
【中学女子　60ｍ】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 田路　遥香(3) ﾀｼﾞ ﾊﾙｶ 中央大附中 東京都 11.86
2 髙須　鮎香(3) ﾀｶｽ ｱﾕｶ 城北中 愛知県 11.87
3 井戸　アビゲイル風果(3) ｲﾄﾞ ｱﾋﾞｹﾞｲﾙﾌｳｶ 美濃加茂西中 岐阜県 11.96
4 山西　桃子(3) ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ 三室中 埼玉県 12.01
5 佐藤　天寧(3) ｻﾄｳ ｱﾏﾈ 星野学園中 埼玉県 12.02
6 廣瀨　未翔(3) ﾋﾛｾ ﾐｶ 太秦中 京都府 12.03
7 鈴木　一葉(3) ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾊ 江東深川三中 東京都 12.06
8 吉田　明香里(2) ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取河原中 鳥取県 12.12
9 上田　理湖(3) ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥取河原中 鳥取県 12.17
10 尾﨑　星(2) ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥取県鳥取西中 鳥取県 12.18
11 河原林　桃音(3) ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓﾈ 大成中 京都府 12.30
12 石堂　陽奈(2) ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 八雲中 北海道 12.32
13 大城　珠莉(3) ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 弥富中 愛知県 12.32
14 安達　茉鈴(2) ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 粟津中 滋賀県 12.32
15 矢代　かん奈(2) ﾔｼﾛ ｶﾝﾅ 布施中 大阪府 12.33
16 外園　愛梨(3) ﾎｶｿﾞﾉ ｱｲﾘ 扇台中 愛知県 12.35
17 永井　絵理香(3) ﾅｶﾞｲ ｴﾘｶ 岡崎甲山中 愛知県 12.35
18 杉江　美香(3) ｽｷﾞｴ ﾐｶ 瀬田中 滋賀県 12.37
19 玉井　理子(3) ﾀﾏｲ ﾘｺ 帝塚山中 奈良県 12.37
20 加藤　璃里香(2) ｶﾄｳ ﾘﾘｶ 上富良野中 北海道 12.38
21 松本　みのり(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾉﾘ 南勢中 三重県 12.38
22 ラブレイス　凜(3) ﾗﾌﾞﾚｲｽ ﾘﾝ 和泉石尾中 大阪府 12.39
23 山田　逸子(3) ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｺ 洲本青雲中 兵庫県 12.39
24 竹崎　郁乃(3) ﾀｹｻﾞｷ ｶﾉ 安祥中 愛知県 12.40
25 齋　安梨(3) ｻｲ ｱﾝﾘ 冨士中 愛知県 12.41
26 三浦　ちさと(3) ﾐｳﾗ ﾁｻﾄ 印西原山中 千葉県 12.42
27 西村　愛(2) ﾆｼﾑﾗ ｱｲ 伊勢宮川中 三重県 12.43
28 本田　理乃(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾉ 高槻二中 大阪府 12.43
29 松方　美緒(3) ﾏﾂｶﾀ ﾐｵ 大阪松虫中 大阪府 12.43
30 森田　真里那(3) ﾓﾘﾀ ﾏﾘﾅ 朝霞四中 埼玉県 12.44
31 山本　珠菜(3) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾅ 枚方長尾中 大阪府 12.44
32 玉田　若菜(3) ﾀﾏﾀﾞ ﾜｶﾅ 西脇南中 兵庫県 12.44
33 立岩　杏珠(3) ﾀﾃｲﾜ ｱﾐ 神河中 兵庫県 12.44
34 塩味　未琴(3) ｼｵﾐ ﾐｺﾄ 三芳東中 埼玉県 12.45
35 田村　瑠那(2) ﾀﾑﾗ ﾙﾅ 静岡吉田AC 静岡県 12.46
36 川﨑　まどか(3) ｶﾜｻｷ ﾏﾄﾞｶ OSIT&F 岡山県 12.46
37 熱田　心(3) ｱﾂﾀ ｺｺﾛ 倉敷東中 岡山県 12.48
38 上島　優里(3) ｳｴｼﾏ ﾕﾘ 鴻ﾉ池SC 奈良県 12.49
39 吉澤　ひまり(2) ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 鶴ヶ島中 埼玉県 12.50
40 須川　真衣(2) ｽｶﾞﾜ ﾏｲ 三重大附中 三重県 12.50
41 大林　由依(2) ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 吹田佐井寺中 大阪府 12.52
42 菊池　愛華(2) ｷｸﾁ ﾏﾅｶ 板橋高島三中 東京都 12.54
43 安達　有羽(3) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳ 長岡江陽中 新潟県 12.55
44 酒井　日菜美(1) ｻｶｲ ﾋﾅﾐ ｴﾝｼﾞｪﾙｱﾋﾞﾘﾃｨAC 大阪府 12.56
45 小林　葵(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 國學院久我山中 東京都 12.57
46 石野　智深(2) ｲｼﾉ ﾄﾓﾐ 西脇南中 兵庫県 12.57
47 松浦　星乃(2) ﾏﾂｳﾗ ﾎｼﾉ 明石野々池中 兵庫県 12.57
48 鹿嶌　菜々子(3) ｶｼﾏ ﾅﾅｺ 名塚中 愛知県 12.58
49 飯田　妃奈乃(3) ｲｲﾀﾞ ﾋﾅﾉ 御薗中 三重県 12.58
50 寺本　有里香(2) ﾃﾗﾓﾄ ﾕﾘｶ 下益城城南中 熊本県 12.58
51 原　伶奈(3) ﾊﾗ ﾘｮｳﾅ 中山中 山形県 12.59
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52 田村　純菜(3) ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 坂城中 長野県 12.59
53 橋口　義美(3) ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼﾐ 橋南中 三重県 12.59
54 堂岡　新菜(3) ﾄﾞｳｵｶ ﾆｲﾅ 文岡中 三重県 12.59
55 室月　里莉花(2) ﾑﾛﾂﾞｷ ﾘﾘｶ 東海大翔洋中 静岡県 12.60
56 市川　紗有(2) ｲﾁｶﾜ ｻﾕ 西宮瓦木中 兵庫県 12.60
57 笹山　明日香(3) ｻｻﾔﾏ ｱｽｶ 洲本青雲中 兵庫県 12.60
58 波江野　夏帆(1) ﾊｴﾉ ﾅﾂﾎ 咲くやこの花中 大阪府 12.61
59 吉田　彩葉(2) ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾊ 鯖江市中央中 福井県 12.62
60 末光　琴梨(2) ｽｴﾐﾂ ｺﾄﾘ 百道中 福岡県 12.63
61 樫山　妃和(2) ｶｼﾔﾏ ﾋﾖﾘ 天草本渡中 熊本県 12.63
62 楢﨑　理海(2) ﾅﾗｻｷ ｻﾄﾐ OSIT&F 岡山県 12.64
63 渡邊　こころ(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 下関川中 山口県 12.64
64 谷口　琴音(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾄﾈ 岡崎甲山中 愛知県 12.65
65 山村　紋叶(3) ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 長岡堤岡中 新潟県 12.66
66 池松　杏香(2) ｲｹﾏﾂ ｷｮｳｶ 栗東西中 滋賀県 12.66
67 石井　彩月(2) ｲｼｲ ｻﾂｷ 長岡三中 京都府 12.66
68 脇坂　里桜(1) ﾜｷｻｶ ﾘｵ 府中緑ヶ丘中 広島県 12.66
69 舟口　心花(2) ﾌﾅｸﾞﾁ ｼﾝｶ 岐阜島中 岐阜県 12.67
70 石原　菜月(3) ｲｼﾊﾗ ﾅﾂｷ 内部中 三重県 12.67
71 長谷川　淑乃(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾉ 長岡T&F 新潟県 12.68
72 川中　葵琳(3) ｶﾜﾅｶ ｱｵﾘ 愛媛大附属中 愛媛県 24.31
73 吉岡　里奈(3) ﾖｼｵｶ ﾘﾅ 旭丘中 京都府 25.18
74 中尾　美優(3) ﾅｶｵ ﾐﾕｳ 川西多田中 兵庫県 25.41
75 八城　和佳葉(3) ﾔｼﾛ ﾜｶﾊﾞ 古河三和中 茨城県 25.60
76 高島　咲季(3) ﾀｶｼﾏ ｻｷ 藤沢秋葉台中 神奈川県 25.75
77 竹川　綾乃(2) ﾀｹｶﾜ ｱﾔﾉ 青陵中 愛知県 25.75
78 尾﨑　未悠(3) ｵｻﾞｷ ﾐﾕ 同志社中 京都府 25.81
79 安下　帆風(3) ﾔｽｼﾀ ﾎﾉｶ 芝浦工業大柏中 千葉県 25.85
80 兼高　心愛(1) ｶﾈﾀｶ ｺｺｱ 倉敷南中 岡山県 25.87
81 大井　サラ(2) ｵｵｲ ｻﾗ TSM 愛知県 25.89
82 半田　花恋(2) ﾊﾝﾀﾞ ｶﾚﾝ 飯能原市場中 埼玉県 25.90
83 三ツ井　綾乃(3) ﾐﾂｲ ｱﾔﾉ 大阪松中 大阪府 25.90
84 野口　まゆか(2) ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕｶ 白百合中 東京都 25.93
85 花田　春奈(3) ﾊﾅﾀﾞ ﾊﾙﾅ 名古屋大高中 愛知県 25.94
86 三輪　未来(3) ﾐﾜ ﾐﾗｲ 神の倉中 愛知県 25.95
87 水越　青空(2) ﾐｽﾞｺｼ ｱｵｿﾞﾗ 箕面六中 大阪府 25.98

【中学女子　800ｍ】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 上田　万葵(3) ｳｴﾀﾞ ﾏｷ 廿日市大野東中 広島県 2:10.56
2 岸本　百桃(2) ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ ＫＹ鳥取 鳥取県 2:13.63
3 福岡　真悠莉(3) ﾌｸｵｶ ﾏﾕﾘ 和歌山明和中 和歌山県 2:14.13
4 田和　りな(3) ﾀﾜ ﾘﾅ 箕面六中 大阪府 2:14.19
5 吉田　紗彩(3) ﾖｼﾀﾞ ｻｱﾔ 那須塩原三島中 栃木県 2:14.85
6 古田　愛弥(2) ﾌﾙﾀ ｱﾔ 和歌山明和中 和歌山県 2:15.05
7 平山　萌花(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾓｴｶ 宇都宮若松原中 栃木県 2:15.20
8 渡部　鈴夏(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞｶ 出雲大社中 島根県 2:15.34
9 川本　莉子(2) ｶﾜﾓﾄ ﾘｺ 廿日市大野東中 広島県 2:15.39
10 辻　歩理(3) ﾂｼﾞ ｱﾕﾘ 伊勢宮川中 三重県 2:15.54
11 道下　美槻(3) ﾐﾁｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 新座二中 埼玉県 2:15.59
12 増原　なつみ(2) ﾏｽﾊﾗ ﾅﾂﾐ 箕面六中 大阪府 2:15.88
13 吉田　果恋(3) ﾖｼﾀﾞ ｶﾚﾝ 河南中 大阪府 2:15.94
14 原　華澄(3) ﾊﾗ ｶｽﾐ 泉佐野三中 大阪府 2:16.02
15 早川　想世加(3) ﾊﾔｶﾜ ｿﾖｶ 名古屋大高中 愛知県 2:16.20
16 有廣　璃々香(3) ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ 泉中 福岡県 2:16.21
17 片山　希美香(2) ｶﾀﾔﾏ ｷﾐｶ 高屋中 岡山県 4:32.64
18 田中　芙美(2) ﾀﾅｶ ﾌﾐ 和歌山大附中 和歌山県 4:34.80
19 伊藤　夢(2) ｲﾄｳ ﾕﾒ ｽﾎﾟｳｴﾙAC 静岡県 4:35.15
20 鍋島　萌花(3) ﾅﾍﾞｼﾏ ﾓｴｶ 廿日市大野東中 広島県 4:35.56



21 原口　由子(3) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳｺ 伏見中 奈良県 4:36.19
22 長井　愛奈(2) ﾅｶﾞｲ ｱｲﾅ 柏二中 千葉県 4:36.77

【中学女子　60ｍH】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 長﨑　さゆり(3) ﾅｶﾞｻｷ ｻﾕﾘ 出雲大社中 島根県 13.93
2 安達　楓恋(3) ｱﾀﾞﾁ ｶﾚﾝ 美濃加茂東中 岐阜県 14.03
3 東谷　美都(3) ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾐﾄ 枚方中 大阪府 14.09
4 清水　羽菜(3) ｼﾐｽﾞ ﾊﾅ 調布三中 東京都 14.16
5 下村　優理子(2) ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘｺ KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都 14.21
6 桝村　亜久莉(3) ﾏｽﾑﾗ ｱｸﾞﾘ 河南中 大阪府 14.21
7 濵口　紀子(3) ﾊﾏｸﾞﾁ ｷｺ 紀北中 三重県 14.27
8 平山　亜美(3) ﾋﾗﾔﾏ ｱﾐ 西宮深津中 兵庫県 14.29
9 麻野　涼葉(3) ｱｻﾉ ｽｽﾞﾊ 堺五箇荘中 大阪府 14.31
10 檜垣　真由(3) ﾋｶﾞｷ ﾏﾕ 啓明中 兵庫県 14.32
11 佐伯　舞子(3) ｻｲｷ ﾏｲｺ 長与第二中 長崎県 14.41
12 伊藤　凛乃(2) ｲﾄｳ ﾘﾝﾉ TSM 愛知県 14.45
13 松尾　世梨亜(3) ﾏﾂｵ ｾﾘｱ 咲くやこの花中 大阪府 14.45
14 別府　理保(2) ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘﾎ あさぎり中 熊本県 14.49
15 奥林　凜(3) ｵｸﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 千代崎中 三重県 14.55
16 植田　麻香(3) ｳｴﾀﾞ ｱｻｶ 田原本中 奈良県 14.59
17 古屋　敦子(2) ﾌﾙﾔ ｱﾂｺ 総社ｳｨﾝｸﾞ 岡山県 14.59
18 金子　栞里(2) ｶﾈｺ ｼｵﾘ 加須北川辺中 埼玉県 14.60
19 大西　香凜(2) ｵｵﾆｼ ｶﾘﾝ 泉川中 京都府 14.60
20 津川　瑠衣(3) ﾂｶﾞﾜ ﾙｲ 町田鶴川第二中 東京都 14.64
21 吉川　真央(3) ﾖｼｶﾜ ﾏｵ 西宮学文中 兵庫県 14.64
22 實藤　桃子(3) ｻﾈﾌｼﾞ ﾓﾓｺ 長崎大附属中 長崎県 14.64
23 仲上　真友(3) ﾅｶｶﾞﾐ ﾏﾕ 四街道西中 千葉県 14.65
24 南　鈴菜(3) ﾐﾅﾐ ｽｽﾞﾅ 畝傍中 奈良県 14.65
25 岡村　宇蘭(3) ｵｶﾑﾗ ｳﾗﾝ 四ツ葉学園中 群馬県 14.66
26 保科　晴香(3) ﾎｼﾅ ﾊﾙｶ 春日部中 埼玉県 14.67
27 伊藤　桃子(3) ｲﾄｳ ﾓﾓｺ 陵成中 三重県 14.67
28 森本　みく(3) ﾓﾘﾓﾄ ﾐｸ 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 愛知県 14.68
29 中津　晴葉(2) ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 更北中 長野県 14.69
30 松下　美咲(2) ﾏﾂｼﾀ ﾐｻｷ ゆりのき台中 兵庫県 14.71
31 塚田　菜々(2) ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東中 長野県 14.74
32 藤原　華乃(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾉ 玉野宇野中 岡山県 14.77
33 山本　亜美(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 西宮上ヶ原中 兵庫県 14.80
34 中村　真実(2) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ 宮崎大宮中 宮崎県 14.80
35 安藤　愛未(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾐ 藤森中 愛知県 14.81
36 江國　怜奈(3) ｴｸﾆ ﾚﾅ 吉田方中 愛知県 14.81
37 橋本　はる(3) ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙ 市立気比中 福井県 14.82
38 捧　純奈(3) ｻｻｹﾞ ｼﾞｭﾝﾅ 名古屋萩山中 愛知県 14.82
39 小出　彩乃(3) ｺｲﾃﾞ ｱﾔﾉ 広島五日市南中 広島県 14.82
40 林　莉子(3) ﾊﾔｼ ﾘｺ 東大阪盾津中 大阪府 14.84
41 福地　咲花(3) ﾌｸﾁ ｻｷｶ 加須北川辺中 埼玉県 14.85
42 阿部　里歩子(3) ｱﾍﾞ ﾘﾎｺ 塩瀬中 兵庫県 14.87
43 白石　絢菜(2) ｼﾗｲｼ ｱﾔﾅ 九州学院中 熊本県 14.87
44 蓑輪　夢未(3) ﾐﾉﾜ ﾕﾒﾐ 鯖江市中央中 福井県 14.88
45 下村　果鈴(3) ｼﾓﾑﾗ ｶﾘﾝ 西宮平木中 兵庫県 14.88
46 黒川　翔音(2) ｸﾛｶﾜ ｻﾈ 丹波市島中 兵庫県 14.88
47 西村　公花(3) ﾆｼﾑﾗ ｷﾐｶ 石井中 徳島県 14.88
48 花山　桃香(3) ﾊﾅﾔﾏ ﾓﾓｶ 東温重信中 愛媛県 14.89
49 吉田　花音(3) ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 横浜岡津中 神奈川県 14.91
50 向出　歩穂(3) ﾑｶｲﾃﾞ ｱﾕﾎ 横浜山内中 神奈川県 14.91
51 佐藤　莉子(2) ｻﾄｳ ﾘｺ 浜松北部中 静岡県 14.91
52 眞田　茉佑子(2) ｻﾅﾀﾞ ﾏﾕｺ 裾野富岡中 静岡県 14.92
53 細田　蒼葉(3) ﾎｿﾀﾞ ｱｵﾊﾞ 守山東中 愛知県 14.92
54 長田　杏音(2) ｵｻﾀﾞ ｱﾝ 尼崎園田東中 兵庫県 14.92



55 福山　凜音(3) ﾌｸﾔﾏ ﾘｵﾝ 八代一中 熊本県 14.95
56 石澤　麻弥(3) ｲｼｻﾞﾜ ﾏﾔ 加須平成中 埼玉県 14.96
57 竹村　清子(3) ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｺ 御影中 兵庫県 14.96
58 岐部　あみか(2) ｷﾍﾞ ｱﾐｶ 堺月州中 大阪府 14.97
59 西岡　瞳(3) ﾆｼｵｶ ﾋﾄﾐ 尼崎園田東中 兵庫県 14.97
60 工藤　芽衣(2) ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 咲くやこの花中 大阪府 14.99

【中学女子　走幅跳】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 吉岡　里紗(3) ﾖｼｵｶ ﾘｻ 式下中 奈良県 5m86
2 北田　莉亜(3) ｷﾀﾀﾞ ﾘｱ 大阪松虫中 大阪府 5m81
3 宮田　星乃(2) ﾐﾔﾀ ﾎｼﾉ 出雲大社中 島根県 5m73
4 中津川　亜月(3) ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｱﾂﾞｷ 浜松曳馬中 静岡県 5m72
5 本多　佑莉(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾘ にゃんじゃＳＰ 広島県 5m72
6 上嶋　葵(3) ｳｴｼﾞﾏ ｱｵｲ 鯖江市中央中 福井県 5m62
7 山根　碧栞(2) ﾔﾏﾈ ｱｵｲ 咲くやこの花中 大阪府 5m60
8 吉田　美優(3) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ 阿南中 徳島県 5m59
9 榎本　樹羅(3) ｴﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾗ 加古川氷丘中 兵庫県 5m58
10 岡部　華鈴(3) ｵｶﾍﾞ ｶﾘﾝ 立川六中 東京都 5m56
11 有本　吏里(3) ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ 中山中 鳥取県 5m55
12 伊串　彩夢(3) ｲｸﾞｼ ｱﾕ 守山西中 愛知県 5m54
13 岡本　芽依(3) ｵｶﾓﾄ ﾒｲ 旭丘中 京都府 5m54
14 岡田　麻奈(1) ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 尾道高西中 広島県 5m53
15 川原　ゆりか(3) ｶﾜﾊﾗ ﾕﾘｶ 東海大翔洋中 静岡県 5m51
16 白石　光音(3) ｼﾗｲｼ ﾐｵﾝ 茨木平田中 大阪府 5m51
17 東口　ゆう(3) ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾕｳ 二日市中 福岡県 5m51
18 岩崎　有花(3) ｲﾜｻｷ ﾕｳｶ 高富中 岐阜県 5m50


