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rank NC 氏名 氏名カナ 学年 学校名 記録 風 都道府県 地区

1 933 青山　聖佳 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 3 松江商 11.87 +0.8 島　根 中　国

2 579 上口　有帆 ｶﾐｸﾞﾁ ﾕｳﾎ 3 呉羽 11.91 -0.1 富　山 北信越

3 697 中野　真琴 ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ 2 安城学園 11.92 +0.6 愛　知 東　海

4 618 秋田　理沙 ｱｷﾀ ﾘｻ 3 星稜 11.93 +1.6 石　川 北信越

4 718 柴山　沙也香 ｼﾊﾞﾔﾏ ｻﾔｶ 2 至学館 11.93 +0.6 愛　知 東　海

6 456 エドバー　イヨバ ｴﾄﾞﾊﾞｰ ｲﾖﾊﾞ 2 東京 11.94 +1.0 東　京 南関東

7 228 村山　詩織 ﾑﾗﾔﾏ ｼｵﾘ 2 九里学園 11.97 -1.2 山　形 東　北

7 236 佐藤　日奈子 ｻﾄｳ ﾋﾅｺ 3 酒田南 11.97 +0.9 山　形 東　北

9 1291 足立　紗矢香 ｱﾀﾞﾁ ｻﾔｶ 3 大分雄城台 11.98 +0.3 大　分 北九州

10 947 三宅　真理奈 ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ 2 倉敷中央 11.99 0.0 岡　山 中　国

11 768 新木　詩乃 ｱﾗｷ ｼﾉ 2 長良 12.02 +0.2 岐　阜 東　海

11 791 壹岐　いちこ ｲｷ ｲﾁｺ 2 京都橘 12.02 +0.5 京　都 近　畿

13 154 川村　知巳 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾐ 2 盛岡一 12.03 +0.9 岩　手 東　北

13 576 モラード　華 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 3 松商学園 12.03 -0.1 長　野 北信越

15 818 西尾　香穂 ﾆｼｵ ｶﾎ 2 大阪 12.05 -0.2 大　阪 近　畿

15 1257 山本　果苗 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅｴ 3 佐賀北 12.05 +1.1 佐　賀 北九州

17 587 朝野　夏海 ｱｻﾉ ﾅﾂﾐ 1 水橋 12.08 -0.1 富　山 北信越

17 928 日野　依瑞 ﾋﾉ ｲｽﾞ 3 大社 12.08 +0.8 島　根 中　国

19 680 渡邉　ひかる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 3 富士市立 12.09 -0.7 静　岡 東　海

20 1186 松永　莉奈 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘﾅ 3 小倉工 12.10 +0.3 福　岡 北九州

21 324 星野　楓 ﾎｼﾉ ｶｴﾃﾞ 3 久喜 12.11 +0.3 埼　玉 北関東

21 366 江口　琴美 ｴｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 3 昌平 12.11 +0.3 埼　玉 北関東

21 808 梅木　喬世 ｳﾒｷ ﾀｶﾖ 3 塔南 12.11 +0.5 京　都 近　畿

24 213 芳賀　珠純 ﾊｶﾞ ﾐｽﾐ 3 大館桂 12.12 +0.9 秋　田 東　北

24 338 落井　優華 ｵﾁｲ ﾕｳｶ 3 国際学院 12.12 +0.2 埼　玉 北関東

26 501 大石　沙南 ｵｵｲｼ ｻﾅ 2 相洋 12.13 +0.7 神奈川 南関東

26 879 小田　早織 ｵﾀﾞ ｻｵﾘ 3 夙川 12.13 -0.2 兵　庫 近　畿

28 229 石河　遥香 ｲｼｶﾜ ﾊﾙｶ 3 九里学園 12.14 +0.9 山　形 東　北

28 1035 宮本　まきの ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷﾉ 3 徳山商工 12.14 +1.5 山　口 中　国

28 1253 原　菜月 ﾊﾗ ﾅﾂｷ 3 佐賀北 12.14 +1.1 佐　賀 北九州

31 1343 深川　恵充 ﾌｶｶﾞﾜ ｴﾐ 2 八代東 12.15 -1.4 熊　本 南九州

32 1146 竹本　海帆 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾎ 2 松山東 12.16 +0.4 愛　媛 四　国

33 457 上村　希実 ｳｴﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 2 東京 12.17 +1.0 東　京 南関東

33 1036 橋本　佳奈 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 3 徳山商工 12.17 +0.8 山　口 中　国

33 1064 松井　令奈 ﾏﾂｲ ﾚﾅ 2 城南 12.17 +1.3 徳　島 四　国

33 1419 岩永　梨沙 ｲﾜﾅｶﾞ ﾘｻ 2 中部商 12.17 +1.6 沖　縄 南九州

37 320 橋本　真由 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕ 3 春日部東 12.18 +0.3 埼　玉 北関東

38 1010 湯淺　佳那子 ﾕｱｻ ｶﾅｺ 2 広島皆実 12.20 +1.5 広　島 中　国

38 1199 上野　希 ｳｴﾉ ﾉｿﾞﾐ 3 筑紫女学園 12.20 -0.7 福　岡 北九州

40 277 神山　綾音 ｶﾐﾔﾏ ｱﾔﾈ 3 國學院栃木 12.21 +1.1 栃　木 北関東

40 1323 酒井　優香 ｻｶｲ ﾕｳｶ 2 熊本商 12.21 +1.3 熊　本 南九州

42 254 新田　彩 ﾆｯﾀ ｱﾔ 2 日大東北 12.22 +0.9 福　島 東　北

42 445 廣田　丹子 ﾋﾛﾀ ﾆｺ 3 つばさ総合 12.22 +1.0 東　京 南関東

42 801 中島　藍梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲﾘ 2 京都文教 12.22 -0.8 京　都 近　畿

42 1177 花田　優理 ﾊﾅﾀﾞ ﾕﾘ 3 九産大付九州 12.22 +0.3 福　岡 北九州

46 563 髙橋　奈弓 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 3 上田東 12.24 +1.4 長　野 北信越

47 763 伊藤　有那 ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 1 県岐阜商 12.26 +0.2 岐　阜 東　海

47 1061 山下　優香 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ 3 津田 12.26 +1.3 香　川 四　国

49 122 清野　ひかり ｾｲﾉ ﾋｶﾘ 2 立命館慶祥 12.27 -0.5 北海道 北海道

49 612 柳谷　朋美 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾄﾓﾐ 1 星稜 12.27 -0.2 石　川 北信越

49 846 鈴木　彩芳 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 3 城南学園 12.27 -0.5 大　阪 近　畿

52 350 初見　笑里 ﾊﾂﾐ ｴﾐﾘ 3 埼玉栄 12.28 0.0 埼　玉 北関東

52 643 百足　千香 ﾑｶﾃﾞ ﾁｶ 2 北陸 12.28 -0.2 福　井 北信越

52 1331 宮﨑　亜美香 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐｶ 1 熊本必由館 12.28 +0.3 熊　本 南九州

55 761 加藤　沙彩 ｶﾄｳ ｻｱﾔ 2 大垣商 12.29 -2.3 岐　阜 東　海

56 406 増永　明莉 ﾏｽﾅｶﾞ ｱｶﾘ 3 流山南 12.30 -1.3 千　葉 南関東

57 1368 今村　亜子 ｲﾏﾑﾗ ｱｺ 3 宮崎商 12.33 +1.3 宮　崎 南九州

58 1060 織野　さおり ｵﾘﾉ ｻｵﾘ 3 高松桜井 12.38 +1.3 香　川 四　国

59 27 西本　亜海 ﾆｼﾓﾄ ｱﾐ 3 恵庭北 12.40 -0.5 北海道 北海道

60 30 澤口　有香 ｻﾜｸﾞﾁ ﾕｶ 3 恵庭北 12.41 -0.1 北海道 北海道

61 516 熊谷　妙子 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｴｺ 3 弥栄 12.47 -3.5 神奈川 南関東

61 1317 田中　芹奈 ﾀﾅｶ ｾﾘﾅ 3 九州学院 12.47 -1.4 熊　本 南九州

63 8 天野　小春 ｱﾏﾉ ｺﾊﾙ 3 旭川大学 12.48 +1.3 北海道 北海道

63 1162 西原　琳 ﾆｼﾊﾗ ﾘﾝ 2 中村 12.48 +1.4 高　知 四　国

65 1112 羽藤　萌々香 ﾊﾄｳ ﾓﾓｶ 1 済美 12.50 +0.8 愛　媛 四　国

66 128 小山内　綾 ｵｻﾅｲ ｱﾔ 3 立命館慶祥 12.57 -1.4 北海道 北海道

67 114 京谷　侑香 ｷｮｳﾔ ﾕｳｶ 3 釧路江南 12.62 -0.1 北海道 北海道
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1 697 中野　真琴 ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ 2 安城学園 24.36 +0.3 愛　知 東　海

2 818 西尾　香穂 ﾆｼｵ ｶﾎ 2 大阪 24.37 +0.5 大　阪 近　畿

3 718 柴山　沙也香 ｼﾊﾞﾔﾏ ｻﾔｶ 2 至学館 24.42 +0.3 愛　知 東　海

4 618 秋田　理沙 ｱｷﾀ ﾘｻ 3 星稜 24.49 +0.9 石　川 北信越

5 691 梶浦　みずき ｶｼﾞｳﾗ ﾐｽﾞｷ 3 愛知 24.56 +0.3 愛　知 東　海

6 406 増永　明莉 ﾏｽﾅｶﾞ ｱｶﾘ 3 流山南 24.57 +1.7 千　葉 南関東

7 680 渡邉　ひかる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 3 富士市立 24.60 +0.5 静　岡 東　海

8 801 中島　藍梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲﾘ 2 京都文教 24.62 +0.5 京　都 近　畿

9 1252 久保山　晴菜 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 3 佐賀北 24.64 0.0 佐　賀 北九州

10 502 杉山　菫 ｽｷﾞﾔﾏ ｽﾐﾚ 2 相洋 24.65 +1.7 神奈川 南関東

11 865 木本　彩葉 ｷﾓﾄ ｱﾔﾊ 3 東大阪大敬愛 24.66 +0.8 大　阪 近　畿

12 808 梅木　喬世 ｳﾒｷ ﾀｶﾖ 3 塔南 24.70 +0.5 京　都 近　畿

13 883 藤井　彩和子 ﾌｼﾞｲ ｻﾜｺ 3 夙川 24.72 -2.0 兵　庫 近　畿

14 236 佐藤　日奈子 ｻﾄｳ ﾋﾅｺ 3 酒田南 24.74 -3.0 山　形 東　北

15 1199 上野　希 ｳｴﾉ ﾉｿﾞﾐ 3 筑紫女学園 24.76 +1.7 福　岡 北九州

16 228 村山　詩織 ﾑﾗﾔﾏ ｼｵﾘ 2 九里学園 24.78 -3.0 山　形 東　北

16 501 大石　沙南 ｵｵｲｼ ｻﾅ 2 相洋 24.78 -3.0 神奈川 南関東

18 1061 山下　優香 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ 3 津田 24.80 +2.0 香　川 四　国

19 576 モラード　華 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 3 松商学園 24.83 +0.9 長　野 北信越

19 933 青山　聖佳 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 3 松江商 24.83 +0.9 島　根 中　国

21 366 江口　琴美 ｴｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 3 昌平 24.86 -2.3 埼　玉 北関東

21 861 逢坂　友利子 ｵｳｻｶ ﾕﾘｺ 2 東大阪大敬愛 24.86 +0.5 大　阪 近　畿

21 947 三宅　真理奈 ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ 2 倉敷中央 24.86 -1.2 岡　山 中　国

24 456 エドバー　イヨバ ｴﾄﾞﾊﾞｰ ｲﾖﾊﾞ 2 東京 24.89 +1.7 東　京 南関東

25 1253 原　菜月 ﾊﾗ ﾅﾂｷ 3 佐賀北 24.91 0.0 佐　賀 北九州

26 1064 松井　令奈 ﾏﾂｲ ﾚﾅ 2 城南 24.94 +0.8 徳　島 四　国

27 1010 湯淺　佳那子 ﾕｱｻ ｶﾅｺ 2 広島皆実 24.95 +0.9 広　島 中　国

28 1204 江田　涼 ｺｳﾀﾞ ﾘｮｳ 2 東筑 24.96 0.0 福　岡 北九州

29 213 芳賀　珠純 ﾊｶﾞ ﾐｽﾐ 3 大館桂 24.98 -2.0 秋　田 東　北

30 1186 松永　莉奈 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘﾅ 3 小倉工 25.00 0.0 福　岡 北九州

30 1337 北川　愛菜 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲﾅ 2 熊本学園大付 25.00 +0.4 熊　本 南九州

32 749 徳田　桃子 ﾄｸﾀﾞ ﾓﾓｺ 3 宇治山田 25.01 -2.4 三　重 東　海

33 357 大塚　梨紗 ｵｵﾂｶ ﾘｻ 3 市立浦和 25.02 +1.2 埼　玉 北関東

34 422 村　友佳 ﾑﾗ ﾕｳｶ 2 市立松戸 25.03 +1.7 千　葉 南関東

34 679 小林　茉奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 2 富士市立 25.03 +0.5 静　岡 東　海

36 314 永森　愛理 ﾅｶﾞﾓﾘ ｱｲﾘ 2 春日部東 25.04 +1.4 埼　玉 北関東

37 30 澤口　有香 ｻﾜｸﾞﾁ ﾕｶ 3 恵庭北 25.05 -0.3 北海道 北海道

38 154 川村　知巳 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾐ 2 盛岡一 25.07 -2.9 岩　手 東　北

39 1368 今村　亜子 ｲﾏﾑﾗ ｱｺ 3 宮崎商 25.09 -0.3 宮　崎 南九州

40 643 百足　千香 ﾑｶﾃﾞ ﾁｶ 2 北陸 25.10 +0.9 福　井 北信越

41 229 石河　遥香 ｲｼｶﾜ ﾊﾙｶ 3 九里学園 25.11 -3.0 山　形 東　北

41 1205 田村　由衣 ﾀﾑﾗ ﾕｲ 2 東筑 25.11 -0.3 福　岡 北九州

43 467 広沢　真愛 ﾋﾛｻﾜ ﾏｴ 2 八王子 25.12 +1.7 東　京 南関東

44 320 橋本　真由 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕ 3 春日部東 25.16 +1.6 埼　玉 北関東

44 542 椎谷　佳奈子 ｼｲﾔ ｶﾅｺ 3 新潟商 25.16 +0.9 新　潟 北信越

46 563 髙橋　奈弓 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 3 上田東 25.17 -1.9 長　野 北信越

47 285 青木　悠 ｱｵｷ ﾊﾙｶ 3 那須拓陽 25.19 +1.4 栃　木 北関東

47 1323 酒井　優香 ｻｶｲ ﾕｳｶ 2 熊本商 25.19 +0.3 熊　本 南九州

49 351 鬼塚　玲寧 ｵﾆﾂｶ ﾚﾅ 3 埼玉栄 25.26 +1.6 埼　玉 北関東

49 1318 福嶋　美幸 ﾌｸｼﾏ ﾐﾕｷ 3 九州学院 25.26 +0.4 熊　本 南九州

51 1036 橋本　佳奈 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 3 徳山商工 25.28 +0.9 山　口 中　国

52 188 森　美悠 ﾓﾘ ﾐﾕ 3 東北 25.32 -2.9 宮　城 東　北

53 1343 深川　恵充 ﾌｶｶﾞﾜ ｴﾐ 2 八代東 25.33 +0.4 熊　本 南九州

54 921 岩崎　万季 ｲﾜｻｷ ﾏｷ 2 鳥取中央育英 25.35 +0.9 鳥　取 中　国

55 523 佐藤　香純 ｻﾄｳ ｶｽﾐ 3 柏崎 25.46 +0.9 新　潟 北信越

56 1370 木下　真希 ｷﾉｼﾀ ﾏｷ 3 宮崎商 25.50 +0.3 宮　崎 南九州

57 928 日野　依瑞 ﾋﾉ ｲｽﾞ 3 大社 25.54 +0.9 島　根 中　国

58 128 小山内　綾 ｵｻﾅｲ ｱﾔ 3 立命館慶祥 25.57 -0.3 北海道 北海道

59 1138 竹内　まり ﾀｹｳﾁ ﾏﾘ 2 松山西中等 25.62 +0.8 愛　媛 四　国

60 1 安藝　奈々美 ｱｷ ﾅﾅﾐ 1 旭川大学 25.68 0.0 北海道 北海道

61 1092 松家　彩音 ﾏﾂｶ ｱﾔﾈ 2 名西 25.80 +0.8 徳　島 四　国

62 129 川上　りさ ｶﾜｶﾐ ﾘｻ 3 立命館慶祥 25.81 0.0 北海道 北海道

63 114 京谷　侑香 ｷｮｳﾔ ﾕｳｶ 3 釧路江南 25.85 -0.3 北海道 北海道

64 110 喜田　奈南子 ｷﾀﾞ ﾅﾅｺ 1 大谷室蘭 25.88 -0.3 北海道 北海道

65 1162 西原　琳 ﾆｼﾊﾗ ﾘﾝ 2 中村 25.96 +0.4 高　知 四　国

66 1079 近藤　真由 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕ 2 徳島市立 25.97 +0.8 徳　島 四　国
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1 675 松本　奈菜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ 3 浜松市立 53.59 静　岡 東　海

2 865 木本　彩葉 ｷﾓﾄ ｱﾔﾊ 3 東大阪大敬愛 54.32 大　阪 近　畿

3 188 森　美悠 ﾓﾘ ﾐﾕ 3 東北 54.44 宮　城 東　北

4 862 石塚　晴子 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｺ 2 東大阪大敬愛 54.98 大　阪 近　畿

5 933 青山　聖佳 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 3 松江商 55.46 島　根 中　国

6 460 奥田　真澄 ｵｸﾀﾞ ﾏｽﾐ 3 東京 55.56 東　京 南関東

7 916 堅田　悠希 ｶﾀﾀ ﾕｳｷ 3 田辺 55.58 和歌山 近　畿

8 652 神田　遥夏 ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 3 静岡市立 55.81 静　岡 東　海

9 1204 江田　涼 ｺｳﾀﾞ ﾘｮｳ 2 東筑 55.85 福　岡 北九州

10 800 出水　楓 ﾃﾞﾐｽﾞ ｶｴﾃﾞ 2 京都文教 55.88 京　都 近　畿

11 678 伊谷　栞奈 ｲﾀﾆ ｶﾝﾅ 2 袋井 55.97 静　岡 東　海

11 691 梶浦　みずき ｶｼﾞｳﾗ ﾐｽﾞｷ 3 愛知 55.97 愛　知 東　海

11 832 松井　和 ﾏﾂｲ ﾉﾄﾞｶ 3 近大附 55.97 大　阪 近　畿

14 542 椎谷　佳奈子 ｼｲﾔ ｶﾅｺ 3 新潟商 56.02 新　潟 北信越

15 1105 山崎　恵里佳 ﾔﾏｻｷ ｴﾘｶ 3 今治北 56.03 愛　媛 四　国

16 679 小林　茉奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 2 富士市立 56.06 静　岡 東　海

17 366 江口　琴美 ｴｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 3 昌平 56.16 埼　玉 北関東

18 688 伊藤　里帆 ｲﾄｳ ﾘﾎ 3 愛知 56.26 愛　知 東　海

18 884 藤川　亜子 ﾌｼﾞｶﾜ ｱｺ 3 夙川 56.26 兵　庫 近　畿

20 422 村　友佳 ﾑﾗ ﾕｳｶ 2 市立松戸 56.32 千　葉 南関東

20 1368 今村　亜子 ｲﾏﾑﾗ ｱｺ 3 宮崎商 56.32 宮　崎 南九州

22 1052 松岡　奈央 ﾏﾂｵｶ ﾅｵ 3 高瀬 56.34 香　川 四　国

23 503 西村　緋菜乃 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅﾉ 2 相洋 56.41 神奈川 南関東

24 948 荒島　夕理 ｱﾗｼﾏ ﾕﾘ 2 倉敷中央 56.42 岡　山 中　国

25 1061 山下　優香 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ 3 津田 56.45 香　川 四　国

26 1138 竹内　まり ﾀｹｳﾁ ﾏﾘ 2 松山西中等 56.50 愛　媛 四　国

27 519 山田　美衣 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｲ 2 駿台甲府 56.51 山　梨 南関東

28 476 井上　里咲 ｲﾉｳｴ ﾘｻ 2 荏田 56.53 神奈川 南関東

29 1169 神坂　穂乃花 ｶﾐｻｶ ﾎﾉｶ 3 朝倉 56.66 福　岡 北九州

30 249 西田　愛咲美 ﾆｼﾀﾞ ｱｻﾐ 3 磐城桜が丘 56.69 福　島 東　北

31 505 加藤　瑞稀 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 3 相洋 56.70 神奈川 南関東

32 1044 中村　栞里 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 2 英明 56.72 香　川 四　国

33 218 佐貫　有彩 ｻﾇｷ ｱﾘｻ 2 本荘 56.73 秋　田 東　北

34 241 五十嵐　香穂 ｲｶﾗｼ ｶﾎ 2 鶴岡南 56.74 山　形 東　北

35 1252 久保山　晴菜 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 3 佐賀北 56.79 佐　賀 北九州

36 193 菅原　美里 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｻﾄ 2 常盤木学園 56.82 宮　城 東　北

37 637 柴田　知春 ｼﾊﾞﾀ ﾁﾊﾙ 2 敦賀 56.86 福　井 北信越

38 1370 木下　真希 ｷﾉｼﾀ ﾏｷ 3 宮崎商 56.88 宮　崎 南九州

39 929 福田　翔子 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｺ 1 松江北 56.90 島　根 中　国

39 1104 三好　紗生 ﾐﾖｼ ｻｷ 3 今治北 56.90 愛　媛 四　国

41 304 岩田　優奈 ｲﾜﾀ ﾕｳﾅ 2 新島学園 56.91 群　馬 北関東

42 357 大塚　梨紗 ｵｵﾂｶ ﾘｻ 3 市立浦和 56.92 埼　玉 北関東

43 573 小山　綾菜 ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 3 長野吉田 57.05 長　野 北信越

44 355 鈴木　玲音 ｽｽﾞｷ ﾚｵ 3 埼玉栄 57.07 埼　玉 北関東

45 351 鬼塚　玲寧 ｵﾆﾂｶ ﾚﾅ 3 埼玉栄 57.08 埼　玉 北関東

46 1007 池崎　愛里 ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ 1 舟入 57.13 広　島 中　国

47 275 篠﨑　奈々 ｼﾉｻﾞｷ ﾅﾅ 2 國學院栃木 57.18 栃　木 北関東

48 586 杉澤　美帆 ｽｷﾞｻﾜ ﾐﾎ 2 富山南 57.24 富　山 北信越

49 1008 本池　響 ﾓﾄｲｹ ﾋﾋﾞｷ 2 基町 57.26 広　島 中　国

50 1213 髙島　咲月 ﾀｶｼﾏ ｻﾂｷ 2 中村学園女 57.30 福　岡 北九州

51 1193 熊添　明那 ｸﾏｿﾞｴ ﾊﾅ 3 筑紫 57.34 福　岡 北九州

52 142 蝦名　遥 ｴﾋﾞﾅ ﾊﾙｶ 3 弘前実 57.37 青　森 東　北

53 114 京谷　侑香 ｷｮｳﾔ ﾕｳｶ 3 釧路江南 57.45 北海道 北海道

53 566 山口　晏奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 3 長野日大 57.45 長　野 北信越

55 1277 原田　美鈴 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 2 長崎南 57.46 長　崎 北九州

56 544 坂井　円 ｻｶｲ ﾏﾄﾞｶ 3 新潟商 57.48 新　潟 北信越

57 1326 上田　果奈 ｳｴﾀﾞ ｶﾅ 3 熊本商 57.51 熊　本 南九州

58 959 徳原　真奈美 ﾄｸﾊﾗ ﾏﾅﾐ 3 金光学園 57.82 岡　山 中　国

59 1347 山口　桃香 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 3 八代東 57.84 熊　本 南九州

60 1394 森　奈津美 ﾓﾘ ﾅﾂﾐ 2 鹿児島女 57.88 鹿児島 南九州

61 1358 野島　海莉 ﾉｼﾞﾏ ｶｲﾘ 3 宮崎工 58.26 宮　崎 南九州

62 107 三谷　栞 ﾐﾀﾆ ｼｵﾘ 3 函館白百合 58.30 北海道 北海道

63 44 武田　美里 ﾀｹﾀﾞ ﾐｻﾄ 3 帯広南商 58.61 北海道 北海道

64 9 朝日　美帆 ｱｻﾋ ﾐﾎ 3 旭川大学 58.70 北海道 北海道

65 123 荒谷　真由 ｱﾗﾔ ﾏﾕ 2 立命館慶祥 58.83 北海道 北海道

66 109 山本　早姫 ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 3 武修館 59.14 北海道 北海道
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rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 862 石塚　晴子 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｺ 2 東大阪大敬愛 2:08.47 大　阪 近　畿

2 675 松本　奈菜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ 3 浜松市立 2:09.61 静　岡 東　海

3 1297 首藤　紗英 ｼｭﾄｳ ｻｴ 2 大分西 2:09.69 大　分 北九州

4 719 向井　智香 ﾑｶｲ ﾁｶ 2 至学館 2:09.99 愛　知 東　海

5 901 髙橋　ひな ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 1 西脇工 2:10.26 兵　庫 近　畿

6 1282 宮田　彩希 ﾐﾔﾀ ｻｷ 3 長崎南 2:10.36 長　崎 北九州

7 1268 堤　裕希乃 ﾂﾂﾐ ﾕｷﾉ 3 佐世保西 2:10.44 長　崎 北九州

8 785 河原田　萌 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾓｴ 2 比叡山 2:10.59 滋　賀 近　畿

9 1265 池田　和花子 ｲｹﾀﾞ ﾜｶｺ 3 口加 2:10.66 長　崎 北九州

10 898 田代　百優 ﾀｼﾛ ﾓﾕ 3 長田 2:10.73 兵　庫 近　畿

11 511 杉山　香南 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ 3 白鵬女 2:10.88 神奈川 南関東

12 805 杉浦　朝香 ｽｷﾞｳﾗ ｱｻｶ 3 西京 2:10.98 京　都 近　畿

13 1172 松村　悠香 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｶ 2 北九州市立 2:11.06 福　岡 北九州

14 1308 末吉　里帆 ｽｴﾖｼ ﾘﾎ 2 日本文理大附 2:11.19 大　分 北九州

15 813 小山　怜那 ｵﾔﾏ ﾚﾅ 3 立命館宇治 2:11.21 京　都 近　畿

16 419 菊地　梨紅 ｷｸﾁ ﾘｸ 2 市立船橋 2:11.38 千　葉 南関東

17 151 熊谷　彩音 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾈ 3 盛岡誠桜 2:11.42 岩　手 東　北

18 461 奥田　静香 ｵｸﾀﾞ ｼｽﾞｶ 3 東京 2:11.44 東　京 南関東

19 413 上田　未奈 ｳｴﾀﾞ ﾐﾅ 3 成田 2:11.79 千　葉 南関東

20 1385 重山　七海 ｼｹﾞﾔﾏ ﾅﾅﾐ 1 鹿児島女 2:12.40 鹿児島 南九州

21 417 齋藤　佑以加 ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 1 市立船橋 2:12.41 千　葉 南関東

22 1386 倉岡　奈々 ｸﾗｵｶ ﾅﾅ 2 鹿児島女 2:12.58 鹿児島 南九州

23 465 吉澤　伶 ﾖｼｻﾞﾜ ﾚｲ 3 日本橋女学館 2:12.88 東　京 南関東

24 308 萩原　愛理 ﾊｷﾞﾜﾗ ｴﾘ 3 新島学園 2:13.12 群　馬 北関東

25 929 福田　翔子 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｺ 1 松江北 2:13.17 島　根 中　国

26 677 武藤　直子 ﾑﾄｳ ﾅｵｺ 2 浜松西 2:13.18 静　岡 東　海

27 938 上岡　咲紀 ｶﾐｵｶ ｻｷ 3 岡山城東 2:13.24 岡　山 中　国

28 740 東出　早紀子 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｻｷｺ 3 豊橋東 2:13.30 愛　知 東　海

29 359 高見沢　里歩 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾘﾎ 2 坂戸西 2:13.34 埼　玉 北関東

30 1007 池崎　愛里 ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ 1 舟入 2:13.38 広　島 中　国

31 249 西田　愛咲美 ﾆｼﾀﾞ ｱｻﾐ 3 磐城桜が丘 2:13.47 福　島 東　北

31 656 小山　和花奈 ｺﾔﾏ ﾜｶﾅ 1 日大三島 2:13.47 静　岡 東　海

33 282 熊倉　明日香 ｸﾏｸﾗ ｱｽｶ 2 佐野 2:13.48 栃　木 北関東

34 733 横井　利沙 ﾖｺｲ ﾘｻ 3 津島 2:13.50 愛　知 東　海

35 1327 犬童　純怜 ｲﾇﾄﾞｳ ｽﾐﾚ 3 熊本商 2:13.55 熊　本 南九州

36 1349 下田平　渚 ｼﾓﾀﾋﾞﾗ ﾅｷﾞｻ 1 小林 2:13.56 宮　崎 南九州

37 364 中川　文華 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｶ 3 昌平 2:13.75 埼　玉 北関東

38 623 長谷川　詩歩 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾎ 3 七尾 2:13.79 石　川 北信越

39 1399 立山　沙綾佳 ﾀﾃﾔﾏ ｻﾔｶ 3 鹿児島女 2:13.85 鹿児島 南九州

40 16 白石　紗彩 ｼﾗｲｼ ｻﾔ 2 旭川龍谷 2:14.19 北海道 北海道

41 1314 西口　千尋 ﾆｼｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 2 九州学院 2:14.51 熊　本 南九州

42 924 大森　真歩子 ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ 2 米子東 2:14.52 鳥　取 中　国

43 527 萩原　愛 ﾊｷﾞﾊﾗ ｱｲ 3 十日町 2:14.65 新　潟 北信越

44 87 加藤　瑞樹 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 2 札幌日本大学 2:14.91 北海道 北海道

45 139 森　夏蓮 ﾓﾘ ｶﾚﾝ 3 八戸 2:15.19 青　森 東　北

46 580 室谷　唯佳 ﾑﾛﾀﾆ ﾕｲｶ 3 砺波 2:15.23 富　山 北信越

47 988 室町　真希 ﾑﾛﾏﾁ ﾏｷ 2 高陽東 2:15.31 広　島 中　国

48 1037 富田　真帆 ﾄﾐﾀ ﾏﾎ 2 中村女 2:15.35 山　口 中　国

49 649 真柄　碧 ﾏｶﾗ ｱｵｲ 3 美方 2:15.43 福　井 北信越

50 578 小合　沙季 ｵｺﾞｳ ｻｷ 3 丸子修学館 2:15.47 長　野 北信越

51 204 遠藤　優梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ 1 秋田中央 2:15.59 秋　田 東　北

52 259 菅野　杏奈 ｶﾝﾉ ｱﾝﾅ 3 福島東 2:15.90 福　島 東　北

53 577 上條　麻奈 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 3 松本深志 2:15.99 長　野 北信越

54 1149 岡田　佳子 ｵｶﾀﾞ ｶｺ 2 八幡浜 2:16.16 愛　媛 四　国

55 297 樺沢　和佳奈 ｶﾊﾞｻﾜ ﾜｶﾅ 1 常磐 2:16.17 群　馬 北関東

56 243 石川　涼音 ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ 2 山形城北 2:16.39 山　形 東　北

57 296 塩谷　彩乃 ｼｵﾔ ｱﾔﾉ 2 健大高崎 2:16.56 群　馬 北関東

58 1100 徳永　真紗希 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻｷ 1 今治北 2:16.60 愛　媛 四　国

59 1158 伊藤　望 ｲﾄｳ ﾉｱ 3 八幡浜 2:16.70 愛　媛 四　国

60 112 苧毛　鈴奈 ｳｹ ｽｽﾞﾅ 3 北見北斗 2:17.03 北海道 北海道

61 1062 緒方　美咲 ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 3 小松島西 2:17.05 徳　島 四　国

62 123 荒谷　真由 ｱﾗﾔ ﾏﾕ 2 立命館慶祥 2:17.06 北海道 北海道

63 77 御家瀬　光 ﾐｶｾ ﾋｶﾘ 3 札幌国際情報 2:17.41 北海道 北海道

64 12 山下　桃花 ﾔﾏｼﾀ ﾓﾓｶ 1 旭川龍谷 2:17.75 北海道 北海道

65 1044 中村　栞里 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 2 英明 2:17.86 香　川 四　国

66 1086 岡村　理紗 ｵｶﾑﾗ ﾘｻ 3 鳴門 2:18.15 徳　島 四　国
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1 736 鷲見　梓沙 ｽﾐ ｱｽﾞｻ 3 豊川 4:21.33 愛　知 東　海

2 737 山田　日菜野 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾅﾉ 3 豊川 4:21.52 愛　知 東　海

3 734 猿見田　裕香 ｻﾙﾐﾀﾞ ﾕｶ 1 豊川 4:22.09 愛　知 東　海

4 655 山本　菜緒 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 3 常葉菊川 4:22.24 静　岡 東　海

5 732 中根　千明 ﾅｶﾈ ﾁｱｷ 3 中京大中京 4:22.25 愛　知 東　海

6 774 青木　和 ｱｵｷ ﾉﾄﾞｶ 3 益田清風 4:22.52 岐　阜 東　海

7 133 モニカ　マーガレット ﾓﾆｶ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 1 青森山田 4:23.43 青　森 東　北

8 364 中川　文華 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｶ 3 昌平 4:24.49 埼　玉 北関東

9 1386 倉岡　奈々 ｸﾗｵｶ ﾅﾅ 2 鹿児島女 4:24.76 鹿児島 南九州

10 297 樺沢　和佳奈 ｶﾊﾞｻﾜ ﾜｶﾅ 1 常磐 4:25.53 群　馬 北関東

11 1403 野添　佑莉 ﾉｿﾞｴ ﾕﾘ 3 神村学園 4:25.80 鹿児島 南九州

12 300 小林　由佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 3 常磐 4:26.11 群　馬 北関東

13 299 米谷　結希 ｺﾒﾀﾆ ﾕｳｷ 2 常磐 4:26.63 群　馬 北関東

14 134 矢作　佳南子 ﾔｻｸ ｶﾅｺ 3 青森山田 4:27.06 青　森 東　北

15 810 小西　真亜子 ｺﾆｼ ﾏｱｺ 2 立命館宇治 4:27.17 京　都 近　畿

16 1372 鬼塚　彩花 ｵﾆﾂｶ ｻﾔｶ 3 宮崎日大 4:27.76 宮　崎 南九州

17 811 真部　亜樹 ﾏﾅﾍﾞ ｱｷ 2 立命館宇治 4:27.97 京　都 近　畿

18 870 森口　愛子 ﾓﾘｸﾞﾁ ｱｲｺ 1 県西宮 4:28.08 兵　庫 近　畿

19 413 上田　未奈 ｳｴﾀﾞ ﾐﾅ 3 成田 4:28.18 千　葉 南関東

20 393 白鳥　さゆり ｼﾗﾄﾘ ｻﾕﾘ 3 佐原 4:28.30 千　葉 南関東

21 283 高木　萌子 ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 1 那須拓陽 4:28.49 栃　木 北関東

22 1404 前之原　瑠衣 ﾏｴﾉﾊﾗ ﾙｲ 3 神村学園 4:28.57 鹿児島 南九州

23 886 康本　花梨 ﾔｽﾓﾄ ｶﾘﾝ 3 須磨学園 4:28.69 兵　庫 近　畿

24 838 森　京香 ﾓﾘ ｷｮｳｶ 3 薫英女学院 4:28.80 大　阪 近　畿

25 1397 小原　諒子 ｵﾊﾞﾗ ﾘｮｳｺ 3 鹿児島女 4:28.85 鹿児島 南九州

26 885 前畑　有希 ﾏｴﾊﾀ ﾕｳｷ 3 須磨学園 4:28.88 兵　庫 近　畿

27 1084 谷　珠祈 ﾀﾆ ﾐﾉﾘ 3 鳴門 4:29.07 徳　島 四　国

28 245 遠藤　柚奈 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾅ 3 山形城北 4:29.42 山　形 東　北

29 286 安藤　優香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 3 白鴎大足利 4:29.54 栃　木 北関東

30 258 菅野　鈴菜 ｶﾝﾉ ｽｽﾞﾅ 3 福島東 4:29.59 福　島 東　北

31 1158 伊藤　望 ｲﾄｳ ﾉｱ 3 八幡浜 4:29.65 愛　媛 四　国

32 1172 松村　悠香 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｶ 2 北九州市立 4:29.79 福　岡 北九州

33 230 鈴木　菜々 ｽｽﾞｷ ﾅﾅ 3 九里学園 4:29.89 山　形 東　北

34 428 佐藤　みな実 ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 2 順天 4:29.91 東　京 南関東

35 510 加藤　美菜 ｶﾄｳ ﾐｲﾅ 3 白鵬女 4:30.00 神奈川 南関東

36 244 星野　あす香 ﾎｼﾉ ｱｽｶ 3 山形城北 4:30.02 山　形 東　北

37 1175 永沼　侑花 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳｶ 3 九国大付 4:30.04 福　岡 北九州

38 1203 福田　妃加里 ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾘ 2 東海大五 4:30.22 福　岡 北九州

39 1269 德永　香子 ﾄｸﾅｶﾞ ｷｮｳｺ 2 島原 4:30.60 長　崎 北九州

40 1272 白石　由佳子 ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ 1 長崎南 4:30.63 長　崎 北九州

41 427 平賀　奏美 ﾋﾗｶﾞ ｶﾅﾐ 1 順天 4:30.70 東　京 南関東

42 1171 目野　良佳 ﾒﾉ ﾘｮｳｶ 1 北九州市立 4:31.01 福　岡 北九州

42 1336 古川　夏海 ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂﾐ 2 有明 4:31.01 熊　本 南九州

44 511 杉山　香南 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ 3 白鵬女 4:31.85 神奈川 南関東

45 649 真柄　碧 ﾏｶﾗ ｱｵｲ 3 美方 4:32.69 福　井 北信越

46 613 五島　莉乃 ｺﾞｼﾏ ﾘﾉ 2 星稜 4:32.79 石　川 北信越

47 553 土田　佳奈 ﾂﾁﾀﾞ ｶﾅ 2 新潟明訓 4:33.26 新　潟 北信越

48 16 白石　紗彩 ｼﾗｲｼ ｻﾔ 2 旭川龍谷 4:33.37 北海道 北海道

49 569 小口　雪音 ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 3 長野東 4:33.44 長　野 北信越

50 584 谷口　陽菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅ 3 富山商 4:33.57 富　山 北信越

51 87 加藤　瑞樹 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 2 札幌日本大学 4:33.60 北海道 北海道

52 578 小合　沙季 ｵｺﾞｳ ｻｷ 3 丸子修学館 4:33.79 長　野 北信越

53 1083 福良　郁美 ﾌｸﾗ ｲｸﾐ 2 富岡東 4:34.51 徳　島 四　国

54 88 奥名　真由 ｵｸﾅ ﾏﾕ 2 札幌日本大学 4:35.14 北海道 北海道

55 21 田中　愛里 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 3 旭川龍谷 4:35.52 北海道 北海道

56 1085 和田　紗季 ﾜﾀﾞ ｻｷ 2 鳴門 4:35.92 徳　島 四　国

57 1165 弘光　美桜 ﾋﾛﾐﾂ ﾐｵ 2 山田 4:36.36 高　知 四　国

58 922 山本　亜利沙 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ 3 鳥取中央育英 4:36.37 鳥　取 中　国

59 957 髙橋　彩良 ﾀｶﾊｼ ｻﾗ 3 興譲館 4:36.54 岡　山 中　国

60 1166 田中　麻由 ﾀﾅｶ ﾏﾕ 2 山田 4:37.46 高　知 四　国

61 923 足立　由真 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾏ 3 鳥取中央育英 4:37.80 鳥　取 中　国

62 83 田中　杏梨 ﾀﾅｶ ｱﾝﾘ 3 札幌静修 4:37.98 北海道 北海道

63 997 背戸　美幸 ｾﾄ ﾐﾕｷ 3 世羅 4:38.26 広　島 中　国

64 955 藏本　菫 ｸﾗﾓﾄ ｽﾐﾚ 2 興譲館 4:38.50 岡　山 中　国

65 998 中畑　友花 ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓｶ 3 世羅 4:38.56 広　島 中　国

66 86 狩野　早耶 ｶﾉｳ ｻﾔ 1 札幌日本大学 4:42.16 北海道 北海道
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rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 836 髙松　望ムセンビ ﾀｶﾏﾂ ﾉｿﾞﾐﾑｾﾝﾋﾞ 2 薫英女学院 9:10.08 大　阪 近　畿

2 655 山本　菜緒 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 3 常葉菊川 9:10.39 静　岡 東　海

3 774 青木　和 ｱｵｷ ﾉﾄﾞｶ 3 益田清風 9:12.77 岐　阜 東　海

4 165 マリアム　ワイディラ ﾏﾘｱﾑ ﾜｲﾃﾞｨﾗ 3 仙台育英 9:13.76 宮　城 東　北

5 510 加藤　美菜 ｶﾄｳ ﾐｲﾅ 3 白鵬女 9:19.42 神奈川 南関東

6 415 原田　紗枝 ﾊﾗﾀﾞ ｻｴ 3 成田 9:19.70 千　葉 南関東

7 814 関　紅葉 ｾｷ ｸﾚﾊ 3 立命館宇治 9:21.28 京　都 近　畿

8 840 加賀山　恵奈 ｶｶﾞﾔﾏ ｴﾅ 3 薫英女学院 9:21.82 大　阪 近　畿

9 420 関谷　夏希 ｾｷﾔ ﾅﾂｷ 2 市立船橋 9:22.21 千　葉 南関東

10 885 前畑　有希 ﾏｴﾊﾀ ﾕｳｷ 3 須磨学園 9:22.38 兵　庫 近　畿

11 812 安藤　富貴子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾌｷｺ 2 立命館宇治 9:22.51 京　都 近　畿

12 1174 松川　涼子 ﾏﾂｶﾜ ﾘｮｳｺ 3 北九州市立 9:22.63 福　岡 北九州

13 521 畠山　実弓 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐﾕ 3 山梨学院大附 9:22.97 山　梨 南関東

14 512 寺内　希 ﾃﾗｳﾁ ﾉｿﾞﾐ 3 秦野 9:23.09 神奈川 南関東

15 839 加賀山　実里 ｶｶﾞﾔﾏ ﾐｻﾄ 3 薫英女学院 9:23.10 大　阪 近　畿

16 477 佐藤　成葉 ｻﾄｳ ﾅﾙﾊ 2 荏田 9:23.16 神奈川 南関東

17 996 小吉川　志乃舞 ｺﾖｼｶﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ 2 世羅 9:23.29 広　島 中　国

18 364 中川　文華 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｶ 3 昌平 9:24.02 埼　玉 北関東

19 732 中根　千明 ﾅｶﾈ ﾁｱｷ 3 中京大中京 9:24.17 愛　知 東　海

20 1403 野添　佑莉 ﾉｿﾞｴ ﾕﾘ 3 神村学園 9:24.51 鹿児島 南九州

21 956 寳田　彩香 ﾀｶﾗﾀﾞ ｻﾔｶ 2 興譲館 9:24.89 岡　山 中　国

22 298 岡本　春美 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾐ 2 常磐 9:25.78 群　馬 北関東

23 1402 飛松　春香 ﾄﾋﾞﾏﾂ ﾊﾙｶ 3 神村学園 9:26.33 鹿児島 南九州

24 1019 竹本　香奈子 ﾀｹﾓﾄ ｶﾅｺ 3 西京 9:26.53 山　口 中　国

25 262 佐藤　有希 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 3 茨城キリスト 9:26.64 茨　城 北関東

26 747 西山　遥香 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ 3 伊賀白鳳 9:26.77 三　重 東　海

27 300 小林　由佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 3 常磐 9:26.86 群　馬 北関東

28 1404 前之原　瑠衣 ﾏｴﾉﾊﾗ ﾙｲ 3 神村学園 9:27.40 鹿児島 南九州

29 1372 鬼塚　彩花 ｵﾆﾂｶ ｻﾔｶ 3 宮崎日大 9:28.06 宮　崎 南九州

30 286 安藤　優香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 3 白鴎大足利 9:28.52 栃　木 北関東

31 923 足立　由真 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾏ 3 鳥取中央育英 9:28.56 鳥　取 中　国

32 1020 草川　智英 ｸｻｶﾜ ﾁｴ 3 西京 9:28.61 山　口 中　国

33 287 馬橋　あづみ ﾏﾊﾞｼ ｱﾂﾞﾐ 3 白鴎大足利 9:28.80 栃　木 北関東

34 764 金森　有香 ｶﾅﾓﾘ ﾕｶ 3 県岐阜商 9:28.84 岐　阜 東　海

35 1339 中川　京香 ﾅｶｶﾞﾜ ｷｮｳｶ 2 熊本信愛 9:28.97 熊　本 南九州

36 1016 棟久　由貴 ﾑﾈﾋｻ ﾕｷ 2 西京 9:29.18 山　口 中　国

37 654 松浦　佳南 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅ 3 島田 9:29.98 静　岡 東　海

38 1173 一　紋野女 ｶｽﾞ ｱﾔﾒ 3 北九州市立 9:30.63 福　岡 北九州

39 1260 川上　わかば ｶﾜｶﾐ ﾜｶﾊﾞ 3 諫早 9:32.28 長　崎 北九州

40 1340 坂本　由衣 ｻｶﾓﾄ ﾕｲ 3 ルーテル学院 9:32.44 熊　本 南九州

41 133 モニカ　マーガレット ﾓﾆｶ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 1 青森山田 9:32.61 青　森 東　北

42 1269 德永　香子 ﾄｸﾅｶﾞ ｷｮｳｺ 2 島原 9:33.46 長　崎 北九州

43 1270 湯田　向日葵 ﾕﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ 2 長崎商 9:33.99 長　崎 北九州

44 89 德谷　萌々子 ﾄｸﾔ ﾓﾓｺ 2 札幌日本大学 9:34.22 北海道 北海道

45 1261 江口　沙羅 ｴｸﾞﾁ ｻﾗ 3 諫早 9:34.38 長　崎 北九州

46 613 五島　莉乃 ｺﾞｼﾏ ﾘﾉ 2 星稜 9:35.92 石　川 北信越

47 134 矢作　佳南子 ﾔｻｸ ｶﾅｺ 3 青森山田 9:36.84 青　森 東　北

48 569 小口　雪音 ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 3 長野東 9:36.88 長　野 北信越

49 216 三ヶ田　楓 ﾐｶﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 2 花輪 9:37.26 秋　田 東　北

50 21 田中　愛里 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 3 旭川龍谷 9:37.77 北海道 北海道

51 1084 谷　珠祈 ﾀﾆ ﾐﾉﾘ 3 鳴門 9:39.83 徳　島 四　国

52 244 星野　あす香 ﾎｼﾉ ｱｽｶ 3 山形城北 9:40.41 山　形 東　北

53 217 渋谷　未来 ｼﾌﾞﾔ ﾐｸ 3 花輪 9:41.01 秋　田 東　北

54 571 玉城　かんな ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 3 長野東 9:41.72 長　野 北信越

55 1168 森本　紗和 ﾓﾘﾓﾄ ｻﾜ 2 山田 9:42.52 高　知 四　国

56 15 菅野　杏華 ｽｶﾞﾉ ｷｮｳｶ 2 旭川龍谷 9:43.49 北海道 北海道

57 1083 福良　郁美 ﾌｸﾗ ｲｸﾐ 2 富岡東 9:43.59 徳　島 四　国

58 568 塩崎　葵 ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 2 長野東 9:43.79 長　野 北信越

59 1167 中里　千穂香 ﾅｶｻﾞﾄ ﾁﾎｶ 2 山田 9:43.81 高　知 四　国

60 1158 伊藤　望 ｲﾄｳ ﾉｱ 3 八幡浜 9:44.50 愛　媛 四　国

61 1085 和田　紗季 ﾜﾀﾞ ｻｷ 2 鳴門 9:46.89 徳　島 四　国

62 85 加藤　凪紗 ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ 1 札幌日本大学 9:53.12 北海道 北海道

63 553 土田　佳奈 ﾂﾁﾀﾞ ｶﾅ 2 新潟明訓 9:53.63 新　潟 北信越

64 83 田中　杏梨 ﾀﾅｶ ｱﾝﾘ 3 札幌静修 9:54.22 北海道 北海道

65 22 葛西　まどか ｶｯｻｲ ﾏﾄﾞｶ 3 旭川龍谷 9:55.38 北海道 北海道

66 526 髙山　育実 ﾀｶﾔﾏ ｲｸﾐ 3 三条 9:57.74 新　潟 北信越
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ﾗﾝｷﾝｸﾞ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 風 都道府県 地区

1 670 藤森　菜那 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅ 2 浜松市立 13.56 -0.7 静　岡 東　海

2 638 大久保　有梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾘ 3 敦賀 13.83 +0.7 福　井 北信越

3 761 加藤　沙彩 ｶﾄｳ ｻｱﾔ 2 大垣商 13.85 +0.1 岐　阜 東　海

4 802 ヘンプヒル　恵 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ ﾒｸﾞ 3 京都文教 13.90 -1.0 京　都 近　畿

5 1018 伊藤　梨乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 2 西京 14.03 +1.3 山　口 中　国

6 365 川上　風花 ｶﾜｶﾐ ﾌｳｶ 3 昌平 14.04 -1.7 埼　玉 北関東

6 700 小林　紗矢香 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 3 安城学園 14.04 -1.4 愛　知 東　海

8 765 若園　茜 ﾜｶｿﾞﾉ ｱｶﾈ 3 県岐阜商 14.06 -0.7 岐　阜 東　海

9 508 堀池　香穂 ﾎﾘｲｹ ｶﾎ 3 相洋 14.09 -0.9 神奈川 南関東

10 432 鳴川　亜美 ﾅﾙｶﾜ ｱﾐ 2 白梅学園 14.13 -2.2 東　京 南関東

10 730 古澤　彩果 ﾌﾙｻﾞﾜ ｱﾔｶ 3 中京大中京 14.13 -0.7 愛　知 東　海

12 948 荒島　夕理 ｱﾗｼﾏ ﾕﾘ 2 倉敷中央 14.14 0.0 岡　山 中　国

13 741 内山　はるな ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾅ 3 豊橋南 14.15 +0.1 愛　知 東　海

14 153 佐々木　天 ｻｻｷ ﾃﾝ 2 盛岡一 14.21 -0.9 岩　手 東　北

14 543 新井田　遥奈 ﾆｲﾀﾞ ﾊﾙﾅ 3 新潟商 14.21 +0.2 新　潟 北信越

16 823 中司　菜月 ﾅｶﾂｶ ﾅﾂｷ 1 大塚 14.22 +1.2 大　阪 近　畿

17 327 田中　陽夏莉 ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 1 国際学院 14.27 +0.3 埼　玉 北関東

18 1021 南野　智美 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 3 西京 14.29 +0.2 山　口 中　国

19 602 五十村　萌華 ｲｿﾑﾗ ﾓｴｶ 3 小松商 14.31 +0.2 石　川 北信越

19 1185 鎌田　咲季 ｶﾏﾀﾞ ｻｷ 2 高稜 14.31 +0.7 福　岡 北九州

21 323 中島　未貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ 2 久喜 14.32 +0.3 埼　玉 北関東

22 981 大松　由季 ｵｵﾏﾂ ﾕｷ 3 神辺旭 14.34 +1.3 広　島 中　国

23 495 鈴木　美帆 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 3 松陽 14.35 -0.9 神奈川 南関東

24 788 岡本　梨花 ｵｶﾓﾄ ﾘｶ 2 乙訓 14.38 -0.6 京　都 近　畿

25 806 平賀　礼子 ﾋﾗｶﾞ ﾚｲｺ 2 同志社 14.40 -1.2 京　都 近　畿

25 1302 高橋　美理 ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ 3 大分西 14.40 +0.7 大　分 北九州

27 1254 福岡　桜 ﾌｸｵｶ ｻｸﾗ 3 佐賀北 14.42 +0.7 佐　賀 北九州

28 231 吉田　菜穂 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 3 九里学園 14.43 +1.5 山　形 東　北

29 313 千田　みずほ ﾁﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 2 春日部東 14.46 +0.3 埼　玉 北関東

29 421 鈴木　美羽 ｽｽﾞｷ ﾐｳ 3 市立船橋 14.46 -0.6 千　葉 南関東

29 900 丸本　佳苗 ﾏﾙﾓﾄ ｶﾅｴ 2 豊岡 14.46 +0.5 兵　庫 近　畿

32 1259 濱﨑　彩合 ﾊﾏｻｷ ｱﾔﾘ 3 諫早 14.47 +0.7 長　崎 北九州

33 121 林　理紗 ﾊﾔｼ ﾘｻ 2 立命館慶祥 14.48 +1.0 北海道 北海道

34 1047 野田　恵未留 ﾉﾀﾞ ｴﾐﾙ 3 英明 14.51 +1.6 香　川 四　国

35 509 湯原　美月 ﾕﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 3 東海大相模 14.53 -2.2 神奈川 南関東

36 989 下谷　奈央 ｼﾀﾀﾞﾆ ﾅｵ 2 高陽東 14.54 +0.3 広　島 中　国

37 917 宮前　里帆 ﾐﾔﾏｴ ﾘﾎ 3 和歌山北 14.55 -1.0 和歌山 近　畿

38 49 今　桃子 ｺﾝ ﾓﾓｺ 1 北見緑陵 14.57 +1.0 北海道 北海道

38 451 柳下　美佐子 ﾔｷﾞｼﾀ ﾐｻｺ 3 戸板女 14.57 +1.0 東　京 南関東

40 34 遠山　ちひろ ﾄｵﾔﾏ ﾁﾋﾛ 3 恵庭南 14.58 +1.0 北海道 北海道

40 281 小山　涼華 ｺﾔﾏ ｽｽﾞｶ 3 小山西 14.58 +1.8 栃　木 北関東

42 1263 榎並　愛 ｴﾅﾐ ｱｲ 3 大村 14.59 +0.7 長　崎 北九州

43 1183 大塚　樹里 ｵｵﾂｶ ｼﾞｭﾘ 3 近大福岡 14.60 +0.7 福　岡 北九州

44 182 岩堀　有紗 ｲﾜﾎﾘ ｱﾘｻ 2 東北 14.62 +0.2 宮　城 東　北

45 983 岩広　歩未 ｲﾜﾋﾛ ｱﾐ 3 神辺旭 14.64 +1.5 広　島 中　国

46 590 六反田　実優 ﾛｸﾀﾝﾀﾞ ﾐﾕｳ 2 小松 14.68 +1.4 石　川 北信越

47 374 本間　未沙登 ﾎﾝﾏ ﾐｻﾄ 3 聖望 14.69 +0.3 埼　玉 北関東

48 1310 濵岡　史奈 ﾊﾏｵｶ ﾌﾐﾅ 1 九州学院 14.70 -2.3 熊　本 南九州

49 202 佐藤　佑希子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 3 宮城一 14.71 -2.2 宮　城 東　北

49 594 藤原　瑠衣 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾙｲ 1 小松商 14.71 +0.7 石　川 北信越

51 1052 松岡　奈央 ﾏﾂｵｶ ﾅｵ 3 高瀬 14.72 +1.6 香　川 四　国

52 536 會津　萌実 ｱｲﾂﾞ ﾒｸﾞﾐ 1 新潟商 14.73 -1.0 新　潟 北信越

53 1379 中釜　佐和子 ﾅｶｶﾞﾏ ｻﾜｺ 2 鹿児島 14.74 -2.3 鹿児島 南九州

54 1151 中江　莉穂 ﾅｶｴ ﾘﾎ 2 八幡浜 14.77 +0.9 愛　媛 四　国

55 198 小幡　梨茄 ｵﾊﾞﾀ ﾘﾅ 3 常盤木学園 14.79 +0.2 宮　城 東　北

56 1111 松田　梨恵 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｴ 1 済美 14.82 +0.7 愛　媛 四　国

56 1350 窪谷　早希子 ｸﾎﾞﾀﾆ ｻｷｺ 3 小林 14.82 -2.3 宮　崎 南九州

58 136 野宮　綾華 ﾉﾐﾔ ｱﾔｶ 3 木造 14.83 +0.4 青　森 東　北

59 111 芹川　鈴佳 ｾﾘｶﾜ ｽｽﾞｶ 2 大谷室蘭 14.86 +1.0 北海道 北海道

60 1110 西原　こなつ ﾆｼﾊﾞﾗ ｺﾅﾂ 3 西条 14.91 +0.7 愛　媛 四　国

61 48 藤森　栞菜 ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾝﾅ 1 北見緑陵 14.94 +1.0 北海道 北海道

62 1319 沢田　玲香 ｻﾜﾀﾞ ﾚｲｶ 3 九州学院 14.96 -2.3 熊　本 南九州

63 32 齋藤　梓紗 ｻｲﾄｳ ｱﾂﾞｻ 3 恵庭北 14.97 +1.0 北海道 北海道

64 1415 髙江洲　紗良 ﾀｶｴｽ ｻﾗ 3 開邦 15.04 -2.3 沖　縄 南九州

65 1427 大城　有利加 ｵｵｼﾛ ﾕﾘｶ 1 那覇西 15.11 -2.3 沖　縄 南九州

66 1094 早川　美穂 ﾊﾔｶﾜ ﾐﾎ 2 名西 15.18 +0.7 徳　島 四　国
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rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 862 石塚　晴子 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｺ 2 東大阪大敬愛 58.43 大　阪 近　畿

2 825 橘田　佳苗 ｷｯﾀ ｶﾅｴ 3 大塚 59.23 大　阪 近　畿

3 800 出水　楓 ﾃﾞﾐｽﾞ ｶｴﾃﾞ 2 京都文教 59.46 京　都 近　畿

4 356 池田　菜月 ｲｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 3 埼玉栄 59.79 埼　玉 北関東

5 1021 南野　智美 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 3 西京 59.86 山　口 中　国

6 508 堀池　香穂 ﾎﾘｲｹ ｶﾎ 3 相洋 59.91 神奈川 南関東

7 1052 松岡　奈央 ﾏﾂｵｶ ﾅｵ 3 高瀬 1:00.34 香　川 四　国

8 912 田村　瑠梨 ﾀﾑﾗ ﾙﾘ 3 添上 1:00.35 奈　良 近　畿

9 832 松井　和 ﾏﾂｲ ﾉﾄﾞｶ 3 近大附 1:00.42 大　阪 近　畿

10 543 新井田　遥奈 ﾆｲﾀﾞ ﾊﾙﾅ 3 新潟商 1:00.57 新　潟 北信越

11 948 荒島　夕理 ｱﾗｼﾏ ﾕﾘ 2 倉敷中央 1:00.74 岡　山 中　国

12 494 松村　涼 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳ 3 希望ヶ丘 1:00.77 神奈川 南関東

13 745 高野　莉万 ﾀｶﾉ ﾘﾏ 3 明和 1:00.78 愛　知 東　海

14 517 小宇佐　香澄 ｺｳｻ ｶｽﾐ 3 弥栄 1:00.83 神奈川 南関東

15 355 鈴木　玲音 ｽｽﾞｷ ﾚｵ 3 埼玉栄 1:00.88 埼　玉 北関東

16 889 平畑　真帆 ﾋﾗﾊﾀ ﾏﾎ 3 園田 1:00.92 兵　庫 近　畿

17 728 岩田　帆乃夏 ｲﾜﾀ ﾎﾉｶ 2 中京大中京 1:00.95 愛　知 東　海

18 1379 中釜　佐和子 ﾅｶｶﾞﾏ ｻﾜｺ 2 鹿児島 1:01.12 鹿児島 南九州

19 716 家田　佳奈 ｲｴﾀﾞ ｶﾅ 3 桜台 1:01.16 愛　知 東　海

20 1185 鎌田　咲季 ｶﾏﾀﾞ ｻｷ 2 高稜 1:01.27 福　岡 北九州

21 281 小山　涼華 ｺﾔﾏ ｽｽﾞｶ 3 小山西 1:01.29 栃　木 北関東

22 490 カラザーズ　圭菜　ヴィヴィアン ｶﾗｻﾞｰｽﾞｹｲﾅ ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ 3 川崎市立橘 1:01.33 神奈川 南関東

23 171 渡辺　真衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 3 仙台三桜 1:01.43 宮　城 東　北

24 386 山田　夏葵 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 2 本庄東 1:01.57 埼　玉 北関東

25 465 吉澤　伶 ﾖｼｻﾞﾜ ﾚｲ 3 日本橋女学館 1:01.58 東　京 南関東

26 1071 伊藤　真由美 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 3 城ノ内 1:01.61 徳　島 四　国

27 451 柳下　美佐子 ﾔｷﾞｼﾀ ﾐｻｺ 3 戸板女 1:01.63 東　京 南関東

28 1201 夏木　綾菜 ﾅﾂｷ ｱﾔﾅ 3 筑前 1:01.64 福　岡 北九州

29 560 中俣　薫 ﾅｶﾏﾀ ｶｵﾘ 3 六日町 1:01.84 新　潟 北信越

30 751 奥村　ひかり ｵｸﾑﾗ ﾋｶﾘ 3 宇治山田商 1:01.91 三　重 東　海

30 1286 兒玉　彩希 ｺﾀﾞﾏ ｻｷ 2 大分雄城台 1:01.91 大　分 北九州

32 762 吉岡　麻奈 ﾖｼｵｶ ﾏﾅ 2 大垣商 1:01.96 岐　阜 東　海

33 1047 野田　恵未留 ﾉﾀﾞ ｴﾐﾙ 3 英明 1:01.97 香　川 四　国

33 1213 髙島　咲月 ﾀｶｼﾏ ｻﾂｷ 2 中村学園女 1:01.97 福　岡 北九州

35 554 鈴木　多恵 ｽｽﾞｷ ﾀｴ 2 新潟明訓 1:01.99 新　潟 北信越

35 590 六反田　実優 ﾛｸﾀﾝﾀﾞ ﾐﾕｳ 2 小松 1:01.99 石　川 北信越

37 783 牧野　ひかる ﾏｷﾉ ﾋｶﾙ 3 高山西 1:02.00 岐　阜 東　海

38 602 五十村　萌華 ｲｿﾑﾗ ﾓｴｶ 3 小松商 1:02.02 石　川 北信越

39 1378 浦村　星来 ｳﾗﾑﾗ ｾｲﾗ 2 鹿児島 1:02.21 鹿児島 南九州

40 360 松本　聖華 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶ 3 坂戸西 1:02.26 埼　玉 北関東

40 1239 髙田　美沙子 ﾀｶﾀ ﾐｻｺ 3 八幡南 1:02.26 福　岡 北九州

42 992 小山田　みなみ ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 3 高陽東 1:02.31 広　島 中　国

43 573 小山　綾菜 ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 3 長野吉田 1:02.35 長　野 北信越

44 294 川崎　智恵 ｶﾜｻｷ ﾄﾓｴ 3 富岡東 1:02.37 群　馬 北関東

45 1256 山口　菜緒 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵ 3 佐賀北 1:02.40 佐　賀 北九州

46 959 徳原　真奈美 ﾄｸﾊﾗ ﾏﾅﾐ 3 金光学園 1:02.42 岡　山 中　国

47 231 吉田　菜穂 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 3 九里学園 1:02.50 山　形 東　北

48 946 坂上　りま ｻｶｶﾞﾐ ﾘﾏ 2 倉敷中央 1:02.53 岡　山 中　国

49 148 齋藤　理菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 3 北上翔南 1:02.58 岩　手 東　北

50 161 上濱　理子 ｶﾐﾊﾏ ﾘｺ 3 盛岡中央 1:02.86 岩　手 東　北

51 253 佐久間　彩 ｻｸﾏ ｱﾔ 3 橘 1:03.03 福　島 東　北

52 973 安田　夏生 ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 2 安芸 1:03.04 広　島 中　国

53 107 三谷　栞 ﾐﾀﾆ ｼｵﾘ 3 函館白百合 1:03.50 北海道 北海道

54 1139 住田　麻結 ｽﾐﾀﾞ ﾏﾕ 2 松山西中等 1:03.51 愛　媛 四　国

55 67 三上　珠丹 ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾆ 3 札幌開成 1:03.72 北海道 北海道

55 1353 小川　愛梨沙 ｵｶﾞﾜ ｱﾘｻ 2 都城商 1:03.72 宮　崎 南九州

57 1152 萩森　紀恵 ﾊｷﾞﾓﾘ ｷｴ 2 八幡浜 1:03.86 愛　媛 四　国

58 90 長沼　紗彩 ﾅｶﾞﾇﾏ ｻｱﾔ 3 札幌東 1:04.11 北海道 北海道

59 163 小野　亜也加 ｵﾉ ｱﾔｶ 3 蔵王 1:04.14 宮　城 東　北

60 1153 宇都宮　さや ｳﾂﾉﾐﾔ ｻﾔ 2 八幡浜 1:04.45 愛　媛 四　国

61 1427 大城　有利加 ｵｵｼﾛ ﾕﾘｶ 1 那覇西 1:04.55 沖　縄 南九州

62 1367 坂元　里帆 ｻｶﾓﾄ ﾘﾎ 2 宮崎商 1:04.64 宮　崎 南九州

63 1373 高橋　菜々 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 2 出水 1:04.79 鹿児島 南九州

64 36 伊賀　麻由里 ｲｶﾞ ﾏﾕﾘ 3 小樽潮陵 1:05.94 北海道 北海道

65 66 新道　沙季 ｼﾝﾄﾞｳ ｻｷ 3 札幌丘珠 1:06.38 北海道 北海道

66 95 瀬戸　涼夏 ｾﾄ ｽｽﾞｶ 2 滝川西 1:06.96 北海道 北海道
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rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 915 松本　紗依 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾖﾘ 3 奈良育英 23:15.28 奈　良 近　畿

2 869 上田　菜花 ｳｴﾀﾞ ﾅﾉｶ 2 市尼崎 23:28.07 兵　庫 近　畿

3 567 溝口　友己歩 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 2 長野東 23:29.27 長　野 北信越

4 583 髙山　瑞佳 ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞｶ 3 富山商 23:47.46 富　山 北信越

5 325 峰村　かな ﾐﾈﾑﾗ ｶﾅ 3 久喜 23:50.25 埼　玉 北関東

6 787 園田　世玲奈 ｿﾉﾀﾞ ｾﾚﾅ 3 草津東 23:52.97 滋　賀 近　畿

7 789 多田　咲美 ﾀﾀﾞ ｻｷﾐ 3 乙訓 23:55.95 京　都 近　畿

8 416 櫻井　結花 ｻｸﾗｲ ﾕｶ 3 成田 23:56.68 千　葉 南関東

9 722 杉本　梨保 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾎ 3 至学館 24:02.37 愛　知 東　海

10 624 高本　瑞季 ﾀｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 2 遊学館 24:11.44 石　川 北信越

11 288 水澤　茜 ﾐｽﾞｻﾜ ｱｶﾈ 3 伊勢崎清明 24:17.09 群　馬 北関東

12 159 熊谷　菜美 ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾐ 3 盛岡一 24:29.08 岩　手 東　北

13 132 齋藤　那歩 ｻｲﾄｳ ﾅﾎ 3 青森 24:41.51 青　森 東　北

14 196 井上　芙美佳 ｲﾉｳｴ ﾌﾐｶ 2 常盤木学園 24:43.05 宮　城 東　北

15 1333 石橋　奈津美 ｲｼﾊﾞｼ ﾅﾂﾐ 3 熊本中央 24:46.81 熊　本 南九州

16 1407 横山　ひろり ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾘ 3 国分中央 24:47.30 鹿児島 南九州

17 1150 林　優花子 ﾊﾔｼ ﾕｶｺ 2 八幡浜 24:47.44 愛　媛 四　国

18 622 石崎　彩 ｲｼｻﾞｷ ｱﾔ 3 七尾 24:49.32 石　川 北信越

19 760 杉山　智香 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓｶ 2 大垣日大 24:52.07 岐　阜 東　海

20 1160 澳本　みなみ ｵｸﾓﾄ ﾐﾅﾐ 2 高知追手前 24:52.31 高　知 四　国

21 693 中川　晴子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｺ 2 旭丘 24:52.80 愛　知 東　海

22 383 大久保　博美 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ 3 所沢西 24:53.71 埼　玉 北関東

23 1351 岡山　葉月 ｵｶﾔﾏ ﾊﾂﾞｷ 3 日南学園 24:56.15 宮　崎 南九州

24 657 八木原　楓 ﾔｷﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ 3 日大三島 24:58.00 静　岡 東　海

25 385 小池　優佳 ｺｲｹ ﾕｳｶ 2 本庄東 24:58.18 埼　玉 北関東

26 958 福田　知夏 ﾌｸﾀﾞ ﾁｶ 3 興譲館 25:21.86 岡　山 中　国

27 1176 末永　貴瑛 ｽｴﾅｶﾞ ｷｴｲ 3 九国大付 25:22.90 福　岡 北九州

28 1356 平下　静菜 ﾋﾗｼﾀ ｾｲﾅ 2 日南振徳 25:34.88 宮　崎 南九州

29 138 森　優希 ﾓﾘ ﾕｳｷ 3 三本木 25:36.80 青　森 東　北

30 1147 藤田　喜子 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｺ 2 南宇和 25:39.65 愛　媛 四　国

31 440 加藤　泉美 ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ 3 高島 25:42.59 東　京 南関東

32 940 藤井　七海 ﾌｼﾞｲ ﾅﾅﾐ 3 岡山東商 25:43.96 岡　山 中　国

33 1233 園田　夏菜 ｿﾉﾀﾞ ｶﾅ 3 柳川 25:44.43 福　岡 北九州

34 1234 四ヶ所　夢香 ｼｶｼｮ ﾕﾒｶ 3 柳川 25:44.60 福　岡 北九州

35 1267 大串　南央 ｵｵｸﾞｼ ﾅｵ 3 佐世保商 25:45.40 長　崎 北九州

36 926 古川　偲帆 ﾌﾙｶﾜ ｼﾎ 3 出雲商 25:46.00 島　根 中　国

37 425 水無瀬　都 ﾐﾅｾ ﾐﾔｺ 3 錦城 25:47.02 東　京 南関東

38 418 大澤　亜美 ｵｵｻﾜ ｱﾐ 2 市立船橋 25:57.74 千　葉 南関東

39 1038 大田　嶺花 ｵｵﾀ ﾚｲｶ 3 中村女 25:58.56 山　口 中　国

40 91 大村　由莉香 ｵｵﾑﾗ ﾕﾘｶ 3 札幌東 26:02.83 北海道 北海道

41 1148 永尾　美波 ﾅｶﾞｵ ﾐﾅﾐ 3 南宇和 26:08.31 愛　媛 四　国

42 20 西出　実樹 ﾆｼﾃﾞ ﾐｷ 3 旭川龍谷 26:56.32 北海道 北海道

43 96 田口　楓 ﾀｸﾞﾁ ｶｴﾃﾞ 3 滝川西 26:59.70 北海道 北海道

44 113 藤野　莉紗 ﾌｼﾞﾉ ﾘｻ 3 釧路江南 27:11.94 北海道 北海道
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1 佐賀北 ｻｶﾞｷﾀ 46.12 佐　賀 北九州

2 相洋 ｿｳﾖｳ 46.30 神奈川 南関東

3 愛知 ｱｲﾁ 46.65 愛　知 東海

4 東京 ﾄｳｷｮｳ 46.68 東　京 南関東

5 埼玉栄 ｻｲﾀﾏｻｶｴ 46.74 埼　玉 北関東

6 安城学園 ｱﾝｼﾞｮｳｶﾞｸｴﾝ 46.76 愛　知 東海

7 京都文教 ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳ 46.79 京　都 近畿

8 夙川 ｼｭｸｶﾞﾜｶﾞｸｲﾝ 46.85 兵　庫 近畿

9 春日部東 ｶｽｶﾍﾞﾋｶﾞｼ 46.89 埼　玉 北関東

10 新潟商 ﾆｲｶﾞﾀｼｮｳｷﾞｮｳ 46.94 新　潟 北信越

11 大阪 ｵｵｻｶ 46.96 大　阪 近畿

12 長良 ﾅｶﾞﾗ 47.05 岐　阜 東海

13 倉敷中央 ｸﾗｼｷﾁｭｳｵｳ 47.09 岡　山 中国

14 城南学園 ｼﾞｮｳﾅﾝｶﾞｸｴﾝ 47.10 大　阪 近畿

15 国際学院 ｺｸｻｲｶﾞｸｲﾝ 47.11 埼　玉 北関東

16 九州学院 ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 47.14 熊　本 南九州

17 星稜 ｾｲﾘｮｳ 47.19 石　川 北信越

18 岡崎城西 ｵｶｻﾞｷｼﾞｮｳｾｲ 47.22 愛　知 東海

19 浜松市立 ﾊﾏﾏﾂｼﾘﾂ 47.23 静　岡 東海

19 八代東 ﾔﾂｼﾛﾋｶﾞｼ 47.23 熊　本 南九州

21 東海大望洋 ﾄｳｶｲﾀﾞｲﾎﾞｳﾖｳ 47.24 千　葉 南関東

22 つばさ総合 ﾂﾊﾞｻｿｳｺﾞｳ 47.25 東　京 南関東

23 九里学園 ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ 47.30 山　形 東北

24 立命館慶祥 ﾘﾂﾒｲｶﾝｹｲｼｮｳ 47.32 北海道 北海道

24 川崎市立橘 ｶﾜｻｷｼﾘﾂﾀﾁﾊﾞﾅ 47.32 神奈川 南関東

26 流山南 ﾅｶﾞﾚﾔﾏﾐﾅﾐ 47.35 千　葉 南関東

26 玉野光南 ﾀﾏﾉｺｳﾅﾝ 47.35 岡　山 中国

26 大分雄城台 ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉﾀﾞｲ 47.35 大　分 北九州

29 中村学園女 ﾅｶﾑﾗｶｸｴﾝｼﾞｮｼ 47.39 福　岡 北九州

30 滝川第二 ﾀｷｶﾞﾜﾀﾞｲﾆ 47.40 兵　庫 近畿

31 京都橘 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅ 47.43 京　都 近畿

32 秋田和洋女 ｱｷﾀﾜﾖｳｼﾞｮ 47.51 秋　田 東北

33 四日市商 ﾖｯｶｲﾁｼｮｳｷﾞｮｳ 47.52 三　重 東海

34 國學院栃木 ｺｸｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲﾄﾁｷﾞ 47.63 栃　木 北関東

35 恵庭北 ｴﾆﾜｷﾀ 47.64 北海道 北海道

36 宮崎商 ﾐﾔｻﾞｷｼｮｳｷﾞｮｳ 47.66 宮　崎 南九州

37 英明 ｴｲﾒｲ 47.67 香　川 四国

38 神辺旭 ｶﾝﾅﾍﾞｱｻﾋ 47.77 広　島 中国

39 長崎南 ﾅｶﾞｻｷﾐﾅﾐ 47.81 長　崎 北九州

40 東京農大三 ﾄｳｷｮｳﾉｳﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ 47.82 埼　玉 北関東

41 東北 ﾄｳﾎｸ 47.84 宮　城 東北

41 小松商 ｺﾏﾂｼｮｳｷﾞｮｳ 47.84 石　川 北信越

43 盛岡一 ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｲﾁ 47.86 岩　手 東北

44 中部商 ﾁｭｳﾌﾞｼｮｳｷﾞｮｳ 47.92 沖　縄 南九州

45 昌平 ｼｮｳﾍｲ 47.93 埼　玉 北関東

45 筑紫女学園 ﾁｸｼｼﾞｮｶﾞｸｴﾝ 47.93 福　岡 北九州

47 常盤木学園 ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ 47.95 宮　城 東北

48 福岡大若葉 ﾌｸｵｶﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾜｶﾊﾞ 47.98 福　岡 北九州

49 川薩清修館 ｾﾝｻﾂｾｲｼｭｳｶﾝ 48.00 鹿児島 南九州

50 北陸 ﾎｸﾘｸ 48.02 福　井 北信越

51 酒田南 ｻｶﾀﾐﾅﾐ 48.03 山　形 東北

52 鹿児島女 ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｼ 48.11 鹿児島 南九州

53 敦賀 ﾂﾙｶﾞ 48.13 福　井 北信越

54 広島 ﾋﾛｼﾏ 48.21 広　島 中国

55 徳山商工 ﾄｸﾔﾏｼｮｳｺｳ 48.29 山　口 中国

56 松江商 ﾏﾂｴｼｮｳｷﾞｮｳ 48.32 島　根 中国

57 城南 ｼﾞｮｳﾅﾝ 48.40 徳　島 四国

58 徳島市立 ﾄｸｼﾏｼﾘﾂ 48.46 徳　島 四国

59 小松明峰 ｺﾏﾂﾒｲﾎｳ 48.48 石　川 北信越

60 名西 ﾐｮｳｻﾞｲ 48.58 徳　島 四国

60 済美 ｻｲﾋﾞ 48.58 愛　媛 四国

62 北見緑陵 ｷﾀﾐﾘｮｸﾘｮｳ 48.59 北海道 北海道

63 高松北 ﾀｶﾏﾂｷﾀ 48.68 香　川 四国

64 札幌国際情報 ｻｯﾎﾟﾛｺｸｻｲｼﾞｮｳﾎｳ 48.90 北海道 北海道

65 札幌大谷 ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀﾆ 49.07 北海道 北海道

66 函館大妻 ﾊｺﾀﾞﾃｵｵﾂﾏ 49.71 北海道 北海道
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1 東大阪大敬愛 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲｹｲｱｲ 3:42.50 大　阪 近畿

2 愛知 ｱｲﾁ 3:43.61 愛　知 東海

3 相洋 ｿｳﾖｳ 3:44.48 神奈川 南関東

4 京都文教 ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳ 3:45.07 京　都 近畿

5 埼玉栄 ｻｲﾀﾏｻｶｴ 3:46.04 埼　玉 北関東

6 白梅学園 ｼﾗｳﾒｶﾞｸｴﾝ 3:46.28 東　京 南関東

7 浜松市立 ﾊﾏﾏﾂｼﾘﾂ 3:46.84 静　岡 東海

8 至学館 ｼｶﾞｸｶﾝ 3:47.13 愛　知 東海

9 新潟商 ﾆｲｶﾞﾀｼｮｳｷﾞｮｳ 3:47.29 新　潟 北信越

10 韮山 ﾆﾗﾔﾏ 3:47.34 静　岡 東海

11 佐賀北 ｻｶﾞｷﾀ 3:47.63 佐　賀 北九州

12 近大附 ｷﾝﾀﾞｲﾌ 3:47.89 大　阪 近畿

13 摂津 ｾｯﾂ 3:48.12 大　阪 近畿

14 倉敷中央 ｸﾗｼｷﾁｭｳｵｳ 3:48.14 岡　山 中国

15 八王子 ﾊﾁｵｳｼﾞ 3:48.29 東　京 南関東

16 夙川 ｼｭｸｶﾞﾜｶﾞｸｲﾝ 3:48.45 兵　庫 近畿

17 東京 ﾄｳｷｮｳ 3:48.54 東　京 南関東

18 添上 ｿｴｶﾐ 3:48.56 奈　良 近畿

19 中村学園女 ﾅｶﾑﾗｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼ 3:48.76 福　岡 北九州

20 長崎南 ﾅｶﾞｻｷﾐﾅﾐ 3:49.01 長　崎 北九州

21 今治北 ｲﾏﾊﾞﾘｷﾀ 3:49.68 愛　媛 四国

22 東北 ﾄｳﾎｸ 3:49.83 宮　城 東北

23 八幡南 ﾔﾊﾀﾐﾅﾐ 3:50.31 福　岡 北九州

24 宮崎商 ﾐﾔｻﾞｷｼｮｳｷﾞｮｳ 3:50.38 宮　崎 南九州

25 岡崎城西 ｵｶｻﾞｷｼﾞｮｳｾｲ 3:50.40 愛　知 東海

26 成田 ﾅﾘﾀ 3:50.56 千　葉 南関東

27 酒田南 ｻｶﾀﾐﾅﾐ 3:50.62 山　形 東北

28 新島学園 ﾆｲｼﾞﾏｶﾞｸｴﾝ 3:50.78 群　馬 北関東

29 春日部東 ｶｽｶﾍﾞﾋｶﾞｼ 3:50.89 埼　玉 北関東

30 大分西 ｵｵｲﾀﾆｼ 3:51.02 大　分 北九州

31 英明 ｴｲﾒｲ 3:51.08 香　川 四国

32 熊本商 ｸﾏﾓﾄｼｮｳｷﾞｮｳ 3:51.10 熊　本 南九州

33 東京農大三 ﾄｳｷｮｳﾉｳｷﾞｮｳﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ 3:51.40 埼　玉 北関東

33 川崎市立橘 ｶﾜｻｷｼﾘﾂﾀﾁﾊﾞﾅ 3:51.40 神奈川 南関東

35 九州学院 ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 3:51.58 熊　本 南九州

36 星稜 ｾｲﾘｮｳ 3:51.61 石　川 北信越

37 鹿児島女 ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｼ 3:51.83 鹿児島 南九州

38 土浦湖北 ﾂﾁｳﾗｺﾎｸ 3:51.84 茨　城 北関東

39 国際学院 ｺｸｻｲｶﾞｸｲﾝ 3:51.88 埼　玉 北関東

40 小松商 ｺﾏﾂｼｮｳｷﾞｮｳ 3:52.10 石　川 北信越

41 済美 ｾｲﾋﾞ 3:52.22 岐　阜 東海

42 近大福岡 ｷﾝｷﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾌｸｵｶ 3:52.31 福　岡 北九州

43 常盤木学園 ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ 3:52.35 宮　城 東北

44 九里学園 ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ 3:52.80 山　形 東北

45 鹿児島 ｶｺﾞｼﾏ 3:53.19 鹿児島 南九州

46 長岡大手 ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 3:53.25 新　潟 北信越

47 中部商 ﾁｭｳﾌﾞｼｮｳｷﾞｮｳ 3:53.44 沖　縄 南九州

48 敦賀 ﾂﾙｶﾞ 3:53.49 福　井 北信越

49 神辺旭 ｶﾝﾅﾍﾞｱｻﾋ 3:53.58 広　島 中国

50 八幡浜 ﾔﾜﾀﾊﾏ 3:54.12 愛　媛 四国

51 仙台三桜 ｾﾝﾀﾞｲｻﾝｵｳ 3:54.32 宮　城 東北

52 北上翔南 ｷﾀｶﾐｼｮｳﾅﾝ 3:54.75 岩　手 東北

53 松山西中等 ﾏﾂﾔﾏﾆｼﾁｭｳﾄｳ 3:55.00 愛　媛 四国

54 高陽東 ｺｳﾖｳﾋｶﾞｼ 3:55.49 広　島 中国

55 新潟明訓 ﾆｲｶﾞﾀﾒｲｸﾝ 3:55.75 新　潟 北信越

56 旭川大学 ｱｻﾋｶﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 3:56.14 北海道 北海道

57 立命館慶祥 ﾘﾂﾒｲｶﾝｹｲｼｮｳ 3:56.15 北海道 北海道

58 広島 ﾋﾛｼﾏ 3:57.09 広　島 中国

59 広島皆実 ﾋﾛｼﾏﾐﾅﾐ 3:57.20 広　島 中国

60 済美平成 ｻｲﾋﾞﾍｲｾｲ 3:57.48 愛　媛 四国

61 徳山 ﾄｸﾔﾏ 3:57.86 山　口 中国

62 聖カタリナ女 ｾｲｶﾀﾘﾅｼﾞｮｼ 3:58.63 愛　媛 四国

63 北見緑陵 ｷﾀﾐﾘｮｸﾘｮｳ 4:01.62 北海道 北海道

64 札幌国際情報 ｻｯﾎﾟﾛｺｸｻｲｼﾞｮｳﾎｳ 4:02.07 北海道 北海道

65 帯広南商 ｵﾋﾞﾋﾛﾐﾅﾐｼｮｳｷﾞｮｳ 4:03.59 北海道 北海道

66 旭川龍谷 ｱｻﾋｶﾜﾘｭｳｺｸ 4:05.33 北海道 北海道
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 女子走高跳

ﾗﾝｷﾝｸﾞ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県名 地区

1 867 津田　シェリアイ ﾂﾀﾞ ｼｪﾘｱｲ 3 東大阪大敬愛 1m75 大　阪 近　畿

2 919 寺谷　諭美 ﾃﾗﾀﾆ ｻﾄﾐ 3 倉吉東 1m74 鳥　取 中　国

2 1217 仲野　春花 ﾅｶﾉ ﾊﾙｶ 3 中村学園女 1m74 福　岡 北九州

4 180 石岡　柚季 ｲｼｵｶ ﾕｽﾞｷ 2 東北 1m73 宮　城 東　北

4 731 松井　紗希 ﾏﾂｲ ｻｷ 3 中京大中京 1m73 愛　知 東　海

6 140 須々田　佳穂 ｽｽﾀ ｶﾎ 3 弘前実 1m72 青　森 東　北

6 868 秦　澄美鈴 ﾊﾀ ｽﾐﾚ 3 山本 1m72 大　阪 近　畿

6 1431 徳本　鈴奈 ﾄｸﾓﾄ ｽｽﾞﾅ 3 那覇西 1m72 沖　縄 南九州

9 574 山我　杏寿実 ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ 3 野沢北 1m71 長　野 北信越

10 384 竹内　萌 ﾀｹｳﾁ ﾓｴ 1 本庄一 1m70 埼　玉 北関東

10 479 青山　夏実 ｱｵﾔﾏ ﾅﾂﾐ 2 川崎市立橘 1m70 神奈川 南関東

12 251 橋本　朋実 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 3 清陵情報 1m69 福　島 東　北

12 295 佐藤　真帆 ｻﾄｳ ﾏﾎ 3 富岡東 1m69 群　馬 北関東

12 1400 鐡丸　美由紀 ﾃﾂﾏﾙ ﾐﾕｷ 3 鹿児島女 1m69 鹿児島 南九州

15 424 古川　聡美 ｺｶﾞﾜ ｻﾄﾐ 3 片倉 1m68 東　京 南関東

15 784 石原　里紗 ｲｼﾊﾗ ﾘｻ 3 美濃加茂 1m68 岐　阜 東　海

15 1050 合田　実加 ｺﾞｳﾀﾞ ﾐｶ 3 観音寺中央 1m68 香　川 四　国

18 169 庄司　葵 ｼｮｳｼﾞ ｱｵｲ 2 仙台三桜 1m67 宮　城 東　北

18 292 星野　茉利 ﾎｼﾉ ﾏﾘ 3 太田女 1m67 群　馬 北関東

18 333 飯田　夏鈴 ｲｲﾀﾞ ｶﾘﾝ 3 国際学院 1m67 埼　玉 北関東

18 390 遠山　友美子 ﾄｵﾔﾏ ﾕﾐｺ 2 松山女 1m67 埼　玉 北関東

18 392 松元　珠凜 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 2 柏日体 1m67 千　葉 南関東

18 423 清水　爽香 ｼﾐｽﾞ ｻﾔｶ 2 八千代松陰 1m67 千　葉 南関東

18 475 具志堅　実希 ｸﾞｼｹﾝ ﾐｷ 3 有馬 1m67 神奈川 南関東

18 545 平山　紗衣 ﾋﾗﾔﾏ ｻｴ 3 新潟商 1m67 新　潟 北信越

18 707 中西　美早 ﾅｶﾆｼ ﾐｻｷ 2 岡崎城西 1m67 愛　知 東　海

18 735 大和田　ゆうか ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｶ 3 豊川 1m67 愛　知 東　海

18 871 荒木　志帆 ｱﾗｷ ｼﾎ 2 明石商 1m67 兵　庫 近　畿

18 894 中村　優女 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒ 2 滝川第二 1m67 兵　庫 近　畿

30 1408 馬原　美紅 ﾏﾊﾞﾙ ﾐｸ 1 松陽 1m66 鹿児島 南九州

31 1068 小笠原　麻結 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏﾕ 1 城南 1m65 徳　島 四　国

31 1136 千代　瑞貴 ｾﾝﾀﾞｲ ﾐｽﾞｷ 1 松山北 1m65 愛　媛 四　国

31 1163 山沖　真菜 ﾔﾏｵｷ ﾏﾅ 2 中村 1m65 高　知 四　国

31 1206 池田　真理 ｲｹﾀﾞ ﾏﾘ 3 東筑 1m65 福　岡 北九州

31 1218 清島　未有 ｷﾖｼﾏ ﾐｳ 3 中村学園女 1m65 福　岡 北九州

36 293 飯野　綾 ｲｲﾉ ｱﾔ 3 高崎女 1m64 群　馬 北関東

36 473 伊德　有加 ｲﾄｸ ﾕｳｶ 2 芦花 1m64 東　京 南関東

36 696 金城　柚花 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｶ 2 安城学園 1m64 愛　知 東　海

36 826 藤田　可南子 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅｺ 3 北野 1m64 大　阪 近　畿

36 887 山口　更紗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾗｻ 1 園田 1m64 兵　庫 近　畿

36 920 河野　恵里花 ｺｳﾉ ｴﾘｶ 3 境 1m64 鳥　取 中　国

36 1328 橋本　愛佳 ﾊｼﾓﾄ ｱｲｶ 3 熊本商 1m64 熊　本 南九州

43 250 佐々木　海帆 ｻｻｷ ﾐﾎ 3 磐城桜が丘 1m63 福　島 東　北

44 26 永井　梨々夏 ﾅｶﾞｲ ﾘﾘｶ 2 恵庭北 1m62 北海道 北海道

44 33 池田　佳代 ｲｹﾀﾞ ｶﾖ 1 恵庭南 1m62 北海道 北海道

44 260 波田野　瑠花 ﾊﾀﾉ ﾙｶ 1 湯本 1m62 福　島 東　北

44 925 渡部　海帆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ 3 出雲 1m62 島　根 中　国

44 927 志食　伶奈 ｼｼﾞｷ ﾚｲﾅ 2 大社 1m62 島　根 中　国

44 986 神田　菜摘 ｶﾝﾀﾞ ﾅﾂﾐ 1 市立呉 1m62 広　島 中　国

44 1067 長尾　美希 ﾅｶﾞｵ ﾐｷ 3 城南 1m62 徳　島 四　国

44 1077 梶　朱莉 ｶｼﾞ ｱｶﾘ 2 徳島市立 1m62 徳　島 四　国

44 1189 中井　裕紀子 ﾅｶｲ ﾕｷｺ 2 修猷館 1m62 福　岡 北九州

44 1243 久保田　早紀 ｸﾎﾞﾀ ｻｷ 3 伊万里商 1m62 佐　賀 北九州

44 1306 首藤　茉優 ｼｭﾄｳ ﾏﾕ 3 大分舞鶴 1m62 大　分 北九州

55 534 山田　瀬里奈 ﾔﾏﾀﾞ ｾﾘﾅ 2 新潟産大附 1m61 新　潟 北信越

55 585 岩田　栞 ｲﾜﾀ ｼｵﾘ 3 富山商 1m61 富　山 北信越

55 619 国谷　妃菜乃 ｸﾆﾔ ﾋﾅﾉ 3 星稜 1m61 石　川 北信越

55 653 榎本　歩 ｴﾉﾓﾄ ｱﾕﾐ 3 清水桜が丘 1m61 静　岡 東　海

55 1309 髙　奈津美 ｺｳ ﾅﾂﾐ 3 開新 1m61 熊　本 南九州

60 97 大場　芽吹 ｵｵﾊﾞ ﾒﾌﾞｷ 2 千歳 1m59 北海道 北海道

60 972 竹本　実桜 ﾀｹﾓﾄ ﾐｵ 3 津山東 1m59 岡　山 中　国

62 572 岩崎　ちひろ ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 2 長野吉田 1m58 長　野 北信越

62 1406 牧野　奏子 ﾏｷﾉ ｶﾅｺ 3 甲南 1m58 鹿児島 南九州

64 84 菅原　知佳 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｶ 3 札幌創成 1m56 北海道 北海道

65 92 須田　有咲 ｽﾀﾞ ｱﾘｻ 1 札幌藻岩 1m53 北海道 北海道

65 116 黒田　七海 ｸﾛﾀﾞ ﾅﾅﾐ 1 伊達緑丘 1m53 北海道 北海道
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 女子走幅跳

ﾗﾝｷﾝｸﾞ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 風 都道府県 地区

1 1405 内之倉　由美 ｳﾁﾉｸﾗ ﾕﾐ 3 甲南 6m16 +1.6 鹿児島 南九州

2 1217 仲野　春花 ﾅｶﾉ ﾊﾙｶ 3 中村学園女 6m06 +0.5 福　岡 北九州

3 436 水口　怜 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｻﾄ 3 白梅学園 5m98 +1.3 東　京 南関東

4 855 山下　友佳 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ 2 太成学院 5m93 +1.3 大　阪 近　畿

5 520 剱持　クリア ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 2 山梨学院大附 5m90 +1.5 山　梨 南関東

6 1242 原田　彩希 ﾊﾗﾀﾞ ｻｷ 3 祐誠 5m86 +0.9 福　岡 北九州

7 798 椹木　亜美 ｻﾜﾗｷﾞ ｱﾐ 1 京都文教 5m85 +0.1 京　都 近　畿

8 904 濵本　果音 ﾊﾏﾓﾄ ｶﾉﾝ 3 姫路商 5m84 +1.4 兵　庫 近　畿

8 965 今濱　美咲 ｲﾏﾊﾏ ﾐｻｷ 2 玉野光南 5m84 -0.5 岡　山 中　国

10 848 竹内　真弥 ﾀｹｳﾁ ﾏﾔ 1 摂津 5m83 +1.7 大　阪 近　畿

11 727 山内　菜有里 ﾔﾏｳﾁ ﾅﾕﾘ 3 千種 5m81 -1.7 愛　知 東　海

11 1073 梶　涼夏 ｶｼﾞ ｽｽﾞｶ 3 徳島市立 5m81 +1.9 徳　島 四　国

13 1082 喜多　世奈 ｷﾀﾞ ｾﾅ 1 徳島市立 5m79 +0.9 徳　島 四　国

14 277 神山　綾音 ｶﾐﾔﾏ ｱﾔﾈ 3 國學院栃木 5m77 -0.2 栃　木 北関東

14 389 田島　咲華 ﾀｼﾞﾏ ｻｷｶ 3 本庄東 5m77 +2.0 埼　玉 北関東

16 750 林　薫乃 ﾊﾔｼ ﾕｷﾉ 2 宇治山田商 5m76 +0.5 三　重 東　海

17 1091 石川　愛実 ｲｼｶﾜ ｱｲﾐ 3 名西 5m75 +0.3 徳　島 四　国

18 1042 三原　美樹 ﾐﾊﾗ ﾐｷ 1 英明 5m74 +0.5 香　川 四　国

19 135 名久井　うらら ﾅｸｲ ｳﾗﾗ 3 大湊 5m73 +0.9 青　森 東　北

19 766 河瀨　真央 ｶﾜｾ ﾏｵ 3 県岐阜商 5m73 +0.7 岐　阜 東　海

19 1039 池口　風音 ｲｹｸﾞﾁ ｶｻﾞﾈ 2 早鞆 5m73 +1.0 山　口 中　国

19 1421 平良　さき ﾀｲﾗ ｻｷ 2 中部商 5m73 +1.0 沖　縄 南九州

23 27 西本　亜海 ﾆｼﾓﾄ ｱﾐ 3 恵庭北 5m71 +1.4 北海道 北海道

23 738 明星　光 ｱｹﾎﾞｼ ﾋｶﾙ 1 豊田 5m71 +1.2 愛　知 東　海

25 937 加藤　宏美 ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ 2 美作 5m70 +0.9 岡　山 中　国

26 353 小笠原　ゆりな ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾘﾅ 3 埼玉栄 5m69 +0.6 埼　玉 北関東

26 878 大浦　沙紀 ｵｵｳﾗ ｻｷ 3 夙川 5m69 +1.1 兵　庫 近　畿

26 1040 小田　穂乃佳 ｵﾀﾞ ﾎﾉｶ 2 早鞆 5m69 -0.9 山　口 中　国

29 1046 谷澤　春香 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 3 英明 5m68 +1.8 香　川 四　国

30 1395 井上　彩花 ｲﾉｳｴ ｱﾔｶ 3 鹿児島女 5m67 +0.8 鹿児島 南九州

31 349 田中　友紀乃 ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 2 埼玉栄 5m66 -0.2 埼　玉 北関東

31 522 近藤　祐未 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 3 山梨学院大附 5m66 +1.5 山　梨 南関東

33 103 山本　明日香 ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ 3 函館大妻 5m65 +0.1 北海道 北海道

33 219 高橋　桃華 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｶ 1 横手清陵学院 5m65 +0.3 秋　田 東　北

33 225 髙橋　かおり ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 2 九里学園 5m65 +0.6 山　形 東　北

33 664 笹村　里沙 ｻｻﾑﾗ ﾘｻ 3 沼津西 5m65 +1.0 静　岡 東　海

37 433 高橋　このか ﾀｶﾊｼ ｺﾉｶ 2 白梅学園 5m64 -1.5 東　京 南関東

37 539 若杉　寧々 ﾜｶｽｷﾞ ﾈﾈ 2 新潟商 5m64 -0.2 新　潟 北信越

39 242 須田　千晶 ｽﾀﾞ ﾁｱｷ 3 山形北 5m63 -0.7 山　形 東　北

39 559 白井　真美 ｼﾗｲ ﾏﾐ 3 新潟南 5m63 +0.7 新　潟 北信越

39 899 藤野　茜 ﾌｼﾞﾉ ｱｶﾈ 3 三田祥雲館 5m63 +0.2 兵　庫 近　畿

42 352 宇和野　七海 ｳﾜﾉ ﾅﾅﾐ 3 埼玉栄 5m62 +1.1 埼　玉 北関東

42 919 寺谷　諭美 ﾃﾗﾀﾆ ｻﾄﾐ 3 倉吉東 5m62 +1.2 鳥　取 中　国

42 1191 末廣　真子 ｽｴﾋﾛ ﾏｺ 3 城南 5m62 +0.5 福　岡 北九州

42 1202 松本　祐里奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘﾅ 3 筑前 5m62 -0.7 福　岡 北九州

46 1271 竹島　実季 ﾀｹｼﾏ ﾐｷ 3 長崎西 5m61 0.0 長　崎 北九州

47 1285 藤本　想果 ﾌｼﾞﾓﾄ ｿﾗ 2 大分 5m59 +1.0 大　分 北九州

48 775 葛西　志乃美 ｶｻｲ ｼﾉﾐ 3 益田清風 5m58 -0.4 岐　阜 東　海

49 617 橋　侑利 ﾊｼ ﾕｳﾘ 2 星稜 5m57 +0.3 石　川 北信越

50 561 西村　千明 ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 2 伊那北 5m56 +1.7 長　野 北信越

51 944 宇埜　史歩理 ｳﾉ ｼﾎﾘ 2 倉敷中央 5m54 +1.8 岡　山 中　国

52 588 氏家　凪咲 ｳｼﾞｲｴ ﾅｷﾞｻ 2 龍谷富山 5m53 +1.7 富　山 北信越

52 642 大柳　里沙 ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾘｻ 3 敦賀気比 5m53 +1.8 福　井 北信越

54 164 佐々木　明日香 ｻｻｷ ｱｽｶ 2 佐沼 5m52 +0.5 宮　城 東　北

54 1088 山本　渚 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 1 鳴門 5m52 +1.0 徳　島 四　国

56 493 伊藤　由莉愛 ｲﾄｳ ﾕﾘｱ 2 希望ヶ丘 5m50 -0.7 神奈川 南関東

56 1332 六嘉　茜李 ﾛｸｶ ｱｶﾘ 1 熊本必由館 5m50 +0.4 熊　本 南九州

58 429 アコウア　奈菜 ｱｺｳｱ ﾅﾅ 1 城東 5m49 -0.9 東　京 南関東

59 289 諸田　実咲 ﾓﾛﾀ ﾐｻｷ 1 太田女 5m47 -0.3 群　馬 北関東

60 122 清野　ひかり ｾｲﾉ ﾋｶﾘ 2 立命館慶祥 5m45 -1.9 北海道 北海道

61 211 下田　美穂 ｼﾓﾀﾞ ﾐﾎ 3 秋田和洋女 5m44 +1.5 秋　田 東　北

62 1355 冨滿　あかね ﾄﾐﾐﾂ ｱｶﾈ 3 小林秀峰 5m38 +1.4 宮　崎 南九州

63 94 古谷　雪菜 ﾌﾙﾔ ﾕｷﾅ 3 砂川 5m34 0.0 北海道 北海道

64 108 吉田　史奈 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾅ 2 函館中部 5m32 +1.0 北海道 北海道

64 1390 豊村　真由 ﾄﾖﾑﾗ ﾏﾕ 2 鹿児島女 5m32 +1.7 鹿児島 南九州

66 76 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 3 札幌国際情報 5m26 +2.0 北海道 北海道
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 女子砲丸投(4.000kg)

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 864 郡　菜々佳 ｺｵﾘ ﾅﾅｶ 2 東大阪大敬愛 14m67 大　阪 近　畿

2 1069 西川　チカコ ﾆｼｶﾜ ﾁｶｺ 3 城南 14m15 徳　島 四　国

3 1354 伊知地　千奈 ｲｼﾞﾁ ﾁﾅ 3 宮崎学園 14m08 宮　崎 南九州

4 496 上坂　優稀 ｶﾐｻｶ ﾕｳｷ 3 瀬谷西 13m88 神奈川 南関東

4 1187 石丸　来未 ｲｼﾏﾙ ｸﾙﾐ 2 自由ケ丘 13m88 福　岡 北九州

6 1295 川野　尚美 ｶﾜﾉ ﾅｵﾐ 3 大分雄城台 13m66 大　分 北九州

7 449 坂本　早映 ｻｶﾓﾄ ｻｴ 2 戸板女 13m52 東　京 南関東

8 1051 山本　遥 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 3 観音寺中央 13m49 香　川 四　国

9 394 鈴木　夢 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 3 千葉黎明 13m44 千　葉 南関東

10 581 植田　菜々実 ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ 3 富山高専 13m38 富　山 北信越

11 809 田村　満孔 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 2 花園 13m37 京　都 近　畿

12 261 石井　明日夏 ｲｼｲ ｱｽｶ 3 茨城キリスト 13m31 茨　城 北関東

13 1161 齋藤　友里 ｻｲﾄｳ ﾕﾘ 2 高知追手前 13m19 高　知 四　国

14 902 尾山　和華 ｵﾔﾏ ﾎﾉｶ 1 姫路商 13m04 兵　庫 近　畿

15 629 栁原　真緒 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾏｵ 2 敦賀 12m92 福　井 北信越

16 265 海老原　佑香 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳｶ 2 土浦湖北 12m83 茨　城 北関東

17 905 廣畑　万季 ﾋﾛﾊﾀ ﾏｷ 3 姫路商 12m73 兵　庫 近　畿

18 651 増田　奈緒 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵ 1 静岡市立 12m71 静　岡 東　海

19 964 葛原　麻結 ｸｽﾞﾊﾗ ﾏﾕ 2 玉野光南 12m66 岡　山 中　国

20 953 田中　来夢 ﾀﾅｶ ﾗｲﾑ 3 倉敷中央 12m65 岡　山 中　国

21 371 山口　木乃実 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾉﾐ 2 西武台 12m58 埼　玉 北関東

22 856 青柳　栞 ｱｵﾔｷﾞ ｼｵﾘ 1 大体大浪商 12m55 大　阪 近　畿

23 525 五十嵐　沙可 ｲｶﾗｼ ｻｲｶ 3 五泉 12m47 新　潟 北信越

24 515 岸　夏希 ｷｼ ﾅﾂｷ 3 弥栄 12m42 神奈川 南関東

25 831 今井　美夢 ｲﾏｲ ﾐﾕ 3 近大附 12m41 大　阪 近　畿

26 162 畠山　和紀 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞｷ 3 盛岡農 12m31 岩　手 東　北

27 746 鳥羽瀬　めぐみ ﾄﾊﾞｾ ﾒｸﾞﾐ 2 あけぼの学園 12m29 三　重 東　海

28 639 島田　ひかり ｼﾏﾀﾞ ﾋｶﾘ 3 敦賀 12m26 福　井 北信越

29 24 山崎　公子 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾐｺ 3 網走南ケ丘 12m10 北海道 北海道

30 387 冨田　真波 ﾄﾐﾀ ﾏﾅﾐ 3 本庄東 12m06 埼　玉 北関東

30 698 中内　真悠 ﾅｶｳﾁ ﾏﾕ 3 安城学園 12m06 愛　知 東　海

30 739 中村　彩花 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 3 豊橋東 12m06 愛　知 東　海

33 10 北口　榛花 ｷﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 2 旭川東 12m04 北海道 北海道

33 342 小林　日菜子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｺ 2 児玉 12m04 埼　玉 北関東

35 246 安齋　れんか ｱﾝｻﾞｲ ﾚﾝｶ 2 山形商 12m03 山　形 東　北

36 726 早瀬　名那 ﾊﾔｾ ﾅﾅ 3 瑞陵 12m02 愛　知 東　海

37 961 長谷井　千咲 ﾊｾｲ ﾁｻ 3 就実 12m00 岡　山 中　国

38 441 清水　捺帆 ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾎ 2 田無 11m94 東　京 南関東

38 1188 古賀　美紗紀 ｺｶﾞ ﾐｻｷ 3 自由ケ丘 11m94 福　岡 北九州

40 450 藤田　幸楓 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｶ 2 戸板女 11m91 東　京 南関東

40 703 佐藤　眞子 ｻﾄｳ ﾏｺ 2 大府 11m91 愛　知 東　海

42 176 菅原　麻未 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾐ 3 築館 11m83 宮　城 東　北

43 248 土屋　明日香 ﾂﾁﾔ ｱｽｶ 3 葵 11m81 福　島 東　北

44 284 神山　結衣 ｶﾐﾔﾏ ﾕｲ 3 那須拓陽 11m80 栃　木 北関東

45 1017 藤村　明日香 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｽｶ 2 西京 11m78 山　口 中　国

46 137 木村　瑞菜 ｷﾑﾗ ﾐｽﾞﾅ 2 黒石商 11m75 青　森 東　北

47 1106 藤本　佑月 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 3 今治東中等 11m74 愛　媛 四　国

48 4 佐々木　梨奈 ｻｻｷ ﾘﾅ 2 旭川大学 11m73 北海道 北海道

49 564 稲森　渚 ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 3 須坂園芸 11m69 長　野 北信越

50 589 川上　真裕美 ｶﾜｶﾐ ﾏﾕﾐ 3 金沢 11m67 石　川 北信越

50 960 渡邊　理沙 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 2 就実 11m67 岡　山 中　国

52 1338 甲斐　利枝 ｶｲ ﾘｴ 2 熊本国府 11m63 熊　本 南九州

53 93 鯉渕　ゆき ｺｲﾌﾞﾁ ﾕｷ 2 札幌藻岩 11m62 北海道 北海道

53 1307 加藤　碧 ｶﾄｳ ｱｵｲ 2 佐伯豊南 11m62 大　分 北九州

55 255 阿部　里緒奈 ｱﾍﾞ ﾘｵﾅ 3 日大東北 11m57 福　島 東　北

56 982 三宅　美慶 ﾐﾔｹ ﾐﾁｶ 3 神辺旭 11m56 広　島 中　国

57 37 澤崎　明日香 ｻﾜｻﾞｷ ｱｽｶ 2 帯広農 11m53 北海道 北海道

58 1224 宮脇　夕子 ﾐﾔﾜｷ ﾕｳｺ 2 福岡大若葉 11m52 福　岡 北九州

59 1266 渡部　愛理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 3 口加 11m51 長　崎 北九州

60 47 髙橋　久瑠美 ﾀｶﾊｼ ｸﾙﾐ 2 北見工 11m32 北海道 北海道

61 1360 市来　彩華 ｲﾁｷ ｱﾔｶ 3 宮崎工 11m30 宮　崎 南九州

62 1053 関　菜都美 ｾｷ ﾅﾂﾐ 2 高松 11m14 香　川 四　国

63 1072 泉　花奈 ｲｽﾞﾐ ｶﾅ 1 生光学園 11m13 徳　島 四　国

64 1335 今村　瑞穂 ｲﾏﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 2 熊本西 11m12 熊　本 南九州

65 1357 メイン　桜 ﾒｲﾝ ｻｸﾗ 2 宮崎工 10m98 宮　崎 南九州

66 1374 池平　遥香 ｲｹﾋﾗ ﾊﾙｶ 3 岩川 10m66 鹿児島 南九州
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 女子円盤投(1.000kg)

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 261 石井　明日夏 ｲｼｲ ｱｽｶ 3 茨城キリスト 46m94 茨　城 北関東

2 786 清水　麻衣 ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 3 滋賀学園 45m27 滋　賀 近　畿

3 1262 田川　浩子 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 3 大村 44m46 長　崎 北九州

4 370 杉田　実咲 ｽｷﾞﾀ ﾐｻｷ 2 西武台 43m57 埼　玉 北関東

5 496 上坂　優稀 ｶﾐｻｶ ﾕｳｷ 3 瀬谷西 41m80 神奈川 南関東

6 872 武藤　さくら子 ﾑﾄｳ ｻｸﾗｺ 3 明石商 41m00 兵　庫 近　畿

7 284 神山　結衣 ｶﾐﾔﾏ ﾕｲ 3 那須拓陽 40m76 栃　木 北関東

8 582 地村　栄 ﾁﾑﾗ ｻｶｴ 3 富山高専 40m33 富　山 北信越

9 555 森川　絵美子 ﾓﾘｶﾜ ｴﾐｺ 2 新潟明訓 39m97 新　潟 北信越

10 1107 中野　育 ﾅｶﾉ ｲｸ 3 今治明徳 39m90 愛　媛 四　国

11 290 半田　水晶 ﾊﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 2 太田女 39m85 群　馬 北関東

12 10 北口　榛花 ｷﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 2 旭川東 39m84 北海道 北海道

13 272 鈴木　文香 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 3 土浦湖北 39m39 茨　城 北関東

14 256 遠藤　真子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺ 3 福島成蹊 39m26 福　島 東　北

15 1266 渡部　愛理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 3 口加 39m19 長　崎 北九州

16 252 馬上　愛未 ﾓｳｴ ｱｲﾐ 3 平工 38m87 福　島 東　北

16 902 尾山　和華 ｵﾔﾏ ﾎﾉｶ 1 姫路商 38m87 兵　庫 近　畿

18 489 伊東　史子 ｲﾄｳ ﾁｶｺ 3 川崎市立橘 38m76 神奈川 南関東

19 309 中鉢　玲美 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾚﾐ 3 樹徳 38m61 群　馬 北関東

20 1374 池平　遥香 ｲｹﾋﾗ ﾊﾙｶ 3 岩川 38m54 鹿児島 南九州

21 960 渡邊　理沙 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 2 就実 38m51 岡　山 中　国

22 909 石川　京奈 ｲｼｶﾜ ｹｲﾅ 2 添上 38m49 奈　良 近　畿

23 246 安齋　れんか ｱﾝｻﾞｲ ﾚﾝｶ 2 山形商 38m19 山　形 東　北

24 1125 安宅　紗那 ｱﾀｷﾞ ｻﾅ 2 聖カタリナ女 38m13 愛　媛 四　国

25 829 金井　葵 ｶﾅｲ ｱｵｲ 3 近大附 38m05 大　阪 近　畿

26 906 辻井　香苗 ﾂｼﾞｲ ｶﾅｴ 3 姫路東 37m93 兵　庫 近　畿

27 641 近藤　有美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 2 敦賀気比 37m72 福　井 北信越

28 203 高橋　沙也加 ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 3 明成 37m54 宮　城 東　北

29 513 淺田　蒔 ｱｻﾀﾞ ﾏｷ 3 平塚学園 37m47 神奈川 南関東

30 1292 佐藤　春花 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 3 大分雄城台 37m32 大　分 北九州

31 698 中内　真悠 ﾅｶｳﾁ ﾏﾕ 3 安城学園 37m24 愛　知 東　海

32 742 能澤　照実 ﾉｳｻﾞﾜ ﾃﾙﾐ 3 名古屋大谷 37m19 愛　知 東　海

33 462 石井　藍美 ｲｼｲ ｱﾐ 3 東京 37m07 東　京 南関東

34 1108 渡部　沙耶 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔ 3 今治明徳 37m04 愛　媛 四　国

35 11 岡林　瑛里 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｴﾘ 3 旭川東 37m01 北海道 北海道

36 1293 佐藤　茉優 ｻﾄｳ ﾏﾕ 3 大分雄城台 36m79 大　分 北九州

37 961 長谷井　千咲 ﾊｾｲ ﾁｻ 3 就実 36m49 岡　山 中　国

38 450 藤田　幸楓 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｶ 2 戸板女 36m41 東　京 南関東

39 591 髙辻　紀乃 ﾀｶﾂｼﾞ ｷﾉ 2 小松大谷 36m37 石　川 北信越

40 1401 瀧田　梨生 ﾀｷﾀﾞ ﾘｵ 3 鹿児島東 36m36 鹿児島 南九州

41 1098 河野　愛美 ｶﾜﾉ ﾏﾅﾐ 3 名西 36m19 徳　島 四　国

42 248 土屋　明日香 ﾂﾁﾔ ｱｽｶ 3 葵 36m02 福　島 東　北

43 753 藤原　千春 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁﾊﾙ 1 松阪商 36m01 三　重 東　海

43 1208 古賀　瑞穂 ｺｶﾞ ﾐｽﾞﾎ 1 中村学園女 36m01 福　岡 北九州

45 518 三橋　佳那子 ﾐﾂﾊｼ ｶﾅｺ 3 横須賀総合 35m94 神奈川 南関東

46 564 稲森　渚 ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 3 須坂園芸 35m68 長　野 北信越

46 1359 長井　知世 ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾖ 3 宮崎工 35m68 宮　崎 南九州

48 650 渡邉　香奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 3 熱海 35m61 静　岡 東　海

49 1023 鵜原　聡美 ｳﾊﾞﾗ ｻﾄﾐ 3 田部 35m56 山　口 中　国

50 1338 甲斐　利枝 ｶｲ ﾘｴ 2 熊本国府 35m43 熊　本 南九州

51 1190 島田　亜矢 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔ 3 純真 35m35 福　岡 北九州

52 974 髙木　優子 ﾀｶｷ ﾕｳｺ 2 安芸 35m31 広　島 中　国

53 175 宮崎　古都 ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾄ 2 仙台三 35m17 宮　城 東　北

54 706 松本　莉奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ 2 岡崎城西 35m14 愛　知 東　海

55 1041 中嶋　亜也佳 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 3 光 35m08 山　口 中　国

56 106 小川　富妃 ｵｶﾞﾜ ﾌｳｷ 2 函館工 34m94 北海道 北海道

57 1430 瀬底　綾香 ｾｿｺ ｱﾔｶ 3 那覇西 34m82 沖　縄 南九州

58 575 新津　まり菜 ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 3 野沢南 34m70 長　野 北信越

59 665 栗生　夢子 ｸﾘｭｳ ﾕﾒｺ 3 浜松工 34m62 静　岡 東　海

60 1375 新垣　百恵 ｱﾗｶｷ ﾓﾓｴ 3 大口明光学園 34m51 鹿児島 南九州

61 38 坂口　琴美 ｻｶｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 3 帯広農 34m43 北海道 北海道

62 1089 片山　明莉 ｶﾀﾔﾏ ｱｶﾘ 1 鳴門渦潮 34m34 徳　島 四　国

63 918 吉田　美月 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 2 倉吉総合産 34m25 鳥　取 中　国

64 1109 浅田　恵利香 ｱｻﾀﾞ ｴﾘｶ 2 宇和島水産 33m79 愛　媛 四　国

65 115 五味　里沙 ｺﾞﾐ ﾘｻ 3 釧路湖陵 32m23 北海道 北海道

66 46 井上　雛子 ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ 3 北広島 31m96 北海道 北海道
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 女子やり投(600g)

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 837 梶原　美波 ｶｼﾞﾊﾗ ﾐﾅﾐ 3 薫英女学院 52m11 大　阪 近　畿

2 911 小山　あかね ｺﾔﾏ ｱｶﾈ 3 添上 50m06 奈　良 近　畿

3 10 北口　榛花 ｷﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 2 旭川東 49m66 北海道 北海道

4 970 松本　さつき ﾏﾂﾓﾄ ｻﾂｷ 3 玉野光南 48m76 岡　山 中　国

5 953 田中　来夢 ﾀﾅｶ ﾗｲﾑ 3 倉敷中央 48m75 岡　山 中　国

6 388 平岡　麻由美 ﾋﾗｵｶ ｱﾕﾐ 3 本庄東 48m63 埼　玉 北関東

7 790 山下　実花子 ﾔﾏｼﾀ ﾐｶｺ 2 京都共栄 48m46 京　都 近　畿

8 1335 今村　瑞穂 ｲﾏﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 2 熊本西 48m42 熊　本 南九州

9 1258 勝野　有稀 ｶﾂﾉ ﾕｷ 3 佐賀清和 48m38 佐　賀 北九州

10 896 井上　萌 ｲﾉｳｴ ﾒｲ 3 滝川第二 46m62 兵　庫 近　畿

11 268 後藤　明日香 ｺﾞﾄｳ ｱｽｶ 2 土浦湖北 46m50 茨　城 北関東

12 939 黒住　莉那 ｸﾛｽﾞﾐ ﾘﾅ 2 岡山大安寺 46m46 岡　山 中　国

13 174 高橋　奈津子 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｺ 2 仙台三 46m41 宮　城 東　北

14 744 森　凪紗 ﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 3 名城大附 45m86 愛　知 東　海

15 271 浅野　叶紀 ｱｻﾉ ｶﾅｷ 3 土浦湖北 45m77 茨　城 北関東

16 841 柳澤　美樹 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｷ 3 狭山 45m44 大　阪 近　畿

17 474 小林　比奈乃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾉ 2 芦花 45m27 東　京 南関東

18 127 金子　のの子 ｶﾈｺ ﾉﾉｺ 2 立命館慶祥 45m13 北海道 北海道

19 752 栗田　琴音 ｸﾘﾀ ｺﾄﾈ 3 津西 45m08 三　重 東　海

20 247 島田　夏純 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾐ 2 会津学鳳 45m01 福　島 東　北

21 698 中内　真悠 ﾅｶｳﾁ ﾏﾕ 3 安城学園 44m96 愛　知 東　海

22 1432 黒島　美香 ｸﾛｼﾏ ﾊﾙｶ 3 八重山 44m89 沖　縄 南九州

23 1283 森　真奈美 ﾓﾘ ﾏﾅﾐ 3 長崎南 44m86 長　崎 北九州

24 815 大迫　悠綺 ｵｵｻｺ ﾕｳｷ 3 あべの翔学 44m66 大　阪 近　畿

25 743 奥村　夏妃 ｵｸﾑﾗ ﾅﾂｷ 2 日進 44m65 愛　知 東　海

26 666 トラン　ティ　ゴック　トゥエット ﾄﾗﾝﾃｨｺﾞｯｸ ﾄｩｴｯﾄ 3 浜松湖東 44m48 静　岡 東　海

27 1192 霜田　七星 ｼﾓﾀﾞ ﾅﾅｾ 3 西南学院 44m36 福　岡 北九州

28 141 新岡　星亜 ﾆｲｵｶ ｾｲｱ 3 弘前実 44m22 青　森 東　北

29 1170 恩塚　由華 ｵﾝﾂﾞｶ ﾕｶ 2 苅田工 44m17 福　岡 北九州

30 340 日下部　香奈子 ｸｻｶﾍﾞ ｶﾅｺ 3 国際学院 44m05 埼　玉 北関東

31 982 三宅　美慶 ﾐﾔｹ ﾐﾁｶ 3 神辺旭 44m01 広　島 中　国

32 1229 渡邊　貴子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｺ 3 福岡大若葉 43m85 福　岡 北九州

33 776 中田　寛乃 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾉ 2 吉城 43m83 岐　阜 東　海

34 215 髙橋　沙湖 ﾀｶﾊｼ ｻｺ 2 大曲 43m72 秋　田 東　北

35 212 菅原　優美 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾐ 2 大館桂 43m71 秋　田 東　北

36 372 安馬　利菜 ﾔｽﾊﾞ ﾘﾅ 3 西武台 43m70 埼　玉 北関東

37 625 山本　妃那 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅ 3 高志 43m66 福　井 北信越

38 1264 糸瀬　萌菜花 ｲﾄｾ ﾓﾅｶ 2 上対馬 43m47 長　崎 北九州

39 975 村上　遙菜 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 2 尾道北 43m01 広　島 中　国

40 1164 宮地　真緒 ﾐﾔｼﾞ ﾏｵ 3 中村 42m97 高　知 四　国

41 497 田中　朝香 ﾀﾅｶ ｱｻｶ 3 瀬谷西 42m92 神奈川 南関東

42 1074 加藤　みちる ｶﾄｳ ﾐﾁﾙ 3 徳島市立 42m56 徳　島 四　国

43 514 守屋　佳江 ﾓﾘﾔ ﾖｼｺ 2 藤沢西 42m44 神奈川 南関東

44 150 小野　綺音 ｵﾉ ｱﾔﾈ 2 水沢一 42m36 岩　手 東　北

45 68 長尾　春菜 ﾅｶﾞｵ ﾊﾙﾅ 2 札幌啓北商 42m18 北海道 北海道

46 358 遠藤　夏未 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ 3 坂戸 42m17 埼　玉 北関東

47 1134 米田　美歩 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾎ 3 長浜 42m10 愛　媛 四　国

48 1137 松原　衣梨 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｴﾘ 2 松山中央 42m04 愛　媛 四　国

49 391 伊澤　茉那 ｲｻﾞﾜ ﾏﾅ 3 我孫子 41m69 千　葉 南関東

50 1416 田端　真実 ﾀﾊﾞﾀ ﾏﾐ 2 久米島 41m52 沖　縄 南九州

51 410 鈴木　綾夏 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 2 成田 41m44 千　葉 南関東

52 1022 上田　沙希 ｳｴﾀﾞ ｻｷ 2 田部 41m41 山　口 中　国

53 1429 島袋　麻美 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱｻﾐ 3 那覇西 41m34 沖　縄 南九州

54 488 荒谷　希海 ｱﾗﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 3 川崎市立橘 40m94 神奈川 南関東

55 575 新津　まり菜 ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 3 野沢南 40m87 長　野 北信越

56 1428 與那嶺　海優 ﾖﾅﾐﾈ ﾐﾕ 2 那覇西 40m84 沖　縄 南九州

57 570 羽鳥　萌子 ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 3 長野東 40m45 長　野 北信越

58 629 栁原　真緒 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾏｵ 2 敦賀 40m32 福　井 北信越

59 1087 島田　杏沙 ｼﾏﾀﾞ ｱｽﾞｻ 3 鳴門 40m19 徳　島 四　国

60 131 山森　琴未 ﾔﾏﾓﾘ ｺﾄﾐ 3 立命館慶祥 40m09 北海道 北海道

61 524 五十嵐　海南 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ 3 柏崎常盤 39m70 新　潟 北信越

62 1334 堀田　葉月 ﾎﾘﾀ ﾊﾂｷ 1 熊本西 39m49 熊　本 南九州

63 1135 上田　美貴 ｳｴﾀﾞ ﾐｷ 2 新居浜東 39m40 愛　媛 四　国

64 98 林　未来 ﾊﾔｼ ﾐｷ 3 常呂 39m26 北海道 北海道

65 549 笠原　玲菜 ｶｻﾊﾗ ﾚｲﾅ 3 新潟西 39m22 新　潟 北信越

66 117 中野　恋 ﾅｶﾉ ﾚﾝ 3 苫小牧総合経 39m12 北海道 北海道
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 女子七種競技

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 802 ヘンプヒル　恵 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ ﾒｸﾞ 3 京都文教 5378 京　都 近　畿

2 1021 南野　智美 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 3 西京 5110 山　口 中　国

3 437 澤田　珠里 ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 3 白梅学園 5050 東　京 南関東

4 433 高橋　このか ﾀｶﾊｼ ｺﾉｶ 2 白梅学園 4919 東　京 南関東

5 953 田中　来夢 ﾀﾅｶ ﾗｲﾑ 3 倉敷中央 4871 岡　山 中　国

6 279 上野　梓 ｳｴﾉ ｱｽﾞｻ 3 國學院栃木 4787 栃　木 北関東

7 729 遠山　実希 ﾄｵﾔﾏ ﾐｷ 2 中京大中京 4738 愛　知 東　海

7 968 友光　千春 ﾄﾓﾐﾂ ﾁﾊﾙ 3 玉野光南 4738 岡　山 中　国

9 903 岡本　奈緒 ｵｶﾓﾄ ﾅｵ 3 姫路商 4726 兵　庫 近　畿

10 1230 平野　まゆ ﾋﾗﾉ ﾏﾕ 3 福岡大若葉 4725 福　岡 北九州

11 426 速水　舞 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾏｲ 3 駒場 4724 東　京 南関東

12 824 川口　真弥 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾔ 1 大塚 4700 大　阪 近　畿

13 888 神谷　菜々 ｶﾐﾀﾆ ﾅﾅ 3 園田 4676 兵　庫 近　畿

14 291 平石　風歩 ﾋﾗｲｼ ｶﾎ 3 太田女 4608 群　馬 北関東

15 388 平岡　麻由美 ﾋﾗｵｶ ｱﾕﾐ 3 本庄東 4591 埼　玉 北関東

16 373 奥村　彩音 ｵｸﾑﾗ ｱﾔﾈ 1 聖望 4583 埼　玉 北関東

17 387 冨田　真波 ﾄﾐﾀ ﾏﾅﾐ 3 本庄東 4580 埼　玉 北関東

18 807 伊藤　汐里 ｲﾄｳ ｼｵﾘ 2 塔南 4562 京　都 近　畿

19 860 シュレスタ　まや ｼｭﾚｽﾀ ﾏﾔ 1 東大阪大敬愛 4559 大　阪 近　畿

20 745 高野　莉万 ﾀｶﾉ ﾘﾏ 3 明和 4536 愛　知 東　海

21 640 上田　紗弥花 ｳｴﾀﾞ ｻﾔｶ 1 敦賀気比 4492 福　井 北信越

22 1329 髙野　早紀 ﾀｶﾉ ｻｷ 3 熊本商 4488 熊　本 南九州

23 1305 岡野　知佳 ｵｶﾉ ﾁｶ 2 大分舞鶴 4451 大　分 北九州

24 214 田代　悠夏 ﾀｼﾛ ﾕｳｶ 3 大館国際情報 4433 秋　田 東　北

25 26 永井　梨々夏 ﾅｶﾞｲ ﾘﾘｶ 2 恵庭北 4374 北海道 北海道

26 565 吉村　彩加 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 2 県長野 4338 長　野 北信越

27 748 飯嶌　あかり ｲｲｼﾞﾏ ｱｶﾘ 2 宇治山田 4330 三　重 東　海

28 1130 小田原　瑞希 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ 3 聖カタリナ女 4292 愛　媛 四　国

29 562 細田　真央 ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 2 上田染谷丘 4270 長　野 北信越

30 1207 西澤　寿綺 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋｻｷ 3 戸畑 4267 福　岡 北九州

31 140 須々田　佳穂 ｽｽﾀ ｶﾎ 3 弘前実 4231 青　森 東　北

32 257 安部　美南 ｱﾍﾞ ﾐﾅﾐ 3 福島西 4213 福　島 東　北

33 1126 片岡　恵紗ルミ ｶﾀｵｶ ｹｲｼｬﾙﾐ 2 聖カタリナ女 4171 愛　媛 四　国

34 1352 小林　ひかる ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 3 延岡商 4039 宮　崎 南九州

35 1334 堀田　葉月 ﾎﾘﾀ ﾊﾂｷ 1 熊本西 3914 熊　本 南九州

36 1163 山沖　真菜 ﾔﾏｵｷ ﾏﾅ 2 中村 3890 高　知 四　国

37 35 酒井　沙弥 ｻｶｲ ｻﾔ 3 小樽水産 3759 北海道 北海道

38 59 湊屋　幸菜 ﾐﾅﾄﾔ ﾕｷﾅ 1 倶知安 3709 北海道 北海道
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