
【女子100ｍ】
組 レーン ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

2 41 君嶋　愛梨沙 長野県 土木管理総合試験所 中部
3 64 市川　華菜 愛知県 ミズノ 中部
4 19 名倉　千晃 三重県 ＮＴＮ 中部
5 102 和田　麻希 京都府 ミズノ 関西
6 77 世古　和 三重県 ＣＲＡＮＥ 東日本
7 63 湯淺　佳那子 三重県 三重県スポーツ協会 中部
8 1 吉田　紗弓 愛知県 愛知高校教職員 中部
2 84 中島　ひとみ 兵庫県 長谷川体育施設 東日本
3 93 西尾　香穂 大阪府 甲南大職 関西
4 100 三宅　奈緒香  兵庫県 住友電工 関西
5 40 山中　日菜美 三重県 デンソー 中部
6 17 柴山　沙也香 三重県 ＮＴＮ 中部
7 39 永野　真莉子 三重県 デンソー 中部
8 73 佐藤　日奈子 宮城県 七十七銀行 東日本
1 69 中村　水月 神奈川県 三友 東日本
2 91 久貝　瞳 福井県 ユティック 北陸
3 76 森　美悠 宮城県 七十七銀行 東日本
4 22 新木　詩乃 愛知県 小島プレス 中部
5 74 松本　沙耶子 宮城県 七十七銀行 東日本
6 38 杉山　美貴 三重県 デンソー 中部
7 87 渡邉　ひかる 東京都 マイナビ 東日本
8 86 濟藤　未夢 神奈川県 HappinessAC 東日本
1 35 酒井　あおい 愛知県 水風会 中部
2 155 森　彩乃 岐阜県 済美高
3 157 渡邉　葉月 岐阜県 済美高
4 60 長村　紋 長野県 松本市役所 中部
5 112 西村　菜沙 岐阜県 青学大
6 147 東名　明紅 岐阜県 済美高
7 59 松井　美樹 愛知県 パーソルグループ 中部
8 179 磯谷　友里 岐阜県 日本体育大学
1 138 今西　喜子 岐阜県 済美高
2 10 堤　扶子 三重県 ULTIMATE 中部
3 114 木村　詩乃 岐阜県 岐南工高
4 113 赤塚　由宇 岐阜県 恵那高
5 154 宮崎　佳乃 岐阜県 済美高
6 139 梅村　希衣 岐阜県 済美高
7 122 棚橋　実咲 岐阜県 県岐阜商高
8 45 土持　真紀 愛知県 トヨタ自動車 中部
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【女子200ｍ】
組 レーン ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

2 17 柴山　沙也香 三重県 ＮＴＮ 中部
3 39 永野　真莉子 三重県 デンソー 中部
4 1 吉田　紗弓 愛知県 愛知高校教職員 中部
5 102 和田　麻希 京都府 ミズノ 関西
6 63 湯淺　佳那子 三重県 三重県スポーツ協会 中部
7 64 市川　華菜 愛知県 ミズノ 中部
8 100 三宅　奈緒香  兵庫県 住友電工 関西
2 76 森　美悠 宮城県 七十七銀行 東日本
3 15 樫山　楓 三重県 ＮＴＮ 中部
4 73 佐藤　日奈子 宮城県 七十七銀行 東日本
5 40 山中　日菜美 三重県 デンソー 中部
6 19 名倉　千晃 三重県 ＮＴＮ 中部
7 41 君嶋　愛梨沙 長野県 土木管理総合試験所 中部
8 74 松本　沙耶子 宮城県 七十七銀行 東日本
1 98 新宮　美歩 京都府 スーパーフレスコ 関西
2 157 渡邉　葉月 岐阜県 済美高
3 154 宮崎　佳乃 岐阜県 済美高
4 119 小畑　美空 岐阜県 県岐阜商高
5 112 西村　菜沙 岐阜県 青学大
6 61 南澤　明音 長野県 松本土建 中部
7 179 磯谷　友里 岐阜県 日本体育大学
8 156 森　樺音 岐阜県 済美高
1 123 成田　真綾 岐阜県 県岐阜商高
2 159 柴田　藍子 岐阜県 多治見北高
3 155 森　彩乃 岐阜県 済美高
4 45 土持　真紀 愛知県 トヨタ自動車 中部
5 127 山宮　美於 岐阜県 県岐阜商高
6 141 岡田　麻鈴 岐阜県 済美高
7 172 小川　奈桜 岐阜県 中津商高
8 43 岡戸　美月 愛知県 トヨタ自動車 中部

【女子400ｍ】
組 レーン ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

3 156 森　樺音 岐阜県 済美高
4 98 新宮　美歩 京都府 スーパーフレスコ 関西
5 73 佐藤　日奈子 宮城県 七十七銀行 東日本
6 76 森　美悠 宮城県 七十七銀行 東日本
7 107 石塚　晴子 大阪府 ＬＡＷＳＯＮ 関西
3 148 中島　里桜 岐阜県 済美高
4 60 長村　紋 長野県 松本市役所 中部
5 89 島田　瑶子 石川県 金沢ＡＣ 北陸
6 153 前出　心美 岐阜県 済美高
7 134 日向　美稀 岐阜県 市岐阜商高
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【女子100ｍH】
組 レーン ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

3 72 熊谷　友花 東京都 ジーケーライン 東日本
4 90 大久保　有梨 福井県 ユティック 北陸
5 16 小林　紗矢香 三重県 ＮＴＮ 中部
6 84 中島　ひとみ 兵庫県 長谷川体育施設 東日本
7 111 安達　楓恋 岐阜県 青学大
8 57 大松　由季 愛知県 エリアワン 中部
2 46 遠山　実希 愛知県 トヨタ自動車 中部
3 128 市川　紗羅 岐阜県 市岐阜商高
4 19 名倉　千晃 三重県 ＮＴＮ 中部
5 86 濟藤　未夢 神奈川県 HappinessAC 東日本
6 71 泉谷　莉子 東京都 ジーケーライン 東日本
7 92 山中　亜耶 奈良県 池島小学校職員 関西
8 129 坂崎　千帆 岐阜県 市岐阜商高
2 121 杉山　桃胡 岐阜県 県岐阜商高
3 139 梅村　希衣 岐阜県 済美高
4 20 九鬼　友梨恵 愛知県 加藤建設 中部
5 115 安達　萌乃 岐阜県 岐阜協立大学
6 116 塩多　未幸 岐阜県 岐阜協立大学
7 78 大橋　優美子 千葉県 千葉商大付教員 東日本
8 163 稲熊　汐里 岐阜県 東濃実業高

【女子400ｍH】
組 レーン ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

3 89 島田　瑶子 石川県 金沢ＡＣ 北陸

4 61 南澤　明音 長野県 松本土建 中部

5 99 梅原　紗月  兵庫県 住友電工 関西

6 75 三藤　祐梨子 宮城県 七十七銀行 東日本

7 20 九鬼　友梨恵 愛知県 加藤建設 中部

4 153 前出　心美 岐阜県 済美高

5 66 吉良　愛美 東京都 アットホーム 東日本

6 150 西村　優紀 岐阜県 済美高

7 34 澁谷　美有 愛知県 志楽園福祉会 中部

【女子4×100ｍR】
組 レーン ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

3 173 勝　瑞希 岐阜県 中津商高

3 174 北原　花音 岐阜県 中津商高

3 175 土田　莉愛 岐阜県 中津商高

3 176 三好　花実 岐阜県 中津商高

3 177 森　悠月 岐阜県 中津商高

3 178 吉村　巴那 岐阜県 中津商高

4 138 今西　喜子 岐阜県 済美高

4 147 東名　明紅 岐阜県 済美高

4 154 宮崎　佳乃 岐阜県 済美高

4 155 森　彩乃 岐阜県 済美高

4 156 森　樺音 岐阜県 済美高

4 157 渡邉　葉月 岐阜県 済美高

5 79 竜田　夏苗 神奈川県 ニッパツ 東日本

5 80 仲野　春花 福岡県 ニッパツ 東日本

5 81 平加　有梨奈 神奈川県 ニッパツ 東日本

5 82 宮坂　楓 神奈川県 ニッパツ 東日本

6 183 藤田　真理子 愛知県 トヨタ自動車 中部

6 43 岡戸　美月 愛知県 トヨタ自動車 中部

6 45 土持　真紀 愛知県 トヨタ自動車 中部

6 46 遠山　実希 愛知県 トヨタ自動車 中部

7 163 稲熊　汐里 岐阜県 東濃実業高

7 164 古世　菜々子 岐阜県 東濃実業高

7 166 鈴木　りな 岐阜県 東濃実業高

7 167 田中　亜実 岐阜県 東濃実業高

7 168 巴　里花 岐阜県 東濃実業高

7 169 長谷川　藍未 岐阜県 東濃実業高
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【女子3000ｍ】
ORD. ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

1 5 鈴木ひとみ 愛知県 愛知電機 中部

2 25 幾野由里亜 愛知県 小島プレス 中部

3 26 伊藤華 愛知県 小島プレス 中部

4 27 亀山茜 愛知県 小島プレス 中部

5 28 中村瑠花 愛知県 小島プレス 中部

6 29 野尻琴乃 愛知県 小島プレス 中部

7 30 二口琴美 愛知県 小島プレス 中部

8 31 森田歩実 愛知県 小島プレス 中部

9 32 山本彩乃 愛知県 小島プレス 中部

10 51 沼田　未知 愛知県 豊田自動織機 中部

11 52 萩原　歩美 愛知県 豊田自動織機 中部

12 3 米谷結希 愛知県 愛知電機 中部

13 4 庄司琴美 愛知県 愛知電機 中部

14 2 金澤瑞希 愛知県 愛知電機 中部

15 8 渡部絵理 愛知県 愛知電機 中部

16 6 平山未来 愛知県 愛知電機 中部

17 7 藤田愛子 愛知県 愛知電機 中部

18 50 城所　日和 愛知県 豊田自動織機 中部

19 48 小笠原　安香音 愛知県 豊田自動織機 中部

20 56 山本　菜緒 愛知県 豊田自動織機 中部

21 55 籔下　明音 愛知県 豊田自動織機 中部

22 49 川口　桃佳 愛知県 豊田自動織機 中部

23 53 福田　有以 愛知県 豊田自動織機 中部

24 54 ヘレン　エカラレ 愛知県 豊田自動織機 中部

【女子3000ｍ　オープン】
ORD. ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

25 109 後藤　夢 兵庫県 豊田自動織機Track club

26 110 田中　希実 兵庫県 豊田自動織機Track club

【女子5000ｍW】
ORD. ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

7 18 園田　世玲奈 三重県 ＮＴＮ 中部



【女子走高跳】
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

1 126 山口　萌花 岐阜県 県岐阜商高

2 47 中島　梨里 愛知県 豊田自動織機 中部

3 14 笠原　鈴乃 静岡県 ＮＴＮ磐田 中部

4 94 福本　幸 兵庫県 甲南大職 関西

5 104 渡邉　有希 大阪府 ﾐﾗｲﾄﾃｸﾉ 関西

6 80 仲野　春花 福岡県 ニッパツ 東日本

【女子棒高跳】
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

1 101 岩佐　幸葵子 京都府 西舞鶴高教 関西

2 65 所　杏子 愛知県 ラフィネ 中部

3 9 間宮　里菜 岐阜県 アクトス 中部

4 21 逸見　綾子 静岡県 杏林堂 中部

5 106 那須　眞由 兵庫県 RUN JOURNEY 関西

6 79 竜田　夏苗 神奈川県 ニッパツ 東日本

【女子走幅跳】
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

1 117 江口　友月 岐阜県 県岐阜商高

2 114 木村　詩乃 岐阜県 岐南工高

3 161 小林　もえか 岐阜県 東海学園大

4 142 可児　美咲 岐阜県 済美高

5 83 坂本　絵梨 東京都 日本室内 東日本

6 59 松井　美樹 愛知県 パーソルグループ 中部

7 24 中尾　優里 愛知県 小島プレス 中部

8 124 森　彩乃 岐阜県 県岐阜商高

9 182 清水　珠夏 千葉県 城北信用金庫 東日本

10 82 宮坂　楓 神奈川県 ニッパツ 東日本

11 71 泉谷　莉子 東京都 ジーケーライン 東日本

12 75 三藤　祐梨子 宮城県 七十七銀行 東日本

13 80 仲野　春花 福岡県 ニッパツ 東日本

14 13 山下　友佳 三重県 ヴィアティン三重 中部

15 68 嶺村　優 東京都 オリコ 東日本

16 81 平加　有梨奈 神奈川県 ニッパツ 東日本

17 88 中野　瞳 茨城県 和食山口 東日本

【女子三段跳】
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

1 135 石黒　帆香 岐阜県 済美高

2 114 木村　詩乃 岐阜県 岐南工高

3 146 髙橋　衿圭 岐阜県 済美高

4 170 木村　由理 岐阜県 土岐商業

5 158 大野　美南 岐阜県 関商工高

6 142 可児　美咲 岐阜県 済美高

7 120 菊川　夢空 岐阜県 県岐阜商高

8 162 棚橋　実加 岐阜県 東海学園大

9 108 泉　桃子 岡山県 岡山県庁 中国

10 160 勝　成望 岐阜県 東海学園大

11 23 加藤　早紀 愛知県 小島プレス 中部

12 83 坂本　絵梨 東京都 日本室内 東日本

13 103 喜田　愛以 大阪府 ﾐﾗｲﾄﾃｸﾉ 関西

14 37 浅野　紗弥香 愛知県 TIS 中部

15 82 宮坂　楓 神奈川県 ニッパツ 東日本

16 88 中野　瞳 茨城県 和食山口 東日本



【女子砲丸投】
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

1 152 福田　美来 岐阜県 済美高

2 137 伊藤　彩奈	 岐阜県 済美高

3 171 平田　架渚 岐阜県 土岐商業

4 181 大谷　渚月 岐阜県 麗澤瑞浪高校

5 136 石原　未結 岐阜県 済美高

6 132 立木　杏衣理 岐阜県 市岐阜商高

7 125 矢口　瑠璃 岐阜県 県岐阜商高

8 70 齋藤　友里 茨城県 サンヨーホーム 東日本

【女子円盤投】
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

1 136 石原　未結 岐阜県 済美高

2 151 萩野　愛菜 岐阜県 済美高

3 143 日下部　友香 岐阜県 済美高

4 130 棚橋　未稀 岐阜県 市岐阜商高

5 125 矢口　瑠璃 岐阜県 県岐阜商高

6 144 佐藤　綺海 岐阜県 済美高

7 133 土田　彩加 岐阜県 市岐阜商高

8 44 近藤　未空 愛知県 トヨタ自動車 中部

9 97 湯上　明夏里 大阪府 三和建設 関西

10 96 山本　実果 兵庫県 コンドーテック 関西

【女子ハンマー投】
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

1 145 鈴木　あん 岐阜県 済美高

2 151 萩野　愛菜 岐阜県 済美高

3 132 立木　杏衣理 岐阜県 市岐阜商高

4 149 中村　朋美 岐阜県 済美高

5 140 大森　彩椰 岐阜県 済美高

6 11 中島　未歩 長野県 飯田病院 中部

7 62 佐藤　若菜 三重県 三重県スポーツ協会 中部

8 67 勝山　眸美 東京都 オリコ 東日本

【女子やり投】
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

1 131 谷重　あさひ 岐阜県 市岐阜商高

2 165 佐藤　みや乃 岐阜県 東濃実業高

3 118 小川　真子 岐阜県 県岐阜商高

4 180 伊藤　優希 岐阜県 MIX

5 149 中村　朋美 岐阜県 済美高

6 58 高橋　渚 静岡県 日興沼津 中部

7 36 西山　育未 愛知県 XEBIO　T＆Ｆ 中部

8 33 舘林　都美 愛知県 SGKC 中部

9 105 松井　麻里弥 大阪府 ライフバランス 関西

10 42 濵　麗 長野県 豊科高教 中部

11 12 金子　春菜 岐阜県 市原産業 中部

12 85 山内　愛 大阪府 長谷川体育施設 東日本

13 95 久世　生宝 兵庫県 コンドーテック 関西


