩瑛 ﾀｶｷﾞ ｻｴ 女子 愛　媛 西条東中 12.74 46
781 又吉　南緒 ﾏﾀﾖｼ ﾅｵ 女子 沖　縄 読谷中 12.76 47
235 松川　琴美 ﾏﾂｶﾜ ｺﾄﾐ 女子 奈　良 榛原中 12.82 48
731 藤村　小桜 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺﾊﾙ 女子 香　川 中部中 12.84 49
662 本村　英里奈 ﾓﾄﾑﾗ ｴﾘﾅ 女子 福　岡 福岡雙葉中 12.88 50
476 矢ヶ崎　来瞳 ﾔｶﾞｻｷ ｸﾙﾐ 女子 山　梨 甲府北西中 12.92 51
179 内田　夢月 ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 鹿児島 国分南中 12.93 52
125 竹中　瑞貴 ﾀｹﾅｶ ﾐｽﾞｷ 女子 和歌山 文成中 12.94 53
240 漆原　恵美 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ 女子 岩　手 見前南中 12.95 54
711 奈桐　瑞月 ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ 女子 茨　城 三和中 12.97 55
609 柳樂　あずみ ﾅｷﾞﾗ ｱｽﾞﾐ 女子 富　山 堀川中 13.02 56
545 角橋　花南 ｶﾄﾞﾊｼ ﾊﾅ 女子 島　根 松江第一中 13.08 57
797 裏巽　あや ｳﾗﾀﾂﾐ ｱﾔ 女子 徳　島 鳴門市第一中 13.08 57
111 小白方　莉央 ｺｼﾛｶﾀ ﾘｵ 女子 高　知 三里中 13.2 59
526 荒木　美幸 ｱﾗｷ ﾐﾕｷ 女子 福　島 若松一中 13.29 60



B女子100mH(0.762m_8.00m)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
891 松本　佳音彩 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉｱ 女子 愛　知 TSM 14.2 1
459 関口　美桜 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｵ 女子 神奈川 相原中 14.24 2
147 土屋　ほのか ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 女子 長　野 軽井沢中 14.32 3
831 又多　紅樹 ﾏﾀﾀﾞ ﾓﾐｷ 女子 石　川 星稜中 14.44 4
420 石澤　知世 ｲｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 女子 群　馬 新島学園中 14.47 5
628 岡田　結愛 ｵｶﾀﾞ ﾕﾒ 女子 北海道 室蘭東明中 14.49 6
205 樋口　綾音 ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ 女子 大　阪 大阪金岡南中 14.54 7
319 河本　美祐 ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ 女子 鳥　取 倉吉西中 14.56 8
338 醍醐　愛理 ﾀﾞｲｺﾞ ﾏﾘ 女子 東　京 小平二中 14.58 9
61 田口　真悠 ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 女子 栃　木 姿川中 14.63 10

850 俵山　紗乙 ﾀﾜﾗﾔﾏ ｻｷ 女子 新　潟 十日町吉田中 14.65 11
206 中村　朱利 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾘ 女子 大　阪 茨木平田中 14.66 12
902 神田　彩名 ｶﾝﾀﾞ ｱﾔﾅ 女子 愛　知 TSM 14.66 12
495 藤田　結菜 ﾌｼﾞﾀ ﾕｲﾅ 女子 愛　媛 西条北中 14.67 14
93 後藤　智南 ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ 女子 埼　玉 春日部飯沼中 14.69 15

851 荒木　珠里愛 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾘｱ 女子 新　潟 新潟柳都中 14.69 15
901 新垣　舞桜 ｼﾝｶﾞｷ ﾏｵ 女子 愛　知 豊川東部中 14.71 17
320 清水　美京 ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ 女子 鳥　取 鳥取大附属中 14.74 18
400 徐　　伶奈 ｼﾞｮ ﾚｲﾅ 女子 岡　山 和気中 14.74 18
620 能戸　美乃 ﾉﾄ ﾖｼﾉ 女子 北海道 函館CRS 14.76 20
305 松田　果子 ﾏﾂﾀﾞ ｶｺ 女子 熊　本 五霊中 14.78 21
148 市村　彩美 ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 女子 長　野 軽井沢中 14.79 22
13 塚本　萌乃 ﾂｶﾓﾄ ﾓｴﾉ 女子 千　葉 ちはら台南中 14.8 23
48 津久井　華 ﾂｸｲ ﾊﾅ 女子 栃　木 赤見中 14.84 24

694 桑田　凪沙 ｸﾜﾀ ﾅｷﾞｻ 女子 京　都 亀岡中 14.84 24
94 関田　彩那 ｾｷﾀ ｱﾔﾅ 女子 埼　玉 鶴ヶ島西中 14.85 26

892 服部　明日風 ﾊｯﾄﾘ ｱｽｶ 女子 愛　知 明祥中 14.87 27
664 得能　玲那 ﾄｸﾉｳ ﾚｲﾅ 女子 福　岡 西南学院中 14.88 28
460 栗原　未有 ｸﾘﾊﾗ ﾐｱﾘ 女子 神奈川 片瀬中 14.89 29
635 鈴木　里沙 ｽｽﾞｷ ﾘｻ 女子 北海道 札幌柏中 14.89 29
361 野田　菜々香 ﾉﾀﾞ ﾅﾅｶ 女子 静　岡 伊豆の国大仁中 14.92 31
114 島村　青空 ｼﾏﾑﾗ ｾｲﾗ 女子 高　知 県立中村中 14.94 32
563 飛岡　愛心 ﾄﾋﾞｵｶ ｱｺ 女子 三　重 一志中 14.98 33
593 ﾊｯｻﾝ　ﾘﾅ ﾊｯｻﾝ ﾘﾅ 女子 兵　庫 甲武中 15.01 34
783 渡口　舞 ﾄｸﾞﾁ ﾏｲ 女子 沖　縄 伊良波中 15.06 35
512 中野　さらさ ﾅｶﾉ ｻﾗｻ 女子 福　井 成和中 15.08 36
233 田中　千香里 ﾀﾅｶ ﾁｶﾘ 女子 奈　良 河合第二中 15.12 37
435 浅木　都紀葉 ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 女子 広　島 口田中 15.25 38
868 福嶋　唯花 ﾌｸｼﾏ ﾕｲｶ 女子 宮　城 古川黎明中 15.32 39
181 田之頭あかり ﾀﾉｶﾞｼﾗ ｱｶﾘ 女子 鹿児島 頴娃中 15.36 40
546 中村　寧々 ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ 女子 島　根 出雲第一中 15.41 41
164 井上　茉優 ｲﾉｳｴ ﾏﾋﾛ 女子 山　口 山口FSL 15.45 42
645 工藤　加奈 ｸﾄﾞｳ ｶﾅ 女子 青　森 弘前大附属中 15.45 42
713 豊口　菜月 ﾄﾖｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 女子 茨　城 笠間中 15.5 44
799 古川　莉乃亜 ﾌﾙｶﾜ ﾘﾉｱ 女子 徳　島 川内中 15.51 45
611 井尻　理瑚 ｲｼﾞﾘ ﾘｺ 女子 富　山 芝園中 15.56 46
35 石田　知穂 ｲｼﾀﾞ ﾁﾎ 女子 滋　賀 市立守山中 15.61 47

749 廣居　千尋 ﾋﾛｲ ﾁﾋﾛ 女子 山　形 白鷹中 15.65 48
381 稲熊　汐里 ｲﾅｸﾞﾏ ｼｵﾘ 女子 岐　阜 可児中部中 15.73 49
266 岩﨑　萌 ｲﾜｻｷ ﾓｴ 女子 長　崎 中里中 15.74 50
127 末廣　千愛 ｽｴﾋﾛ ﾕﾒ 女子 和歌山 海南中 15.83 51
528 郡司　采美 ｸﾞﾝｼﾞ ｺﾄﾐ 女子 福　島 郡山一中 15.84 52
733 近藤　花 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ 女子 香　川 豊浜中 15.86 53
814 貝野　きらり ｶｲﾉ ｷﾗﾘ 女子 佐　賀 大和中 15.91 54
478 市川　真也子 ｲﾁｶﾜ ﾏﾔｺ 女子 山　梨 甲府南中 16.21 55
246 田中　馨子 ﾀﾅｶ ｶｵﾙｺ 女子 岩　手 盛岡河南中 16.39 56
284 永野　蒼葉 ﾅｶﾞﾉ ｱｵﾊﾞ 女子 大　分 挾間中 16.76 57
766 佐々木　柚芽 ｻｻｷ ﾕﾒ 女子 秋　田 横手明峰中 16.81 58
72 岡野　有花 ｵｶﾉ ﾕｳｶ 女子 宮　崎 延岡ｼﾞｭﾆｱ 59



B女子1500m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
12 南　　日向 ﾐﾅﾐ ﾋﾅﾀ 女子 千　葉 船橋葛飾中 04:27.3 1

589 石松　愛朱加 ｲｼﾏﾂ ｱｽｶ 女子 兵　庫 浜の宮中 04:28.0 2
693 村松　結 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳ 女子 京　都 樫原中 04:30.4 3
359 米澤　奈々香 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 女子 静　岡 浜松北浜中 04:31.3 4
590 宮島　恵那 ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾅ 女子 兵　庫 高砂荒井中 04:31.3 5
112 近江　香穂 ｵｳﾐ ｶﾎ 女子 高　知 香長中 04:32.3 6
360 川瀬　真由 ｶﾜｾ ﾏﾕ 女子 静　岡 静岡東中 04:32.8 7
692 鎌田　幸来 ｶﾏﾀﾞ ｺｺ 女子 京　都 桂中 04:33.0 8
527 大河原　萌花 ｵｵｶﾜﾗ ﾓｴｶ 女子 福　島 矢吹中 04:33.2 9
52 渡辺　凜花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｶ 女子 栃　木 厚崎中 04:33.3 10

591 道清　愛紗 ﾄﾞｳｾｲ ｱｲｰｼｬ 女子 兵　庫 加古川山手中 04:33.3 10
691 柴田　さくら ｼﾊﾞﾀﾞ ｻｸﾗ 女子 京　都 岡崎中 04:33.6 12
592 塚本　衣音 ﾂｶﾓﾄ ｲｵ 女子 兵　庫 高砂荒井中 04:33.7 13
418 中嶋　千紗都 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｻﾄ 女子 群　馬 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 04:34.0 14
91 鈴木　理菜 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 女子 埼　玉 美里中 04:35.1 15

113 尾崎　光 ｵｻﾞｷ ﾐﾂ 女子 高　知 香我美中 04:35.2 16
92 木下　紗那 ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞﾅ 女子 埼　玉 与野西中 04:35.2 17

419 山下　真奈 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅ 女子 群　馬 休泊中 04:35.7 18
765 阿部　円海 ｱﾍﾞ ﾏﾙﾐ 女子 秋　田 湯沢北中 04:35.9 19
283 藤井　さくら ﾌｼﾞｲ ｻｸﾗ 女子 大　分 鶴谷中 04:37.5 20
256 若狹　愛友奈 ﾜｶｻ ｱﾕﾅ 女子 岩　手 見前中 04:37.9 21
610 星野黒　由唯 ﾎｼﾉｸﾛ ﾕｲ 女子 富　山 魚津東部中 04:38.5 22
830 谷口　ゆき ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷ 女子 石　川 野々市中 04:39.7 23
180 森山　七海 ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 城西中 04:39.8 24
434 細迫　由野 ﾎｿｻｺ ﾕﾉ 女子 広　島 坂中 04:39.8 24
337 髙山　玲渚 ﾀｶﾔﾏ ﾚｲﾅ 女子 東　京 福生二中 04:40.6 26
204 向井　友里 ﾑｶｲ ﾕｳﾘ 女子 大　阪 大阪田尻中 04:41.0 27
663 竹内　瑞月 ﾀｹｳﾁ ﾐﾂﾞｷ 女子 福　岡 霧丘中 04:41.3 28
494 河本　律 ｶﾜﾓﾄ ﾘﾂ 女子 愛　媛 松山南中 04:42.2 29
163 町田　萌 ﾏﾁﾀﾞ ﾓｴ 女子 山　口 東部中 04:42.9 30
399 土屋　舞琴 ﾂﾁﾔ ﾏｺﾄ 女子 岡　山 小北中 04:42.9 30
815 小松　夕夏 ｺﾏﾂ ﾕｳｶ 女子 佐　賀 唐津東中 04:43.7 32
748 髙橋　華瑠亜 ﾀｶﾊｼ ｶﾙｱ 女子 山　形 陵南中 04:44.2 33
712 篠塚　美来 ｼﾉﾂﾞｶ ﾐﾗｲ 女子 茨　城 牛久一中 04:44.3 34
265 川口　幸奈 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 女子 長　崎 諫早高附属中 04:44.8 35
380 浜野　光 ﾊﾏﾉ ﾋｶﾙ 女子 岐　阜 瑞浪中 04:44.8 36
34 石田　遥花 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 滋　賀 水口中 04:45.9 37

890 猪熊　紗伎 ｲﾉｸﾏ ｻｷ 女子 愛　知 TSM 04:46.1 38
849 吉原　あかり ﾖｼﾊﾗ ｱｶﾘ 女子 新　潟 小千谷中 04:47.3 39
126 山本　実那 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ 女子 和歌山 文成中 04:48.1 40
511 野村　いちご ﾉﾑﾗ ｲﾁｺﾞ 女子 福　井 角鹿中 04:48.2 41
146 宮澤　実亜 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 女子 長　野 川中島中 04:48.4 42
477 青沼　麗后 ｱｵﾇﾏ ﾘﾐ 女子 山　梨 GON SPORTS 04:48.7 43
547 来間　美月 ｸﾙﾏ ﾐﾂﾞｷ 女子 島　根 河南中 04:49.1 44
798 西内　心瑠 ﾆｼｳﾁ ｺｺﾙ 女子 徳　島 阿南第二中 04:49.5 45
458 伊藤　南美 ｲﾄｳ ﾅﾐ 女子 神奈川 緑が丘中 04:50.9 46
71 藤田　あい ﾌｼﾞﾀ ｱｲ 女子 宮　崎 宮崎紙屋中 04:51.5 47

226 吉備　明佳里 ｷﾋﾞ ｱｶﾘ 女子 奈　良 橿原中 04:51.8 48
562 井山　一佳 ｲﾔﾏ ｲﾁｶ 女子 三　重 一志中 04:53.1 49
632 畔上　凛花 ｱｾﾞｶﾐ ﾘﾝｶ 女子 北海道 美幌北中 04:53.8 50
782 花田　佳乃 ﾊﾅﾀﾞ ﾖｼﾉ 女子 沖　縄 屋我地中 04:54.0 51
732 福元　茉祐 ﾌｸﾓﾄ ﾏﾋﾛ 女子 香　川 小豆島中 04:54.3 52
303 山下　彩菜 ﾔﾏｼﾀ ｱﾔﾅ 女子 熊　本 本渡中 04:54.5 53
318 田中　悠稀 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 女子 鳥　取 後藤ヶ丘中 04:54.7 54
867 齋藤　ほのか ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ 女子 宮　城 宮城野中 05:01.1 55
644 中美　陽和 ﾅｶﾐ ﾋﾖﾘ 女子 青　森 田名部中 05:02.1 56



B女子走幅跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
436 岡田　麻奈 ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 女子 広　島 高西中 5m59 1
852 稲川　暖乃 ｲﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾉ 女子 新　潟 新潟東石山中 5m51 2
363 笠井　彩愛 ｶｻｲ ｷｱﾘ 女子 静　岡 東海大翔洋中 5m49 3
14 藤原　幸羽 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳ 女子 千　葉 打瀬中 5m48 4

182 山﨑　梨空 ﾔﾏｻｷ ﾘﾗ 女子 鹿児島 高尾野中 5m46 5
633 布目　朱理 ﾇﾉﾒ ｱｶﾘ 女子 北海道 北見東陵中 5m42 6
339 伊藤　千夏 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 女子 東　京 武蔵野東中 5m40 7
340 永井　陽 ﾅｶﾞｲ ﾐﾅﾐ 女子 東　京 小平二中 5m40 7
893 髙嵜　桃花 ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 女子 愛　知 TSM 5m40 7
362 三枝　未希 ｻｲｸﾞｻ ﾐｷ 女子 静　岡 伊豆中伊豆中 5m39 10
548 尾﨑　千里 ｵｻｷ ﾁｻﾄ 女子 島　根 浜田東中 5m39 10
529 外島　央 ﾄｼﾏ ﾋﾛ 女子 福　島 会津学鳳中 5m38 12
594 松本　百音 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾈ 女子 兵　庫 神河中 5m36 13
479 中嶋　莉子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｺ 女子 山　梨 山梨大附属中 5m35 14
461 小池　桜 ｺｲｹ ｻｸﾗ 女子 神奈川 神奈川中 5m23 15
513 谷　　風花 ﾀﾆ ﾌｳｶ 女子 福　井 勝山南部中 5m22 16
115 山下　和笑 ﾔﾏｼﾀ ｶｴ 女子 高　知 高知大附属中 5m20 17
714 野本　このみ ﾉﾓﾄ ｺﾉﾐ 女子 茨　城 境一中 5m19 18
784 石原　麻理奈 ｲﾁﾊﾗ ﾏﾘﾅ 女子 沖　縄 浦添中 5m19 18
832 大塚　葉月 ｵｵﾂｶ ﾊﾂﾞｷ 女子 石　川 津幡中 5m18 20
149 北原　小遥 ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 女子 長　野 春富中 5m17 21
421 竹村　杏月 ﾀﾑｹﾗ ｱﾂﾞｷ 女子 群　馬 佐野中 5m17 21
646 小笠原　ﾏﾅ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏﾅ 女子 青　森 青森東中 5m17 21
165 三好　ののか ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ 女子 山　口 むつみ中 5m14 24
207 別所　南空 ﾍﾞｯｼｮ ﾐｸ 女子 大　阪 関大一中 5m13 25
401 大田　佳音 ｵｵﾀ ｶﾉﾝ 女子 岡　山 中道中 5m13 25
496 土井　架和 ﾄﾞｲ ｶﾅ 女子 愛　媛 川之江南中 5m12 27
95 西尾　悠子 ﾆｼｵ ﾕｳｺ 女子 埼　玉 春野中 5m11 28

228 西川　日茉梨 ﾆｼｶﾜ ﾋﾏﾘ 女子 奈　良 橿原中 5m11 28
58 野田　楓 ﾉﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 栃　木 真岡中 5m10 30

304 寺田　優花 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 熊　本 多良木中 5m10 30
665 高岡　亜生 ﾀｶｵｶ ｱｵ 女子 福　岡 中村学園女子中 5m10 30
564 牧野　澄 ﾏｷﾉ ｽﾐﾚ 女子 三　重 久居中 5m08 33
800 新野　乃杏 ｼﾝﾉ ﾉｱ 女子 徳　島 阿南中 5m08 33
382 服部　美咲 ﾊｯﾄﾘ ﾐｻｷ 女子 岐　阜 各務原中央中 5m06 35
73 坂元　花菜 ｻｶﾓﾄ ﾊﾅ 女子 宮　崎 宮崎西中 5m05 36
36 三谷　晴那 ﾐﾀﾆ ﾊﾙﾅ 女子 滋　賀 今津中 5m04 37

137 小西　那々花 ｺﾆｼ ﾅﾅｶ 女子 和歌山 保田中 5m00 38
285 桒野　葵 ｸﾜﾉ ｱｵｲ 女子 大　分 城東中 5m00 38
267 廣重　めかり ﾋﾛｼｹﾞ ﾒｶﾘ 女子 長　崎 山澄中 4m93 40
767 佐藤　奏 ｻﾄｳ ｶﾅｴ 女子 秋　田 飯島中 4m91 41
750 笠原　由菜 ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾅ 女子 山　形 天童第三中 4m89 42
695 秋津　柚芽 ｱｷﾂ ﾕﾒ 女子 京　都 小栗栖中 4m85 43
820 牛島　優美佳 ｳｼｼﾞﾏ ﾕﾐｶ 女子 佐　賀 成穎中 4m85 43
734 神前　奈津 ｶﾝｻﾞｷ ﾅﾂ 女子 香　川 玉藻中 4m84 45
321 安本　奏海 ﾔｽﾓﾄ ｶﾅﾐ 女子 鳥　取 鳥取大附属中 4m76 46
869 大槻　葵 ｵｵﾂｷ ｱｵｲ 女子 宮　城 仙台中田中 4m72 47
249 稲葉　花南 ｲﾅﾊﾞ ｶﾅ 女子 岩　手 滝沢第二中 4m57 48
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
230 今西　あかり ｲﾏﾆｼ ｱｶﾘ 女子 奈　良 天理南中 14m70 1
231 三田　樹梨香 ｻﾝﾀ ｷﾘｶ 女子 奈　良 大宇陀中 13m44 2
268 俵　　芹奈 ﾀﾜﾗ ｾﾘﾅ 女子 長　崎 鶏知中 13m20 3
565 西井　琳音 ﾆｼｲ ﾘｵﾝ 女子 三　重 五十鈴中 13m20 3
696 山下　唯香 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲｶ 女子 京　都 峰山中 13m18 5
530 石井　のどか ｲｼｲ ﾉﾄﾞｶ 女子 福　島 西田中 13m04 6
209 井上　俊果 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｶ 女子 大　阪 大阪枚方中 12m87 7
595 大原　里彩 ｵｵﾊﾗ ﾘｻ 女子 兵　庫 山陽中 12m83 8
208 大野　汐香 ｵｵﾉ ｿﾖｶ 女子 大　阪 大阪墨江丘中 12m72 9
462 筑紫　洋子 ﾂｸｼ ﾖｳｺ 女子 神奈川 茅ケ崎中 12m65 10
647 齋藤　千枝里 ｻｲﾄｳ ﾁｴﾘ 女子 青　森 黒石中 12m63 11
364 森　　遥南 ﾓﾘ ﾊﾙﾅ 女子 静　岡 浜松可美中 12m51 12
15 山田　彩夏 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾅ 女子 千　葉 八千代大和田中 12m38 13

402 有汲　颯妃 ｱﾘｸﾐ ｻﾂｷ 女子 岡　山 吉備中 12m29 14
150 福田　愛夢 ﾌｸﾀﾞ ｱｲﾑ 女子 長　野 辰野中 12m08 15
666 四辻　佳乃 ﾖﾂｼﾞ ﾖｼﾉ 女子 福　岡 志摩中 11m89 16
166 岩井　優美 ｲﾜｲ ﾕｳﾐ 女子 山　口 右田中 11m77 17
514 朝倉　沙織 ｱｻｸﾗ ｻｵﾘ 女子 福　井 中央中 11m77 17
53 吉成　美羽 ﾖｼﾅﾘ ﾐｳ 女子 栃　木 鹿沼東中 11m66 19

870 長野　智佳 ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓｶ 女子 宮　城 宮城野中 11m64 20
630 滝谷　望愛 ﾀｷﾔ ﾉｱ 女子 北海道 福島町立福島中 11m55 21
341 久保田　優華 ｸﾎﾞﾀ ﾕｶ 女子 東　京 十条富士見中 11m52 22
422 山道　萌衣 ｻﾝﾄﾞｳ ﾒｲ 女子 群　馬 藪塚本町中 11m36 23
497 越智　綾香 ｵﾁ ｱﾔｶ 女子 愛　媛 立花中 11m25 24
183 三反田　理央 ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ﾘｵ 女子 鹿児島 鹿児島Jr 11m22 25
286 原口　萌々花 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 女子 大　分 挾間中 11m22 25
715 亀谷　采生 ｶﾒﾀﾆ ｱﾐ 女子 茨　城 北茨城磯原中 11m19 27
128 橋本　姫良 ﾊｼﾓﾄ ｷﾗﾗ 女子 和歌山 西浜中 11m10 28
96 大澤　雪乃 ｵｵｻﾜ ﾕｷﾉ 女子 埼　玉 坂戸中 10m99 29

785 仲宗根　夢来 ﾅｶｿﾈ ﾒｸﾞ 女子 沖　縄 本部中 10m91 30
437 ﾌﾟﾚｽﾘｰ ｼﾞｪﾗｰﾆ昭 ﾌﾟﾚｽﾘｰ ｼﾞｪﾗｰﾆｱｷ 女子 広　島 能美中 10m68 31
74 松田　紗和 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾜ 女子 宮　崎 宮崎大淀中 10m62 32

853 浅妻　ひなた ｱｻﾂﾏ ﾋﾅﾀ 女子 新　潟 五十嵐中 10m54 33
801 阿部　香苗 ｱﾍﾞ ｶﾅｴ 女子 徳　島 日和佐中 10m26 34
751 佐藤　咲 ｻﾄｳ ｻｷ 女子 山　形 鶴岡第四中 10m22 35
480 志村　萌花 ｼﾑﾗ ﾓｶ 女子 山　梨 玉穂中 10m11 36
768 斉藤　夢望 ｻｲﾄｳ ﾕﾒﾉ 女子 秋　田 鷹巣中 10m11 36
894 川本　みちる ｶﾜﾓﾄ ﾐﾁﾙ 女子 愛　知 豊川東部中 10m07 38
294 中村　美紗希 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 女子 熊　本 豊野中 10m03 39
322 入江　巴菜 ｲﾘｴ ﾊﾅ 女子 鳥　取 溝口中 10m00 40
383 立木　杏衣理 ﾂｲｷ ｱｲﾘ 女子 岐　阜 大垣西部中 10m00 40
612 稲垣　愛奈 ｲﾅｶﾞｷ ｱｲﾅ 女子 富　山 桜井中 9m86 42
251 桑田　凜花 ｸﾜﾀ ﾘﾝｶ 女子 岩　手 久慈中 9m82 43
37 岡澤　芙美 ｵｶｻﾞﾜ ﾌﾐ 女子 滋　賀 能登川中 9m73 44

116 岩見　琉音 ｲﾜﾐ ﾙﾝ 女子 高　知 北陵中 9m65 45
833 飯貝　水稀 ｲｲｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ 女子 石　川 金沢錦丘中 9m50 46
549 安食　柚子 ｱｼﾞｷ ﾕｽﾞ 女子 島　根 平田中 9m40 47
735 中川　紗和 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾜ 女子 香　川 高瀬中 9m34 48
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16 ﾊｯｻﾝ　ﾅﾜｰﾙ ﾊｯｻﾝ ﾅﾜｰﾙ 女子 千　葉 千葉松戸五中 12.16 1

895 土居　幸愛 ﾄﾞｲ ﾕﾅ 女子 愛　知 竜海中 12.57 2
17 篠原　美咲 ｼﾉﾊﾗ ﾐｻｷ 女子 千　葉 印西中 12.58 3

566 世古　綾葉 ｾｺ ｱﾔﾊ 女子 三　重 伊勢港中 12.59 4
596 吉島　ゆい ﾖｼｼﾞﾏ ﾕｲ 女子 兵　庫 高砂中 12.59 4
238 栃澤　里奈 ﾄﾁｻﾞﾜ ﾘﾅ 女子 岩　手 土淵中 12.67 6
623 佐藤　志保里 ｻﾄｳ ｼﾎﾘ 女子 北海道 NASS 12.7 7
287 佐伯　典香 ｻｲｷ ﾃﾝｶ 女子 大　分 佐伯南中 12.71 8
896 森山　夢菜 ﾓﾘﾔﾏ ﾕﾒﾅ 女子 愛　知 豊橋南陽中 12.73 9
75 福島　実咲 ﾌｸｼﾏ ﾐｻｷ 女子 宮　崎 延岡岡富中 12.74 10

429 中西　彩 ﾅｶﾆｼ ｱﾔ 女子 広　島 広島三和中 12.74 10
515 横山　恵理菜 ﾖｺﾔﾏ ｴﾘﾅ 女子 福　井 武生第一中 12.74 10
323 佐々木　真歩 ｻｻｷ ﾏﾎ 女子 鳥　取 東山中 12.75 13
342 東　　真衣 ｱｽﾞﾏ ﾏｲ 女子 東　京 武蔵野東中 12.77 14
697 多田　愛望 ﾀﾀﾞ ﾏﾅﾐ 女子 京　都 京都光華中 12.77 14
167 藏重　みう ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 女子 山　口 山口大附光中 12.78 16
18 大木　詩織 ｵｵｷ ｼｵﾘ 女子 千　葉 八日市場一中 12.8 17

117 山﨑　咲和 ﾔﾏｻｷ ｻﾜ 女子 高　知 中村中 12.8 17
51 米田　凜音 ﾖﾈﾀﾞ ﾘﾉﾝ 女子 栃　木 中村中 12.82 19
97 小林　杏海 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 女子 埼　玉 羽生東中 12.83 20

464 木島　あかね ｷｼﾞﾏ ｱｶﾈ 女子 神奈川 富士見中 12.83 20
786 金城　舞緒 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｵ 女子 沖　縄 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ 12.88 22
175 花田　真奈夏 ﾊﾅﾀﾞ ﾏﾅｶ 女子 鹿児島 国分南中 12.91 23
210 前田　幸恵 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷｴ 女子 大　阪 佐井寺中 12.94 24
716 栗林　芽生 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 女子 茨　城 城里町常北中 12.96 25
38 伊藤　真優 ｲﾄｳ ﾏﾕ 女子 滋　賀 立命館守山中 12.99 26

122 上野山　真白 ｳｴﾉﾔﾏ ﾏｼﾛ 女子 和歌山 東和中 13.02 27
225 戸田　瑠菜 ﾄﾀﾞ ﾙﾅ 女子 奈　良 畝傍中 13.05 28
269 山本　佳弥 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾔ 女子 長　崎 諫早中 13.05 28
834 坂井　希帆 ｻｶｲ ｷﾎ 女子 石　川 浅野川中 13.05 28
365 岡本　奈桜 ｵｶﾓﾄ ﾅｵ 女子 静　岡 浜松北星中 13.1 31
769 佐藤　杏 ｻﾄｳ ｱﾝ 女子 秋　田 大館東中 13.12 32
403 末澤　里奈子 ｽｴｻﾞﾜ ﾘﾅｺ 女子 岡　山 旭東中 13.13 33
752 笹川　愛琉 ｻｻｶﾜ ｱｲﾙ 女子 山　形 大江中 13.17 34
802 福島　千尋 ﾌｸｼﾏ ﾁﾋﾛ 女子 徳　島 鳴門市第一中 13.18 35
667 田中　愛美 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 女子 福　岡 筑後中 13.2 36
531 田中　凜葵 ﾀﾅｶ ﾘｱ 女子 福　島 郡山一中 13.22 37
816 濵部　莉帆 ﾊﾏﾍﾞ ﾘﾎ 女子 佐　賀 高峰中 13.22 37
550 小川　葉流夏 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 女子 島　根 湖南中 13.28 39
423 石川　茜 ｲｼｶﾜ ｾﾝ 女子 群　馬 金島中 13.29 40
873 鵜澤　希妃 ｳｻﾞﾜ ｷｷ 女子 宮　城 築館中 13.31 41
296 川内　ひかり ｶﾜｳﾁ ﾋｶﾘ 女子 熊　本 人吉第一中 13.33 42
498 倉橋　優月 ｸﾗﾊｼ ﾕﾂﾞｷ 女子 愛　媛 桑原中 13.34 43
613 中村　美南 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ 女子 富　山 藤ノ木中 13.36 44
648 平木　陽 ﾋﾗｷ ﾊﾙ 女子 青　森 筒井中 13.39 45
854 吉田　明永 ﾖｼﾀﾞ ﾒｲﾅ 女子 新　潟 新津第一中 13.39 45
384 ｶﾘﾑ　直美 ｶﾘﾑ ﾅｵﾐ 女子 岐　阜 池田中 13.55 47
481 奥田　愛 ｵｸﾀﾞ ｱｲ 女子 山　梨 押原中 13.67 48
736 渡邉　愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ 女子 香　川 龍雲中 49
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366 細谷　愛子 ﾎｿﾔ ｱｲｺ 女子 静　岡 静岡東中 02:14.5 1
668 庭瀬　沙耶 ﾆﾜｾ ｻﾔ 女子 福　岡 福岡城南中 02:14.7 2
669 戸田　彩矢奈 ﾄﾀﾞ ｱﾔﾅ 女子 福　岡 浅川中 02:16.4 3
385 瀬木　彩花 ｾｷﾞ ｱﾔｶ 女子 岐　阜 岐阜中山中 02:16.8 4
55 横倉　紹 ﾖｺｸﾗ ｱｷ 女子 栃　木 足利二中 02:17.3 5

404 有富　郁 ｱﾘﾄﾐ ｲｸ 女子 岡　山 吉備中 02:17.4 6
424 土田　心杏 ﾂﾁﾀﾞ ｺｺｱ 女子 群　馬 長野郷中 02:17.8 7
532 三科　文 ﾐｼﾅ ｱﾔ 女子 福　島 西郷一中 02:18.0 8
288 松本　明莉 ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ 女子 大　分 稙田南中 02:18.1 9
405 山本　笑莉 ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺﾘ 女子 岡　山 井村RC 02:18.1 10
367 杉森　心音 ｽｷﾞﾓﾘ ｺｺﾈ 女子 静　岡 浜松北浜中 02:18.1 11
567 澤井　風月 ｻﾜｲ ﾌﾂﾞｷ 女子 三　重 嬉野中 02:18.1 12
302 溝上　加菜 ﾐｿﾞｶﾞﾐ ｶﾅ 女子 熊　本 緑東中 02:18.3 13
98 後藤　舞桜 ｺﾞﾄｳ ﾏｵ 女子 埼　玉 川越砂中 02:18.5 14

270 渡邊　陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 女子 長　崎 諫早中 02:18.6 15
621 上西　彩未 ｼﾞｮｳﾆｼ ｱﾔﾐ 女子 北海道 とんでんRC 02:18.7 16
897 北村　はる ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙ 女子 愛　知 野間中 02:19.1 17
430 有光　葉月 ｱﾘﾐﾂ ﾊﾂﾞｷ 女子 広　島 五日市南中 02:19.2 18
874 長坂　柊花 ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ 女子 宮　城 東華中 02:19.2 19
211 羽原　恋乃 ﾊﾊﾞﾗ ｺｲﾉ 女子 大　阪 大阪高倉中 02:19.7 20
343 ﾊﾞﾝｸﾞｰﾅｶﾞﾝﾃﾞ梨名 ﾊﾞﾝｸﾞｰﾅｶﾞﾝﾃﾞ ﾘﾅ 女子 東　京 足立十四中 02:19.9 21
614 阿部　楓愛 ｱﾍﾞ ｶﾉﾝ 女子 富　山 速星中 02:20.3 22
123 上畑　真由 ｳｴﾊﾀ ﾏﾕ 女子 和歌山 UAC 02:20.7 23
855 遠田　鈴 ﾄｵﾀﾞ ｽｽﾞ 女子 新　潟 十日町南中 02:21.0 24
151 佐藤　悠花 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 女子 長　野 下伊那松川中 02:21.1 25
465 髙橋　凜音 ﾀｶﾊｼ ﾘｵﾝ 女子 神奈川 領家中 02:21.4 26
753 槇　　香澄 ﾏｷ ｶｽﾐ 女子 山　形 河北中 02:21.4 27
835 垣田　愛 ｶｷﾀﾞ ｱｲ 女子 石　川 七尾中 02:21.6 28
76 甲斐　綺月 ｶｲ ｷﾗﾘ 女子 宮　崎 宮崎東海中 02:21.9 29

803 治尾　優衣奈 ｼﾞｵ ﾕｲﾅ 女子 徳　島 羽ノ浦中 02:22.2 30
255 田中　希歩 ﾀﾅｶ ｷﾎ 女子 岩　手 矢巾中 02:22.2 31
770 吉原　莉胡 ﾖｼﾜﾗ ﾘｺ 女子 秋　田 大館東中 02:22.3 32
176 沖田　萌々 ｵｷﾀ ﾓﾓ 女子 鹿児島 宮之城中 02:22.4 33
597 橋本　佳歩 ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 女子 兵　庫 高倉中 02:22.5 34
324 米田　菜々子 ﾖﾈﾀ ﾅﾅｺ 女子 鳥　取 湖東中 02:22.9 35
168 中原　涼那 ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 女子 山　口 高千帆中 02:23.1 36
19 和田　水希 ﾜﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 女子 千　葉 我孫子白山中 02:23.2 37

698 山本　菜々香 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅｶ 女子 京　都 桂中 02:23.5 38
717 岡田　すみれ ｵｶﾀﾞ ｽﾐﾚ 女子 茨　城 取手第一中 02:24.3 39
39 河内　さくら ｶﾜｳﾁ ｻｸﾗ 女子 滋　賀 聖徳中 02:24.3 40

499 酒井　千菜 ｻｶｲ ﾁﾅ 女子 愛　媛 久米中 02:25.3 41
219 松本　奏 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅﾃﾞ 女子 奈　良 下市中 02:25.5 42
118 嵐　　杏心 ｱﾗｼ ｱｺ 女子 高　知 宿毛中 02:25.8 43
787 大城　瑠夏 ｵｵｼﾛ ﾙｶ 女子 沖　縄 北中城中 02:25.9 44
737 中野　ひかる ﾅｶﾉ ﾋｶﾙ 女子 香　川 大野原中 02:26.1 45
516 谷川　育実 ﾀﾆｶﾜ ﾅﾙﾐ 女子 福　井 金津中 02:27.1 46
551 田邊　心 ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 島　根 河南中 02:28.2 47
482 山口　ひかり ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 女子 山　梨 大月東中 02:29.1 48
821 山﨑　菜々 ﾔﾏｻｷ ﾅﾅ 女子 佐　賀 白石中 02:29.2 49
649 對馬　千紘 ﾂｼﾏ ﾁﾋﾛ 女子 青　森 津軽中 02:31.5 50
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
152 宮原　凛成 ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 女子 長　野 坂城中 5m60 1
20 白土　莉紅 ｼﾗﾄ ﾘｺ 女子 千　葉 八日市場第二中 5m43 2

119 山中　柚花 ﾔﾏﾅｶ ﾕｽﾞ 女子 高　知 高知中 5m38 3
289 若林　幸果 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾁｶ 女子 大　分 佐伯城南中 5m28 4
598 内藤　香乃 ﾅｲﾄｳ ｶﾉ 女子 兵　庫 有野中 5m19 5
618 納村　琉愛 ﾉｳﾑﾗ ﾙﾅ 女子 北海道 深川一已中 5m18 6
788 金城　七星 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾅﾅｾ 女子 沖　縄 読谷中 5m18 6
153 大森　里香 ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 女子 長　野 芦原中 5m13 8
368 永井　真滉 ﾅｶﾞｲ ﾏﾋﾛ 女子 静　岡 東海大翔洋中 5m13 8
898 菅沼　瑠璃 ｽｶﾞﾇﾏ ﾙﾘ 女子 愛　知 田原東部中 5m12 10
24 佐々木　千翔 ｻｻｷ ﾁｶ 女子 千　葉 千葉大椎中 5m11 11

599 中尾　心春 ﾅｶｵ ﾐﾊﾙ 女子 兵　庫 平野中 5m10 12
54 福田　蒼依 ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 女子 栃　木 矢板中 5m09 13
99 橋本　結空 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ 女子 埼　玉 北川辺中 5m07 14

177 片野坂　瑞希 ｶﾀﾉｻｶ ﾐｽﾞｷ 女子 鹿児島 高尾野中 5m07 14
21 亀田　紘花 ｶﾒﾀﾞ ﾋﾛｶ 女子 千　葉 西の原中 5m05 16

178 片野坂　唯月 ｶﾀﾉｻｶ ﾕﾂﾞｷ 女子 鹿児島 高尾野中 5m05 16
290 安部　日菜 ｱﾍﾞ ﾋﾅ 女子 大　分 別府青山中 5m05 16
406 丸田　紬月 ﾏﾙﾀ ﾂﾑｷﾞ 女子 岡　山 邑久中 5m05 16
100 田島　愛菜 ﾀｼﾞﾏ ｱｲﾅ 女子 埼　玉 加須騎西中 5m03 20
23 瀬賀　風花 ｾｶﾞ ﾌｳｶ 女子 千　葉 小金北中 5m02 21

169 濵田　美幸 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 女子 山　口 垢田中 5m02 21
154 牧内　愛実 ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 女子 長　野 坂城中 5m01 23
22 春日　夏実 ｶｽｶﾞ ﾅﾂﾐ 女子 千　葉 船橋坪井中 5m00 24

738 田井　彩晴 ﾀｲ ｲﾛﾊ 女子 香　川 紫雲中 5m00 24
344 中村　絢音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 女子 東　京 葛西三中 4m95 26
500 田房　真歩 ﾀﾌﾞｻ ﾏﾎ 女子 愛　媛 弓削中 4m94 27
718 村山　瑠香 ﾑﾗﾔﾏ ﾙｶ 女子 茨　城 大久保中 4m94 27
77 佐藤　晴菜 ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 女子 宮　崎 宮崎東海中 4m93 29

517 菊川　悠杏 ｷｸｶﾜ ﾕﾘ 女子 福　井 灯明寺中 4m92 30
568 前田　紗希 ﾏｴﾀﾞ ｻｷ 女子 三　重 陵成中 4m88 31
229 乾谷　こころ ｲﾇｲﾀﾞﾆ ｺｺﾛ 女子 奈　良 都祁中 4m87 32
271 長岡　幸奈 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｷﾅ 女子 長　崎 郷ノ浦中 4m87 32
425 金井　萌華 ｶﾅｲ ﾓｴｶ 女子 群　馬 赤堀中 4m87 32
533 佐藤　菜々 ｻﾄｳ ﾅﾅ 女子 福　島 福島大附属中 4m85 35
431 森脇　叶美 ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ 女子 広　島 五日市南中 4m84 36
670 植山　真心 ｳｴﾔﾏ ｺｺﾛ 女子 福　岡 ｱﾛｰｻﾞﾙ 4m84 36
386 髙梨　遥野 ﾀｶﾅｼ ﾊﾙﾉ 女子 岐　阜 陶都中 4m83 38
466 西川　愛里 ﾆｼｶﾜ ｱｲﾘ 女子 神奈川 常葉中 4m82 39
754 池田　遍 ｲｹﾀﾞ ｱﾏﾈ 女子 山　形 酒田第三中 4m82 39
483 樋口　実桜 ﾋｸﾞﾁ ﾐｵ 女子 山　梨 下吉田中 4m80 41
250 多田　愛佳 ﾀﾀﾞ ｱｲｶ 女子 岩　手 黒石野中 4m77 42
817 林　　久美子 ﾊﾔｼ ｸﾐｺ 女子 佐　賀 早稲田佐賀中 4m74 43
212 西谷　向日葵 ﾆｼﾀﾆ ﾋﾏﾜﾘ 女子 大　阪 大阪豊中第九中 4m73 44
325 西尾　心優 ﾆｼｵ ﾐﾕｳ 女子 鳥　取 境港第一中 4m66 45
856 小柳　心音 ｵﾔﾅｷﾞ ｺｺﾈ 女子 新　潟 燕中 4m57 46
615 小松　夢和 ｺﾏﾂ ﾕﾜ 女子 富　山 上市中 4m56 47
875 鈴木　らん ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 女子 宮　城 白石福岡中 4m54 48
307 菊池　志穂 ｷｸﾁ ｼﾎ 女子 熊　本 阿蘇中 4m51 49
836 髙本　つかさ ﾀｶﾓﾄ ﾂｶｻ 女子 石　川 錦城中 4m50 50
771 藤嶋　菜々 ﾌｼﾞｼﾏ ﾅﾅ 女子 秋　田 鷹巣中 4m45 51
124 中俣　真菜美 ﾅｶﾏﾀ ﾏﾅﾐ 女子 和歌山 東海南中 4m42 52
699 岸田　真弦 ｷｼﾀﾞ ﾏｵ 女子 京　都 城南中 4m42 52
552 名原　かのん ﾅﾊﾞﾗ ｶﾉﾝ 女子 島　根 川本中 4m38 54
804 鎌田　美月 ｶﾏﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 女子 徳　島 阿南中 4m30 55
40 福原　恵実 ﾌｸﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 女子 滋　賀 彦根東中 4m28 56

650 伊藤　望杏 ｲﾄｳ ﾉｱ 女子 青　森 藤崎中 57


