
 2018 日本Ｕ20室内陸上競技大阪大会　エントリーリスト

【中学生女子　60ｍ】 2017/12/25修正
No. 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録

1 尾﨑　　星 ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取 鳥取県鳥取西中 12.07
2 梅宮　　悠 ｳﾒﾐﾔ ﾊﾙｶ 埼　玉 川口幸並中 12.10
3 井上　晴稀 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 京　都 山城中 12.19
4 滝田　静海 ﾀｷﾀ ｲｽﾞﾐ 東　京 足立第十三中 12.22
5 西村　　愛 ﾆｼﾑﾗ ｱｲ 三  重 伊勢宮川中 12.24
6 山越　理子 ﾔﾏｺｼ ﾘｺ 東　京 稲城第六中 12.25
7 石井　彩月 ｲｼｲ ｻﾂｷ 京　都 長岡三中 12.25
8 石野　智深 ｲｼﾉ ﾄﾓﾐ 兵　庫 西脇南中 12.26
9 兼高　心愛 ｶﾈﾀｶ ｺｺｱ 岡　山 倉敷南中 12.27

10 室月　里莉花 ﾑﾛﾂﾞｷ ﾘﾘｶ 静  岡 東海大翔洋中 12.28
11 石川　結万 ｲｼｶﾜ ﾕﾏ 兵　庫 伊丹南中 12.28
12 菊池　愛華 ｷｸﾁ ﾏﾅｶ 東　京 板橋高島第三中 12.30
13 成田　千栞 ﾅﾘﾀ ｾﾝｶ 秋　田 北陽中 12.32
14 舟口　心花 ﾌﾅｸﾞﾁ ｼﾝｶ 岐  阜 岐阜島中 12.32
15 石井　　響 ｲｼｲ ﾋﾋﾞｷ 静  岡 三島山田中 12.33
16 谷口　琴音 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾄﾈ 愛  知 岡崎JAC 12.35
17 倉橋　美穂 ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 愛  知 上郷中 12.35
18 宮渕　　萌 ﾐﾔﾌﾞﾁ ﾓｴ 神奈川 厚木中 12.36
19 大林　由依 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 大　阪 吹田佐井寺中 12.36
20 田村　瑠那 ﾀﾑﾗ ﾙﾅ 静  岡 静岡吉田AC 12.39
21 植村　莉子 ｳｴﾑﾗ ﾘｺ 大　阪 吹田南千里中 12.39
22 恩田　希々花 ｵﾝﾀﾞ ﾉﾉｶ 茨　城 古河中等教育 12.41
23 星野　莉亜 ﾎｼﾉ ﾏﾘｱ 東　京 国立第二中 12.42
24 東野　琴音 ﾋｶﾞｼﾉ ｺﾄﾈ 大　阪 大阪松虫中 12.42
25 廣瀬　七彩 ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山  梨 甲州塩山中 12.44
26 大畑　晴香 ｵｵﾊﾀ ﾊﾙｶ 三  重 志摩中 12.44
27 清水　鈴奈 ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ 広　島 福山幸千中 12.44
28 千住　乙季 ｾﾝｼﾞｭ ｲﾂｷ 長　崎 長崎大附属中 12.44
29 池松　杏香 ｲｹﾏﾂ ｷｮｳｶ 滋　賀 栗東西中 12.45
30 田中　雪乃 ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 大　阪 豊中十一中 12.45
31 松本　　耀 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾗﾘ 兵　庫 西宮瓦木中 12.45
32 今西　奏乃 ｲﾏﾆｼ ｶﾉ 埼　玉 熊谷三尻中 12.47
33 吉田　彩葉 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾊ 福  井 鯖江市中央中 12.47
34 吉澤　ひまり ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 埼　玉 鶴ヶ島中 12.48
35 治武　杏祈 ｼﾞﾌﾞ ｱｽﾞｷ 滋　賀 城山中 12.48
36 河野　愛莉 ｺｳﾉ ｱｲﾘ 大　分 大分明野中 12.48
37 武田　怜子 ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｺ 東　京 江東深川第三中 12.49
38 小橋　璃子 ｺﾊﾞｼ ﾘｺ 山　口 萩萩西中 12.49
39 泉田　陽菜 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾊﾙﾅ 東　京 江戸川小岩第三中 12.50
40 加河　鈴菜 ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ 鳥　取 米子後藤ヶ丘中 12.50
41 新田　裕奈 ﾆｯﾀ ﾕｳﾅ 兵　庫 和田山中 12.51
42 内山　響香 ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｶ 静  岡 浜松北浜中 12.52
43 横山　結香 ﾖｺﾔﾏ ﾕｲｶ 三  重 三雲中 12.52
44 鈴木　　凪 ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞ 大　阪 吹田第一中 12.52
45 齋藤　みゆに ｻｲﾄｳ ﾐﾕﾆ 愛  知 北陵中 12.53
46 滝本　涼羽 ﾀｷﾓﾄ ｽｽﾞﾊ 京　都 蜂ヶ岡中 12.53
47 吉田　愛美 ﾖｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 東　京 稲城第六中 12.54
48 中家　愛希 ﾅｶｲｴ ｱｷ 兵　庫 姫路朝日中 12.54
49 大﨑　由布子 ｵｵｻｷ ﾕｳｺ 兵　庫 姫路飾磨西中 12.54
50 宮本　さくら ﾐﾔﾓﾄ ｻｸﾗ 福  井 粟野中 12.55
51 鰺坂　侑璃 ｱｼﾞｻｶ ﾕｳﾘ 鹿児島 鹿児島Jr 12.55
52 野口　陽香里 ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 大　阪 大阪松虫中 12.56
53 塩出　理子 ｼｵﾃﾞ ﾘｺ 愛　媛 西条北中 12.56
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54 小篠　璃子 ｵｻﾞｻ ﾘｺ 新  潟 新潟下山中 12.57
55 中道　里奈 ﾅｶﾐﾁ ﾘﾅ 静  岡 浜松北浜中 12.57
56 岩月　　遥 ｲﾜﾂｷ ﾊﾙ 愛  知 本郷中 12.57
57 神徳　美咲 ｺｳﾄｸ ﾐｻｷ 大　分 大分南大分中 12.57
58 篠原　美咲 ｼﾉﾊﾗ ﾐｻｷ 千　葉 印西中 12.58
59 糸井　　涼 ｲﾄｲ ｽｽﾞ 京　都 長岡三中 12.58
60 世古　綾葉 ｾｺ ｱﾔﾊ 三  重 伊勢港中 12.59
61 酒井　日菜美 ｻｶｲ ﾋﾅﾐ 大　阪 ｴﾝｼﾞｪﾙｱﾋﾞﾘﾃｨAC 12.59
62 吉島　ゆい ﾖｼｼﾞﾏ ﾕｲ 兵　庫 高砂中 12.59
63 市川　紗有 ｲﾁｶﾜ ｻﾕ 兵　庫 西宮瓦木中 12.59
64 吉本　椎捺 ﾖｼﾓﾄ ｼｲﾅ 福  井 福井市成和中 12.60
65 北橋　美海 ｷﾀﾊｼ ﾐｳﾐ 大　阪 茨木養精中 12.61
66 北　結希穂 ｷﾀ ﾕｷﾎ 埼　玉 内谷中 12.62
67 大谷　くる美 ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ 東　京 武蔵野東中 12.65
68 山口　幸乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾉ 神奈川 相模原相模丘中 12.65
69 清水　茜里 ｼﾐｽﾞ ｱｶﾘ 広　島 尾道長江中 12.65
70 川窪　萌夏 ｶﾜｸﾎﾞ ﾓｴｶ 千　葉 千葉幕張本郷中 24.71
71 樫山　妃和 ｶｼﾔﾏ ﾋﾖﾘ 熊　本 天草本渡中 25.15
72 岩井　千波 ｲﾜｲ ﾁﾅﾐ 京　都 男山三中 25.22
73 タネル　舞璃乃 ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ 千　葉 松戸河原塚中 25.33
74 山本　亜美 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 滋　賀 松原中 25.39
75 三木　日和梨 ﾐｷ ﾋﾖﾘ 東　京 都立南多摩 25.43
76 前原　ゆい ﾏｴﾊﾗ ﾕｲ 大　阪 富田林喜志中 25.51
77 水口　　萌 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 大　阪 豊中第三中 25.52
78 大野　瑞奈 ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 埼　玉 所沢美原中 25.54
79 南方　美羽 ﾐﾅｶﾀ ﾐｳ 和歌山 和歌山大附中 25.56
80 栃尾　陽菜 ﾄﾁｵ ﾋﾅﾀ 大　阪 高槻第二中 25.61
81 石橋　　葵 ｲｼﾊﾞｼ ｱｵｲ 京　都 近衛中 25.64
82 山岸　沙也加 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ 福  井 勝山中部中 25.69
83 出田　瑞希 ｲｽﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 東　京 葛飾金町中 25.71
84 清水　捺未 ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ 群　馬 伊勢崎第三中 25.78
85 水越　青空 ﾐｽﾞｺｼ ｱｵｿﾞﾗ 大　阪 箕面第六中 25.79
86 藤本　陽香 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 東　京 足立第十三中 25.80
87 服部　真帆 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾎ 岐  阜 岐阜島中 25.81
88 杉本　怜夏 ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾅ 京　都 京都光華中 25.82
89 沖　　美月 ｵｷ ﾐﾂｷ 愛  知 上郷中 25.84
90 香取　優芽海 ｶﾄﾘ ﾕﾒﾐ 茨　城 古河三和中 25.89
91 秋山　優衣 ｱｷﾔﾏ ﾕｲ 愛　媛 VIVID 25.89
92 須崎　心優 ｽｻﾞｷ ﾐｳ 愛  知 御幸山中 25.91
93 佐藤　なつみ ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ 三  重 神戸中 25.94
94 半田　花恋 ﾊﾝﾀﾞ ｶﾚﾝ 埼　玉 飯能原市場中 25.96
95 川澄　千晶 ｶﾜｽﾐ ﾁｱｷ 愛  知 西尾鶴城中 25.98
96 大山　桜花 ｵｵﾔﾏ ｻｸﾗ 香  川 高松香川第一中 26.06

【中学生女子　60mH】
No. 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録

1 松下　美咲 ﾏﾂｼﾀ ﾐｻｷ 兵　庫 ゆりのき台中 14.00
2 岩佐　茉結子 ｲﾜｻ ﾏﾕｺ 千　葉 白井七次台中 14.22
3 関口　美桜 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｵ 神奈川 相模原相原中 14.24
4 西村　更紗 ﾆｼﾑﾗ ｻﾗｻ 兵　庫 西脇黒田庄中 14.25
5 石澤　知世 ｲｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 群　馬 新島学園中 14.26
6 岐部　あみか ｷﾍﾞ ｱﾐｶ 大　阪 堺月州中 14.27
7 大西　香凜 ｵｵﾆｼ ｶﾘﾝ 京　都 泉川中 14.29
8 井上　由萌 ｲﾉｳｴ ﾕﾒ 京　都 城陽中 14.29
9 土屋　ほのか ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 長  野 軽井沢A&AC 14.32
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10 長田　杏音 ｵｻﾀﾞ ｱﾝ 兵　庫 尼崎園田東中 14.33
11 瀬々奈　璃乃 ｾｾﾅ ﾘﾉ 三  重 一志中 14.35
12 松本　愛美 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾐ 新  潟 柏崎鏡が沖中 14.37
13 古屋　敦子 ﾌﾙﾔ ｱﾂｺ 岡　山 総社ｳｨﾝｸﾞ 14.42
14 別府　理保 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘﾎ 熊　本 あさぎり中 14.43
15 金子　栞里 ｶﾈｺ ｼｵﾘ 埼　玉 加須北川辺中 14.44
16 黒川　翔音 ｸﾛｶﾜ ｻﾈ 兵　庫 丹波市島中 14.47
17 工藤　芽衣 ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 大　阪 咲くやこの花中 14.48
18 廣瀬　瑳姫 ﾋﾛｾ ｻｷ 兵　庫 西宮上ヶ原中 14.51
19 塚田　菜々 ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 長  野 軽井沢A&AC 14.54
20 樋口　綾音 ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ 大　阪 堺金岡南中 14.54
21 河本　美祐 ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ 鳥　取 倉吉西中 14.56
22 大島　由夏 ｵｵｼﾏ ﾕｶ 愛  知 豊川小坂井中 14.60
23 定池　弥音 ｻﾀﾞｲｹ ﾐﾈ 京　都 藤森中 14.60
24 古岡　美咲 ﾌﾙｵｶ ﾐｻｷ 大　阪 大阪白鷺中 14.63
25 中村　友香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 大　阪 堺月州中 14.64
26 藤田　結菜 ﾌｼﾞﾀ ﾕｲﾅ 愛　媛 西条北中 14.64
27 前畑　　凜 ﾏｴﾊﾀ ﾘﾝ 京　都 嵯峨中 14.65
28 中村　朱利 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾘ 大　阪 茨木平田中 14.66
29 藤原　凜香 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾝｶ 兵　庫 苦楽園中 14.67
30 伊東　紗耶乃 ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 山　口 平生中 14.68
31 荒木　珠里愛 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾘｱ 新  潟 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 14.69
32 清水　美京 ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ 鳥　取 鳥取大附中 14.70
33 都　　咲良 ﾐﾔｺ ｻｸﾗ 広　島 廿日市七尾中 14.70
34 後藤　紗衣 ｺﾞﾄｳ ｻｴ 福　岡 西南学院中 14.70
35 武田　実咲 ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ 新  潟 長岡西中 14.71
36 新垣　舞桜 ｼﾝｶﾞｷ ﾏｵ 愛  知 豊川東部中 14.71
37 白石　絢菜 ｼﾗｲｼ ｱﾔﾅ 熊　本 九州学院中 14.71
38 菅原　理子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｺ 広　島 福山幸千中 14.72
39 成田　乙葉 ﾅﾘﾀ ｵﾄﾊ 愛  知 桜田中 14.73
40 得能　玲那 ﾄｸﾉｳ ﾚｲﾅ 福　岡 西南学院中 14.73
41 安井　麻里花 ﾔｽｲ ﾏﾘｶ 神奈川 横浜東野中 14.74
42 國本　美柚 ｸﾆﾓﾄ ﾐﾕ 大　阪 吹田片山中 14.74
43 徐　　伶奈 ｼﾞｮ ﾚｲﾅ 岡　山 和気中 14.74
44 松田　果子 ﾏﾂﾀﾞ ｶｺ 熊　本 五霊中 14.74
45 下村　優理子 ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘｺ 東　京 小金井緑中 14.76
46 藤原　楽生 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾗｲ 兵　庫 西脇南中 14.76
47 八代　杏音 ﾔﾀﾞｲ ｱﾉﾝ 滋　賀 河南中 14.77
48 榎並　陽菜 ｴﾅﾐ ﾊﾙﾅ 長　崎 西諫早中 14.77
49 市村　彩美 ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 長  野 軽井沢A&AC 14.79
50 安藤　未来 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾗｲ 愛　媛 新居浜中萩中 14.79
51 友末　穂佳 ﾄﾓｽｴ ﾎﾉｶ 大　阪 咲くやこの花中 14.80
52 高石　瑠那 ﾀｶｲｼ ﾙﾅ 愛　媛 伊予港南中 14.80
53 田中　杏樹 ﾀﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 大　阪 東大阪花園中 14.81
54 野中　　萌 ﾉﾅｶ ﾓｴ 熊　本 宇土鶴城中 14.81
55 志賀　花菜 ｼｶﾞ ﾊﾅ 新  潟 上越教育大附中 14.82
56 桑田　凪沙 ｸﾜﾀ ﾅｷﾞｻ 京　都 亀岡中 14.84
57 森脇　叶美 ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ 広　島 広島五日市南中 14.84
58 志良堂　茄南 ｼﾗﾄﾞｳ ﾅｽﾞﾅ 沖　縄 伊江中 14.84
59 原　　知世 ﾊﾗ ﾄﾓﾖ 新  潟 柏崎第二中 14.86
60 永井　真滉 ﾅｶﾞｲ ﾏﾋﾛ 静  岡 東海大翔洋中 14.86
61 中川　実咲 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｻｷ 京　都 太秦中 14.87
62 岩田　乃映 ｲﾜﾀ ﾉｱ 兵　庫 苦楽園中 14.87
63 島田　莉緒 ｼﾏﾀﾞ ﾘｵ 愛  知 名古屋大高中 14.88
64 拝上　芽生 ﾊｲｶﾞﾐ ﾒｲ 島　根 浜田東中 14.88
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65 森山　　響 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 新  潟 新潟下山中 14.90
66 倉橋　姫香 ｸﾗﾊｼ ﾋﾒｶ 京　都 西京附属中 14.91
67 野田　菜々香 ﾉﾀﾞ ﾅﾅｶ 静  岡 伊豆の国大仁中 14.92
68 森尾　真帆 ﾓﾘｵ ﾏﾎ 三  重 南が丘中 14.93
69 大窪　乙葉 ｵｵｸﾎﾞ ｵﾄﾊ 京　都 大住中 14.93
70 白石　羽蘭 ｼﾗｲｼ ｳﾗﾝ 大　阪 茨木平田中 14.95
71 東　　成美 ｱｽﾞﾏ ﾅﾙﾐ 広　島 東広島八本松中 14.95

【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 河俣　明香 ｶﾜﾏﾀ ﾊﾙｶ 長　崎 長崎大附属中 5m84
2 山根　碧栞 ﾔﾏﾈ ｱｵｲ 大　阪 咲くやこの花中 5m75
3 古屋　日奈子 ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山  梨 甲州塩山中 5m72
4 藤東　愛心 ﾄｳﾄﾞｳ ｱｺ 広　島 広島五日市中 5m65
5 中里　百音 ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾈ 群　馬 渋川北中 5m60
6 岡田　麻奈 ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 広　島 尾道高西中 5m59
7 岸下　美月 ｷｼｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 大　阪 庭代台中 5m57
8 加藤　彩也 ｶﾄｳ ｻﾔ 愛  知 豊川西部中 5m54
9 茶谷　百香 ﾁｬﾔ ﾓﾓｶ 静  岡 浜松北浜東部中 5m52

10 新井　葉波 ｱﾗｲ ﾊﾅ 東　京 吾嬬立花中 5m51

4 / 4 ページ


