
【女子5000m　 1組】

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録連盟

1 68 池本　愛 ｲｹﾓﾄ ｱｲ ダイハツ 関西

2 63 久馬　悠 ｷｭｳﾏ ﾊﾙｶ ダイハツ 関西

3 5 和田　春香 ﾜﾀﾞ ﾊﾙｶ しまむら 東日本

4 82 前畑　有希 ﾏｴﾊﾀ ﾕｳｷ 大塚製薬 関西

5 84 和田　紗季 ﾜﾀﾞ ｻｷ 大塚製薬 関西

6 132 中島　愛華 ﾅｶｼﾏ ｱｲｶ 京セラ 九州

7 97 永沼　侑花 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳｶ 九電工 九州

8 47 荘司　麻衣 ｼｮｳｼﾞ ﾏｲ デンソー 中部

9 73 坂本　茉矢 ｻｶﾓﾄ ﾏｱﾔ シスメックス 関西

10 85 秋山　あみる ｱｷﾔﾏ ｱﾐﾙ 大塚製薬 関西

11 114 矢野　栞理 ﾔﾉ ｼｵﾘ ｷﾔﾉﾝAC九州 九州

12 48 池内　彩乃 ｲｹｳﾁ ｱﾔﾉ デンソー 中部

13 10 森　京香 ﾓﾘ ｷｮｳｶ 積水化学 東日本

14 92 淺田　美菜 ｱｻﾀﾞ ﾐﾅ エディオン 中国

15 110 久保　亜美 ｸﾎﾞ ｱﾐ 鹿児島銀行 九州

16 112 新山　美帆 ﾆｲﾔﾏ ﾐﾎ ｷﾔﾉﾝAC九州 九州

17 35 伊藤　ひかり ｲﾄｳ ﾋｶﾘ ユニクロ 東日本

18 59 南　美沙希 ﾐﾅﾐ ﾐｻｷ ワコール 関西

19 113 古川　夏海 ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂﾐ ｷﾔﾉﾝAC九州 九州

20 66 柴田　祐希 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ ダイハツ 関西

21 25 畠山　実弓 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐﾕ ヤマダ電機 東日本

22 75 瀬川　帆夏 ｾｶﾞﾜ ｿﾖｶ シスメックス 関西

23 122 松下　茉由 ﾏﾂｼﾀ ﾏﾕ 肥後銀行 九州

24 95 山下　莉奈 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 九電工 九州

25 119 髙野　鈴菜 ﾀｶﾉ ｽｽﾞﾅ 肥後銀行 九州

26 115 吉田　菜月 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｷ ナンチク 九州

27 106 富永　あかり ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｶﾘ 十八銀行 九州

28 64 久馬　萌 ｷｭｳﾏ ﾓｴ ダイハツ 関西

29 105 山﨑　なず菜 ﾔﾏｻｷ ﾅｽﾞﾅ 十八銀行 九州

30 107 立岩　宇美 ﾀﾃｲﾜ ｳﾐ 十八銀行 九州

31 108 松田　三奈 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾅ 十八銀行 九州

32 104 大賀　菜央 ｵｵｶﾞ ﾅｵ TOTO 九州



【女子5000m　 2組】

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録連盟

1 57 一山　麻緒 ｲﾁﾔﾏ ﾏｵ ワコール 関西

2 69 大森　菜月 ｵｵﾓﾘ ﾅﾂｷ ダイハツ 関西

3 49 足立　知世 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾖ デンソー 中部

4 18 横瀬　彩也香 ﾖｺｾ ｱﾔｶ ヤマダ電機 東日本

5 65 竹本　香奈子 ﾀｹﾓﾄ ｶﾅｺ ダイハツ 関西

6 61 吉本　ひかり ﾖｼﾓﾄ ﾋｶﾘ ダイハツ 関西

7 23 市川　珠李 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾘ ヤマダ電機 東日本

8 80 井上　彩花 ｲﾉｳｴ ｱﾔｶ 大塚製薬 関西

9 41 小澤　夏美 ｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 日立 東日本

10 81 川内　理江 ｶﾜｳﾁ ﾘｴ 大塚製薬 関西

11 34 吉川　侑美 ﾖｼｶﾜ ﾕﾐ 資生堂 東日本

12 11 中舎　朱音 ﾅｶｼｬ ｱｶﾈ 積水化学 東日本

13 120 福田　妃加里 ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾘ 肥後銀行 九州

14 74 宗廣　閑那 ﾑﾈﾋﾛ ｶﾝﾅ シスメックス 関西

15 62 竹上　千咲 ﾀｹｶﾐ ﾁｻｷ ダイハツ 関西

16 111 後藤　みのり ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾘ ｷﾔﾉﾝAC九州 九州

17 20 渋谷　璃沙 ｼﾌﾞﾔ ﾘｻ ヤマダ電機 東日本

18 83 福良　郁美 ﾌｸﾗ ｲｸﾐ 大塚製薬 関西

19 129 立山　沙綾佳 ﾀﾃﾔﾏ ｻﾔｶ 京セラ 九州

20 130 戸田　真由香 ﾄﾀﾞ ﾏﾕｶ 京セラ 九州

21 26 青山　友莉菜 ｱｵﾔﾏ ﾕﾘﾅ ヤマダ電機 東日本

22 30 小枝　理奈 ｺｴﾀﾞ ﾘﾅ 第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ 東日本

23 72 梅谷　愛花 ｳﾒﾀﾆ ﾏﾅｶ 岩谷産業 関西

24 31 原田　紋里 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾘ 第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ 東日本

25 76 田邊　摩希子 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｷｺ シスメックス 関西

26 124 坂元　えり ｻｶﾓﾄ ｴﾘ 肥後銀行 九州

27 16 高田　晴奈 ﾀｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ ヤマダ電機 東日本

28 24 森本　紗和 ﾓﾘﾓﾄ ｻﾜ ヤマダ電機 東日本



【女子5000m　 3組】

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録連盟

1 103 ｼｭﾙ ﾌﾞﾛ ｼｭﾙ ﾌﾞﾛ TOTO 九州

2 27 上原　美幸 ｳｴﾊﾗ ﾐﾕｷ 第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ 東日本

3 21 石井　寿美 ｲｼｲ ﾋｻﾐ ヤマダ電機 東日本

4 14 西原　加純 ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾐ ヤマダ電機 東日本

5 22 筒井　咲帆 ﾂﾂｲ ｻｷﾎ ヤマダ電機 東日本

6 9 佐藤　早也伽 ｻﾄｳ ｻﾔｶ 積水化学 東日本

7 55 林田　みさき ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐｻｷ 豊田自動織機 中部

8 88 西脇　舞 ﾆｼﾜｷ ﾏｲ 天満屋 中国

9 90 石澤　ゆかり ｲｼｻﾞﾜ ﾕｶﾘ エディオン 中国

10 29 湯田　向日葵 ﾕﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ 第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ 東日本

11 53 籔下　明音 ﾔﾌﾞｼﾀ ｱｶﾈ 豊田自動織機 中部

12 52 万代　美幸 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾐﾕｷ 豊田自動織機 中部

13 94 宮﨑　悠香 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｶ 九電工 九州

14 28 佐々木　文華 ｻｻｷ ﾌﾐｶ 第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ 東日本

15 17 竹地　志帆 ﾀｹﾁ ｼﾎ ヤマダ電機 東日本

16 96 逸木　和香菜 ｲﾂｷ ﾜｶﾅ 九電工 九州

17 54 菅野　七虹 ｶﾝﾉ ﾅﾅｺ 豊田自動織機 中部

18 46 小泉　直子 ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵｺ デンソー 中部

19 102 大森　巴菜 ｵｵﾓﾘ ﾊﾅ TOTO 九州

20 4 藤石　佳奈子 ﾌｼﾞｲｼ ｶﾅｺ しまむら 東日本

21 42 山本　彩乃 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ 小島プレス 中部

22 15 石橋　麻衣 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｲ ヤマダ電機 東日本

23 19 安藤　実来 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｸ ヤマダ電機 東日本

24 32 嵯峨山　佳菜未 ｻｶﾞﾔﾏ ｶﾅﾐ 第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ 東日本

25 131 堀口　あずき ﾎﾘｸﾞﾁ ｱｽﾞｷ 京セラ 九州


