
エントリー選手一覧
【女子2000m障害物】

No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 神谷　もも(3) ｶﾐﾔ ﾓﾓ 愛知 中京大中京
2 神谷　亜衣(2) ｶﾐﾔ ｱｲ 愛知 岡崎城西
3 向井　智香(3) ﾑｶｲ ﾁｶ 愛知 至学館
4 中島　侃(3) ﾅｶｼﾏ ﾀﾉｼ 埼玉 熊谷女
5 西山　未奈美(1) ﾆｼﾔﾏ ﾏﾅﾐ 神奈川 白鵬女
6 斉藤　朱莉(3) ｻｲﾄｳ ｱｶﾘ 新潟 新潟商
7 岡村　未歩(2) ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野 長野東
8 戸部　千晶(2) ﾄﾍﾞ ﾁｱｷ 石川 星稜
9 平林　里菜(2) ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 神奈川 相模原中等
10 岩本　陽香(2) ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙｶ 埼玉 春日部東
11 河辺　友依(2) ｶﾜﾍﾞ ﾕｲ 静岡 日大三島
12 後藤　梨奈(2) ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 愛知 岡崎城西
13 伊藤　百合子(2) ｲﾄｳ ﾕﾘｺ 宮城 常盤木学園
14 薗田　歩実(3) ｿﾉﾀﾞ ｱﾕﾐ 埼玉 春日部東
15 渡邊　愛美(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ 神奈川 逗子
16 黒澤　まりな(3) ｸﾛｻﾜ ﾏﾘﾅ 宮城 常盤木学園
17 礒浪　有希(2) ｲｿﾅﾐ ﾕｷ 埼玉 春日部東
18 片原　歩香(2) ｶﾀﾊﾗ ｱﾕｶ 大阪 星翔
19 阿部　倫子(2) ｱﾍﾞ ﾉﾘｺ 新潟 新潟商
20 笹川　葉名(2) ｻｻｶﾞﾜ ﾊﾅ 新潟 新潟商
21 植松　若那(3) ｳｴﾏﾂ ﾜｶﾅ 新潟 新潟商
22 宮川　瑞恵(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞｴ 神奈川 逗子
23 竹本　奈菜加(3) ﾀｹﾓﾄ ﾅﾅｶ 埼玉 市立川口
24 金澤　結(2) ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｲ 千葉 専大松戸
25 大倉　千晶(2) ｵｵｸﾗ ﾁｱｷ 埼玉 市立川口
26 鈴木　亜由実(3) ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ 愛知 岡崎城西
27 田貝　理紗(2) ﾀｶﾞｲ ﾘｻ 千葉 専修大松戸
28 羽根田　そら(3) ﾊﾈﾀﾞ ｿﾗ 大阪 摂津
29 牛田　麻結(2) ｳｼﾀﾞ ﾏﾕ 愛知 旭野
30 小池　莉央(2) ｺｲｹ ﾘｵ 福岡 北九州市立
31 松村　悠香(3) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｶ 福岡 北九州市立

No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 五島　莉乃(3) ｺﾞｼﾏ ﾘﾉ 石川 星稜
2 古田　朱里(2) ﾌﾙﾀ ｱｶﾘ 埼玉 本庄東
3 吉田　ひとみ(3) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ 大阪 泉陽
4 林　菜々子(3) ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ 愛知 日進西
5 堀田　桃子(2) ﾎｯﾀ ﾓﾓｺ 愛知 津島北
6 茨　里穂(2) ｲﾊﾞﾗ ﾘﾎ 大阪 生野
7 中本　帆南(2) ﾅｶﾓﾄ ﾎﾅﾐ 大阪 泉陽
8 村上　美桜(1) ﾑﾗｶﾐ ﾐｵ 兵庫 西脇工
9 小堀　史佳(1) ｺﾎﾘ ﾌﾐｶ 埼玉 春日部東
10 神村　彩輝(2) ｶﾐﾑﾗ ｻｷ 兵庫 西脇工
11 吉川　春菜(3) ﾖｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 大阪 星翔
12 佐藤　千夏(1) ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 兵庫 西脇工
13 安井　佳苗(1) ﾔｽｲ ｶﾅｴ 愛知 愛知
14 戸部　千晶(2) ﾄﾍﾞ ﾁｱｷ 石川 星稜
15 小牧　優希(2) ｺﾏｷ ﾕｳｷ 兵庫 西脇工
16 小池　　優佳(3) ｺｲｹ ﾕｳｶ 埼玉 本庄東
17 森宗　奈々(3) ﾓﾘｿｳ ﾅﾅ 岡山 玉野光南
18 西川　佳奈美(3) ﾆｼｶﾜ ｶﾅﾐ 兵庫 西脇工業
19 三崎　綺華(1) ﾐｻｷ ｱﾔｶ 福岡 北九州市立

【女子3000m競歩】



No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 三宅　真理奈(3) ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ 岡山 倉敷中央
2 齋藤　愛美(1) ｻｲﾄｳ ｱﾐ 岡山 倉敷中央
3 柴山　沙也香(3) ｼﾊﾞﾔﾏ ｻﾔｶ 愛知 至学館
4 逢坂　　友利子(3) ｵｵｻｶ ﾕﾘｺ 大阪 東大阪大敬愛
5 上村　希実(3) ｳｴﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 東京 東京
6 守田　紗矢香(1) ﾓﾘﾀ ｻﾔｶ 東京 東京
7 佐々木　梓(2) ｻｻｷ ｱｽﾞｻ 大阪 東大阪大敬愛
8 松本　扶弥(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐ 愛知 岡崎城西
9 芝田　望笑(2) ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ 埼玉 埼玉栄
10 吉田　紗弓(3) ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾐ 愛知 愛知
11 荒島　夕理(3) ｱﾗｼﾏ ﾕﾘ 岡山 倉敷中央
12 西田　美菜(2) ﾆｼﾀﾞ ﾐﾅ 大阪 東大阪大敬愛
13 時久　彩音(2) ﾄｷﾋｻ ｱﾔﾈ 愛知 至学館
14 中村　巴南(3) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 三重 桑名
15 岩田　帆乃夏(3) ｲﾜﾀ ﾎﾉｶ 愛知 中京大中京
16 伊谷　栞奈(3) ｲﾀﾆ ｶﾝﾅ 静岡 袋井

No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 藤森　菜那(3) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅ 静岡 浜松市立
2 鎌田　咲季(3) ｶﾏﾀﾞ ｻｷ 福岡 高稜
3 安井　彩奈(3) ﾔｽｲ ｱﾔﾅ 大阪 咲くやこの花
4 中島　未貴(3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ 埼玉 久喜
5 三宅　真理奈(3) ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ 岡山 倉敷中央
6 吉田　夏帆(2) ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂﾎ 京都 洛北
7 澤井　萌奈(1) ｻﾜｲ ﾓﾅ 愛知 中京大中京
8 荒島　夕理(3) ｱﾗｼﾏ ﾕﾘ 岡山 倉敷中央
9 村上　瑞季(2) ﾑﾗｶﾐ ﾐｽﾞｷ 大阪 東大阪大敬愛
10 原田　朋佳(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓｶ 大阪 東海大仰星
11 岩田　帆乃夏(3) ｲﾜﾀ ﾎﾉｶ 愛知 中京大中京
12 中釜　佐和子(3) ﾅｶｶﾞﾏ ｻﾜｺ 鹿児島 鹿児島
13 中原　みなみ(2) ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾐ 大阪 大阪
14 兒玉　彩希(3) ｺﾀﾞﾏ ｻｷ 大分 大分雄城台
15 一ノ瀬　安葉(3) ｲﾁﾉｾ ﾔｽﾊ 愛知 愛知
16 吉田　紗弓(3) ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾐ 愛知 愛知

No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 棟久　由貴(3) ﾑﾈﾋｻ ﾕｷ 山口 西京
2 五島　莉乃(3) ｺﾞｼﾏ ﾘﾉ 石川 星稜
3 三ツ木　桃香(3) ﾐtｷﾞ ﾓﾓｶ 埼玉 春日部東
4 中川　京香(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｷｮｳｶ 熊本 熊本信愛
5 島田　美穂(3) ｼﾏﾀﾞ ﾐﾎ 山梨 山梨学院大附
6 安藤　富貴子(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾌｷｺ 京都 立命館宇治
7 真部　亜樹(3) ﾏﾅﾍﾞ ｱｷ 京都 立命館宇治
8 山本　明日香(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ 和歌山 神島
9 早川　可奈子(3) ﾊﾔｶﾜ ｶﾅｺ 山梨 山梨学院大附
10 上田　雪菜(3) ｳｴﾀﾞ ﾕｷﾅ 奈良 奈良育英
11 德永　香子(3) ﾄｸﾅｶﾞ ｷｮｳｺ 長崎 島原
12 脇坂　詩乃(3) ﾜｷｻﾞｶ ｼﾉ 神奈川 白鵬女
13 三浦　佑美香(3) ﾐｳﾗ ﾕﾐｶ 山梨 山梨学院大附
14 木村　美久(3) ｷﾑﾗ ﾐｸ 山梨 山梨学院大附
15 小西　真亜子(3) ｺﾆｼ ﾏｱｺ 京都 立命館宇治
16 塩崎　葵(3) ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野 長野東
17 市川　珠李(3) ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾘ 岐阜 土岐商
18 加藤　凪紗(2) ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ 北海道 札幌日本大学
19 平賀　奏美(2) ﾋﾗｶﾞ ｶﾅﾐ 東京 順天
20 久保田　里菜(3) ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野 長野東
21 德谷　萌々子(3) ﾄｸﾔ ﾓﾓｺ 北海道 札幌日本大学
22 佐藤　みな実(3) ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 東京 順天
23 山下　莉奈(3) ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 大分 大分東明
24 矢田　みくに(1) ﾔﾀﾞ ﾐｸﾆ 熊本 ルーテル学院
25 目野　良佳(2) ﾒﾉ ﾘｮｳｶ 福岡 北九州市立
26 柴田　佑希(2) ｼﾊﾞﾀ ﾕｷ 福岡 北九州市立
27 竹川　ひなの(3) ﾀｹｶﾞﾜ ﾋﾅﾉ 福岡 北九州市立

【女子300m】

【女子300mH】

【女子5000m】



No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 杉田　実咲(3) ｽｷﾞﾀ ﾐｻｷ 埼玉 西武台
2 腰髙　里歩(2) ｺｼﾀﾞｶ ﾘﾎ 栃木 青藍泰斗
3 相原　汐里(2) ｱｲﾊﾗ ｼｵﾘ 大阪 阪南大高
4 木全　梓(3) ｷﾏﾀ ｱｽﾞｻ 愛知 一宮北
5 柴原　麻衣(3) ｼﾊﾞﾊﾗ ﾏｲ 三重 宇治山田
6 藤本　咲良(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾗ 兵庫 市尼崎
7 高橋　莉奈(3) ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 岩手 水沢第一
8 野間　千尋(3) ﾉﾏ ﾁﾋﾛ 岡山 玉野光南
9 大藤　詩絵里(2) ｵｵﾄｳ ｼｴﾘ 広島 安芸
10 沖　砂織(3) ｵｷ ｻｵﾘ 兵庫 淡路三原
11 照井　あい(2) ﾃﾙｲ ｱｲ 埼玉 鳩山
12 德田 　真奈美(2) ﾄｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 静岡 浜松北
13 吉田　美月(3) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 鳥取 倉吉総合産
14 平松　千穂(3) ﾋﾗﾏﾂ ﾁﾎ 愛知 起工
15 中林　瑞季(2) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 三重 久居
16 中溝　琴音(3) ﾅｶﾐｿﾞ ｺﾄﾈ 滋賀 滋賀学園
17 川尻　絢未(2) ｶﾜｼﾞﾘ ｱﾐ 滋賀 彦根西
18 松尾　玲奈(3) ﾏﾂｵ ﾚｲﾅ 大阪 大体大浪商
19 井口　真湖(3) ｲｸﾞﾁ ﾏｺ 静岡 浜松湖北
20 原　加奈子(2) ﾊﾗ ｶﾅｺ 愛知 起工
21 岡嵜　加奈(3) ｵｶｻﾞｷ ｶﾅ 東京 穎明館
22 田中　里佳(3) ﾀﾅｶ ﾘｶ 埼玉 西武台
23 松井　美波(2) ﾏﾂｲ ﾐﾅﾐ 埼玉 進修館
24 大塚　モニカ(3) ｵｵﾂｶ ﾓﾆｶ 茨城 守谷
25 青柳　栞(2) ｱｵﾔｷﾞ ｼｵﾘ 大阪 大体大浪商
26 岡　瑞姫(3) ｵｶ ﾐｽﾞｷ 三重 津商
27 飯田　美涼(2) ｲｲﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 千葉 茂原
28 奥野　七実(3) ｵｸﾉ ﾅﾅﾐ 兵庫 三木東
29 大谷　優華(2) ｵｵﾀﾆ ﾕｳｶ 兵庫 市尼崎
30 加藤　千晴(3) ｶﾄｳ ﾁﾊﾙ 愛知 長久手
31 金子　明奈(2) ｶﾈｺ ﾒｲﾅ 愛知 安城学園
32 元山　夏瑠(3) ﾓﾄﾔﾏ ﾅﾂﾙ 埼玉 西武台
33 安齋　れんか(3) ｱﾝｻﾞｲ ﾚﾝｶ 山形 山形商
34 泉　花奈(2) ｲｽﾞﾐ ｶﾅ 徳島 生光学園
35 仲山　ﾅﾂﾐ(3) ﾅｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ 福井 敦賀
36 佐藤　眞子(3) ｻﾄｳ ﾏｺ 愛知 大府
37 八木　玲菜(2) ﾔｷﾞ ﾚﾅ 愛媛 今治精華
38 天野　智菜(3) ｱﾏﾉ ﾄﾓﾅ 愛知 津島北
39 大塚　梨央(2) ｵｵﾂｶ ﾘｵ 福岡 筑紫
40 西村　香穂(3) ﾆｼﾑﾗ ｶﾎ 大阪 太成学院
41 有馬　唯乃(3) ｱﾘﾏ ﾕｲﾉ 福岡 筑紫
42 髙橋　沙湖(3) ﾀｶﾊｼ ｻｺ 秋田 大曲
43 髙木　優子(3) ﾀｶｷ ﾕｳｺ 広島 安芸
44 近藤　香(3) ｺﾝﾄﾞｳ ｶｵﾘ 愛知 津島北
45 波多　彩希(3) ﾊﾀ ｱﾔｷ 徳島 生光学園
46 河野　結恵(3) ｺｳﾉ ﾕｴ 奈良 添上
47 鈴木　裕可里(3) ｽｽﾞｷ ﾕｶﾘ 愛知 一宮北
48 板垣　いずみ(3) ｲﾀｶﾞｷ ｲｽﾞﾐ 岡山 玉野光南
49 葛原　麻結(3) ｸｽﾞﾊﾗ ﾏﾕ 岡山 玉野光南
50 桑原　翠(2) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾄﾞﾘ 和歌山 日高
51 メイン　桜(3) ﾒｲﾝ ｻｸﾗ 宮崎 宮崎工
52 濵田　恵里奈(3) ﾊﾅﾀﾞ ｴﾘﾅ 三重 松阪商
53 関口　清乃(3) ｾｷｸﾞﾁ ｷﾖﾉ 埼玉 進修館
54 神田　千穂(2) ｶﾝﾀﾞ ﾁﾎ 京都 花園
55 池場　美咲(2) ｲｹﾊﾞ ﾐｻｷ 神奈川 瀬谷西
56 阿久津　実夏(3) ｱｸﾂ ﾐｶ 埼玉 本庄東

【女子ハンマー投】



No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 畑　ともよ(3) ﾊﾀ ﾄﾓﾖ 兵庫 園田
2 小林　結(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 東京 白梅学園
3 牧　育美(2) ﾏｷ ｲｸﾐ 大阪 近大附
4 荒井　貴帆(3) ｱﾗｲ ｷﾎ 奈良 添上
5 下司　仁帆花(3) ｹﾞｼ ﾆﾎｶ 京都 鳥羽
6 榊本　斎(2) ｻｶｷﾓﾄ ｲﾂｷ 奈良 添上
7 森山　玖実(1) ﾓﾘﾔﾏ ｸﾐ 京都 西京
8 高橋　礼奈(3) ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 埼玉 蕨
9 石田　詩織(3) ｲｼﾀﾞ ｼｵﾘ 東京 青梅総合
10 鈴木　佑依(3) ｽｽﾞｷ ﾕｲ 埼玉 川越女
11 和田　来称(1) ﾜﾀﾞ ｸﾙﾐ 奈良 添上
12 阿部　夏子(3) ｱﾍﾞ ﾅﾂｺ 愛知 向陽
13 松岡　祐里恵(3) ﾏﾂｵｶ ﾕﾘｴ 埼玉 埼玉栄
14 鈴木　夢(2) ｽｽﾞｷ ﾕﾒ 奈良 添上
15 堀籠　泰歌(3) ﾎﾘｺﾞﾒ ﾔｽｶ 埼玉 伊奈学園総合
16 早川　有香(3) ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ 愛知 名古屋商
17 吉田　沙耶(3) ﾖｼﾀﾞ ｻﾔ 愛知 岡崎城西
18 兼川　乃衣(3) ｶﾈｶﾜ ﾉｲ 愛知 岡崎城西
19 庄司　　千夏(3) ｼｮｳｼﾞ ﾁﾅﾂ 山形 山形商
20 寺尾　千里彗(3) ﾃﾗｵ ﾁｻﾄ 東京 文京
21 杉浦　葵(1) ｽｷﾞｳﾗ ｱｵｲ 京都 西城陽
22 中西　美早(3) ﾅｶﾆｼ ﾐｻｷ 愛知 岡崎城西
23 大塚　紗彩(2) ｵｵﾂｶ ｻｱﾔ 神奈川 横須賀学院
24 中島　彩也香(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 東京 東京
25 舞田　佳泉(2) ﾏｲﾀ ｶﾅﾐ 神奈川 市立金沢
26 近藤　茜(3) ｺﾝﾄﾞｳ ｱｶﾈ 兵庫 夙川
27 辻　香奈(3) ﾂｼﾞ ｶﾅ 東京 東大和南
28 松岡　優果(2) ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶ 大阪 交野
29 小野瀬　桃華(1) ｵﾉｾ ﾓﾓｶ 埼玉 埼玉栄
30 野口　美香子(2) ﾉｸﾞﾁ ﾐｶｺ 埼玉 伊奈学園総合
31 梅津　ことみ(2) ｳﾒﾂ ｺﾄﾐ 福島 橘
32 大滝　莉渚(3) ｵｵﾀｷ ﾘﾅ 千葉 東京学館
33 早田　純菜(2) ﾊﾔﾀ ｼﾞｭﾝﾅ 埼玉 埼玉栄
34 大槻　優渚(3) ｵｵﾂｷ ﾕｳﾅ 千葉 我孫子
35 森田　安耶(3) ﾓﾘﾀ ｱﾔ 和歌山 和歌山北
36 鈴木　葵(3) ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 千葉 市立松戸
37 岩内　麻恵(3) ｲﾜｳﾁ ｱｻｴ 大阪 大塚
38 栗空　亜沙美(3) ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 長野 木曽青峰
39 原田　和泉(2) ﾊﾗﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 京都 洛北
40 小川　瑞穂(2) ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 東京 城東
41 梶野　香子(3) ｶｼﾞﾉ ｶｺ 愛知 至学館
42 坂下　薫乃(3) ｻｶｼﾀ ﾕｷﾉ 福島 福島成蹊
43 上野　萌(3) ｳｴﾉ ﾒｸﾞﾐ 大阪 鳳
44 石田　志穂里(3) ｲｼﾀﾞ ｼﾎﾘ 神奈川 桐蔭学園
45 西内　美香子(3) ﾆｼｳﾁ ﾐｶｺ 千葉 成田
46 松井　玲奈(3) ﾏﾂｲ ﾚｲﾅ 神奈川 伊志田
47 松原　彩乃(3) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔﾉ 大阪 大塚
48 上梨　ライム(3) ｶﾐﾅｼ ﾗｲﾑ 岐阜 済美
49 下野　紗希(3) ｼﾓﾉ ｻｷ 京都 宮津
50 荒井　唯花(3) ｱﾗｲ ﾕｲｶ 奈良 添上
51 中村　彩(3) ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ 埼玉 伊奈学園総合
52 武村　明香(3) ﾀｹﾑﾗ ｱｶﾘ 京都 西京
53 剱持　クリア(3) ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 山梨 山梨学院大附
54 江田　なつみ(3) ｺｳﾀﾞ ﾅﾂﾐ 福岡 福大若葉

【女子三段跳び】



No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 安井　彩奈(3) ﾔｽｲ ｱﾔﾅ 大阪 咲くやこの花
2 山下　友佳(3) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ 大阪 太成学院
3 ｼｭﾚｽﾀ　まや(2) ｼｭﾚｽﾀ ﾏﾔ 大阪 東大阪大敬愛
4 上田　紗弥花(2) ｳｴﾀﾞ ｻﾔｶ 福井 敦賀気比
5 山田　夏葵(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 埼玉 本庄東
6 遠山　実希(3) ﾄｵﾔﾏ ﾐｷ 愛知 中京大中京
7 大野　優衣(1) ｵｵﾉ ﾕｲ 東京 白梅学園
8 高橋　このか(3) ﾀｶﾊｼ ｺﾉｶ 東京 白梅学園
9 堂脇　優香(3) ﾄﾞｳﾜｷ ﾕｳｶ 兵庫 伊川谷北
10 奥村　彩音(2) ｵｸﾑﾗ ｱﾔﾈ 埼玉 聖望
11 川口　真弥(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾔ 大阪 大塚
12 栗原　理沙(2) ｸﾘﾊﾗ ﾘｻ 東京 東大和
13 坪井　わか菜(3) ﾂﾎﾞｲ ﾜｶﾅ 岡山 玉野光南
14 安田　夏生(3) ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島 安芸
15 永井　梨々夏(3) ﾅｶﾞｲ ﾘﾘｶ 北海道 恵庭北
16 細田　真央(3) ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 長野 上田染谷丘
17 橋本　春菜(2) ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ 茨城 水戸二
18 伊藤　瑞歩(3) ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 三重 松阪商
19 山下　紗稀子(1) ﾔﾏｼﾀ ｻｷｺ 京都 西城陽
20 飯嶌　あかり(3) ｲｲｼﾞﾏ ｱｶﾘ 三重 宇治山田
21 田中　恵子(2) ﾀﾅｶ ｹｲｺ 愛知 山田
22 大玉　華鈴(1) ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 山口 西京
23 外間　亜喜(2) ﾎｶﾏ ｱｷ 沖縄 那覇西
24 勝埜　未瀬(3) ｶﾂﾉ ﾐﾗｲ 京都 西城陽
25 今村　未佳(3) ｲﾏﾑﾗ ﾐｶ 静岡 浜松商
26 川島　卯未(2) ｶﾜｼﾏ ｳﾐ 福井 敦賀
27 冨満　美月(2) ﾄﾐﾐﾂ ﾐﾂﾞｷ 鹿児島 松陽
28 蛭川　帆乃香(2) ﾋﾙｶﾜ ﾎﾉｶ 群馬 高崎女子
29 藤村　彩(2) ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔ 山口 西京
30 奥田　真夕(3) ｵｸﾀﾞ ﾏﾕ 岐阜 済美
31 檜山　真紀(2) ﾋﾔﾏ ﾏｷ 栃木 國學院栃木
32 重岡　真穂(2) ｼｹﾞｵｶ ﾏﾎ 福岡 福大若葉
33 加納 礼菜(2) ｶﾉｳ ﾚﾅ 愛知 名城大附
34 熊谷　彩夏(2) ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔｶ 青森 木造
35 大竹　風美子(2) ｵｵﾀｹ ﾌﾐｺ 東京 東京
36 黒岩　遙香(3) ｸﾛｲﾜ ﾊﾙｶ 高知 岡豊

【女子七種競技】



No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 早川　由奈(3) ﾊﾔｶﾜ ﾕﾅ 千葉 木更津総合
2 藤岡　早紀(3) ﾌｼﾞｵｶ ｻｷ 埼玉 草加
3 増田　りせ(1) ﾏｽﾀﾞ ﾘｾ 香川 高瀬
4 杉﨑　茜音(3) ｽｷﾞｻﾞｷ ｱｶﾈ 東京 雪谷
5 臼田　木ノ実(3) ｳｽﾀﾞ ｺﾉﾐ 神奈川 横浜清陵
6 佐々木　絢(2) ｻｻｷ ｱﾔ 神奈川 横浜清陵
7 高井　舞(3) ﾀｶｲ ﾏｲ 香川 観音寺中央
8 塚本　麻衣(3) ﾂｶﾓﾄ ﾏｲ 長崎 諫早農
9 中山　紗良(2) ﾅｶﾔﾏ ｻﾗ 愛知 岡崎城西
10 梁川　瑳紀(2) ﾔﾅｶﾞﾜ ｻｷ 京都 北嵯峨
11 山賀　もも(2) ﾔﾏｶﾞ  ﾓﾓ 京都 北嵯峨
12 鎗水　直佳(1) ﾔﾘﾐｽﾞ ﾅｵｶ 京都 北稜
13 直田　羽奈(3) ｽｸﾞﾀ ﾊﾅ 京都 宮津
14 髙田　彩佳(2) ﾀｶﾀ ｱﾔｶ 愛知 岡崎城西
15 土井　愛香(3) ﾄﾞｲ ｱｲｶ 香川 観音寺一
16 富沢　恭子(1) ﾄﾐｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 群馬 前橋女子
17 清水　彩那(2) ｼﾐｽﾞ ｻﾅ 静岡 磐田農
18 安達　美空(3) ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ 茨城 下妻一
19 龍　陽愛(2) ﾘｭｳ ﾋﾖﾘ 奈良 添上
20 廣岡　玲美(2) ﾋﾛｵｶ ﾚﾐ 兵庫 明石商
21 塩田　日海(2) ｼｵﾀﾞ ﾋｳﾐ 神奈川 金井
22 安藤　はるな(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 香川 観音寺一
23 笠原　奈菜(3) ｶｻﾊﾗ ﾅﾅ 宮城 佐沼
24 鈴木　美帆(3) ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 静岡 浜松西
25 佐原　幸奈(2) ｻﾊﾗ ﾕｷﾅ 静岡 磐田農
26 江原　成美(3) ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 長野 上田東
27 板倉　七帆(3) ｲﾀｸﾗ ﾅﾎ 三重 宇治山田商
28 杉山　世梨奈(3) ｽｷﾞﾔﾏ ｾﾘﾅ 岐阜 県岐阜商
29 荒木　志帆(3) ｱﾗｷ ｼﾎ 兵庫 明石商
30 熊谷　果音(3) ｸﾏｶﾞｲ ｶﾉﾝ 千葉 国府台女学院
31 田中　伊織(2) ﾀﾅｶ ｲｵﾘ 京都 西京
32 安宅　伽織(2) ｱﾀｷﾞ ｶｵﾘ 香川 高松工芸
33 野本　怜菜(2) ﾉﾓﾄ ﾚﾅ 埼玉 不動岡
34 戸倉　未稀(3) ﾄｸﾗ ﾐｷ 静岡 磐田南
35 小林　　優布子(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ 群馬 前橋女
36 鈴木　麻名実(2) ｽﾞｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 静岡 磐田農
37 出口　瑞歩(2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 三重 宇治山田商
38 八木田　春菜(3) ﾔｷﾞﾀ ﾊﾙﾅ 静岡 清水東
39 林　奈緒(3) ﾊﾔｼ ﾅｵ 京都 北稜
40 橋本　直(1) ﾊｼﾓﾄ ｽﾅｵ 埼玉 越谷南
41 高橋　叶子(3) ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ 埼玉 草加南
42 乙津　侑加(3) ｵﾄﾂﾞ ﾕｳｶ 大分 大分工
43 和田　沙也夏(1) ﾜﾀﾞ ｻﾔｶ 埼玉 越谷南
44 東山　真悠子(2) ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾏﾕｺ 和歌山 桐蔭
45 梨本　美南海(3) ﾅｼﾓﾄ ﾐﾅﾐ 埼玉 羽生一
46 久保　愛菜(3) ｸﾎﾞ ｱｲﾅ 群馬 市立前橋
47 橋本　三緒(3) ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ 群馬 市立前橋
48 青柳　有香(2) ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳｶ 東京 雪谷
49 角田　ルアニィ(2) ﾂﾉﾀﾞ ﾙｱﾆｨ 埼玉 不動岡
50 諸田　実咲(2) ﾓﾛﾀ ﾐｻｷ 群馬 太田女
51 野志　侑希(2) ﾉｼ ﾕｳｷ 大阪 大阪桐蔭

【女子棒高跳】


