
■“日清食品カップ” 第19回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2016年11月22日時点

北海道

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

1 北海道 指導者 旭川AC 旭川AC ｱｻﾋｶﾜｴｰｼｰ 森田 直文 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾌﾐ

2 北海道 指導者 旭川AC 旭川AC ｱｻﾋｶﾜｴｰｼｰ 阿部 広嗣 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ

3 北海道 選手 旭川AC 旭川AC ｱｻﾋｶﾜｴｰｼｰ 本間 颯 ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ

4 北海道 選手 旭川AC 旭川AC ｱｻﾋｶﾜｴｰｼｰ 村田 晴飛 ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾋ

5 北海道 選手 旭川AC 旭川AC ｱｻﾋｶﾜｴｰｼｰ 黒川 遙斗 ｸﾛｶﾜ ﾊﾙﾄ

6 北海道 選手 旭川AC 旭川AC ｱｻﾋｶﾜｴｰｼｰ 金津 慶斗 ｶﾅﾂ ｹｲﾄ

7 北海道 選手 旭川AC 旭川AC ｱｻﾋｶﾜｴｰｼｰ 岩田 梨花 ｲﾜﾀ ﾘｶ

8 北海道 選手 旭川AC 旭川AC ｱｻﾋｶﾜｴｰｼｰ 小池 梓 ｺｲｹ ｱｽﾞｻ

9 北海道 選手 旭川AC 旭川AC ｱｻﾋｶﾜｴｰｼｰ 泉 桃果 ｲｽﾞﾐ ﾓﾓｶ

10 北海道 選手 旭川AC 旭川AC ｱｻﾋｶﾜｴｰｼｰ 二色 悠楽 ﾆｼｷ ﾕｳﾗ

青森

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

11 青森県 指導者 むつ陸上クラブ むつ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 成田 弘美 ﾅﾘﾀ ﾋﾛﾐ

12 青森県 指導者 むつ陸上クラブ むつ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 成田 淳子 ﾅﾘﾀ ｼﾞｭﾝｺ

13 青森県 選手 むつ陸上クラブ むつ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 石切 蓮 ｲｼｷﾘ ﾚﾝ

14 青森県 選手 むつ陸上クラブ むつ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 笹森 虎 ｻｻﾓﾘ ﾀｲｶﾞ

15 青森県 選手 むつ陸上クラブ むつ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 吉田　 亘佑 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ

16 青森県 選手 むつ陸上クラブ むつ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 下重　 海志 ｼﾓｼﾞｭｳ ｶｲｼﾞ

17 青森県 選手 むつ陸上クラブ むつ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 栁谷  夢彩 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾒｱﾘ

18 青森県 選手 むつ陸上クラブ むつ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 木村　 朱音 ｷﾑﾗ ｱｶﾈ

19 青森県 選手 むつ陸上クラブ むつ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 江畑　 心菜 ｴﾊﾞﾀ ｺｺﾅ

20 青森県 選手 むつ陸上クラブ むつ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小林　 日菜子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｺ



■“日清食品カップ” 第19回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2016年11月22日時点

岩手

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

21 岩手県 指導者 陸上塾 陸上塾 ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭｸ 照井 太郎 ﾃﾙｲ ﾀﾛｳ

22 岩手県 指導者 陸上塾 陸上塾 ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭｸ 阿部 丈二 ｱﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

23 岩手県 選手 陸上塾 陸上塾 ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭｸ 前山 海音 ﾏｴﾔﾏ ｶｲﾄ

24 岩手県 選手 陸上塾 陸上塾 ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭｸ 錦戸 昴雅 ﾆｼｷﾄﾞ ﾏｵﾔ

25 岩手県 選手 陸上塾 陸上塾 ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭｸ 鳥屋部 辰己 ﾄﾔﾍﾞ ﾀﾂｷ

26 岩手県 選手 陸上塾 陸上塾 ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭｸ 葛西 俊仁 ｶｻｲ ｼｭﾝﾄ

27 岩手県 選手 陸上塾 陸上塾 ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭｸ 田中 希歩 ﾀﾅｶ ｷﾎ

28 岩手県 選手 陸上塾 陸上塾 ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭｸ 川原 寧乃 ｶﾜﾊﾗ ﾆｲﾉ

29 岩手県 選手 陸上塾 陸上塾 ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭｸ 福田 杏理 ﾌｸﾀﾞ ｱﾝﾘ

30 岩手県 選手 陸上塾 陸上塾 ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭｸ 立花 姫星々 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｷﾗﾗ

宮城

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

31 宮城県 指導者 仙台陸上倶楽部 仙台陸上 ｾﾝﾀﾞｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 吉田 真太郎 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

32 宮城県 指導者 仙台陸上倶楽部 仙台陸上 ｾﾝﾀﾞｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 佐藤 裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ

33 宮城県 選手 仙台陸上倶楽部 仙台陸上 ｾﾝﾀﾞｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加藤 日向 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ

34 宮城県 選手 仙台陸上倶楽部 仙台陸上 ｾﾝﾀﾞｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 金原 和士 ｷﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞｼ

35 宮城県 選手 仙台陸上倶楽部 仙台陸上 ｾﾝﾀﾞｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 庭木 秀真 ﾆﾜｷ ｼｭｳﾏ

36 宮城県 選手 仙台陸上倶楽部 仙台陸上 ｾﾝﾀﾞｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加藤 檜 ｶﾄｳ ﾋﾉｷ

37 宮城県 選手 仙台陸上倶楽部 仙台陸上 ｾﾝﾀﾞｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 荒井 沙織 ｱﾗｲ ｻｵﾘ

38 宮城県 選手 仙台陸上倶楽部 仙台陸上 ｾﾝﾀﾞｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 佐々木 日向 ｻｻｷ ﾋﾅﾀ

39 宮城県 選手 仙台陸上倶楽部 仙台陸上 ｾﾝﾀﾞｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 佐藤 美智花 ｻﾄｳ ﾐﾁｶ

40 宮城県 選手 仙台陸上倶楽部 仙台陸上 ｾﾝﾀﾞｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 平塚 悠月 ﾋﾗﾂｶ ﾕﾂﾞｷ



■“日清食品カップ” 第19回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2016年11月22日時点

秋田

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

41 秋田県 指導者 秋田市ジュニア陸上競技クラブ JAC-A ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 船木 淳 ﾌﾅｷ ｼﾞｭﾝ

42 秋田県 指導者 秋田市ジュニア陸上競技クラブ JAC-A ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 保坂 麻衣 ﾎｻｶ ﾏｲ

43 秋田県 選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ JAC-A ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 小川 卓人 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾄ

44 秋田県 選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ JAC-A ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 木村 壮良 ｷﾑﾗ ｿﾗ

45 秋田県 選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ JAC-A ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 宮島 悠汰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾀ

46 秋田県 選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ JAC-A ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 高田 将弘 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

47 秋田県 選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ JAC-A ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 加藤 夢乃栗 ｶﾄｳ ﾏﾛﾝ

48 秋田県 選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ JAC-A ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 佐藤 胡春 ｻﾄｳ ｺﾊﾙ

49 秋田県 選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ JAC-A ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 小林 望迪 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾋﾗ

50 秋田県 選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ JAC-A ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 山元 結心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾖ

山形

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

51 山形県 指導者 寒河江西村山ETジュニア ETｼﾞｭﾆｱ ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 金子 茂 ｶﾈｺ ｼｹﾞﾙ

52 山形県 指導者 寒河江西村山ETジュニア ETｼﾞｭﾆｱ ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 和賀 誉 ﾜｶﾞ ﾎﾏﾚ

53 山形県 選手 寒河江西村山ETジュニア ETｼﾞｭﾆｱ ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 菊地 道登 ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ

54 山形県 選手 寒河江西村山ETジュニア ETｼﾞｭﾆｱ ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 太田 飛翔 ｵｵﾀ ﾂﾊﾞｻ

55 山形県 選手 寒河江西村山ETジュニア ETｼﾞｭﾆｱ ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 柴崎 幹也 ｼﾊﾞｻｷ ﾐｷﾔ

56 山形県 選手 寒河江西村山ETジュニア ETｼﾞｭﾆｱ ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 宗前 澄 ｿｳｾﾞﾝ ｷﾖﾄ

57 山形県 選手 寒河江西村山ETジュニア ETｼﾞｭﾆｱ ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 奥山 悠華 ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ

58 山形県 選手 寒河江西村山ETジュニア ETｼﾞｭﾆｱ ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 宇野 ひかる ｳﾉ ﾋｶﾙ

59 山形県 選手 寒河江西村山ETジュニア ETｼﾞｭﾆｱ ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 槙 香澄 ﾏｷ ｶｽﾐ

60 山形県 選手 寒河江西村山ETジュニア ETｼﾞｭﾆｱ ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 石垣 鈴海 ｲｼｶﾞｷ ｽｽﾞﾐ



■“日清食品カップ” 第19回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2016年11月22日時点

福島

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

61 福島県 指導者 善郷陸上クラブ 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ ｾﾞﾝｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 角田 智之 ﾂﾉﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

62 福島県 指導者 善郷陸上クラブ 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ ｾﾞﾝｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 安田 篤史 ﾔｽﾀ ｱﾂｼ

63 福島県 選手 善郷陸上クラブ 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ ｾﾞﾝｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 平賀 大貴 ﾋﾗｶﾞ ﾀﾞｲｷ

64 福島県 選手 善郷陸上クラブ 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ ｾﾞﾝｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 安藤 圭吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ

65 福島県 選手 善郷陸上クラブ 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ ｾﾞﾝｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 飯島 未来 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾗｲ

66 福島県 選手 善郷陸上クラブ 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ ｾﾞﾝｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 松本 樹伊 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭｲ

67 福島県 選手 善郷陸上クラブ 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ ｾﾞﾝｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 長尾 真綾 ﾅｶﾞｵ ﾏｱﾔ

68 福島県 選手 善郷陸上クラブ 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ ｾﾞﾝｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加藤 釉日 ｶﾄｳ ﾕｳﾋ

69 福島県 選手 善郷陸上クラブ 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ ｾﾞﾝｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 鈴木 美凜彩 ｽｽﾞｷ ﾐﾘｱ

70 福島県 選手 善郷陸上クラブ 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ ｾﾞﾝｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 井澤 裕佳 ｲｻﾞﾜ ﾕｳｶ

茨城

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

71 茨城県 指導者 みらいクラブ みらいｸﾗﾌﾞ ﾐﾗｲｸﾗﾌﾞ 柏崎 勝美 ｶｼﾜｻﾞｷ ｶﾂﾐ

72 茨城県 指導者 みらいクラブ みらいｸﾗﾌﾞ ﾐﾗｲｸﾗﾌﾞ 東 浩司 ﾋｶﾞｼ ｺｳｼﾞ

73 茨城県 選手 みらいクラブ みらいｸﾗﾌﾞ ﾐﾗｲｸﾗﾌﾞ 大関 風馬 ｵｵｾﾞｷ ﾌｳﾏ

74 茨城県 選手 みらいクラブ みらいｸﾗﾌﾞ ﾐﾗｲｸﾗﾌﾞ 久家 悠杜 ｸｹﾞ ﾕｳﾄ

75 茨城県 選手 みらいクラブ みらいｸﾗﾌﾞ ﾐﾗｲｸﾗﾌﾞ 東 快龍 ﾋｶﾞｼ ｶｲﾘｭｳ

76 茨城県 選手 みらいクラブ みらいｸﾗﾌﾞ ﾐﾗｲｸﾗﾌﾞ 坂本 武蔵 ｻｶﾓﾄ ﾑｻｼ

77 茨城県 選手 みらいクラブ みらいｸﾗﾌﾞ ﾐﾗｲｸﾗﾌﾞ 岡田 すみれ ｵｶﾀﾞ ｽﾐﾚ

78 茨城県 選手 みらいクラブ みらいｸﾗﾌﾞ ﾐﾗｲｸﾗﾌﾞ 谷川 夢奈 ﾀﾆｶﾜ ﾕﾅ

79 茨城県 選手 みらいクラブ みらいｸﾗﾌﾞ ﾐﾗｲｸﾗﾌﾞ 生井沢 優奈 ﾅﾏｲｻﾞﾜ ﾕﾅ

80 茨城県 選手 みらいクラブ みらいｸﾗﾌﾞ ﾐﾗｲｸﾗﾌﾞ 小沼 彩乃 ｵﾇﾏ ｱﾔﾉ



■“日清食品カップ” 第19回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2016年11月22日時点

栃木

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

81 栃木県 指導者 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 押久保 伸行 ｵｼｸﾎﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

82 栃木県 指導者 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 宮下 友美 ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓﾐ

83 栃木県 選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 鈴木 柊太 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ

84 栃木県 選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 海老原 悠生 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳｾｲ

85 栃木県 選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 布施 陽基 ﾌｾ ﾊﾙｷ

86 栃木県 選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 渡邉 愛叶 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾄ

87 栃木県 選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 藤平 さくら ﾄｳﾍｲ ｻｸﾗ

88 栃木県 選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 宮下 麗美 ﾐﾔｼﾀ ﾚｲﾐ

89 栃木県 選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 古内 心琴 ﾌﾙｳﾁ ﾐｺﾄ

90 栃木県 選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 海老原 耶々 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾔﾔ

群馬

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

91 群馬県 指導者 おおたスポーツアカデミー おおたSA ｵｵﾀｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 金子 典夫 ｶﾈｺ ﾉﾘｵ

92 群馬県 指導者 おおたスポーツアカデミー おおたSA ｵｵﾀｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 田尻 竜也 ﾀｼﾞﾘ ﾀﾂﾔ

93 群馬県 選手 おおたスポーツアカデミー おおたSA ｵｵﾀｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 岡部 健人 ｵｶﾍﾞ ｹﾝﾄ

94 群馬県 選手 おおたスポーツアカデミー おおたSA ｵｵﾀｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 村田 幸翼 ﾑﾗﾀ ｺｳｽｹ

95 群馬県 選手 おおたスポーツアカデミー おおたSA ｵｵﾀｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 島宗 良 ｼﾏﾑﾈ ﾘｮｳ

96 群馬県 選手 おおたスポーツアカデミー おおたSA ｵｵﾀｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 藤井 瑛斗 ﾌｼﾞｲ ｴｲﾄ

97 群馬県 選手 おおたスポーツアカデミー おおたSA ｵｵﾀｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 荒木 桃子 ｱﾗｷ ﾓﾓｺ

98 群馬県 選手 おおたスポーツアカデミー おおたSA ｵｵﾀｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 今 美里 ｺﾝ ﾐｻﾄ

99 群馬県 選手 おおたスポーツアカデミー おおたSA ｵｵﾀｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 中川 彩妃 ﾅｶｶﾞﾜ ｻｷ

100 群馬県 選手 おおたスポーツアカデミー おおたSA ｵｵﾀｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 小沼 柚巴 ｺﾇﾏ ﾕｽﾞﾊ



■“日清食品カップ” 第19回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2016年11月22日時点

埼玉

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

101 埼玉県 指導者 加須ジュニア陸上クラブ 加須ｼﾞｭﾆｱ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 神田 幸江 ｶﾝﾀﾞ ｻﾁｴ

102 埼玉県 指導者 加須ジュニア陸上クラブ 加須ｼﾞｭﾆｱ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 梶山 英敏 ｶｼﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ

103 埼玉県 選手 加須ジュニア陸上クラブ 加須ｼﾞｭﾆｱ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 新井 健斗 ｱﾗｲ ｹﾝﾄ

104 埼玉県 選手 加須ジュニア陸上クラブ 加須ｼﾞｭﾆｱ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 石川 郁弥 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾔ

105 埼玉県 選手 加須ジュニア陸上クラブ 加須ｼﾞｭﾆｱ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 西井戸 快 ﾆｼｲﾄﾞ ｶｲ

106 埼玉県 選手 加須ジュニア陸上クラブ 加須ｼﾞｭﾆｱ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大屋 渉悟 ｵｵﾔ ｼｮｳｺﾞ

107 埼玉県 選手 加須ジュニア陸上クラブ 加須ｼﾞｭﾆｱ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 橋本 結空 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

108 埼玉県 選手 加須ジュニア陸上クラブ 加須ｼﾞｭﾆｱ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 白井 心優 ｼﾗｲ ﾐﾕ

109 埼玉県 選手 加須ジュニア陸上クラブ 加須ｼﾞｭﾆｱ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 高橋 小雪 ﾀｶﾊｼ ｺﾕｷ

110 埼玉県 選手 加須ジュニア陸上クラブ 加須ｼﾞｭﾆｱ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 青木 歩乃瑠 ｱｵｷ ﾎﾉﾙ

千葉

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

111 千葉県 指導者 チーム柏 ﾁｰﾑ柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 本郷 哲也 ﾎﾝｺﾞｳ ﾃﾂﾔ

112 千葉県 指導者 チーム柏 ﾁｰﾑ柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 張替 武道 ﾊﾘｶﾞｴ ﾀｹﾐﾁ

113 千葉県 選手 チーム柏 ﾁｰﾑ柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 池澤 悠冬 ｲｹｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ

114 千葉県 選手 チーム柏 ﾁｰﾑ柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 小平 敦之 ｺﾀﾞｲﾗ ｱﾂﾕｷ

115 千葉県 選手 チーム柏 ﾁｰﾑ柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 小松 優輝 ｺﾏﾂ ﾕｳｷ

116 千葉県 選手 チーム柏 ﾁｰﾑ柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 正藤 貫太 ﾏｻﾄｳ ｶﾝﾀ

117 千葉県 選手 チーム柏 ﾁｰﾑ柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 武藤 由依 ﾑﾄｳ ﾕｲ

118 千葉県 選手 チーム柏 ﾁｰﾑ柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 増田 百香 ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓｶ

119 千葉県 選手 チーム柏 ﾁｰﾑ柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 北爪 理乃 ｷﾀﾂﾞﾒ ﾘﾉ

120 千葉県 選手 チーム柏 ﾁｰﾑ柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 大和久 梨帆 ｵｵﾜｸ ﾘﾎ
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東京

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

121 東京都 指導者 清新JAC ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ 畠中 康生 ﾊﾀﾅｶ ﾔｽｵ

122 東京都 指導者 清新JAC ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ 黒田 岳志 ｸﾛﾀﾞ ﾀｹｼ

123 東京都 選手 清新JAC ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ 木村 凛太朗 ｷﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ

124 東京都 選手 清新JAC ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ 岩原 浩誠 ｲﾜﾊﾗ ｺｳｾｲ

125 東京都 選手 清新JAC ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ 本間 創 ﾎﾝﾏ ｿｳ

126 東京都 選手 清新JAC ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ 井上 湧有 ｲﾉｳｴ ﾕｳ

127 東京都 選手 清新JAC ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ 磯野 友希 ｲｿﾉ ﾕｷ

128 東京都 選手 清新JAC ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ 小俣 和 ｵﾏﾀ ﾋﾖﾘ

129 東京都 選手 清新JAC ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ 池田 悠音 ｲｹﾀﾞ ﾁｾﾉ

130 東京都 選手 清新JAC ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ 秋葉 乃菜 ｱｷﾊﾞ ﾉﾅ

神奈川

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

131 神奈川県 指導者 横須賀陸上リトルスクール 横須賀ﾘﾄﾙ ﾖｺｽｶﾘｸｼﾞｮｳﾘﾄﾙｽｸｰﾙ 井藤 岳夫 ｲﾄｳ ﾀｹｵ

132 神奈川県 指導者 横須賀陸上リトルスクール 横須賀ﾘﾄﾙ ﾖｺｽｶﾘｸｼﾞｮｳﾘﾄﾙｽｸｰﾙ 堀 静香 ﾎﾘ ｼｽﾞｶ

133 神奈川県 選手 横須賀陸上リトルスクール 横須賀ﾘﾄﾙ ﾖｺｽｶﾘｸｼﾞｮｳﾘﾄﾙｽｸｰﾙ 大山 純平 ｵｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

134 神奈川県 選手 横須賀陸上リトルスクール 横須賀ﾘﾄﾙ ﾖｺｽｶﾘｸｼﾞｮｳﾘﾄﾙｽｸｰﾙ 峰 龍太郎 ﾐﾈ ﾘｭｳﾀﾛｳ

135 神奈川県 選手 横須賀陸上リトルスクール 横須賀ﾘﾄﾙ ﾖｺｽｶﾘｸｼﾞｮｳﾘﾄﾙｽｸｰﾙ 本田 壮大 ﾎﾝﾀﾞ ｿｳﾀ

136 神奈川県 選手 横須賀陸上リトルスクール 横須賀ﾘﾄﾙ ﾖｺｽｶﾘｸｼﾞｮｳﾘﾄﾙｽｸｰﾙ 千葉 和寿 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾋｻ

137 神奈川県 選手 横須賀陸上リトルスクール 横須賀ﾘﾄﾙ ﾖｺｽｶﾘｸｼﾞｮｳﾘﾄﾙｽｸｰﾙ 鶴田 若菜 ﾂﾙﾀ ﾜｶﾅ

138 神奈川県 選手 横須賀陸上リトルスクール 横須賀ﾘﾄﾙ ﾖｺｽｶﾘｸｼﾞｮｳﾘﾄﾙｽｸｰﾙ 西川 愛里 ﾆｼｶﾜ ｱｲﾘ

139 神奈川県 選手 横須賀陸上リトルスクール 横須賀ﾘﾄﾙ ﾖｺｽｶﾘｸｼﾞｮｳﾘﾄﾙｽｸｰﾙ 佐藤 結郁 ｻﾄｳ ﾕｲ

140 神奈川県 選手 横須賀陸上リトルスクール 横須賀ﾘﾄﾙ ﾖｺｽｶﾘｸｼﾞｮｳﾘﾄﾙｽｸｰﾙ 伊藤 心那 ｲﾄｳ ｺｺﾅ
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山梨

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

141 山梨県 指導者 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加藤 清貴 ｶﾄｳ ｷﾖﾀｶ

142 山梨県 指導者 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加藤 すみゑ ｶﾄｳ ｽﾐｴ

143 山梨県 選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 内堀 柊 ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭｳ

144 山梨県 選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 向山 汐音 ﾑｺｳﾔﾏ ｼｵﾝ

145 山梨県 選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 石原 颯太 ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ

146 山梨県 選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 内堀 勇 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｳ

147 山梨県 選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 萩原 美優 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾕ

148 山梨県 選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小林 己恭 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ

149 山梨県 選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 橘山 莉乃 ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ

150 山梨県 選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小池 琉南 ｺｲｹ ﾙﾅ

新潟

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

151 新潟県 指導者 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 瀧澤 慶太 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲﾀ

152 新潟県 指導者 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 浮島 一隆 ｳｷｼﾏ ｶｽﾞﾀｶ

153 新潟県 選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 井ノ川 純平 ｲﾉｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

154 新潟県 選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 片桐 貫太 ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ

155 新潟県 選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 佐藤 めだる ｻﾄｳ ﾒﾀﾞﾙ

156 新潟県 選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 富井 大 ﾄﾐｲ ﾀﾞｲ

157 新潟県 選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 村山 愛美沙 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾐｻ

158 新潟県 選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 遠田 鈴 ﾄｵﾀﾞ ｽｽﾞ

159 新潟県 選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 丸山 弥鈴 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽｽﾞ

160 新潟県 選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 児玉 華歩 ｺﾀﾞﾏ ｶﾎ
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富山

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

161 富山県 指導者 婦中ジュニアA.C. 婦中ｼﾞｭﾆｱ ﾌﾁｭｳｼﾞｭﾆｱ ｴｰｼｰ 中林 隆典 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ

162 富山県 指導者 婦中ジュニアA.C. 婦中ｼﾞｭﾆｱ ﾌﾁｭｳｼﾞｭﾆｱ ｴｰｼｰ 伊藤 靖 ｲﾄｳ ﾔｽｼ

163 富山県 選手 婦中ジュニアA.C. 婦中ｼﾞｭﾆｱ ﾌﾁｭｳｼﾞｭﾆｱ ｴｰｼｰ 鍋島 一星 ﾅﾍﾞｼﾏ ｲｯｾｲ

164 富山県 選手 婦中ジュニアA.C. 婦中ｼﾞｭﾆｱ ﾌﾁｭｳｼﾞｭﾆｱ ｴｰｼｰ 坂野 友哉 ｻｶﾉ ﾕｳﾔ

165 富山県 選手 婦中ジュニアA.C. 婦中ｼﾞｭﾆｱ ﾌﾁｭｳｼﾞｭﾆｱ ｴｰｼｰ 大西 史太郎 ｵｵﾆｼ ﾌﾐﾀﾛｳ

166 富山県 選手 婦中ジュニアA.C. 婦中ｼﾞｭﾆｱ ﾌﾁｭｳｼﾞｭﾆｱ ｴｰｼｰ 松本 大飛 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲﾄ

167 富山県 選手 婦中ジュニアA.C. 婦中ｼﾞｭﾆｱ ﾌﾁｭｳｼﾞｭﾆｱ ｴｰｼｰ 阿部 楓愛 ｱﾍﾞ ｶﾉﾝ

168 富山県 選手 婦中ジュニアA.C. 婦中ｼﾞｭﾆｱ ﾌﾁｭｳｼﾞｭﾆｱ ｴｰｼｰ 斉藤 鈴菜 ｻｲﾄｳ ｽｽﾞﾅ

169 富山県 選手 婦中ジュニアA.C. 婦中ｼﾞｭﾆｱ ﾌﾁｭｳｼﾞｭﾆｱ ｴｰｼｰ 谷 純花 ﾀﾆ ｽﾐｶ

170 富山県 選手 婦中ジュニアA.C. 婦中ｼﾞｭﾆｱ ﾌﾁｭｳｼﾞｭﾆｱ ｴｰｼｰ 大井 七菜子 ｵｵｲ ﾅﾅｺ

石川

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

171 石川県 指導者 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 倉田 利一 ｸﾗﾀ ﾄｼｶｽﾞ

172 石川県 指導者 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 遠藤 敏也 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ

173 石川県 選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 松野 陸 ﾏﾂﾉ ﾘｸ

174 石川県 選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 盛本　 玲央 ﾓﾘﾓﾄ ﾚｵ

175 石川県 選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 宮本　 祥吾 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ

176 石川県 選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 新野　 琉壱 ｱﾗﾉ ﾙｲ

177 石川県 選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 垣田　　 愛 ｶｷﾀﾞ ｱｲ

178 石川県 選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 西住　 早織 ﾆｼｽﾞﾐ ｻｵﾘ

179 石川県 選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 新野　 莉璃 ｱﾗﾉ ﾘﾘ

180 石川県 選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 西住　 萌 ﾆｼｽﾞﾐ ﾓｴ
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福井

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

181 福井県 指導者 敦賀ジュニア陸上クラブ 敦賀Jr. ﾂﾙｶﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 村田 正行 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾕｷ

182 福井県 指導者 敦賀ジュニア陸上クラブ 敦賀Jr. ﾂﾙｶﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 薮上 清和 ﾔﾌﾞｶﾐ ｷﾖｶｽﾞ

183 福井県 選手 敦賀ジュニア陸上クラブ 敦賀Jr. ﾂﾙｶﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 森 稜真 ﾓﾘ ﾘｮｳﾏ

184 福井県 選手 敦賀ジュニア陸上クラブ 敦賀Jr. ﾂﾙｶﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 吉澤 亮哉 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ

185 福井県 選手 敦賀ジュニア陸上クラブ 敦賀Jr. ﾂﾙｶﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 古田 陽 ﾌﾙﾀ ﾊﾙ

186 福井県 選手 敦賀ジュニア陸上クラブ 敦賀Jr. ﾂﾙｶﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大同 陸斗 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾘｸﾄ

187 福井県 選手 敦賀ジュニア陸上クラブ 敦賀Jr. ﾂﾙｶﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 清水 えり子 ｼﾐｽﾞ ｴﾘｺ

188 福井県 選手 敦賀ジュニア陸上クラブ 敦賀Jr. ﾂﾙｶﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 深町 美翔 ﾌｶﾏﾁ ﾐｶ

189 福井県 選手 敦賀ジュニア陸上クラブ 敦賀Jr. ﾂﾙｶﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 原田 桃羽 ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾊ

190 福井県 選手 敦賀ジュニア陸上クラブ 敦賀Jr. ﾂﾙｶﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 堀田 友碧 ﾎﾘﾀ ﾕｱ

長野

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

191 長野県 指導者 川中島ジュニアランニングクラブ 川中島JRC ｶﾜﾅｶｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 竹内 万祐 ﾀｹｳﾁ ﾏﾝｽｹ

192 長野県 指導者 川中島ジュニアランニングクラブ 川中島JRC ｶﾜﾅｶｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小田切 将真 ｵﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾏ

193 長野県 選手 川中島ジュニアランニングクラブ 川中島JRC ｶﾜﾅｶｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 近藤 寛康 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔｽ

194 長野県 選手 川中島ジュニアランニングクラブ 川中島JRC ｶﾜﾅｶｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 吉岡 大翔 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ

195 長野県 選手 川中島ジュニアランニングクラブ 川中島JRC ｶﾜﾅｶｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 飯島 千太郎 ｲｲｼﾞﾏ ｾﾝﾀﾛｳ

196 長野県 選手 川中島ジュニアランニングクラブ 川中島JRC ｶﾜﾅｶｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 永原 颯磨 ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ

197 長野県 選手 川中島ジュニアランニングクラブ 川中島JRC ｶﾜﾅｶｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 北沢 凜夏 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ

198 長野県 選手 川中島ジュニアランニングクラブ 川中島JRC ｶﾜﾅｶｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 高山 史歩 ﾀｶﾔﾏ ｼﾎ

199 長野県 選手 川中島ジュニアランニングクラブ 川中島JRC ｶﾜﾅｶｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 宮川 桃花 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾓﾓｶ

200 長野県 選手 川中島ジュニアランニングクラブ 川中島JRC ｶﾜﾅｶｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 淀 果南実 ﾖﾄﾞ ｶﾅﾐ



■“日清食品カップ” 第19回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2016年11月22日時点

静岡

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

201 静岡県 指導者 FUJI Runners Club FUJI R.C ﾌｼﾞ ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｸﾗﾌﾞ 藤巻　 耕太 ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳﾀ

202 静岡県 指導者 FUJI Runners Club FUJI R.C ﾌｼﾞ ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｸﾗﾌﾞ 藤巻　 優美 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕﾐ

203 静岡県 選手 FUJI Runners Club FUJI R.C ﾌｼﾞ ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｸﾗﾌﾞ 藍川 颯太 ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ

204 静岡県 選手 FUJI Runners Club FUJI R.C ﾌｼﾞ ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｸﾗﾌﾞ 堺 南斗 ｻｶｲ ﾐﾅﾄ

205 静岡県 選手 FUJI Runners Club FUJI R.C ﾌｼﾞ ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｸﾗﾌﾞ 高田 雅也 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ

206 静岡県 選手 FUJI Runners Club FUJI R.C ﾌｼﾞ ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｸﾗﾌﾞ 高田 泰成 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ

207 静岡県 選手 FUJI Runners Club FUJI R.C ﾌｼﾞ ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｸﾗﾌﾞ 清水 花怜 ｼﾐｽﾞ ｶﾚﾝ

208 静岡県 選手 FUJI Runners Club FUJI R.C ﾌｼﾞ ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｸﾗﾌﾞ 柴田 雛々 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾅﾅ

209 静岡県 選手 FUJI Runners Club FUJI R.C ﾌｼﾞ ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｸﾗﾌﾞ 大淵 優奈 ｵｵﾌﾁ ﾕｳﾅ

210 静岡県 選手 FUJI Runners Club FUJI R.C ﾌｼﾞ ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｸﾗﾌﾞ 田中 海優 ﾀﾅｶ ｳﾙ

愛知

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

211 愛知県 指導者 豊橋陸上クラブ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 夏目 輝久 ﾅﾂﾒ ﾃﾙﾋｻ

212 愛知県 指導者 豊橋陸上クラブ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 松山 憲一 ﾏﾂﾔﾏ ｹﾝｲﾁ

213 愛知県 選手 豊橋陸上クラブ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 植村 龍一 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ

214 愛知県 選手 豊橋陸上クラブ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 浦野 成流 ｳﾗﾉ ﾅｲﾙ

215 愛知県 選手 豊橋陸上クラブ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 竹内 翔 ﾀｹｳﾁ ｶｹﾙ

216 愛知県 選手 豊橋陸上クラブ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 夏目 拓 ﾅﾂﾒ ﾀｽｸ

217 愛知県 選手 豊橋陸上クラブ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大場 琴華 ｵｵﾊﾞ ｺﾄｶ

218 愛知県 選手 豊橋陸上クラブ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 山田 菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ

219 愛知県 選手 豊橋陸上クラブ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小原 すずか ｵﾊﾗ ｽｽﾞｶ

220 愛知県 選手 豊橋陸上クラブ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小酒井 結菜 ｺｻｶｲ ﾕﾅ



■“日清食品カップ” 第19回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2016年11月22日時点

岐阜

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

221 岐阜県 指導者 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 伏谷 美香 ﾌｼﾀﾆ ﾐｶ

222 岐阜県 指導者 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 松本 幸靖 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾔｽ

223 岐阜県 選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 日比野 陸 ﾋﾋﾞﾉ ﾘｸ

224 岐阜県 選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小山 大和 ｺﾔﾏ ﾔﾏﾄ

225 岐阜県 選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 新田 涼晴 ｱﾗﾀ ﾘｮｳｾｲ

226 岐阜県 選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 大野 拓真 ｵｵﾉ ﾀｸﾏ

227 岐阜県 選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 瀬木 彩花 ｾｷﾞ ｱﾔｶ

228 岐阜県 選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 大窪 菜緒 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵ

229 岐阜県 選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 坂上 瑠渚 ｻｶｶﾞﾐ ﾙﾅ

230 岐阜県 選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 中根 まなみ ﾅｶﾈ ﾏﾅﾐ

三重

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

231 三重県 指導者 川越陸上少年団 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼｮｳ ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山下 健次 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ

232 三重県 指導者 川越陸上少年団 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼｮｳ ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 安藤 昌紀 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ

233 三重県 選手 川越陸上少年団 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼｮｳ ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 加世堂 懸 ｶｾﾄﾞｳ ｶｹﾙ

234 三重県 選手 川越陸上少年団 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼｮｳ ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 中谷 拓海 ﾅｶﾀﾆ ﾀｸﾐ

235 三重県 選手 川越陸上少年団 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼｮｳ ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 松田 紘宜 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ

236 三重県 選手 川越陸上少年団 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼｮｳ ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 生川 将 ﾅﾙｶﾜ ｼｮｳ

237 三重県 選手 川越陸上少年団 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼｮｳ ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 渡邉 耀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷ

238 三重県 選手 川越陸上少年団 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼｮｳ ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 小畑 文乃 ｵﾊﾞﾀ ｱﾔﾉ

239 三重県 選手 川越陸上少年団 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼｮｳ ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 西村 楓花 ﾆｼﾑﾗ ﾌｳｶ

240 三重県 選手 川越陸上少年団 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼｮｳ ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 松野 心春 ﾏﾂﾉ ｺﾊﾙ



■“日清食品カップ” 第19回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2016年11月22日時点

滋賀

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

241 滋賀県 指導者 守山陸上教室 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 掛谷 亨 ｶｹﾔ ﾄｵﾙ

242 滋賀県 指導者 守山陸上教室 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 渡邉 共則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ

243 滋賀県 選手 守山陸上教室 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 小林　 俊輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ

244 滋賀県 選手 守山陸上教室 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 船津 匡斗 ﾌﾅﾂ ﾏｻﾄ

245 滋賀県 選手 守山陸上教室 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 鷺　 健人 ｻｷﾞ ｹﾝﾄ

246 滋賀県 選手 守山陸上教室 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 藤川　 拓己 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾐ

247 滋賀県 選手 守山陸上教室 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 高木　 明里 ﾀｶｷﾞ ｱﾘ

248 滋賀県 選手 守山陸上教室 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 田中　 寧音 ﾀﾅｶ ﾈﾈ

249 滋賀県 選手 守山陸上教室 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 水野　 佑香 ﾐｽﾞﾉ ﾕｶ

250 滋賀県 選手 守山陸上教室 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 村山　 祐季 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｷ

京都

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

251 京都府 指導者 桂徳クラブ 桂徳ｸﾗﾌﾞ ｹｲﾄｸ ｸﾗﾌﾞ 海原 洋 ｶｲﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ

252 京都府 指導者 桂徳クラブ 桂徳ｸﾗﾌﾞ ｹｲﾄｸ ｸﾗﾌﾞ 林 正晴 ﾊﾔｼ ﾏｻﾊﾙ

253 京都府 選手 桂徳クラブ 桂徳ｸﾗﾌﾞ ｹｲﾄｸ ｸﾗﾌﾞ 髙木 隆誠 ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳｾｲ

254 京都府 選手 桂徳クラブ 桂徳ｸﾗﾌﾞ ｹｲﾄｸ ｸﾗﾌﾞ 宮村 友也 ﾐﾔﾑﾗ ﾄﾓﾔ

255 京都府 選手 桂徳クラブ 桂徳ｸﾗﾌﾞ ｹｲﾄｸ ｸﾗﾌﾞ 森田 えん ﾓﾘﾀ ｴﾝ

256 京都府 選手 桂徳クラブ 桂徳ｸﾗﾌﾞ ｹｲﾄｸ ｸﾗﾌﾞ 仮屋﨑 湧 ｶﾘﾔｻﾞｷ ﾕｳ

257 京都府 選手 桂徳クラブ 桂徳ｸﾗﾌﾞ ｹｲﾄｸ ｸﾗﾌﾞ 山本 菜々香 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅｶ

258 京都府 選手 桂徳クラブ 桂徳ｸﾗﾌﾞ ｹｲﾄｸ ｸﾗﾌﾞ 鍋倉 夢乃 ﾅﾍﾞｸﾗ ﾕﾒﾉ

259 京都府 選手 桂徳クラブ 桂徳ｸﾗﾌﾞ ｹｲﾄｸ ｸﾗﾌﾞ 佐野 桃香 ｻﾉ ﾓﾓｶ

260 京都府 選手 桂徳クラブ 桂徳ｸﾗﾌﾞ ｹｲﾄｸ ｸﾗﾌﾞ 鹿谷 凛 ｼｶﾀﾆ ﾘﾝ
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大阪①

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

261 大阪府 指導者 交野スポルトランナーズクラブ 交野K.S.R.C. ｶﾀﾉ ｽﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 玉村 憲男 ﾀﾏﾑﾗ ﾉﾘｵ

262 大阪府 指導者 交野スポルトランナーズクラブ 交野K.S.R.C. ｶﾀﾉ ｽﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 雲川 啓司 ｸﾓｶﾜ ｹｲｼﾞ

263 大阪府 選手 交野スポルトランナーズクラブ 交野K.S.R.C. ｶﾀﾉ ｽﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 大内　 陽仁 ｵｵｳﾁ ﾊﾙﾄ

264 大阪府 選手 交野スポルトランナーズクラブ 交野K.S.R.C. ｶﾀﾉ ｽﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 中原 永輝 ﾅｶﾊﾗ ﾄｷ

265 大阪府 選手 交野スポルトランナーズクラブ 交野K.S.R.C. ｶﾀﾉ ｽﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 木村　 治希 ｷﾑﾗ ﾊﾙｷ

266 大阪府 選手 交野スポルトランナーズクラブ 交野K.S.R.C. ｶﾀﾉ ｽﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 繁冨　 大貴 ｼｹﾞﾄﾐ ﾀﾞｲｷ

267 大阪府 選手 交野スポルトランナーズクラブ 交野K.S.R.C. ｶﾀﾉ ｽﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 薮谷　 奈瑠 ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾅﾙ

268 大阪府 選手 交野スポルトランナーズクラブ 交野K.S.R.C. ｶﾀﾉ ｽﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 川瀬　 由佳乃 ｶﾜｾ ﾕｶﾉ

269 大阪府 選手 交野スポルトランナーズクラブ 交野K.S.R.C. ｶﾀﾉ ｽﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 西川　 流世 ﾆｼｶﾜ ﾘｾ

270 大阪府 選手 交野スポルトランナーズクラブ 交野K.S.R.C. ｶﾀﾉ ｽﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 田上 美月 ﾀﾉｳｴ ﾐﾂﾞｷ

兵庫

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

271 兵庫県 指導者 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 多田 良隆 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

272 兵庫県 指導者 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 髙井 達矢 ﾀｶｲ ﾀﾂﾔ

273 兵庫県 選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 萬矢 和寿 ﾏﾝﾔ ｶｽﾞﾄｼ

274 兵庫県 選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 藤原 直己 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ

275 兵庫県 選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 石堂 陽斗 ｲｼﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

276 兵庫県 選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 三木 浩輔 ﾐｷ ｺｳｽｹ

277 兵庫県 選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 加藤 冬羽 ｶﾄｳ ﾄﾜ

278 兵庫県 選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 井澤 奈甫 ｲｻﾞﾜ ﾅﾎ

279 兵庫県 選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 田村 優芽 ﾀﾑﾗ ﾕﾒ

280 兵庫県 選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岡井 夏凜 ｵｶｲ ｶﾘﾝ



■“日清食品カップ” 第19回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2016年11月22日時点

奈良

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

281 奈良県 指導者 三碓陸上クラブ 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 岡田 孝夫 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｵ

282 奈良県 指導者 三碓陸上クラブ 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 江島 英宏 ｴｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ

283 奈良県 選手 三碓陸上クラブ 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 嘉味本 謙信 ｶﾐﾓﾄ ｹﾝｼﾝ

284 奈良県 選手 三碓陸上クラブ 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加藤 颯汰 ｶﾄｳ ｿｳﾀ

285 奈良県 選手 三碓陸上クラブ 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大門 晃士 ﾀﾞｲﾓﾝ ｱｷﾄ

286 奈良県 選手 三碓陸上クラブ 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 吉田 惟人 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾄ

287 奈良県 選手 三碓陸上クラブ 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 松田 菜々花 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅｶ

288 奈良県 選手 三碓陸上クラブ 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 越水　 なつみ ｺｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ

289 奈良県 選手 三碓陸上クラブ 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 中西 莉央 ﾅｶﾆｼ ﾘｵ

290 奈良県 選手 三碓陸上クラブ 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 松田 万穂 ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾎ

和歌山

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

291 和歌山県 指導者 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 新井 和生 ｱﾗｲ ｶｽﾞｵ

292 和歌山県 指導者 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 城本 尚人 ｼﾛﾓﾄ ﾅｵﾄ

293 和歌山県 選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 鹿嶋 哲稔 ｶｼﾏ ｻﾄｼ

294 和歌山県 選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 三栖 滉介 ﾐｽ ｺｳｽｹ

295 和歌山県 選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 川下 隼弥 ｶﾜｼﾀ ﾄｼﾔ

296 和歌山県 選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 井関 翔真 ｲｾｷ ｼｮｳﾏ

297 和歌山県 選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 渕川 桃未 ﾌﾁｶﾜ ﾓﾓﾐ

298 和歌山県 選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 服部 真依 ﾊｯﾄﾘ ﾏｲ

299 和歌山県 選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 菱山 愛里 ﾋｼﾔﾏ ｱｲﾘ

300 和歌山県 選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 辻之内 玲華 ﾂｼﾞﾉｳｲﾁ ﾚｲｶ



■“日清食品カップ” 第19回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2016年11月22日時点

鳥取

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

301 鳥取県 指導者 KY鳥取 KY鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ 佐々木 義和 ｻｻｷ ﾖｼｶﾞｽ

302 鳥取県 指導者 KY鳥取 KY鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ 加嶋 宏美 ｶｼﾏ ﾋﾛﾐ

303 鳥取県 選手 KY鳥取 KY鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ 小林 蒼空 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ

304 鳥取県 選手 KY鳥取 KY鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ 渡辺 陽翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ

305 鳥取県 選手 KY鳥取 KY鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ 谷 和輝 ﾀﾆ ｶｽﾞｷ

306 鳥取県 選手 KY鳥取 KY鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ 東田 大輝 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｲｷ

307 鳥取県 選手 KY鳥取 KY鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ 石田 瑞歩 ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ

308 鳥取県 選手 KY鳥取 KY鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ 米田 菜々子 ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾅｺ

309 鳥取県 選手 KY鳥取 KY鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ 下田 愛音 ｼﾓﾀﾞ ｱｲﾈ

310 鳥取県 選手 KY鳥取 KY鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ 土橋 日菜子 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ

島根

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

311 島根県 指導者 邑智J.T.S 邑智J.T.S ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 森脇 将洋 ﾓﾘﾜｷ ﾏｻﾋﾛ

312 島根県 指導者 邑智J.T.S 邑智J.T.S ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 金子 正志 ｶﾈｺ ﾏｻｼ

313 島根県 選手 邑智J.T.S 邑智J.T.S ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 新井 伊織 ﾆｲ ｲｵﾘ

314 島根県 選手 邑智J.T.S 邑智J.T.S ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 新井 裕太 ﾆｲ ﾕｳﾀ

315 島根県 選手 邑智J.T.S 邑智J.T.S ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 中村 陸門 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ

316 島根県 選手 邑智J.T.S 邑智J.T.S ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 塚田 楓也 ﾂｶﾀﾞ ﾌｳﾔ

317 島根県 選手 邑智J.T.S 邑智J.T.S ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 日高 知伽 ﾋﾀﾞｶ ﾁｶ

318 島根県 選手 邑智J.T.S 邑智J.T.S ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 日野山 咲希 ﾋﾉﾔﾏ ｻｷ

319 島根県 選手 邑智J.T.S 邑智J.T.S ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 金子 継 ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ

320 島根県 選手 邑智J.T.S 邑智J.T.S ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 名原 かのん ﾅﾊﾞﾗ ｶﾉﾝ



■“日清食品カップ” 第19回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2016年11月22日時点

岡山

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

321 岡山県 指導者 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 井村 英治 ｲﾑﾗ ｴｲｼﾞ

322 岡山県 指導者 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岡野 里美 ｵｶﾉ ｻﾄﾐ

323 岡山県 選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 大西 柊太朗 ｵｵﾆｼ ｼｭｳﾀﾛｳ

324 岡山県 選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 嘉良戸 翔太 ｶﾗﾄ ｼｮｳﾀ

325 岡山県 選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 中野 裕心 ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾝ

326 岡山県 選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 八百原 隼大 ﾔｵﾊﾗ ﾊﾔﾄ

327 岡山県 選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 山本 笑莉 ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺﾘ

328 岡山県 選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 三宅 波菜 ﾐﾔｹ ﾊﾝﾅ

329 岡山県 選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 高柿 陽菜 ﾀｶｶﾞｷ ﾋﾅ

330 岡山県 選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 那須 希 ﾅｽ ﾉｿﾞﾐ

広島

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

331 広島県 指導者 東広島TFC 東広島TFC ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 矢野 晃 ﾔﾉ ｱｷﾗ

332 広島県 指導者 東広島TFC 東広島TFC ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 新川 綾香 ｼﾝｶﾜ ｱﾔｶ

333 広島県 選手 東広島TFC 東広島TFC ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 和田 虎星 ﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ

334 広島県 選手 東広島TFC 東広島TFC ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 中田 透羽 ﾅｶﾀ ﾄﾜ

335 広島県 選手 東広島TFC 東広島TFC ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 樋熊 海斗 ﾋｸﾞﾏ ｶｲﾄ

336 広島県 選手 東広島TFC 東広島TFC ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 宮田 孝輝 ﾐﾔﾀ ｺｳｷ

337 広島県 選手 東広島TFC 東広島TFC ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 石原　 優衣子 ｲｼﾊﾗ ﾕｲｺ

338 広島県 選手 東広島TFC 東広島TFC ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 河野 さやな ｺｳﾉ ｻﾔﾅ

339 広島県 選手 東広島TFC 東広島TFC ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 藤田 実優 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ

340 広島県 選手 東広島TFC 東広島TFC ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 小畠 芽 ｺﾊﾞﾀ ﾒｲ
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山口

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

341 山口県 指導者 山口FSLスポーツ少年団 山口FSLｽﾎﾟ少 ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 松本 伸治 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

342 山口県 指導者 山口FSLスポーツ少年団 山口FSLｽﾎﾟ少 ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山村 清 ﾔﾏﾑﾗ ｷﾖｼ

343 山口県 選手 山口FSLスポーツ少年団 山口FSLｽﾎﾟ少 ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山村 和輝 ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞｷ

344 山口県 選手 山口FSLスポーツ少年団 山口FSLｽﾎﾟ少 ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 後藤 康彦 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾋｺ

345 山口県 選手 山口FSLスポーツ少年団 山口FSLｽﾎﾟ少 ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 藤野 雄大 ﾌｼﾞﾉ ﾕｳﾀ

346 山口県 選手 山口FSLスポーツ少年団 山口FSLｽﾎﾟ少 ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 平田 明咲日 ﾋﾗﾀ ｱｻﾋ

347 山口県 選手 山口FSLスポーツ少年団 山口FSLｽﾎﾟ少 ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 後藤 鞠奈 ｺﾞﾄｳ ﾏﾘﾅ

348 山口県 選手 山口FSLスポーツ少年団 山口FSLｽﾎﾟ少 ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 大森 心花 ｵｵﾓﾘ ｺﾊﾅ

349 山口県 選手 山口FSLスポーツ少年団 山口FSLｽﾎﾟ少 ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 熊野 かがり ｸﾏﾉ ｶｶﾞﾘ

350 山口県 選手 山口FSLスポーツ少年団 山口FSLｽﾎﾟ少 ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 中野 愛菜 ﾅｶﾉ ﾏﾅ

徳島

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

351 徳島県 指導者 阿南RC 阿南RC ｱﾅﾝRC 山崎 秀行 ﾔﾏｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ

352 徳島県 指導者 阿南RC 阿南RC ｱﾅﾝRC 児島 雅樹 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｷ

353 徳島県 選手 阿南RC 阿南RC ｱﾅﾝRC 児島 雄一郎 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ

354 徳島県 選手 阿南RC 阿南RC ｱﾅﾝRC 浅野 俊亮 ｱｻﾉ ｼｭﾝｽｹ

355 徳島県 選手 阿南RC 阿南RC ｱﾅﾝRC 折野 光大 ｵﾘﾉ ｺｳｷ

356 徳島県 選手 阿南RC 阿南RC ｱﾅﾝRC 出葉 滉一朗 ﾃﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ

357 徳島県 選手 阿南RC 阿南RC ｱﾅﾝRC 西内 碧莉 ﾆｼｳﾁ ｱｵﾘ

358 徳島県 選手 阿南RC 阿南RC ｱﾅﾝRC 井上 桜 ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ

359 徳島県 選手 阿南RC 阿南RC ｱﾅﾝRC 折野 心々 ｵﾘﾉ ｺｺ

360 徳島県 選手 阿南RC 阿南RC ｱﾅﾝRC 山本 さくら ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ



■“日清食品カップ” 第19回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2016年11月22日時点

香川

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

361 香川県 指導者 香川レーシングチームジュニア ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞ ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 梶原 久美子 ｶｼﾞﾊﾗ ｸﾐｺ

362 香川県 指導者 香川レーシングチームジュニア ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞ ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 石井 裕基 ｲｼｲ ﾕｳｷ

363 香川県 選手 香川レーシングチームジュニア ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞ ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 柳生 琥珀 ﾔｷﾞｭｳ ｺﾊｸ

364 香川県 選手 香川レーシングチームジュニア ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞ ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 畑 太陽 ﾊﾀ ﾀﾞｲﾔ

365 香川県 選手 香川レーシングチームジュニア ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞ ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 辻 海斗 ﾂｼﾞ ｶｲﾄ

366 香川県 選手 香川レーシングチームジュニア ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞ ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 柳瀬 宏志郎 ﾔﾅｷﾞｾ ｺｳｼﾛｳ

367 香川県 選手 香川レーシングチームジュニア ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞ ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 田井 彩晴 ﾀｲ ｲﾛﾊ

368 香川県 選手 香川レーシングチームジュニア ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞ ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 塩谷 美羽 ｼｵﾀﾆ ﾐｳ

369 香川県 選手 香川レーシングチームジュニア ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞ ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 細谷 瑞帆 ﾎｿﾀﾆ ﾐｽﾞﾎ

370 香川県 選手 香川レーシングチームジュニア ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞ ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 長尾 藍 ﾅｶﾞｵ ｱｲ

愛媛

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

371 愛媛県 指導者 宇和島T&F 宇和島T&F ｳﾜｼﾞﾏﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 野本 征 ﾉﾓﾄ ｾｲ

372 愛媛県 指導者 宇和島T&F 宇和島T&F ｳﾜｼﾞﾏﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 兵頭 俊輔 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ

373 愛媛県 選手 宇和島T&F 宇和島T&F ｳﾜｼﾞﾏﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 佐々木 琉夢 ｻｻｷ ﾘｭｳﾑ

374 愛媛県 選手 宇和島T&F 宇和島T&F ｳﾜｼﾞﾏﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 土廣 凜音 ﾂﾁﾋﾛ ﾘｵﾝ

375 愛媛県 選手 宇和島T&F 宇和島T&F ｳﾜｼﾞﾏﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 山本 一葵 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ

376 愛媛県 選手 宇和島T&F 宇和島T&F ｳﾜｼﾞﾏﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 有馬 桜叶 ｱﾘﾏ ｻｸﾄ

377 愛媛県 選手 宇和島T&F 宇和島T&F ｳﾜｼﾞﾏﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 山本 瑚々 ﾔﾏﾓﾄ ｺｺ

378 愛媛県 選手 宇和島T&F 宇和島T&F ｳﾜｼﾞﾏﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 秋山 莉子 ｱｷﾔﾏ ﾘｺ

379 愛媛県 選手 宇和島T&F 宇和島T&F ｳﾜｼﾞﾏﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 東 晴七 ｱｽﾞﾏ ﾊﾅ

380 愛媛県 選手 宇和島T&F 宇和島T&F ｳﾜｼﾞﾏﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 大野 日向 ｵｵﾉ ﾋﾅﾀ
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高知

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

381 高知県 指導者 夜須JSC 夜須JSC ﾔｽｼﾞｪｲｴｽｼｰ 小松 公雅 ｺﾏﾂ ｷﾐﾏｻ

382 高知県 指導者 夜須JSC 夜須JSC ﾔｽｼﾞｪｲｴｽｼｰ 小松 大悟 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｺﾞ

383 高知県 選手 夜須JSC 夜須JSC ﾔｽｼﾞｪｲｴｽｼｰ 有澤 健太 ｱﾘｻﾜ ｹﾝﾀ

384 高知県 選手 夜須JSC 夜須JSC ﾔｽｼﾞｪｲｴｽｼｰ 清遠 一弘 ｷﾖﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

385 高知県 選手 夜須JSC 夜須JSC ﾔｽｼﾞｪｲｴｽｼｰ 須藤 陽向 ｽﾄｳ ﾋｭｳｶﾞ

386 高知県 選手 夜須JSC 夜須JSC ﾔｽｼﾞｪｲｴｽｼｰ 出羽 勇輝 ﾃﾞﾜ ﾕｳｷ

387 高知県 選手 夜須JSC 夜須JSC ﾔｽｼﾞｪｲｴｽｼｰ 足達 いまり ｱﾀﾞﾁ ｲﾏﾘ

388 高知県 選手 夜須JSC 夜須JSC ﾔｽｼﾞｪｲｴｽｼｰ 小松 柚姫 ｺﾏﾂ ﾕｽﾞｷ

389 高知県 選手 夜須JSC 夜須JSC ﾔｽｼﾞｪｲｴｽｼｰ 田村 恵 ﾀﾑﾗ ﾒｸﾞ

390 高知県 選手 夜須JSC 夜須JSC ﾔｽｼﾞｪｲｴｽｼｰ 浜口 杏里 ﾊﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾘ

福岡

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

391 福岡県 指導者 志免町陸友会 ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ 牧野 伸邦 ﾏｷﾉ ﾉﾌﾞｸﾆ

392 福岡県 指導者 志免町陸友会 ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ 牧野 孝嗣 ﾏｷﾉ ﾀｶﾂｸﾞ

393 福岡県 選手 志免町陸友会 ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ 佐藤 誠也 ｻﾄｳ ｱｷﾔ

394 福岡県 選手 志免町陸友会 ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ 澤部 匠吾 ｻﾜﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ

395 福岡県 選手 志免町陸友会 ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ 野津 大気 ﾉﾂ ﾀﾞｲｷ

396 福岡県 選手 志免町陸友会 ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ 脇田 哲匠 ﾜｷﾀ ﾃｯｼｮｳ

397 福岡県 選手 志免町陸友会 ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ 加来 さくら ｶｸ ｻｸﾗ

398 福岡県 選手 志免町陸友会 ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ 和田 葵衣 ﾜﾀﾞ ｱｵｲ

399 福岡県 選手 志免町陸友会 ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ 柄本 礼 ｴﾓﾄ ｱﾔ

400 福岡県 選手 志免町陸友会 ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ ｼﾒﾏﾁﾘｸﾕｳｶｲ 柄本 咲 ｴﾓﾄ ｻｷ
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佐賀

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

401 佐賀県 指導者 佐賀歌垣アスリートクラブ 佐賀歌垣AC ｻｶﾞｳﾀｶﾞｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 藤井 唯徳 ﾌｼﾞｲ ﾀﾀﾞﾉﾘ

402 佐賀県 指導者 佐賀歌垣アスリートクラブ 佐賀歌垣AC ｻｶﾞｳﾀｶﾞｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 松尾 由起子 ﾏﾂｵ ﾕｷｺ

403 佐賀県 選手 佐賀歌垣アスリートクラブ 佐賀歌垣AC ｻｶﾞｳﾀｶﾞｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 林 虎太郎 ﾊﾔｼ ｺﾀﾛｳ

404 佐賀県 選手 佐賀歌垣アスリートクラブ 佐賀歌垣AC ｻｶﾞｳﾀｶﾞｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 山口 聖人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ

405 佐賀県 選手 佐賀歌垣アスリートクラブ 佐賀歌垣AC ｻｶﾞｳﾀｶﾞｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 金丸 星与郎 ｶﾈﾏﾙ ｾｲﾖｵ

406 佐賀県 選手 佐賀歌垣アスリートクラブ 佐賀歌垣AC ｻｶﾞｳﾀｶﾞｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 大坪 聖 ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾄﾙ

407 佐賀県 選手 佐賀歌垣アスリートクラブ 佐賀歌垣AC ｻｶﾞｳﾀｶﾞｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 川﨑 琉愛 ｶﾜｻｷ ﾙｱ

408 佐賀県 選手 佐賀歌垣アスリートクラブ 佐賀歌垣AC ｻｶﾞｳﾀｶﾞｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 松尾 愛蘭 ﾏﾂｵ ｱｲﾗ

409 佐賀県 選手 佐賀歌垣アスリートクラブ 佐賀歌垣AC ｻｶﾞｳﾀｶﾞｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 小林 結衣奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾅ

410 佐賀県 選手 佐賀歌垣アスリートクラブ 佐賀歌垣AC ｻｶﾞｳﾀｶﾞｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 田端 柚月 ﾀﾊﾞﾀ ﾕﾂﾞｷ

長崎

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

411 長崎県 指導者 大村陸上クラブ 大村陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｵﾑﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 永松 英樹 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ

412 長崎県 指導者 大村陸上クラブ 大村陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｵﾑﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 水口 伸一 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ

413 長崎県 選手 大村陸上クラブ 大村陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｵﾑﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 黒田 倫飛 ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝﾄ

414 長崎県 選手 大村陸上クラブ 大村陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｵﾑﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 藤﨑 陽睦 ﾌｼﾞｻｷ ﾊﾙﾉﾌﾞ

415 長崎県 選手 大村陸上クラブ 大村陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｵﾑﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 久田 叶翔 ﾋｻﾀ ｶﾅﾄ

416 長崎県 選手 大村陸上クラブ 大村陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｵﾑﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 濱邉 咲太郎 ﾊﾏﾍﾞ ｻｸﾀﾛｳ

417 長崎県 選手 大村陸上クラブ 大村陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｵﾑﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 藤丸 結 ﾌｼﾞﾏﾙ ﾕｲ

418 長崎県 選手 大村陸上クラブ 大村陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｵﾑﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 船木 花 ﾌﾅｷ ﾊﾅ

419 長崎県 選手 大村陸上クラブ 大村陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｵﾑﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 花尾 真綺 ﾊﾅｵ ﾏｱﾔ

420 長崎県 選手 大村陸上クラブ 大村陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｵﾑﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 比嘉 結菜 ﾋｶﾞ ﾕｳﾅ
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熊本

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

421 熊本県 指導者 熊本アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 大貫 智義 ｵｵﾇｷ ﾄﾓﾖｼ

422 熊本県 指導者 熊本アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 深野 友氏 ﾌｶﾉ ﾕｳｼﾞ

423 熊本県 選手 熊本アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 宮井 大地 ﾐﾔｲ ﾀﾞｲﾁ

424 熊本県 選手 熊本アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 田代 大河 ﾀｼﾛ ﾀｲｶﾞ

425 熊本県 選手 熊本アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 江藤 慶神 ｴﾄｳ ｹｲｼﾝ

426 熊本県 選手 熊本アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 鈴木 翔大 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ

427 熊本県 選手 熊本アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 山下 奈々 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅ

428 熊本県 選手 熊本アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 矢田 愛依 ﾔﾀﾞ ﾒｲ

429 熊本県 選手 熊本アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 宮本 詩穏 ﾐﾔﾓﾄ ｼｵﾝ

430 熊本県 選手 熊本アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 稲田 雛香 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾅｶ

大分

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

431 大分県 指導者 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 河野 富穂 ｶﾜﾉ ﾄﾐｵ

432 大分県 指導者 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 祓川 勝光 ﾊﾗｲｶﾜ ｶﾂﾐﾂ

433 大分県 選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 井元 楓 ｲﾓﾄ ｶｴﾃﾞ

434 大分県 選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 新尾 拓人 ｱﾗｵ ﾀｸﾄ

435 大分県 選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 有川 虹太郎 ｱﾘｶﾜ ｺﾀﾛｳ

436 大分県 選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 林 暉大 ﾊﾔｼ ｷﾗﾄ

437 大分県 選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 宮川 紗耶 ﾐﾔｶﾜ ｻﾔ

438 大分県 選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 和田 美月 ﾜﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ

439 大分県 選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 本田 真唯 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾕ

440 大分県 選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 西田 雅 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ
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宮崎

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

441 宮崎県 指導者 宮崎西陸上クラブスポーツ少年団 ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 内田 利春 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ

442 宮崎県 指導者 宮崎西陸上クラブスポーツ少年団 ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 吉永 一幸 ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ

443 宮崎県 選手 宮崎西陸上クラブスポーツ少年団 ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 瀬治山 夕海 ｾｼﾞﾔﾏ ﾕｳﾐ

444 宮崎県 選手 宮崎西陸上クラブスポーツ少年団 ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 神河 悠真 ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾏ

445 宮崎県 選手 宮崎西陸上クラブスポーツ少年団 ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 中薗 蒼 ﾅｶｿﾞﾉ ｿｳ

446 宮崎県 選手 宮崎西陸上クラブスポーツ少年団 ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 楢畑 陽大 ﾅﾗﾊﾀ ﾊﾙﾄ

447 宮崎県 選手 宮崎西陸上クラブスポーツ少年団 ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 田中 優衣 ﾀﾅｶ ﾕｲ

448 宮崎県 選手 宮崎西陸上クラブスポーツ少年団 ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 宮原 月渚 ﾐﾔﾊﾗ ﾙﾅ

449 宮崎県 選手 宮崎西陸上クラブスポーツ少年団 ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 松本 七海 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ

450 宮崎県 選手 宮崎西陸上クラブスポーツ少年団 ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 宮本 紗羽 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾜ

鹿児島

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

451 鹿児島県 指導者 阿久根陸上スポーツ少年団 阿久根陸上 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 坂元 清蔵 ｻｶﾓﾄ ｾｲｿﾞｳ

452 鹿児島県 指導者 阿久根陸上スポーツ少年団 阿久根陸上 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 中原 恵 ﾅｶﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ

453 鹿児島県 選手 阿久根陸上スポーツ少年団 阿久根陸上 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 牧内 天優 ﾏｷｳﾁ ﾃﾝﾕｳ

454 鹿児島県 選手 阿久根陸上スポーツ少年団 阿久根陸上 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 牧内 天秀 ﾏｷｳﾁ ﾃﾝｼｭｳ

455 鹿児島県 選手 阿久根陸上スポーツ少年団 阿久根陸上 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 小田 陸斗 ｵﾀﾞ ﾘｸﾄ

456 鹿児島県 選手 阿久根陸上スポーツ少年団 阿久根陸上 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 中原 大地 ﾅｶﾊﾗ ﾀｲﾁ

457 鹿児島県 選手 阿久根陸上スポーツ少年団 阿久根陸上 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 上野 優月 ｳｴﾉ ﾕﾂﾞｷ

458 鹿児島県 選手 阿久根陸上スポーツ少年団 阿久根陸上 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 楠田 ほなみ ｸｽﾀﾞ ﾎﾅﾐ

459 鹿児島県 選手 阿久根陸上スポーツ少年団 阿久根陸上 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 梶尾 紅羽 ｶｼﾞｵ ｸﾚﾊ

460 鹿児島県 選手 阿久根陸上スポーツ少年団 阿久根陸上 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 鍋石 瑠七 ﾅﾍﾞｲｼ ﾙﾅ
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沖縄

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

461 沖縄県 指導者 沖縄アンテロープ陸上クラブ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 幸良 英勝 ｺｳﾗ ｴｲｼｮｳ

462 沖縄県 指導者 沖縄アンテロープ陸上クラブ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 高島 友幸 ﾀｶｼﾏ ﾄﾓﾕｷ

463 沖縄県 選手 沖縄アンテロープ陸上クラブ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 平川　 慧 ﾋﾗｶﾜ ｷﾗ

464 沖縄県 選手 沖縄アンテロープ陸上クラブ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 安里 直樹 ｱｻﾄ ﾅｵｷ

465 沖縄県 選手 沖縄アンテロープ陸上クラブ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ダニエルズ デェミアン ﾀﾞﾆｴﾙｽﾞ ﾃﾞｪﾐｱﾝ

466 沖縄県 選手 沖縄アンテロープ陸上クラブ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 戸谷 颯太 ﾄﾔ ｿｳﾀ

467 沖縄県 選手 沖縄アンテロープ陸上クラブ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 金城 野風 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉｴ

468 沖縄県 選手 沖縄アンテロープ陸上クラブ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 金城 怜海 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾚﾐ

469 沖縄県 選手 沖縄アンテロープ陸上クラブ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 伊佐 叶望 ｲｻ ｶﾅﾐ

470 沖縄県 選手 沖縄アンテロープ陸上クラブ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小橋川 晃和 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾋﾖﾘ

大阪②

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

471 大阪府 指導者 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ｼﾞｭﾆｱ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 原田 実 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾉﾙ

472 大阪府 指導者 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ｼﾞｭﾆｱ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 中村 浩之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

473 大阪府 選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ｼﾞｭﾆｱ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 稲田 陽大 ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙﾄ

474 大阪府 選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ｼﾞｭﾆｱ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 石田 夏唯 ｲｼﾀﾞ ｶｲ

475 大阪府 選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ｼﾞｭﾆｱ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 吉田 都安 ﾖｼﾀﾞ ﾄｱ

476 大阪府 選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ｼﾞｭﾆｱ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 白井 健翔 ｼﾗｲ ﾀｹﾄ

477 大阪府 選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ｼﾞｭﾆｱ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 近藤 和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾄﾞｶ

478 大阪府 選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ｼﾞｭﾆｱ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 前田 幸恵 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷｴ

479 大阪府 選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ｼﾞｭﾆｱ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 寺田 優芽 ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾒ

480 大阪府 選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ｼﾞｭﾆｱ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 伊藤 雛乃 ｲﾄｳ ﾋﾅﾉ
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大阪③

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

481 大阪府 指導者 豊中スキップスポーツ少年団 豊中ｽｷｯﾌﾟ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 松田 剛一 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｲﾁ

482 大阪府 指導者 豊中スキップスポーツ少年団 豊中ｽｷｯﾌﾟ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 河野 秀二 ｺｳﾉ ｼｭｳｼﾞ

483 大阪府 選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中ｽｷｯﾌﾟ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山内 瑛詞 ﾔﾏｳﾁ ｴｲｼﾞ

484 大阪府 選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中ｽｷｯﾌﾟ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 菊永 幸央 ｷｸﾅｶﾞ ﾕｷﾋｻ

485 大阪府 選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中ｽｷｯﾌﾟ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 金村 要 ｶﾅﾑﾗ ｶﾅﾒ

486 大阪府 選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中ｽｷｯﾌﾟ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 斎藤　 颯 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾃ

487 大阪府 選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中ｽｷｯﾌﾟ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 泉本 菜月 ｲｽﾞﾓﾄ ﾅﾂｷ

488 大阪府 選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中ｽｷｯﾌﾟ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 天 陽菜乃 ｱﾏ ﾋﾅﾉ

489 大阪府 選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中ｽｷｯﾌﾟ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 正岡 寧々 ﾏｻｵｶ ﾈﾈ

490 大阪府 選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中ｽｷｯﾌﾟ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 松田 麻希 ﾏﾂﾀﾞ ｱｻｷ

大阪④

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

491 大阪府 指導者 茨木アスリート倶楽部 茨木AC ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 橋本 昌典 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ

492 大阪府 指導者 茨木アスリート倶楽部 茨木AC ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 高下 奈緒 ｺｳｹﾞ ﾅｵ

493 大阪府 選手 茨木アスリート倶楽部 茨木AC ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 川村 優太 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ

494 大阪府 選手 茨木アスリート倶楽部 茨木AC ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 山形 晃誠 ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｾｲ

495 大阪府 選手 茨木アスリート倶楽部 茨木AC ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 福田 泰成 ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｾｲ

496 大阪府 選手 茨木アスリート倶楽部 茨木AC ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 片桐 佳万智 ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾏﾁ

497 大阪府 選手 茨木アスリート倶楽部 茨木AC ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 中谷 知紗 ﾅｶﾀﾆ ﾁｻ

498 大阪府 選手 茨木アスリート倶楽部 茨木AC ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 杉田 瑠菜 ｽｷﾞﾀ ﾙﾅ

499 大阪府 選手 茨木アスリート倶楽部 茨木AC ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 中島 里奈 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾅ

500 大阪府 選手 茨木アスリート倶楽部 茨木AC ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 永畑 森花 ｴﾊﾞﾀ ﾓﾘｶ


