
【女子3000m　1組】

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 陸協

1 38 前田　海音 ﾏｴﾀﾞ ｶｲﾝ 資生堂 東京

2 135 大塚　英梨子 ｵｵﾂｶ ｴﾘｺ キヤノンAC九州 大分

3 178 大久保　南 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 浅江中学校(2) 山口

4 92 竹上　千咲 ﾀｹｶﾐ ﾁｻｷ ダイハツ 大阪

5 179 西村　咲良 ﾆｼﾑﾗ ｻｸﾗ 西京高校(1) 山口

6 109 坪井　皓香 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｶ 天満屋 岡山

7 180 岡﨑　莉子 ｵｶｻﾞｷ ﾘｺ 西京高校(1) 山口

8 181 水田　真希 ﾐｽﾞﾀ ﾏｷ 西京高校(1) 山口

9 182 岡村　はな ｵｶﾑﾗ ﾊﾅ 西京高校(2) 山口

10 183 廣石　那萌 ﾋﾛｲｼ ﾅﾓ 西京高校(1) 山口

11 184 横山　莉央 ﾖｺﾔﾏ ﾘｵ 西京高校(3) 山口

12 185 田村　美空 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 西京高校(2) 山口

13 186 原田　優香 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｶ 西京高校(3) 山口

14 187 御堂　薫 ﾐﾄﾞｳ ｶｵﾙ 西京高校(1) 山口

15 188 淺田　遥花 ｱｻﾀﾞ ﾊﾙｶ 西京高校(2) 山口

【女子3000m　2組】

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 陸協

1 26 宮城　亜支亜 ﾐﾔｷﾞ ｴｲｼﾞｱ ヤマダ電機 群馬

2 18 宇田川　侑希 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｷ 積水化学 千葉

3 9 由水　沙季 ﾖｼﾐｽﾞ ｻｷ ユニバーサル 千葉

4 176 沖谷　友奈 ｵｷﾀﾆ ﾕｳﾅ 西京高校(3) 山口

5 91 下田平　渚 ｼﾓﾀﾋﾞﾗ ﾅｷﾞｻ ダイハツ 大阪

6 11 秋山　桃子 ｱｷﾔﾏ ﾓﾓｺ ユニバーサル 千葉

7 121 林　樹里 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾘ エディオン 広島

8 104 前畑　有希 ﾏｴﾊﾀ ﾕｳｷ 大塚製薬 徳島

9 177 石松　空 ｲｼﾏﾂ ｿﾗ 西京高校(1) 山口

10 90 柴田　佑希 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷ ダイハツ 大阪

11 136 鹿内　弥生 ｼｶﾅｲ ﾔﾖｲ キヤノンAC九州 大分

12 10 猿見田　裕香 ｻﾙﾐﾀﾞ ﾕｶ ユニバーサル 千葉



【女子5000m　1組】

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 陸協

1 116 横瀬　彩也香 ﾖｺｾ ｱﾔｶ エディオン 広島

2 101 藪田　裕衣 ﾔﾌﾞﾀ ﾕｲ 大塚製薬 徳島

3 173 森廣　彩音 ﾓﾘﾋﾛ ｱｶﾈ 西京高校(3) 山口

4 88 竹山　楓菜 ﾀｹﾔﾏ ｶｴﾅ ダイハツ 大阪

5 148 髙野　鈴菜 ﾀｶﾉ ｽｽﾞﾅ 肥後銀行 熊本

6 51 関口　はるか ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 三井住友海上 東京

7 56 佐々木　瑠衣 ｻｻｷ ﾙｲ 日立 茨城

8 97 田邊　摩希子 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｷｺ シスメックス 兵庫

9 98 瀬川　帆夏 ｾｶﾞﾜ ｿﾖｶ シスメックス 兵庫

10 87 池本　愛 ｲｹﾓﾄ ｱｲ ダイハツ 大阪

11 128 富永　あかり ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｶﾘ 十八銀行 長崎

12 174 船木　柚花 ﾌﾅｷ ｽﾞｶ 西京高校(1) 山口

13 129 立岩　宇美 ﾀﾃｲﾜ ｳﾐ 十八銀行 長崎

14 175 船木　千花 ﾌﾅｷ ﾊﾅ 西京高校(1) 山口

15 130 大久保　麻紀 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｷ 十八銀行 長崎

16 16 野村　蒼 ﾉﾑﾗ ｱｵｲ 積水化学 千葉

17 45 不破　亜莉珠 ﾌﾜ ｱﾘｽ ホクレン 北海道

18 55 佐々木　芽衣 ｻｻｷ ﾒｲ 日立 茨城

19 103 秋山　あみる ｱｷﾔﾏ ｱﾐﾙ 大塚製薬 徳島

20 134 久保　亜美 ｸﾎﾞ ｱﾐ 鹿児島銀行 鹿児島

21 17 高野　みなみ ﾀｶﾉ ﾐﾅﾐ 積水化学 千葉

22 99 鳴瀧　ほのか ﾅﾙﾀｷ ﾎﾉｶ シスメックス 兵庫

23 139 新山　美帆 ﾆｲﾔﾏ ﾐﾎ キヤノンAC九州 大分

24 7 折笠　有彩 ｵﾘｶｻ ｱﾘｻ しまむら 埼玉

25 144 齋藤　真希 ｻｲﾄｳ ﾏｷ 肥後銀行 熊本

26 140 古川　夏海 ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂﾐ キヤノンAC九州 大分

27 6 藤石　佳奈子 ﾌｼﾞｲｼ ｶﾅｺ しまむら 埼玉

28 133 安藤　有沙 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾘｻ 鹿児島銀行 鹿児島

29 52 春野　麻友 ﾊﾙﾉ ﾏﾕ 三井住友海上 東京

30 8 星　梨佳 ﾎｼ ﾘｶ しまむら 埼玉

31 124 山下　莉奈 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 九電工 福岡

32 150 松下　茉由 ﾏﾂｼﾀ ﾏﾕ 肥後銀行 熊本

33 143 吉田　菜月 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｷ ナンチク 鹿児島

34 86 久馬　萌 ｷｭｳﾏ ﾓｴ ダイハツ 大阪



【女子5000m　2組】

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 陸協

1 15 森　智香子 ﾓﾘ ﾁｶｺ 積水化学 千葉

2 102 福良　郁美 ﾌｸﾗ ｲｸﾐ 大塚製薬 徳島

3 27 佐藤　奈々 ｻﾄｳ ﾅﾅ スターツ 千葉

4 36 吉川　侑美 ﾖｼｶﾜ ﾕﾐ 資生堂 東京

5 131 髙木　結加 ﾀｶｷ ﾕｲｶ 鹿児島銀行 鹿児島

6 59 山本　彩乃 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ 小島プレス 愛知

7 37 岡本　海愛 ｵｶﾓﾄ ﾐﾅﾙ 資生堂 東京

8 24 鈴木　翔子 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ ヤマダ電機 群馬

9 29 西野　まほ ﾆｼﾉ ﾏﾎ スターツ 千葉

10 125 林田　美咲 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐｻｷ 九電工 福岡

11 44 河辺　友依 ｶﾜﾍﾞ ﾕｲ ホクレン 北海道

12 151 新井　沙紀枝 ｱﾗｲ ｻｷｴ 肥後銀行 熊本

13 108 松山　芽生 ﾏﾂﾔﾏ ﾒｲ ノーリツ 兵庫

14 100 川内　理江 ｶﾜｳﾁ ﾘｴ 大塚製薬 徳島

15 137 平井　恵 ﾋﾗｲ ﾒｸﾞﾐ キヤノンAC九州 大分

16 146 坂元　えり ｻｶﾓﾄ ｴﾘ 肥後銀行 熊本

17 94 高山　琴海 ﾀｶﾔﾏ ｺﾄﾐ シスメックス 兵庫

18 153 金丸　芽生 ｶﾈﾏﾙ ﾒｲ 宮崎銀行 宮崎

19 23 森本　紗和 ﾓﾘﾓﾄ ｻﾜ ヤマダ電機 群馬

20 163 中島　愛華 ﾅｶｼﾏ ｱｲｶ 京セラ 鹿児島

21 117 池田　睦美 ｲｹﾀﾞ ﾑﾂﾐ エディオン 広島

22 159 立山　沙綾佳 ﾀﾃﾔﾏ ｻﾔｶ 京セラ 鹿児島

23 43 加藤　凪紗 ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ ホクレン 北海道

24 127 山﨑　なず菜 ﾔﾏｻｷ ﾅｽﾞﾅ 十八銀行 長崎

25 123 永沼　侑花 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳｶ 九電工 福岡

26 145 池田　絵里香 ｲｹﾀﾞ ｴﾘｶ 肥後銀行 熊本

27 96 坂本　茉矢 ｻｶﾓﾄ ﾏｱﾔ シスメックス 兵庫

28 119 淺田　美菜 ｱｻﾀﾞ ﾐﾅ エディオン 広島

29 132 小原　諒子 ｵﾊﾞﾗ ﾘｮｳｺ 鹿児島銀行 鹿児島

30 118 菅野　杏華 ｽｶﾞﾉ ｷｮｳｶ エディオン 広島

31 111 青木　未晴 ｱｵｷ ﾐﾊﾙ 天満屋 岡山

32 49 樽本　知夏 ﾀﾙﾓﾄ ﾁﾅﾂ ＪＰ日本郵政グループ 東京

33 120 石尾　木乃美 ｲｼｵ ｺﾉﾐ エディオン 広島

34 81 清水　麗奈 ｷﾖﾐｽﾞ ﾚｲﾅ ワコール 京都



【女子5000m　3組】

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 陸協

1 28 グレースブティエ　キマンズィ ｸﾞﾚｰｽﾌﾞﾃｨｴ ｷﾏﾝｽﾞｨ スターツ 千葉

2 110 西脇　舞 ﾆｼﾜｷ ﾏｲ 天満屋 岡山

3 62 矢田　みくに ﾔﾀﾞ ﾐｸﾆ デンソー 三重

4 1 内藤　早紀子 ﾅｲﾄｳ ｻｷｺ パナソニック 神奈川

5 19 西原　加純 ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾐ ヤマダ電機 群馬

6 21 筒井　咲帆 ﾂﾂｲ ｻｷﾎ ヤマダ電機 群馬

7 32 佐々木　文華 ｻｻｷ ﾌﾐｶ 第一生命グループ 東京

8 25 清水　真帆 ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ ヤマダ電機 群馬

9 68 籔下　明音 ﾔﾌﾞｼﾀ ｱｶﾈ 豊田自動織機 愛知

10 112 三宅　紗蘭 ﾐﾔｹ ｻﾗ 天満屋 岡山

11 138 矢野　栞理 ﾔﾉ ｼｵﾘ キヤノンAC九州 大分

12 83 長谷川　詩乃 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾉ ワコール 大阪

13 69 菅野　七虹 ｶﾝﾉ ﾅﾅｺ 豊田自動織機 愛知

14 22 市川　珠李 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾘ ヤマダ電機 群馬

15 70 山本　菜緒 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 豊田自動織機 愛知

16 71 前田　梨乃 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾉ 豊田自動織機 愛知

17 95 金平　裕希 ｶﾈﾋﾗ ﾕｷ シスメックス 兵庫

18 33 原田　紋里 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾘ 第一生命グループ 東京

19 162 戸田　真由香 ﾄﾀﾞ ﾏﾕｶ 京セラ 鹿児島

20 20 安藤　実来 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｸ ヤマダ電機 群馬

21 89 竹本　香奈子 ﾀｹﾓﾄ ｶﾅｺ ダイハツ 大阪

22 39 池亀　彩花 ｲｹｶﾞﾒ ｻﾔｶ ホクレン 北海道

23 72 川口　桃佳 ｶﾜｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 豊田自動織機 愛知

24 82 谷口　真菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾅ ワコール 京都

25 168 和田　有菜 ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 名城大学 愛知

26 80 片山　弓華 ｶﾀﾔﾏ ﾕﾐｶ ワコール 京都



【女子10000m　1組】

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 陸協

1 40 菊地　優子 ｷｸﾁ ﾕｳｺ ホクレン 北海道

2 165 大同　美空 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾐｸ 岩谷産業 大阪

3 170 棚池　穂乃香 ﾀﾅｲｹ ﾎﾉｶ 京都産業大学 滋賀

4 14 和田　優香里 ﾜﾀﾞ ﾕｶﾘ 積水化学 千葉

5 115 西田　美咲 ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ エディオン 広島

6 158 足立　由真 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾏ 京セラ 鹿児島

7 47 宇都宮　恵理 ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ ＪＰ日本郵政グループ 東京

8 171 河内　彩衣琉 ｺｳﾁ ｱｲﾙ 松山大学 愛媛

9 157 盛山　鈴奈 ｾｲﾔﾏ ｽｽﾞﾅ 京セラ 鹿児島

10 106 中野　円花 ﾅｶﾉ ﾏﾄﾞｶ ノーリツ 兵庫

11 75 菅野　七虹 ｶﾝﾉ ﾅﾅｺ 豊田自動織機 愛知

12 149 新井　沙紀枝 ｱﾗｲ ｻｷｴ 肥後銀行 熊本

13 166 青木　奈波 ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 岩谷産業 大阪

14 78 南　美沙希 ﾐﾅﾐ ﾐｻｷ ワコール 京都

15 107 津崎　紀久代 ﾂｻﾞｷ ｷｸﾖ ノーリツ 兵庫

16 13 湯澤　ほのか ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 積水化学 千葉

17 164 赤坂　よもぎ ｱｶｻｶ ﾖﾓｷﾞ 埼玉医科大学G 埼玉

18 73 沼田　未知 ﾇﾏﾀ ﾐﾁ 豊田自動織機 愛知

19 147 猪原　千佳 ｲﾊﾗ ﾁｶ 肥後銀行 熊本

20 93 西田　留衣 ﾆｼﾀﾞ ﾙｲ シスメックス 兵庫

21 54 小澤　夏美 ｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 日立 茨城

22 141 後藤　みのり ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾘ キヤノンAC九州 大分

23 30 上杉　真穂 ｳｴｽｷﾞ ﾏｵ スターツ 千葉

24 5 森田　詩織 ﾓﾘﾀ ｼｵﾘ パナソニック 神奈川

25 114 安井　絵理奈 ﾔｽｲ ｴﾘﾅ エディオン 広島

26 41 寺島　優奈 ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ ホクレン 北海道

27 84 吉本　ひかり ﾖｼﾓﾄ ﾋｶﾘ ダイハツ 大阪

28 66 松本　亜子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｺ デンソー 三重

29 79 坪倉　琴美 ﾂﾎﾞｸﾗ ｺﾄﾐ ワコール 京都

30 152 後藤　奈津子 ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｺ 宮崎銀行 宮崎

31 58 中村　瑠花 ﾅｶﾑﾗ ﾙｶ 小島プレス 愛知

32 42 大蔵　玲乃 ｵｵｸﾗ ﾚﾉ ホクレン 北海道

33 172 田川　友貴 ﾀｶﾞﾜ ﾕｳｷ 松山大学 岩手



【女子10000m　2組】

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 陸協

1 35 上原　美幸 ｳｴﾊﾗ ﾐﾕｷ 第一生命グループ 東京

2 3 堀　優花 ﾎﾘ ﾕｳｶ パナソニック 神奈川

3 2 森田　香織 ﾓﾘﾀ ｶｵﾘ パナソニック 神奈川

4 31 グレースブティエ　キマンズィ ｸﾞﾚｰｽﾌﾞﾃｨｴ ｷﾏﾝｽﾞｨ スターツ 千葉

5 155 松田　杏奈 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝﾅ 京セラ 鹿児島

6 126 野上　恵子 ﾉｶﾞﾐ ｹｲｺ 十八銀行 長崎

7 50 岡本　春美 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾐ 三井住友海上 東京

8 12 松﨑　璃子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ 積水化学 千葉

9 48 関根　花観 ｾｷﾈ ﾊﾅﾐ ＪＰ日本郵政グループ 東京

10 74 萩原　歩美 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕﾐ 豊田自動織機 愛知

11 46 鍋島　莉奈 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾘﾅ ＪＰ日本郵政グループ 東京

12 154 山ノ内　みなみ ﾔﾏﾉｳﾁ ﾐﾅﾐ 京セラ 鹿児島

13 156 藤田　理恵 ﾌｼﾞﾀ ﾘｴ 京セラ 鹿児島

14 142 矢野　栞理 ﾔﾉ ｼｵﾘ キヤノンAC九州 大分

15 167 関谷　夏希 ｾｷﾔ ﾅﾂｷ 大東文化大学 千葉

16 113 松下　菜摘 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾂﾐ 天満屋 岡山

17 76 林田　みさき ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐｻｷ 豊田自動織機 愛知

18 85 細田　あい ﾎｿﾀﾞ ｱｲ ダイハツ 大阪

19 160 藤本　彩夏 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 京セラ 鹿児島

20 105 堀江　美里 ﾎﾘｴ ﾐｻﾄ ノーリツ 兵庫

21 122 逸木　和香菜 ｲﾂｷ ﾜｶﾅ 九電工 福岡

22 65 森林　未来 ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ﾐｸ デンソー 三重

23 53 小井戸　涼 ｺｲﾄﾞ ﾘｮｳ 日立 茨城

24 169 加世田　梨花 ｶｾﾀﾞ ﾘｶ 名城大学 愛知

25 4 渡邊　菜々美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ パナソニック 神奈川

26 61 荘司　麻衣 ｼｮｳｼﾞ ﾏｲ デンソー 三重

27 64 池内　彩乃 ｲｹｳﾁ ｱﾔﾉ デンソー 三重

28 34 嵯峨山　佳菜未 ｻｶﾞﾔﾏ ｶﾅﾐ 第一生命グループ 東京

29 57 田村　紀薫 ﾀﾑﾗ ﾄｼｶ 日立 愛媛

30 77 福士　加代子 ﾌｸｼ ｶﾖｺ ワコール 京都

31 161 堀口　あずき ﾎﾘｸﾞﾁ ｱｽﾞｷ 京セラ 鹿児島


