
第55回 全日本50km競歩高畠大会 参加選手一覧

№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

1 一般男子５０㎞ 山﨑　勇喜 やまざき　ゆうき 埼玉 自衛隊体育学校

2 一般男子５０㎞ 吉田　琢哉 よしだ　たくや 岩手 盛岡市役所

3 一般男子５０㎞ 勝木　隼人 かつき　はやと 埼玉 自衛隊体育学校

4 一般男子５０㎞ 小林　　快 こばやし　かい 東京 ビックカメラ

5 一般男子５０㎞ 丸尾　知司 まるお　さとし 愛知 愛知製鋼

6 一般男子５０㎞ 野田　明宏 のだ　ともひろ 大阪 明治大学

7 一般男子５０㎞ 齋藤　　新 さいとう　あらた 新潟 NWS

8 一般男子５０㎞ 樋熊　敬史 ひぐま　たかふみ 新潟 NWS

9 一般男子５０㎞ 宮島　秀明 みやじま　ひであき 新潟 NWS

10 一般男子５０㎞ 重松　清隆 しげまつ　きよたか 千葉 GAZELLE

11 一般男子５０㎞ 大坪　鷹人 おおつぼ　たかひと 愛知 名古屋Ａ.Ｃ

12 一般男子５０㎞ 山本　　徹 やまもと　とおる 兵庫 KOBE ATHLETE CLUB

13 一般男子５０㎞ 岡田　健太 おかだ　けんた 三重 至学館大学

14 一般男子５０㎞ 後藤　秀斗 ごとう　しゅうと 京都 順天堂大学

15 一般男子５０㎞ 西口　克洋 にしぐち　かつひろ 東京 立教大学

16 一般男子５０㎞ 平田　准也 ひらた　じゅんや 宮城 立教大学

17 一般男子５０㎞ 塩島　亮太 しおじま　りょうた 長野 明治大学

18 一般男子５０㎞ 塩入　滉介 しおいり　こうすけ 東京 明治大学

19 一般男子５０㎞ 田中　達也 たなか　たつや 奈良 奈良陸協

20 一般男子５０㎞ 有益　宏樹 あります　ひろき 北海道 弘前大学

21 一般男子５０㎞ 大隈　武士 おおくま　たけし 福岡 JR九州

22 一般男子５０㎞ 藤原　純一 ふじわら　じゅんいち 長野 東海大学

23 一般男子５０㎞ 中川　岳士 なかがわ　たけし 滋賀 北海道大学

24 一般男子５０㎞ 安孫子辰哉 あびこ　たつや 山形 平成国際大学

25 一般男子５０㎞ 伴　　裕二 ばん　ゆうじ 千葉 平成国際大学

26 一般男子５０㎞ 山岡　勇亮 やまおか　ゆうすけ 香川 平成国際大学

27 一般男子５０㎞ 谷口　大恭 たにぐち　ひろやす 三重 岩手大学

28 一般男子５０㎞ 小関　世騎 こせき　としき 東京 国士舘大学

29 一般男子５０㎞ 山口　正洋 やまぐち　まさひろ 東京 村田機械

30 一般男子５０㎞ 青柳　　至 あおやぎ　いたる 山梨 日本大学

31 一般男子５０㎞ 中神　和也 なかがみ　かずや 千葉 日本大学

32 一般男子５０㎞ 木村　克也 きむら　かつや 神奈川 法政大学

33 一般男子５０㎞ 大西　和哉 おおにし　かずや 神奈川 横浜市陸協

34 一般男子５０㎞ 伊藤　佑樹 いとう　ゆうき 北海道 Team IRE

35 一般男子５０㎞ 佐藤　高嶺 さとう　たかね 新潟 筑波大学

36 一般男子５０㎞ 鎗田　悠一 やりた　ゆういち 千葉 山梨学院大学

37 一般男子５０㎞ 佐山寿実杜 さやま　すみと 新潟 大東大同好会

38 一般男子５０㎞ 尻無浜悠作 しりなしはま　ゆうさく 滋賀 関西外国語大学
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101 一般男子２０㎞ 高橋　英輝 たかはし　えいき 千葉 富士通

102 一般男子２０㎞ 山西　利和 やまにし　としかず 京都 京都大学

103 一般男子２０㎞ 鈴木　大介 すずき　だいすけ 埼玉 さいたま市陸協

104 一般男子２０㎞ 田坂　剛志 たさか　つよし 愛知 守山３５普連

105 一般男子２０㎞ 比嘉　大悟 ひが　だいご 沖縄 至学館大学

106 一般男子２０㎞ 町釋　　光 まちしゃく　あきら 滋賀 龍谷大学

107 一般男子２０㎞ 小脇　康平 こわき　こうへい 香川 龍谷大学

108 一般男子２０㎞ 植田　孝啓 うえだ　たかひろ 大阪 龍谷大学

109 一般男子２０㎞ 吉田　　聡 よしだ　そう 大阪 龍谷大学

110 一般男子２０㎞ 森田　　靖 もりた　やすし 大阪 龍谷大学

111 一般男子２０㎞ 山田　康太 やまだ　こうた 愛知 順天堂大学

112 一般男子２０㎞ 高橋　涼太 たかはし　りょうた 長野 順天堂大学

113 一般男子２０㎞ 初雁　直人 はつかり　なおと 埼玉 順天堂大学

114 一般男子２０㎞ 平根　潤一 ひらね　じゅんいち 茨城 国際武道大学

115 一般男子２０㎞ 細川　直樹 ほそかわ　なおき 山梨 国際武道大学

116 一般男子２０㎞ 中村　流行 なかむら　りゅうこう 岐阜 国際武道大学

117 一般男子２０㎞ 斉藤　竜一 さいとう　りゅういち 千葉 国際武道大学

118 一般男子２０㎞ 木戸　大智 きど　だいち 兵庫 関西学院大学

119 一般男子２０㎞ 神原　陸人 かんはら　りくと 兵庫 関西学院大学

120 一般男子２０㎞ 松村　　隆 まつむら　たかし 東京 王歩ＡＣ

121 一般男子２０㎞ 岩﨑　弘頌 いわさき　ひろのぶ 富山 新潟大学

122 一般男子２０㎞ 森　　博優 もり　ひろまさ 千葉 法大Ⅱ部

123 一般男子２０㎞ 大楽　享平 だいらく　きょうへい 滋賀 明治大学

124 一般男子２０㎞ 永原　秀人 ながはら　ひでと 千葉 明治大学

125 一般男子２０㎞ 斎藤　駿太 さいとう　しゅんた 神奈川 明治大学

126 一般男子２０㎞ 皿井　泰光 さらい　やすみつ 愛知 横浜国立大学

127 一般男子２０㎞ 柚木　友哉 ゆのき　ゆうや 岡山 横浜国立大学

128 一般男子２０㎞ 戸松　弘成 とまつ　ひろなり 愛知 愛知教育大学

129 一般男子２０㎞ 樋渡　雄登 ひわたり　ゆうと 三重 愛知教育大学

130 一般男子２０㎞ 及川　文隆 おいかわ　ふみたか 愛知 東洋大学

131 一般男子２０㎞ 河岸　良祐 かわぎし　りょうすけ 兵庫 東洋大学

132 一般男子２０㎞ 石川　昌弥 いしかわ　まさや 神奈川 東洋大学

133 一般男子２０㎞ 山下　優嘉 やました　ゆうが 富山 東洋大学

134 一般男子２０㎞ 檜田　隆宏 ひわだ　たかひろ 福井 福井工業大学

135 一般男子２０㎞ 栁澤　優斗 やなぎさわ　ゆうと 長野 福井工業大学

136 一般男子２０㎞ 植田　和真 うえだ　かずま 和歌山 福井工業大学

137 一般男子２０㎞ 野瀬　康介 のせ　こうすけ 福井 福井工業大学

138 一般男子２０㎞ 冨塚　賢弥 とみつか　けんや 秋田 北海道大学

139 一般男子２０㎞ 相武　大輝 あいむ　だいき 愛知 北海道大学

140 一般男子２０㎞ 井上　浩輔 いのうえ　こうすけ 愛媛 平成国際大学

141 一般男子２０㎞ 滝沢　大賀 たきざわ　たいが 埼玉 平成国際大学

142 一般男子２０㎞ 中島　大和 なかじま　やまと 愛媛 平成国際大学

143 一般男子２０㎞ 鎌谷　拓実 かまたに　たくみ 兵庫 小松短期大学

144 一般男子２０㎞ 牧谷　大樹 まきたに　ひろき 滋賀 小松短期大学

145 一般男子２０㎞ 月橋　　俊 つきはし　しゅん 新潟 小松短期大学

146 一般男子２０㎞ 坪井　皓太 つぼい　こうた 岡山 小松短期大学

147 一般男子２０㎞ 大嶋　悠斗 おおしま　ゆうと 三重 中京大学
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148 一般男子２０㎞ 竹田　大晃 たけだ　ひろあき 愛知 中京大学

149 一般男子２０㎞ 福澤　弘樹 ふくざわ　ひろき 長野 中京大学

150 一般男子２０㎞ 宝満　正嗣 ほうまん　まさつぐ 福岡 岩手大学

151 一般男子２０㎞ 村上　貴史 むらかみ　たかし 大阪 岩手大学

152 一般男子２０㎞ 山地　礼朗 やまち　れお 青森 岩手大学

153 一般男子２０㎞ 竹中　陽平 たけなか　ようへい 秋田 岩手大学

154 一般男子２０㎞ 寺田　拓斗 てらだ　たくと 青森 岩手大学

155 一般男子２０㎞ 菅原　直人 すがわら　なおと 岩手 岩手大学

156 一般男子２０㎞ 金子　拓磨 かねこ　たくま 神奈川 国士舘大学

157 一般男子２０㎞ 楜澤　湧希 くるみさわ　ゆうき 埼玉 国士舘大学

158 一般男子２０㎞ 井上　　稜 いのうえ　りょう 千葉 国士舘大学

159 一般男子２０㎞ 若林　亮太 わかばやし　りょうた 山梨 国士舘大学

160 一般男子２０㎞ 竹内　佑介 たけうち　ゆうすけ 長野 国士舘大学

161 一般男子２０㎞ 宮下　正尊 みやした　まさたか 千葉 国士舘大学

162 一般男子２０㎞ 倉之段　弘 くらのだん　ひろし 京都 国士舘大学

163 一般男子２０㎞ 菅浪　裕也 すがなみ　ゆうや 滋賀 びわこ成蹊スポーツ大学

164 一般男子２０㎞ 大東　優太 だいとう　ゆうた 滋賀 びわこ成蹊スポーツ大学

165 一般男子２０㎞ 森川　雅己 もりかわ　まさき 京都 びわこ成蹊スポーツ大学

166 一般男子２０㎞ 井上　友康 いのうえ　ともやす 兵庫 びわこ成蹊スポーツ大学

167 一般男子２０㎞ 塩屋　　陸 しおや　りく 兵庫 びわこ成蹊スポーツ大学

168 一般男子２０㎞ 風間　公佑 かざま　こうすけ 北海道 北翔大学

169 一般男子２０㎞ 髙橋　和生 たかはし　かずき 岩手 早稲田大学

170 一般男子２０㎞ 堀江　　駿 ほりえ　　しゅん 岐阜 東京大学

171 一般男子２０㎞ 渡邉　成陽 わたなべ　せいや 神奈川 東京大学

172 一般男子２０㎞ 櫻井　悠也 さくらい　ゆうや 愛知 東京大学

173 一般男子２０㎞ 棟重　賢治 むねしげ　けんじ 東京 東京大学

174 一般男子２０㎞ 青野　大地 あおの　だいち 北海道 釧路陸協

175 一般男子２０㎞ 佐藤　柊斗 さとう　しゅうと 山形 山形市陸協

176 一般男子２０㎞ 粟野　敬介 あわの　けいすけ 神奈川 明治大学同好会

177 一般男子２０㎞ 辻本　　始 つじもと　はじめ 奈良 奈良陸協

178 一般男子２０㎞ 高橋　憲弘 たかはし　のりひろ 山形 天童市陸協

179 一般男子２０㎞ 島田　尚輝 しまだ　なおき 千葉 日本大学

180 一般男子２０㎞ 神澤　俊史 かんざわ　としふみ 群馬 日本大学

181 一般男子２０㎞ 森　　　渉 もり　わたる 宮城 東北大学

182 一般男子２０㎞ 割田　仁志 わりた　ひとし 埼玉 鶴ヶ島ケアホーム

183 一般男子２０㎞ 佐々木和暉 ささき　かずあき 神奈川 早大同好会

184 一般男子２０㎞ 奥野　哲弥 おくの　てつや 石川 筑波大学

185 一般男子２０㎞ 福田　勇気 ふくだ　ゆうき 大阪 大阪大学

186 一般男子２０㎞ 松田　智宏 まつだ　ともひろ 山形 山形大学

187 一般男子２０㎞ 佐藤　真都 さとう　まさと 新潟 新潟医療福祉大学

188 一般男子２０㎞ 春木　洋輔 はるき　ようすけ 岡山 旭化成水島

189 一般男子２０㎞ 山中　龍徳 やまなか　たつのり 愛知 高崎経済大学

190 一般男子２０㎞ 武井　大樹 たけい　だいき 群馬 城西大学

191 一般男子２０㎞ 大沼　太陽 おおぬま　たいよう 山梨 山梨学院大学

192 一般男子２０㎞ 小林　久人 こばやし　ひさと 愛知 山梨学院大学

193 一般男子２０㎞ 中尾　　譲 なかお　ゆずる 岡山 山梨学院大学



第55回 全日本50km競歩高畠大会 参加選手一覧

№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

194 一般男子２０㎞ 井上　尚孝 いのうえ　なおたか 兵庫 山梨学院大学

195 一般男子２０㎞ 高田　隼人 たかた　はやと 富山 山梨学院大学

196 一般男子２０㎞ 三浦　　慧 みうら　さとし 岡山 山梨学院大学

197 一般男子２０㎞ 岡畠　勇士 おかはた　ゆうじ 兵庫 山梨学院大学

198 一般男子２０㎞ 近藤　良亮 こんどう　りょうすけ 愛媛 山梨学院大学

199 一般男子２０㎞ 坂本　大地 さかもと　だいち 大阪 山梨学院大学

200 一般男子２０㎞ 高取　恭一 たかとり　きょういち 滋賀 山梨学院大学

201 一般男子２０㎞ 種岡　孝介 たねおか　こうすけ 大阪 山梨学院大学

202 一般男子２０㎞ 林　　晋也 はやし　しんや 兵庫 山梨学院大学

203 一般男子２０㎞ 及川　一真 おいかわ　かずま 岩手 東北大学

204 一般男子２０㎞ 仙波　優哉 せんば　ゆうや 福島 大東大同好会

205 一般男子２０㎞ 仙波　修哉 せんば　しゅうや 福島 大東大同好会

206 一般男子２０㎞ 小林　剛之 こばやし　たかゆき 滋賀 大阪大学

207 一般男子２０㎞ 藤本　知志 ふじもと　かずし 大阪 大阪大学

208 一般男子２０㎞ 清水　陽介 しみず　ようすけ 大阪 同志社大学

209 一般男子２０㎞ 持田　顕人 もちだ　あきと 愛知 同志社大学

210 一般男子２０㎞ 増田　翔太 ますだ　しょうた 愛知 同志社大学

211 一般男子２０㎞ 水澤　　優 みずさわ　まさる 新潟 東洋大学

212 一般男子２０㎞ 佐々木信春 ささき　のぶはる 宮城 東北学院大学

213 一般男子２０㎞ 銭　　文傑 TWN
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301 一般女子２０㎞ 道口　　愛 みちぐち　あい 埼玉 自衛隊体育学校

302 一般女子２０㎞ 渕瀬真寿美 ふちせ　ますみ 徳島 大塚製薬

303 一般女子２０㎞ 淺田千安芸 あさだ　ちあき 福岡 ㈱ＤＮＰ西日本

304 一般女子２０㎞ 五藤　怜奈 ごとう　れな 岐阜 中部学院大学

305 一般女子２０㎞ 溝口友己歩 みぞぐち　ゆきほ 長野 早稲田大学

306 一般女子２０㎞ 松本　紗依 まつもと　さより 奈良 順天堂大学

307 一般女子２０㎞ 大和　千秋 やまと　ちあき 長野 飯田病院

308 一般女子２０㎞ 槇田　　恵 まきた　めぐみ 三重 至学館大学

309 一般女子２０㎞ 多比良千穂 たひら　ちほ 茨城 龍谷大学

310 一般女子２０㎞ 髙野　寛子 たかの　ひろこ 富山 京都大学

311 一般女子２０㎞ 中野　　恵 なかの　　めぐみ 岐阜 中部学院大学

312 一般女子２０㎞ 冨澤　優希 とみざわ　ゆうき 愛知 愛知教育大学

313 一般女子２０㎞ 松本　彩映 まつもと　さえ 東京 GOLD`S GYM

314 一般女子２０㎞ 八木原　楓 やぎわら　かえで 静岡 東海大学

315 一般女子２０㎞ 栗原　悠帆 くりはら　ゆうほ 東京 東海大学

316 一般女子２０㎞ 竹中　千尋 たけなか　ちひろ 神奈川 北海道大学

317 一般女子２０㎞ 吉田英里子 よしだ　えりこ 長野 中京大学

318 一般女子２０㎞ 園田世玲奈 そのだ　せれな 滋賀 中京大学

319 一般女子２０㎞ 熊谷　菜美 くまがい　なみ 岩手 国士舘大学

320 一般女子２０㎞ 横山ひろり よこやま　ひろり 鹿児島 国士舘大学

321 一般女子２０㎞ 林　優花子 はやし　ゆかこ 愛媛 国士舘大学

322 一般女子２０㎞ 髙山　瑞佳 たかやま　みずか 富山 新潟医療福祉大学

323 一般女子２０㎞ 小澤さきは おざわ　さきは 石川 金沢大学

324 一般女子２０㎞ 吉住　友希 よしずみ　ゆき 千葉 千葉県立保健医療大学

325 一般女子２０㎞ 河添　香織 かわぞえ　かおり 京都 立命館大学

326 一般女子２０㎞ 嶋田　千里 しまだ　ちさと 山形 新潟医療福祉大学

327 一般女子２０㎞ 杉山　智香 すぎやま　ともか 岐阜 同志社大学

№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

401 一般女子１０㎞ 和田　菜摘 わだ　なつみ 三重 至学館大学

402 一般女子１０㎞ 大野　綾音 おおの　あやね 三重 至学館大学

403 一般女子１０㎞ 上田　菜花 うえだ　なのか 兵庫 至学館大学

404 一般女子１０㎞ 大倉　早貴 おおくら　さき 静岡 北海道大学

405 一般女子１０㎞ 大野　未夢 おおの　みゆ 千葉 平成国際大学

406 一般女子１０㎞ 大村由莉香 おおむら　ゆりか 北海道 岩手大学

407 一般女子１０㎞ 島田　真優 しまだ　まゆ 三重 岩手大学

408 一般女子１０㎞ 篠田　美栄 しのだ　みえ 兵庫 武庫川女子大学

409 一般女子１０㎞ 浅水　千歩 あさみず　ちほ 埼玉 獨協大学

410 一般女子１０㎞ 遠藤　朝美 えんどう　ともみ 東京 日本大学

411 一般女子１０㎞ 石川　　優 いしかわ　ゆう 神奈川 東海ＡＣ
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№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

501 高校男子１０㎞ 小林　航大 こばやし　こうだい 山形 山形南高等学校

502 高校男子１０㎞ 田中　雄也 たなか　ゆうや 山形 山形東高等学校

503 高校男子１０㎞ 八鍬潤一郎 やくわ　じゅんいちろう 山形 山形中央高等学校

504 高校男子１０㎞ 白河　大知 しらかわ　だいち 宮城 利府高等学校

505 高校男子１０㎞ 古原　悠大 こはら　ゆうだい 山形 山形南高等学校

506 高校男子１０㎞ 髙橋　一輝 たかはし　かずき 山形 九里学園高等学校

507 高校男子１０㎞ 井上　史章 いのうえ　ふみあき 山形 九里学園高等学校

508 高校男子１０㎞ 横山麟茶郎 よこやま　りんたろう 山形 九里学園高等学校

509 高校男子１０㎞ 後藤　大和 ごとう　やまと 山形 上山明新館高校

510 高校男子１０㎞ 佐藤　光成 さとう　こうせい 山形 上山明新館高校

511 高校男子１０㎞ 城元真生人 しろもと　まきと 京都 洛南高等学校

512 高校男子１０㎞ 多田　　匠 ただ　たくみ 千葉 千葉学芸高等学校

513 高校男子１０㎞ 戸田　祐真 とだ　ゆうま 静岡 静岡学園高等学校

514 高校男子１０㎞ 五十嵐海成 いがらし　かいせい 山形 山形南高等学校

515 高校男子１０㎞ 大森　玲音 おおもり　れおん 宮城 利府高等学校

516 高校男子１０㎞ 佐藤　　光 さとう　ひかる 秋田 秋田工業高等学校

517 高校男子１０㎞ 近藤　大貴 こんどう　たいき 秋田 秋田工業高等学校

518 高校男子１０㎞ 柴田健太郎 しばた　けんたろう 山形 東海大山形高等学校

№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

601 高校女子５㎞ 照井　純美 てるい　あつみ 岩手 北上翔南高等学校

602 高校女子５㎞ 髙橋　朋花 たかはし　ともか 岩手 北上翔南高等学校

603 高校女子５㎞ 小澤　秋恵 おざわ　あきえ 岩手 北上翔南高等学校

604 高校女子５㎞ 赤坂　愛望 あかさか　あいみ 岩手 北上翔南高等学校

605 高校女子５㎞ 鈴木　　繭 すずき　まゆ 山形 九里学園高等学校

606 高校女子５㎞ 鹿野あいり かの　あいり 山形 上山明新館高校

607 高校女子５㎞ 森　　遥香 もり　　はるか 山形 上山明新館高校

608 高校女子５㎞ 清水ななみ しみず　ななみ 山形 上山明新館高校

609 高校女子５㎞ 橋上　創佳 はしかみ　そうか 宮城 常盤木学園高等学校

610 高校女子５㎞ 杉田　枝穂 すぎた　しほ 石川 尾山台高等学校

611 高校女子５㎞ 臼井　　優 うすい　ゆう 神奈川 中央大学付属横浜高等学校

612 高校女子５㎞ 岩渕　李奈 いわぶち　りな 岩手 盛岡第一高等学校

613 高校女子５㎞ 矢島　風香 やじま　ふうか 長野 長野東高等学校

614 高校女子５㎞ 滝沢　菜絵 たきざわ　なえ 長野 長野東高等学校

615 高校女子５㎞ 中村　　愛 なかむら　まな 岩手 花巻南高等学校

616 高校女子５㎞ 木村　　和 きむら　のどか 秋田 横手高等学校

617 高校女子５㎞ 片山　千里 かたやま　ちさと 石川 金沢高等学校

618 高校女子５㎞ 森下　彩音 もりした　あやね 石川 金沢高等学校

619 高校女子５㎞ 和田　歩美 わだ　あゆみ 石川 津幡高等学校

620 高校女子５㎞ 近藤　桃花 こんどう　ももか 岩手 盛岡市立高等学校

621 高校女子５㎞ 相原　歩果 あいはら　ほのか 岩手 盛岡第三高等学校

622 高校女子５㎞ 浦嶋　さな うらしま　さな 山形 東海大山形高等学校
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№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

701 中学男子３㎞ 加藤　晃希 かとう　こうき 山形 高畠中学校

702 中学男子３㎞ 安部　　司 あべ　　つかさ 山形 高畠中学校

703 中学男子３㎞ 添川　透矢 そえがわ　とうや 山形 高畠中学校

704 中学男子３㎞ 市川　諒介 いちかわ　りょうすけ 山形 高畠中学校

705 中学男子３㎞ 髙橋　健太 たかはし　けんた 山形 高畠中学校

706 中学男子３㎞ 武田　悠斗 たけだ　ゆうと 山形 高畠中学校

707 中学男子３㎞ 平山　莉玖 ひらやま　りく 山形 高畠中学校

708 中学男子３㎞ 市川　慶伍 いちかわ　けいご 山形 高畠中学校

709 中学男子３㎞ 五十嵐　響 いがらし　ひびき 山形 高畠中学校

№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

801 中学女子３㎞ 加藤　　凜 かとう　　りん 山形 高畠中学校

802 中学女子３㎞ 長谷川　渚 はせがわ　なぎさ 山形 高畠中学校

803 中学女子３㎞ 吉田　百那 よしだ　もな 山形 高畠中学校

804 中学女子３㎞ 遠藤　帆奏 えんどう　ほのか 山形 高畠中学校

805 中学女子３㎞ 星　　歩里 ほし　あゆり 山形 高畠中学校

806 中学女子３㎞ 星　　実里 ほし　みのり 山形 高畠中学校

807 中学女子３㎞ 林　　美玖 はやし　みく 神奈川 中央大学付属横浜中学校

808 中学女子３㎞ 稲川　夏希 いながわ　なつき 東京 学習院中等科


