
男子エントリー選手一覧

【男子　10,000m】
No 氏名 フリガナ 都道府県 所属 生年月日 資格記録

1 市谷　龍太郎 ｲﾁﾀﾆ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山梨 山梨学院 95/06/19 14:03.74
2 上田　健太 ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀ 山梨 山梨学院 95/07/05 14:04.25
3 吉田　亮壱 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 福岡 大牟田 95/04/17 14:15.22
4 川端　千都 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾄ 京都 綾部 95/12/20 14:17.08
5 竹内　大地 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 愛知 中京大中京 96/01/31 14:19.61
6 坂口　裕之 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 長崎 諫早 96/12/22 14:20.00
7 大山　憲明 ｵｵﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 福岡 大牟田 95/08/11 14:21.36
8 中村　祐紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 大阪 大阪桐蔭 95/07/24 14:22.42
9 河村　知樹 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ 山梨 山梨学院 95/12/06 14:23.81

10 石田　康幸 ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 静岡 浜松日体 95/12/21 14:25.01
11 堀　　龍彦 ﾎﾘ ﾀﾂﾋｺ 福岡 大牟田 95/04/04 14:25.11
12 川合　健太 ｶﾜｲ ｹﾝﾀ 愛知 中京大中京 95/04/10 14:26.23
13 渡邊　智裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜 中京 95/06/11 14:26.87
14 小早川　健 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾀｹﾙ 埼玉 武蔵越生 95/08/18 14:27.30
15 高本　真樹 ﾀｶﾓﾄ ﾏｻｷ 福島 学法石川 95/07/25 14:27.80
16 矢ノ倉　弘 ﾔﾉｸﾗ ﾋﾛｼ 山梨 山梨学院 96/02/28 14:28.52
17 西山　　令 ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳ 山梨 山梨学院 95/04/02 14:28.70
18 西　　純平 ﾆｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 鹿児島 鹿児島実業 95/10/31 30:15.75
19 藤木　悠太 ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾀ 長野 佐久長聖 95/12/07 30:29.80
20 春日　千速 ｶｽｶﾞ ﾁﾊﾔ 長野 佐久長聖 95/05/09 30:34.50
21 三田　眞司 ﾐﾀ ｼﾝｼﾞ 神奈川 光明相模原 96/01/04 30:36.46
22 有馬　圭祐 ｱﾘﾏ ｹｲｽｹ 福岡 大牟田 97/09/24 30:37.71
23 鈴木　亮平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 山形 酒田南 97/01/22 30:38.05
24 坂本　大志 ｻｶﾓﾄ ﾀｲｼ 鹿児島 鶴翔 96/01/12 30:40.17
25 髙森　建吾 ﾀｶﾓﾘ ｹﾝｺﾞ 長野 佐久長聖 96/02/23 30:41.00
26 古賀　裕樹 ｺｶﾞ ﾋﾛｷ 福岡 大牟田 96/02/28 30:43.45
27 齋藤　　諒 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 山形 酒田南 96/08/05 30:49.41
28 蟹澤　淳平 ｶﾆｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 長野 佐久長聖 95/12/01 30:51.50
29 向　　晃平 ﾑｶｲ ｺｳﾍｲ 長崎 鎮西学院 96/01/30 30:54.76
30 軸屋　　健 ｼﾞｸﾔ ﾀｹﾙ 鹿児島 鶴翔 95/11/05 30:54.78
31 桝本　剛史 ﾏｽﾓﾄ ﾂﾖｼ 京都 立命館宇治 96/03/17 30:57.25
32 片平　啓史郎 ｶﾀﾋﾗ ｹｲｼﾛｳ 鹿児島 鹿児島実業 95/06/03 30:59.37
33 長瀬　凌太 ﾅｶﾞｾ ﾘｮｳﾀ 長崎 鎮西学院 95/04/27 30:59.98



【男子　八種競技】
氏名 フリガナ 都道府県 所属 生年月日 資格記録

1 潮崎　　傑 ｼｵｻﾞｷ ｽｸﾞﾙ 兵庫 滝川第二 96/11/21 6,037点
2 田辺　純也 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 徳島 城西 95/12/29 5,615点
3 乾　　大輔 ｲﾇｲ ﾀﾞｲｽｹ 京都 乙訓 95/05/01 5,550点
4 西村　啓佑 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 三重 近大高専 95/04/11 5,511点
5 大岡　　健 ｵｵｵｶ ﾀｹｼ 大阪 太成学院 96/06/01 5,457点
6 平林　卓磨 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 愛知 名城大附 95/04/15 5,451点
7 長井　晃希 ﾅｶﾞｲ ｺｳｷ 北海道 札幌国際情報 95/12/18 5,447点
8 乾　　颯人 ｲﾇｲ ﾊﾔﾄ 三重 宇治山田商 96/06/12 5,446点
9 塚本　義貴 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼｷ 群馬 勢多農林 95/12/16 5,405点

10 黒田　貴稔 ｸﾛﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 静岡 藤枝明誠 95/08/02 5,400点
11 牧野　貴大 ﾏｷﾉ ﾀｶﾋﾛ 大阪 大体大浪商 95/06/03 5,374点
12 片山　和也 ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 岡山 玉野光南 95/06/14 5,370点
13 矢野　智大 ﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ 愛知 中京大中京 95/08/30 5,366点
14 岸川　　勇 ｷｼｶﾜ ﾕｳ 長崎 長崎日本大学 96/07/26 5,362点
15 池上　和宏 ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 熊本 玉名工 95/10/28 5,357点
16 富田　佳輝 ﾄﾐﾀ  ﾖｼｷ 千葉 成東 95/10/09 5,338点
17 松井　祐樹 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 大阪 関大北陽 95/08/20 5,333点
18 河原崎　啓史 ｶﾜﾗｻﾞｷ ｹｲｼﾞ 福岡 八幡 95/11/12 5,282点
19 田代　健人 ﾀｼﾛ ｹﾝﾄ 群馬 高崎 95/04/29 5,281点
20 川島　大征 ｶﾜｼﾏ ﾀｲｾｲ 愛知 岡崎商業 95/11/08 5,239点
21 坂口　　透 ｻｶｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 石川 金沢学院東 95/04/11 5,221点
22 久保　敬寛 ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ 鹿児島 鹿児島 96/01/08 5,219点
23 村山　航大 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 東京 東海大高輪台 95/08/07 5,218点
24 高瀬　維宣 ﾀｶｾ ﾕｷﾉﾌﾞ 埼玉 昌平 96/04/09 5,216点
25 加島　匡信 ｶｼﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 大阪 関大北陽 95/12/23 5,210点
26 松岡　優介 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｽｹ 神奈川 希望ヶ丘 96/06/23 5,204点
27 山下　　黎 ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山梨 駿台甲府 96/07/04 5,196点
28 向井　美哉 ﾑｶｲ ﾖｼﾔ 愛媛 松山東 96/07/29 5,194点
29 福島　　優 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾙ 千葉 東京学館船橋 95/06/13 5,152点
30 菅沼　拓都 ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｸﾄ 埼玉 春日部 95/08/25 5,146点
31 富田　巧哉 ﾄﾐﾀ ﾀｸﾔ 東京 文京 95/09/02 5,139点
32 山崎　朗生 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾅﾘ 新潟 東京学館新潟 95/11/17 5,130点
33 宮地　龍二 ﾐﾔﾁ ﾘｭｳｼﾞ 大阪 金剛 95/06/01 5,125点
34 岡田　英希 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 長野 松川 95/08/14 5,111点
35 大久保　直哉 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 愛知 安城学園 96/02/28 5,086点
36 一田　直樹 ｲﾁﾀ ﾅｵｷ 大阪 桜宮 95/12/07 5,074点



女子エントリー選手一覧

【女子　5,000m】
氏名 フリガナ 都道府県 所属 生年月日 資格記録

1 安藤　富貴子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾌｷｺ 京都 立命館宇治 97/07/20 9:15.20
2 谷萩　史歩 ﾔﾊｷﾞ ｼﾎ 東京 八王子 95/07/06 9:15.21
3 由水　沙季 ﾖｼﾐｽﾞ ｻｷ 福岡 筑紫女学園 95/07/13 9:16.23
4 中根　千明 ﾅｶﾈ ﾁｱｷ 愛知 中京大中京 96/06/17 9:17.38
5 筒井　咲帆 ﾂﾂｲ ｻｷﾎ 京都 乙訓 06/01/19 9:17.87
6 梅原　千佳 ｳﾒﾊﾗ ﾁｶ 京都 立命館宇治 96/08/20 9:18.11
7 赤坂　よもぎ ｱｶｻｶ ﾖﾓｷﾞ 神奈川 元石川 95/11/20 9:19.30
8 山下　希望 ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ 福岡 筑紫女学園 95/10/12 9:20.00
9 松川　涼子 ﾏﾂｶﾜ ﾘｮｳｺ 福岡 北九州市立 96/07/23 9:21.27

10 片田　桃華 ｶﾀﾀﾞ ﾄﾓｶ 京都 立命館宇治 95/10/20 9:22.99
11 坪倉　琴美 ﾂﾎﾞｸﾗ ｺﾄﾐ 京都 桂 95/12/20 9:23.74
12 高橋　真以 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 山梨 山梨学院 96/08/20 9:26.50
13 玉城　かんな ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 長野 長野東 96/10/07 9:26.55
14 金平　裕希 ｶﾈﾋﾗ ﾕｷ 福岡 北九州市立 96/01/22 9:28.43
15 内田　寧々 ｳﾁﾀﾞ ﾈﾈ 福島 学法石川 96/02/11 9:28.84
16 青葉　　愛 ｱｵﾊﾞ ﾒｸﾞﾐ 山梨 山梨学院 95/08/01 15:45.39
17 岩井　朝香 ｲﾜｲ ﾄﾓｶ 京都 立命館宇治 96/01/05 16:00.57
18 関　　紅葉 ｾｷ ｸﾚﾊ 京都 立命館宇治 96/09/15 16:03.65
19 斉藤　　暁 ｻｲﾄｳ ｱｷ 山梨 山梨学院 96/07/29 16:09.73
20 酒匂　友香 ｻｺｳ ﾕｳｶ 京都 立命館宇治 95/12/01 16:14.17
21 山下　未来 ﾔﾏｼﾀ ﾐｷ 福岡 筑紫女学園 95/10/12 16:15.97

【女子　棒高跳】
氏名 フリガナ 都道府県 所属 生年月日 都道府県

1 生島　弥歩 ｵｼﾞﾏ ﾐﾎ 埼玉 越谷南 96/02/10 3m70
2 蕪野　亜紀 ｶﾌﾞﾉ ｱｷ 千葉 木更津総合 95/09/20 3m61
3 原　奈津美 ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野 上伊那農 95/07/20 3m61
4 鈴木　里奈 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 静岡 浜松西 96/02/29 3m60
5 吉田　愛菜 ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾅ 群馬 市立前橋 97/04/08 3m50
6 高原　乃友莉 ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 長野 篠ノ井 95/09/12 3m50
7 佐藤　　愛 ｻﾄｳ ｱｲ 愛知 中京大中京 96/09/20 3m50
8 水島　　恵 ﾐｽﾞｼﾏ ﾒｸﾞﾐ 静岡 清水東 96/07/23 3m50
9 稲艸　夏姫 ｲﾅｸｻ ﾅﾂｷ 岡山 玉野光南 95/06/21 3m50

10 後藤　かおり ｺﾞﾄｳ ｶｵﾘ 神奈川 弥栄 95/10/28 3m41
11 笠原　奈菜 ｶｻﾊﾗ ﾅﾅ 宮城 佐沼 97/06/13 3m40
12 中林　麻奈 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 三重 相可 96/09/26 3m40
13 岩佐　幸葵子 ｲﾜｻ ﾕｷｺ 京都 宮津 95/12/18 3m40
14 渡辺　風花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶ 埼玉 大宮武蔵野 96/10/10 3m31
15 藤井　瑞紀 ﾌｼﾞｲ ﾐｽﾞｷ 群馬 樹徳 95/10/11 3m30
16 白井　里枝 ｼﾗｲ ﾘｴ 埼玉 越谷南 95/12/30 3m30
17 麻尾　莉奈 ｱｻｵ ﾘﾅ 埼玉 越谷南 96/08/17 3m30
18 天笠　佳奈 ｱﾏｶﾞｻ ｶﾅ 千葉 木更津総合 96/09/17 3m30
19 宮川　香峰 ﾐﾔｶﾞﾜ ｶﾎ 福井 敦賀気比 96/10/23 3m30
20 有賀　友理 ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 長野 上伊那農 95/09/03 3m30
21 鈴木　美帆 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 静岡 浜松西 97/08/30 3m21
22 愛知　薫子 ｱｲﾁ ｶｵﾙｺ 秋田 秋田 95/05/07 3m20
23 橋本　三緒 ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ 群馬 市立前橋 97/09/26 3m20
24 茂木　里乃奈 ﾓｷﾞ ﾘﾉﾅ 群馬 前橋南 97/08/28 3m20
25 黒澤　彩香 ｸﾛｻﾜ ｱﾔｶ 埼玉 越谷南 95/10/04 3m20
26 和田　安佳音 ﾜﾀﾞ ｱｶﾈ 埼玉 白岡 96/09/28 3m20
27 高橋　叶子 ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ 埼玉 草加南 97/12/13 3m20
28 若園　　茜 ﾜｶｿﾞﾉ ｱｶﾈ 岐阜 県岐阜商 96/05/05 3m20
29 戸倉　未稀 ﾄｸﾗ ﾐｷ 静岡 磐田南 97/08/26 3m20
30 小出　亜美 ｺｲﾃﾞ ｱﾐ 静岡 浜松湖南 97/01/14 3m20



31 竹内　朱里 ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ 愛知 岡崎城西 96/04/05 3m20
32 今泉　友里 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕﾘ 愛知 岡崎城西 96/12/01 3m20
33 西村　みらい ﾆｼﾑﾗ ﾐﾗｲ 京都 西京 95/09/19 3m20
34 森田　　彩 ﾓﾘﾀ ｱﾔ 大阪 大塚 96/03/22 3m20
35 坂田　千奈 ｻｶﾀ ﾁﾅ 大阪 大塚 96/09/16 3m20
36 大川　愛華 ｵｵｶﾜ ｱｲｶ 香川 観中央 96/08/10 3m20
37 片野　瑞樹 ｶﾀﾉ ﾐｽﾞｷ 静岡 清水東 95/10/15 3m20
38 金治　良佳 ｶﾅｼﾞ ﾖｼｶ 京都 南陽 97/01/14 3m20
39 横山　愛菜 ﾖｺﾔﾏ ｱｲﾅ 香川 観音寺一 96/05/29 3m20
40 船本　新奈 ﾌﾅﾓﾄ ﾆｲﾅ 愛知 三好 96/02/07 3m20
41 梨本　美南海 ﾅｼﾓﾄ ﾐﾅﾐ 埼玉 羽生一 97/10/15 3m10
42 溝口　絵梨奈 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｴﾘﾅ 千葉 木更津総合 95/04/29 3m10
43 佐分利　真由 ｻﾌﾞﾘ ﾏﾕ 岐阜 大垣北 96/06/01 3m10
44 小出　麻里加 ｺｲﾃﾞ ﾏﾘｶ 静岡 浜松湖南 95/05/16 3m10
45 河邊　紗莉菜 ｶﾜﾍﾞ ｻﾘﾅ 静岡 浜松南 97/06/19 3m10
46 植田　柚里 ｳｴﾀﾞ ﾕﾘ 滋賀 光泉 95/08/04 3m10
47 大西　裕子 ｵｵﾆｼ ﾕｳｺ 滋賀 彦根翔陽 95/08/28 3m10
48 眞喜志　幸奈 ﾏｷｼ ﾕｷﾅ 大阪 大塚 96/06/10 3m10
49 那須　眞由 ﾅｽ ﾏﾕ 兵庫 明石商業 96/05/06 3m10
50 齊木　杏祐佳 ｻｲｷ ｱﾕｶ 鳥取 倉吉総合産業 96/08/20 3m10
51 宮岸　真那 ﾐﾔｷﾞｼ ﾏﾅ 埼玉 草加 97/02/24 3m10
52 坪井　綾子 ﾂﾎﾞｲ ｱﾔｺ 北海道 札幌東商業 96/03/28 3m00
53 佐藤　加菜 ｻﾄｳ ｶﾅ 茨城 境 97/03/05 3m00
54 鹿田　侑那 ｼｶﾀﾞ ﾕｳﾅ 茨城 取手聖徳女子 95/11/13 3m00
55 堀　　風子 ﾎﾘ ﾌｳｺ 埼玉 越谷南 95/11/28 3m00
56 吉田　牧民 ﾖｼﾀﾞ ﾏｷﾐ 埼玉 白岡 95/05/23 3m00
57 鳴尾　瑠仁 ﾅﾙｵ ﾙﾐ 埼玉 三郷 95/12/07 3m00
58 菊地　利奈 ｷｸﾁ ﾘﾅ 千葉 木更津総合 95/12/14 3m00
59 熊谷　果音 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾉﾝ 千葉 国府台女学院 97/12/17 3m00
60 板橋　七海 ｲﾀﾊﾞｼ ﾅﾅﾐ 千葉 国府台女学院 96/08/08 3m00
61 江原　成美 ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 長野 上田東 98/02/07 3m00
62 田中　優奈 ﾀﾅｶ ﾕﾅ 長野 諏訪清陵 96/03/04 3m00
63 原　裕美佳 ﾊﾗ ﾕﾐｶ 長野 高遠 96/06/05 3m00
64 所　　杏子 ﾄｺﾛ ｷｮｳｺ 愛知 中京大中京 96/12/18 3m00
65 板倉　七帆 ｲﾀｸﾗ ﾅﾎ 三重 宇治山田商 97/09/02 3m00
66 柴田　菜々 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ 滋賀 近江 96/10/26 3m00
67 岡野　耶々 ｵｶﾉ ﾔﾔ 京都 北嵯峨 97/03/27 3m00
68 疋田　なつき ﾋｷﾀ ﾅﾂｷ 奈良 添上 95/11/20 3m00
69 塚本　麻衣 ﾂｶﾓﾄ ﾏｲ 長崎 諫早農業 97/12/16 3m00
70 八木田　春菜 ﾔｷﾞﾀ ﾊﾙﾅ 静岡 清水東 98/03/31 3m00
71 森下　美紅 ﾓﾘｼﾀ ﾐｸ 香川 観中央 98/02/06 3m00
72 谷口　薫子 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｵﾙｺ 香川 観音寺一 96/05/21 3m00



【女子　三段跳】
氏名 フリガナ 都道府県 所属 生年月日 資格記録

1 萩原　瑞生 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ 群馬 伊勢崎清明 95/11/06 12m06
2 辻本　愛莉香 ﾂｼﾞﾓﾄ ｴﾘｶ 京都 京都両洋 95/04/20 12m05
3 河瀨　真央 ｶﾜｾ ﾏｵ 岐阜 県岐阜商 96/10/03 12m03
4 風巻　七海 ｶｻﾞﾏｷ ﾅﾅﾐ 千葉 柏中央 95/07/31 11m97
5 深澤　花香 ﾌｶｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 静岡 清水東 96/02/24 11m94
6 近藤　祐未 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山梨 山梨学院 06/06/13 11m86
7 藤井　美聖 ﾌｼﾞｲ ﾐｻﾄ 神奈川 神奈川学園 95/05/01 11m84
8 宮城　朝香 ﾐﾔｷﾞ ｱｻｶ 神奈川 希望ヶ丘 96/03/08 11m84
9 剱持　クリア ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 山梨 山梨学院 97/08/09 11m83

10 清水　ちはる ｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾙ 埼玉 国際学院 97/03/13 11m81
11 満﨑　千里 ﾐﾂｻﾞｷ ｾﾝﾘ 熊本 ルーテル学院 95/12/17 11m76
12 成川　明里 ﾅﾙｶﾜ ｱｶﾘ 埼玉 松山女子 96/01/28 11m74
13 中山　怜佳 ﾅｶﾔﾏ ﾚｲｶ 愛知 岡崎城西 95/04/24 11m72
14 宮畑　さくら ﾐﾔﾊﾀ ｻｸﾗ 京都 塔南 95/04/17 11m68
15 瀧本　里砂 ﾀｷﾓﾄ ﾘｻ 大阪 桜宮 96/01/04 11m68
16 竹之前　かすみ ﾀｹﾉﾏｴ ｶｽﾐ 福岡 中村学園女子 95/06/05 11m66
17 蒲谷　優佳 ｶﾊﾞﾔ ﾕｳｶ 神奈川 横須賀学院 95/10/06 11m65
18 石原　薫子 ｲｼﾊﾗ ｶｵﾙｺ 愛知 岡崎城西 95/06/12 11m63
19 冨士　曜莉 ﾌｼﾞ ﾋｶﾘ 京都 立命館 95/07/29 11m63
20 武村　明香 ﾀｹﾑﾗ ｱｶﾘ 京都 西京 98/03/14 11m60
21 川田　理惠 ｶﾜﾀﾞ ﾘｴ 広島 神辺旭 96/01/23 11m57
22 市川　南美 ｲﾁｶﾜ ﾐﾅﾐ 神奈川 東海大相模 96/04/05 11m56
23 斉藤　萌乃 ｻｲﾄｳ ﾓｴﾉ 埼玉 伊奈学園総合 96/07/05 11m55
24 荒井　唯花 ｱﾗｲ ﾕｲｶ 奈良 添上 97/11/25 11m54
25 宮本　久瑠実 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾙﾐ 愛知 豊川 95/11/08 11m53
26 大政　詩織 ｵｵﾏｻ ｼｵﾘ 愛媛 聖カタリナ女子 95/07/09 11m51
27 石川　友美子 ｲｼｶﾜ ﾕﾐｺ 大阪 摂津 96/07/26 11m46
28 平元　香葉 ﾋﾗﾓﾄ ｶﾖ 大阪 東淀川 95/11/24 11m45
29 朝妻　優萌 ｱｻﾂﾞﾏ ﾕﾒ 埼玉 深谷商 95/09/16 11m43
30 刈谷　　梓 ｶﾘﾔ ｱｽﾞｻ 滋賀 膳所 95/08/10 11m42
31 荒井　貴帆 ｱﾗｲ ｷﾎ 奈良 添上 97/11/25 11m42
32 小田　亜倫 ｵﾀﾞ ｱﾘﾝ 神奈川 桐蔭学園 97/03/05 11m41
33 小林　優里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 東京 江戸川女子 96/07/19 11m40
34 土井　千菜美 ﾄﾞｲ ﾁﾅﾐ 兵庫 園田 97/02/05 11m40
35 志水　慈子 ｼﾐｽﾞ ﾁｶｺ 茨城 並木中等 96/08/08 11m39
36 佐藤　涼葉 ｻﾄｳ ｽｽﾞﾊ 山形 県立楯岡 95/07/30 11m38
37 神谷　香有 ｶﾐﾔ ｶｽﾐ 静岡 浜名 95/12/08 11m35
38 齋藤　真帆 ｻｲﾄｳ ﾏﾎ 三重 津西 96/09/26 11m35
39 武村　優希 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｷ 埼玉 浦和第一女子 96/02/25 11m35
40 山添　玲央菜 ﾔﾏｿﾞｴ ﾚｵﾅ 三重 近大高専 97/03/05 11m34
41 森井　彩乃 ﾓﾘｲ ｱﾔﾉ 京都 西城陽 96/10/08 11m33
42 八瀬　友香 ﾔｾ ﾕｳｶ 愛知 中京大中京 96/11/16 11m32
43 三宅　　歩 ﾐﾔｹ ｱﾕﾐ 岡山 玉野光南 96/08/02 11m32
44 村山　彩夏 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ 埼玉 和光国際 95/06/09 11m31
45 勝冶　友紀子 ｶﾂﾔ ﾕｷｺ 京都 西京 97/01/14 11m30
46 田口　佳歩 ﾀｸﾞﾁ ｶﾎ 京都 西京 95/08/09 11m30
47 中西　　麗 ﾅｶﾆｼ ﾚｲ 滋賀 大津商 97/02/13 11m30
48 増田　桃華 ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓｶ 茨城 日立商 95/11/22 11m27
49 武中　清香 ﾀｹﾅｶ ｻﾔｶ 埼玉 浦和第一女子 95/08/16 11m27
50 東　　裕美 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾐ 愛知 明和 96/01/24 11m26
51 道川　華奈 ﾐﾁｶﾜ ﾊﾙﾅ 鳥取 境 96/03/10 11m25
52 半田　佳奈美 ﾊﾝﾀﾞ ｶﾅﾐ 埼玉 埼玉栄 95/12/06 11m23
53 江川　友菜 ｴｶﾞﾜ ﾕｳﾅ 埼玉 市立川口 96/02/21 11m21
54 金野　早希 ｺﾝﾉ ｻｷ 静岡 富士宮北 95/04/29 11m21



55 田村　光穂 ﾀﾑﾗ ﾐﾂﾎ 京都 西京 97/07/24 11m21
56 恵良　和鈴 ｴﾗ ｶﾘﾝ 大阪 摂津 95/05/24 11m21
57 野口　真未 ﾉｸﾞﾁ ﾏﾐ 熊本 済々黌 96/08/27 11m21
58 影山　聡菜 ｶｹﾞﾔﾏ ｻﾄﾅ 茨城 取手聖徳女子 95/04/13 11m20
59 林　小百合 ﾊﾔｼ ｻﾕﾘ 東京 八王子 95/04/07 11m19
60 中村　風香 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳｶ 兵庫 明石商業 95/09/18 11m18
61 岩田　奈穂 ｲﾜﾀ ﾅﾎ 神奈川 小田原 95/10/29 11m18
62 畑谷　実咲 ﾊﾀﾀﾆ ﾐｻｷ 京都 西城陽 97/03/01 11m16
63 鈴木　亜悠 ｽｽﾞｷ ｱﾕ 埼玉 伊奈学園総合 95/05/17 11m13
64 久宿　実結 ﾋｻｼｭｸ ﾐﾕ 大阪 摂津 95/04/06 11m13
65 山﨑　きずな ﾔﾏｻﾞｷ ｷｽﾞﾅ 岐阜 済美 95/12/26 11m12
66 川瀬　未華 ｶﾜｾ ﾐﾊﾙ 愛知 旭野 96/01/04 11m12
67 宇田　祐稀 ｳﾀﾞ ﾕｳｷ 福井 敦賀 95/05/23 11m12
68 石田　志穂里 ｲｼﾀﾞ ｼﾎﾘ 神奈川 桐蔭学園 97/10/28 11m11
69 黒田　　望 ｸﾛﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 愛知 岩津 96/05/22 11m11
70 相川　時慧 ｱｲｶﾜ ﾄｷｴ 神奈川 藤沢西 96/02/13 11m10
71 吉田　亜紗美 ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾐ 北海道 旭川西 96/03/10 11m10
72 後間　秋穂 ｺｼﾏ ｱｷﾎ 沖縄 普天間 95/10/30 11m10
73 髙橋　桃子 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 神奈川 大和南 96/01/04 11m08
74 山中　映莉華 ﾔﾏﾅｶ ｴﾘｶ 高知 岡豊 97/09/29 11m08
75 岸　　礼華 ｷｼ ｱﾔｶ 愛知 瑞陵 97/01/05 11m07
76 瀬尾　彩夏 ｾｵ ｱﾔｶ 大阪 桜宮 96/10/08 11m07
77 宇埜　史歩理 ｳﾉ ｼﾎﾘ 岡山 倉敷中央 97/11/21 11m07
78 大窪　あすか ｵｵｸﾎﾞ ｱｽｶ 大阪 生野 97/11/05 11m07
79 大西　紀香 ｵｵﾆｼ ﾉﾘｶ 香川 観音寺一 96/02/01 11m07
80 飯泉　沙耶 ｲｲｽﾞﾐ ｻﾔ 栃木 白鷗大足利 95/10/04 11m06
81 飯野　真由 ｲｲﾉ ﾏﾕ 群馬 共愛学園 96/02/25 11m06
82 石井　春華 ｲｼｲ ﾊﾙｶ 静岡 日大三島 96/03/23 11m06
83 関西　　薫 ｾｷﾆｼ ｶｵﾙ 京都 西城陽 96/05/16 11m06
84 岡部　祐佳 ｵｶﾍﾞ ﾕｳｶ 埼玉 伊奈学園総合 96/03/28 11m05
85 本間　未沙登 ﾎﾝﾏ ﾐｻﾄ 埼玉 聖望 96/06/01 11m05
86 杉浦　澄美 ｽｷﾞｳﾗ ｷﾖﾐ 愛知 岡崎城西 96/03/05 11m05
87 佐藤　有沙 ｻﾄｳ ｱﾘｻ 大阪 大塚 95/09/11 11m05
88 榊原　藍子 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｲｺ 神奈川 湘南 95/10/28 11m04
89 田島　咲華 ﾀｼﾞﾏ ｻｷｶ 埼玉 本庄東 96/05/21 11m03
90 長谷川　ゆい ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｲ 大阪 大阪成蹊女子 95/04/11 11m03
91 田邊　帆菜実 ﾀﾅﾍﾞ ﾎﾅﾐ 栃木 宇都宮白楊 95/05/13 11m03
92 尾崎　穂乃香 ｵｻｷ ﾎﾉｶ 高知 高知農業 96/09/07 11m03
93 宇都木　歩香 ｳﾂｷﾞ ｱﾕｶ 埼玉 久喜 96/09/20 11m02
94 野村　葉月 ﾉﾑﾗ ﾊﾂﾞｷ 千葉 八千代松陰 95/09/19 11m02
95 萬　　杏菜 ﾖﾛｽﾞ ｱﾝﾅ 京都 西城陽 96/10/10 11m02
96 堀　　菜摘 ﾎﾘ ﾅﾂﾐ 兵庫 園田 96/09/10 11m02
97 河野　恵里花 ｺｳﾉ ｴﾘｶ 鳥取 境 96/05/31 11m02
98 高畑　　優 ﾀｶﾊﾀ ﾕｳ 群馬 高崎女子 96/12/31 11m01
99 花岡　美憂 ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 長野 上田東 95/08/19 11m01

100 河嶋　みのり ｶﾜｼﾏ ﾐﾉﾘ 大阪 桜宮 95/10/15 11m01
101 田代　梨菜 ﾀｼﾛ ﾘﾅ 埼玉 国際学院 97/09/20 11m01
102 小松　美帆 ｺﾏﾂ ﾐﾎ 栃木 宇都宮白楊 96/02/16 11m01
103 星野　　楓 ﾎｼﾉ ｶｴﾃﾞ 埼玉 久喜 96/09/20 11m00
104 坂　英里香 ｻｶ ｴﾘｶ 京都 西京 96/07/12 11m00
105 畑中　美咲 ﾊﾀﾅｶ ﾐｻｷ 岩手 花巻北 95/05/22 11m00
106 竹内　梨子 ﾀｹｳﾁ ﾘｺ 東京 つばさ総合 95/12/11 11m00



【女子　ハンマー投】
氏名 フリガナ 都道府県 所属 生年月日 資格記録

1 本村　夏鈴 ﾓﾄﾑﾗ ｶﾘﾝ 沖縄 那覇西 95/06/27 54m53
2 油谷　文月 ｱﾌﾞﾗﾔ ﾌﾂﾞｷ 三重 相可 95/07/08 51m98
3 江原　宇宙 ｴﾊﾗ ｺｽﾓ 埼玉 進修館 96/10/20 51m44
4 窓場　加津紗 ﾏﾄﾞﾊﾞ ｶﾂﾞｻ 京都 乙訓 96/03/26 50m91
5 濱口　美菜 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐﾅ 京都 京都園部 95/07/12 50m85
6 村尾　茉優 ﾑﾗｵ ﾏﾕ 徳島 徳島聾 95/09/24 49m47
7 吉川　奈緒 ﾖｼｶﾜ ﾅｵ 奈良 添上 95/08/17 48m46
8 大和　観月 ﾔﾏﾄ ﾐｽﾞｷ 茨城 霞ヶ浦 95/09/30 47m73
9 田口　　優 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ 愛知 一宮北 95/05/12 46m70

10 髙橋　美沙 ﾀｶﾊｼ ﾐｻ 愛媛 今治精華 95/08/31 46m17
11 東　　　澪 ﾋｶﾞｼ ﾐｵ 三重 相可 96/10/02 45m83
12 吉留　明夏里 ﾖｼﾄﾒ ｱｶﾘ 大阪 関西大倉 95/06/26 45m55
13 雪岡　野絵 ﾕｷｵｶ ﾉｴ 三重 宇治山田 97/03/26 44m88
14 大久保　祥子 ｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳｺ 愛知 長久手 96/05/11 44m75
15 山田　愛里 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 三重 津商業 95/04/13 44m64
16 中北　采那 ﾅｶｷﾀ ｱﾔﾅ 三重 宇治山田 95/07/18 44m34
17 大藤　安奈 ｵｵﾄｳ ｱﾝﾅ 広島 安芸 95/04/16 44m29
18 筒井　美里 ﾂﾂｲ ﾐｻﾄ 福岡 近大福岡 95/09/24 43m74
19 三宅　れい ﾐﾔｹ ﾚｲ 大阪 大体大浪商 95/10/11 43m10
20 上田　千菜美 ｳｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ 大阪 太成学院 96/06/16 42m99
21 仲里　すみれ ﾅｶｻﾞﾄ ｽﾐﾚ 大阪 近大附 95/05/22 42m32
22 青谷　紘子 ｱｵﾀﾆ ﾋﾛｺ 滋賀 東大津 96/01/14 41m60
23 中西　亜里沙 ﾅｶﾆｼ ｱﾘｻ 静岡 三島 95/05/23 41m07
24 常盤　真葵 ﾄｷﾜ ﾏｷ 埼玉 西武台 96/09/30 40m84
25 石川　果歩 ｲｼｶﾜ ｶﾎ 山梨 身延 95/06/21 40m04
26 黒岩　美怜 ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 長野 県立長野 95/05/17 39m85
27 窪田　知香 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓｶ 愛知 長久手 96/03/26 39m34
28 福島　樹里 ﾌｸｼﾏ ｼﾞｭﾘ 広島 安芸 95/10/04 38m53
29 大辻　衣里 ｵｵﾂｼﾞ ｴﾘ 三重 宇治山田 96/06/25 38m48
30 田村　真里奈 ﾀﾑﾗ ﾏﾘﾅ 大阪 関西大倉 97/01/22 38m26
31 山口　紗苗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾅｴ 大阪 関西大倉 96/05/08 38m21
32 依田　菜月 ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 長野 文化学園長野 96/03/30 38m19
33 小川　歩美 ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 京都 乙訓 96/04/11 38m09
34 高橋　愛代 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾖ 福井 福井工大福井 95/04/12 38m03
35 武元　里菜 ﾀｹﾓﾄ ﾘﾅ 石川 七尾東雲 95/04/14 38m21
36 鹿山　実咲 ｶﾔﾏ ﾐｻｷ 埼玉 埼玉坂戸西 95/12/23 37m65
37 川井　春風 ｶﾜｲ ﾊﾙｶ 茨城 日立商 95/04/06 37m58
38 石田　美萌里 ｲｼﾀﾞ ﾐﾓﾘ 愛知 中京大中京 95/08/27 37m51
39 岩崎　玲奈 ｲﾜｻｷ ﾚﾅ 福岡 近大福岡 96/10/31 37m36
40 植田　菜々実 ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ 富山 富山高専 96/06/08 37m32
41 日比野　里香 ﾋﾋﾞﾉ ﾘｶ 岐阜 市岐阜商 96/07/24 37m28
42 藤田　千代美 ﾌｼﾞﾀ ﾁﾖﾐ 大阪 大塚 95/04/23 37m20
43 足立　貴子 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｺ 愛知 一宮北 96/05/14 37m13



【女子　七種競技】
氏名 フリガナ 都道府県 所属 生年月日 資格記録

1 南野　智美 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 山口 西京 96/04/30 5,100点
2 藤沼　朱音 ﾌｼﾞﾇﾏ ｱｶﾈ 神奈川 希望ヶ丘 96/03/14 5,026点
3 澤田　珠里 ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 東京 白梅学園 96/08/10 4,906点
4 高橋　このか ﾀｶﾊｼ ｺﾉｶ 東京 白梅学園 97/11/08 4,772点
5 山根　芽衣 ﾔﾏﾈ ﾒｲ 三重 宇治山田商 95/05/25 4,761点
6 佐藤　有沙 ｻﾄｳ ｱﾘｻ 大阪 大塚 95/09/11 4,755点
7 月田　絢優子 ﾂｷﾀﾞ ｱﾕｺ 群馬 富岡東 96/03/15 4,752点
8 大坪　菜々美 ｵｵﾂﾎﾞ ﾅﾅﾐ 栃木 國學院栃木 95/11/07 4,748点
9 田中　来夢 ﾀﾅｶ ﾗｲﾑ 岡山 倉敷中央 96/04/28 4,729点

10 貫井　　茜 ﾇｷｲ ｱｶﾈ 愛知 明和 95/10/22 4,721点
11 平岡　麻由美 ﾋﾗｵｶ ｱﾕﾐ 埼玉 本庄東 96/10/14 4,708点
12 平元　香葉 ﾋﾗﾓﾄ ｶﾖ 大阪 東淀川 95/11/24 4,685点
13 大竹　祥乃 ｵｵﾀｹ ﾖｼﾉ 神奈川 希望ヶ丘 95/11/01 4,632点
14 石川　夏海 ｲｼｶﾜ ﾅﾂﾐ 岡山 玉野光南 96/01/12 4,567点
15 神谷　菜々 ｶﾐﾀﾆ ﾅﾅ 兵庫 園田 96/04/02 4,564点
16 平石　風歩 ﾋﾗｲｼ ｶﾎ 群馬 太田女子 97/01/12 4,553点
17 関西　　薫 ｾｷﾆｼ ｶｵﾙ 京都 西城陽 96/05/16 4,505点
18 上野　　梓 ｳｴﾉ ｱｽﾞｻ 栃木 國學院栃木 96/11/12 4,498点
19 英　　未来 ﾊﾅﾌﾞｻ ﾐｸ 石川 星稜 95/05/08 4,468点
20 足立　晴香 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙｶ 福井 敦賀 96/02/14 4,433点
21 大塚　美穂 ｵｵﾂｶ ﾐﾎ 栃木 宇都宮南 95/07/03 4,429点
22 山口　みなみ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ 大阪 東大阪大敬愛 95/11/15 4,393点
23 安田　夏生 ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島 安芸 97/08/10 4,377点
24 東郷　杏耶 ﾄｳｺﾞｳ ｱﾔ 兵庫 滝川第二 96/10/24 4,368点
25 濱　いつか ﾊﾏ ｲﾂｶ 兵庫 園田 95/08/01 4,354点
26 小原　れん ｵﾊﾞﾗ ﾚﾝ 秋田 湯沢翔北 96/09/29 4,351点
27 友光　千春 ﾄﾓﾐﾂ ﾁﾊﾙ 岡山 玉野光南 96/06/05 4,351点
28 髙野　早紀 ﾀｶﾉ  ｻｷ 熊本 熊本商 96/04/07 4,341点
29 冨田　真波 ﾄﾐﾀ ﾏﾅﾐ 埼玉 本庄東 96/10/24 4,340点
30 寺谷　諭美 ﾃﾗﾀﾆ ｻﾄﾐ 鳥取 倉吉東 96/11/23 4,319点
31 大谷地　菜々子 ｵｵﾔﾁ ﾅﾅｺ 新潟 長岡商 95/06/16 4,310点
32 住谷　広子 ｽﾐﾀﾆ ﾋﾛｺ 神奈川 弥栄 95/11/10 4,307点
33 荒木　志帆 ｱﾗｷ ｼﾎ 兵庫 明石商業 97/04/04 4,292点
34 東海林　由衣 ｼｮｳｼﾞ ﾕｲ 千葉 我孫子 95/04/22 4,284点
35 小田　　采 ｵﾀﾞ ｱﾔ 京都 乙訓 95/06/15 4,269点
36 仲野　春花 ﾅｶﾉ ﾊﾙｶ 福岡 中村学園女子 96/04/11 4,247点


