
第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
******************************
* 女子 １００ｍ *
******************************
113人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
92 3101 　　良子 (3) ｽﾐ ﾘｮｳｺ 女子 鳥　取 美保 11.94 1
51 2118 石田　悠月 (3) ｲｼﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 静 岡 浜松庄内 11.97 2
25 1202 渡辺　千奈津 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾅﾂ 女子 千　葉 幕張本郷 11.98 3
52 2119 内山　響香 (3) ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｶ 女子 静 岡 浜松北浜 11.98 4
2 113 佐藤　志保里 (2) ｻﾄｳ ｼﾎﾘ 女子 北海道 江差 12.09 5

86 2841 桑野　　葵 (3) ｸﾜﾉ ｱｵｲ 女子 兵　庫 姫路高丘 12.11 6
98 3401 脇坂　里桜 (3) ﾜｷｻｶ ﾘｵ 女子 広　島 府中緑ヶ丘 12.14 7
75 2730 酒井　日菜美 (3) ｻｶｲ ﾋﾅﾐ 女子 大　阪 島本一 12.17 8
93 3110 加河　鈴菜 (3) ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ 女子 鳥　取 後藤ヶ丘 12.17 9
99 3402 山本　千菜 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ 女子 広　島 府中緑ヶ丘 12.17 10
89 2850 寺本　　葵 (3) ﾃﾗﾓﾄ ｱｵｲ 女子 兵　庫 夢前 12.18 11
65 2601 岡根　和奏 (3) ｵｶﾈ ﾜｶﾅ 女子 京　都 精華 12.19 12
34 1324 大谷　くる美 (3) ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ 女子 東　京 武蔵野東 12.21 13
66 2602 長澤　小雪 (3) ﾅｶﾞｻﾜ ｺﾕｷ 女子 京　都 西ノ岡 12.23 14
54 2209 大矢　琴子 (3) ｵｵﾔ ｺﾄｺ 女子 愛 知 春日井中部 12.24 15

100 3403 清水　鈴奈 (3) ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ 女子 広　島 幸千 12.24 16
59 2230 倉橋　美穂 (3) ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 女子 愛 知 上郷 12.26 17
67 2603 土佐　美月 (3) ﾄｻ ﾐﾂﾞｷ 女子 京　都 青葉 12.28 18
8 501 成田　千栞 (3) ﾅﾘﾀ ｾﾝｶ 女子 秋　田 北陽 12.29 19

62 2508 治武　杏祈 (3) ｼﾞﾌﾞ ｱｽﾞｷ 女子 滋　賀 城山 12.29 20
110 4209 小鉢　ひなた (3) ｺﾊﾞﾁ ﾋﾅﾀ 女子 長　崎 島原第三 12.29 21

3 114 小野寺　絢美 (3) ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔﾐ 女子 北海道 音更緑南 12.30 22
6 402 郷右近　美優 (3) ｺﾞｳｺﾝ ﾐﾕ 女子 宮　城 利府西 12.30 23

24 1136 桑原　明菜 (3) ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ 女子 埼　玉 与野東 12.30 24
31 1318 星野　莉亜 (3) ﾎｼﾉ ﾏﾘｱ 女子 東　京 国立二 12.30 25
96 3313 兼高　心愛 (3) ｶﾈﾀｶ ｺｺｱ 女子 岡　山 倉敷南 12.30 26
36 1406 税田ｼﾞｪﾆﾌｧｰ璃美(1) ｻｲﾀ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ ﾘﾐ 女子 神奈川 大津 12.31 27
74 2719 東野　琴音 (3) ﾋｶﾞｼﾉ ｺﾄﾈ 女子 大　阪 大阪松虫 12.32 28
83 2833 吉島　ゆい (2) ﾖｼｼﾞﾏ ﾕｲ 女子 兵　庫 高砂 12.32 29

106 4021 田島　美春 (3) ﾀｼﾞﾏ ﾐﾊﾙ 女子 福　岡 中原 12.33 30
61 2507 岸本　冬羽 (3) ｷｼﾓﾄ ﾌｳ 女子 滋　賀 松原 12.34 31

101 3404 山根　千歩 (3) ﾔﾏﾈ ﾁﾎ 女子 広　島 三和 12.34 32
26 1209 ﾊｯｻﾝ　ﾅﾜｰﾙ (2) ﾊｯｻﾝ ﾅﾜｰﾙ 女子 千　葉 松戸第五 12.35 33
28 1228 佐藤　葵唯 (2) ｻﾄｳ ｱｵｲ 女子 千　葉 旭二 12.35 34
41 1421 長田　香音 (3) ｵｻﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 神奈川 文命 12.36 35
16 1008 美細津　ｴﾒﾘｱ (3) ﾐｻｲﾂﾞ ｴﾒﾘｱ 女子 群　馬 高崎佐野 12.37 36
50 2117 山本　記子 (3) ﾔﾏﾓﾄ ｷｺ 女子 静 岡 掛川桜が丘 12.37 37
91 3002 山本　心葉 (3) ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾊ 女子 和歌山 貴志 12.37 38

107 4022 永見　友梨 (3) ﾅｶﾞﾐ ﾕﾘ 女子 福　岡 香椎第２ 12.37 39
53 2122 木村　美結 (1) ｷﾑﾗ ﾐﾕ 女子 静 岡 掛川西 12.38 40
79 2804 横田　桃子 (3) ﾖｺﾀ ﾓﾓｺ 女子 兵　庫 苦楽園 12.38 41
23 1131 綿貫　真尋 (3) ﾜﾀﾇｷ ﾏﾋﾛ 女子 埼　玉 新座第三 12.39 42
63 2509 奧野　由萌 (3) ｵｸﾉ ﾕﾒ 女子 滋　賀 水口 12.39 43
64 2510 伊藤　真優 (2) ｲﾄｳ ﾏﾕ 女子 滋　賀 立命館守山 12.39 44
68 2604 柴田　博冬菜 (3) ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾅ 女子 京　都 下京 12.39 45
69 2605 白金　愛沙海 (3) ｼﾛｶﾞﾈ ｱｻﾐ 女子 京　都 東輝 12.39 46
29 1235 越川　美咲 (3) ｺｼｶﾜ ﾐｻｷ 女子 千　葉 光 12.40 47
42 1423 鶴澤　亜里紗 (3) ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ 女子 神奈川 舞岡 12.40 48
46 1601 本田　遥南 (3) ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾅ 女子 新 潟 長岡東 12.40 49
60 2231 沖　　美月 (3) ｵｷ ﾐﾂｷ 女子 愛 知 上郷 12.40 50
77 2743 植村　莉子 (3) ｳｴﾑﾗ ﾘｺ 女子 大　阪 南千里 12.40 51
78 2803 岩田　乃映 (3) ｲﾜﾀ ﾉｱ 女子 兵　庫 苦楽園 12.40 52
94 3111 佐々木　真歩 (2) ｻｻｷ ﾏﾎ 女子 鳥　取 東山 12.40 53
1 107 石川　虹美 (3) ｲｼｶﾜ ﾅﾅﾐ 女子 北海道 苫小牧青翔 12.41 54

21 1122 山崎　結子 (3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ 女子 埼　玉 さいたま三橋 12.41 55
33 1321 山越　理子 (3) ﾔﾏｺｼ ﾘｺ 女子 東　京 稲城第六 12.41 56

108 4101 梶原　光姫 (3) ｶｼﾞﾊﾗ ﾐﾂｷ 女子 佐　賀 佐賀清和 12.41 57
35 1325 関田　結穂 (2) ｾｷﾀ ﾕｲﾎ 女子 東　京 武蔵野東 12.42 58
58 2229 福本　萌菜 (3) ﾌｸﾓﾄ ﾓﾅ 女子 愛 知 城山 12.42 59
80 2809 井上　夏希 (3) ｲﾉｳｴ ﾅﾂｷ 女子 兵　庫 深津 12.42 60
19 1108 土田　涼夏 (3) ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ 女子 埼　玉 川口北 12.43 61
20 1119 寺園　　華 (3) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ 女子 埼　玉 越谷富士 12.43 62

109 4102 永石　小雪 (3) ﾅｶﾞｲｼ ｺﾕｷ 女子 佐　賀 唐津第一 12.43 63
4 201 髙橋　亜衣香 (3) ﾀｶﾊｼ ｱｲｶ 女子 青　森 浦町 12.44 64

12 907 倉澤　みはな (3) ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 女子 栃　木 北犬飼 12.44 65
48 1905 坂井　希帆 (2) ｻｶｲ ｷﾎ 女子 石 川 浅野川 12.44 66
82 2818 内藤　香乃 (2) ﾅｲﾄｳ ｶﾉ 女子 兵　庫 有野 12.44 67
90 2852 上住　小夏 (3) ｳﾜｽﾞﾐ ｺﾅﾂ 女子 兵　庫 赤穂西 12.44 68
32 1320 三木　日和梨 (3) ﾐｷ ﾋﾖﾘ 女子 東　京 南多摩 12.45 69
39 1417 笹路　まひな (3) ｻｻｼﾞ ﾏﾋﾅ 女子 神奈川 東海大相模 12.45 70
7 403 佐藤　美里 (3) ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 女子 宮　城 石巻 12.46 71

10 711 荒木　美幸 (3) ｱﾗｷ ﾐﾕｷ 女子 福　島 若松一 12.47 72
15 910 福田　蒼依 (2) ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 女子 栃　木 矢板 12.47 73
87 2844 岩永　彩萌 (2) ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾔﾒ 女子 兵　庫 姫路灘 12.47 74
11 901 仁野平　千怜 (3) ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ 女子 栃　木 阿久津 12.48 75
13 908 保坂　日菜 (3) ﾎｻｶ ﾋﾅ 女子 栃　木 桑 12.48 76
43 1429 伊藤　早織 (3) ｲﾄｳ ｻｵﾘ 女子 神奈川 宮田 12.48 77
70 2606 児島　柚月 (2) ｺｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 桂 12.48 78
71 2607 多田　愛望 (2) ﾀﾀﾞ ﾏﾅﾐ 女子 京　都 京都光華 12.48 79
72 2608 石渡　京香 (3) ｲｼﾜﾀﾘ ｹｲｶ 女子 京　都 西京極 12.48 80



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
******************************
* 女子 １００ｍ *
******************************
113人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
85 2838 鷲野　梨花 (3) ﾜｼﾉ ﾘﾝｶ 女子 兵　庫 小野南 12.48 81

104 4010 得能　玲那 (3) ﾄｸﾉｳ ﾚｲﾅ 女子 福　岡 西南学院 12.48 82
113 4402 宮岡　悠子 (2) ﾐﾔｵｶ ﾕｳｺ 女子 大　分 大分明野 12.48 83
56 2212 須崎　心優 (3) ｽｻﾞｷ ﾐｳ 女子 愛 知 御幸山 12.49 84
14 909 田代　菜々 (3) ﾀｼﾛ ﾅﾅ 女子 栃　木 市貝 12.50 85
27 1227 山本　美潤 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｳ 女子 千　葉 大山口 12.50 86
55 2210 飯田　真衣 (3) ｲｲﾀﾞ ﾏｲ 女子 愛 知 大高 12.50 87
84 2836 今津　花巴 (2) ｲﾏﾂﾞ ﾊﾅﾊ 女子 兵　庫 高砂荒井 12.50 88
88 2845 嘉納　由唯 (3) ｶﾉｳ ﾕｲ 女子 兵　庫 網干 12.50 89

111 4301 松田　果子 (3) ﾏﾂﾀﾞ ｶｺ 女子 熊　本 五霊 12.50 90
22 1125 髙橋　侑希 (3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 女子 埼　玉 幸手西 12.51 91
37 1413 阿部　真由子 (3) ｱﾍﾞ ﾏﾕｺ 女子 神奈川 川崎高校附属 12.51 92
47 1602 荒木　珠里愛 (3) ｱﾗｷ ｼﾞｭﾘｱ 女子 新 潟 新潟柳都 12.51 93
57 2228 中西　楓夏 (3) ﾅｶﾆｼ ﾌｳｶ 女子 愛 知 東港 12.51 94
76 2733 栃尾　陽菜 (3) ﾄﾁｵ ﾋﾅﾀ 女子 大　阪 高槻二 12.51 95

105 4012 葉　ﾏﾝﾃﾞｨ梨紗 (3) ﾖｳ ﾏﾝﾃﾞｨﾘｻ 女子 福　岡 高宮 12.51 96
18 1011 福田　桃子 (2) ﾌｸﾀﾞ ﾓﾓｺ 女子 群　馬 前橋大胡 12.52 97
38 1414 東吉　美里 (3) ﾋｶﾞｼﾖｼ ﾐｻﾄ 女子 神奈川 川崎橘 12.52 98
40 1418 吉田　明日香 (3) ﾖｼﾀﾞ ｱｽｶ 女子 神奈川 西中原 12.52 99
49 2113 岩井　樹梨亜 (3) ｲﾜｲ ｼﾞｭﾘｱ 女子 静 岡 浜松東部 12.52 100
95 3201 内部　百笑 (3) ｳﾁﾍﾞ ﾓｴ 女子 島　根 出雲第一 12.52 101

102 3502 先村　若奈 (1) ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 女子 山　口 高川学園 12.52 102
112 4401 一原　彩花 (3) ｲﾁﾊﾗ ｱﾔｶ 女子 大　分 大分明野 12.52 103

5 305 小倉　侑奈 (2) ｺｸﾗ ﾕﾅ 女子 岩 手 滝沢 12.53 104
9 702 田中　凜葵 (2) ﾀﾅｶ ﾘｱ 女子 福　島 郡山一 12.53 105

17 1010 岡田　典子 (3) ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｺ 女子 群　馬 前橋大胡 12.53 106
30 1239 富岡　有羽 (3) ﾄﾐｵｶ ﾕｳ 女子 千　葉 栗源 12.53 107
44 1431 成田　沙紀 (3) ﾅﾘﾀ ｻｷ 女子 神奈川 六浦 12.53 108
73 2609 小泉　明日佳 (3) ｺｲｽﾞﾐ ｱｽｶ 女子 京　都 大枝 12.53 109
81 2814 工藤　美月 (3) ｸﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 女子 兵　庫 鷹取 12.53 110

103 3705 杉村　実優 (1) ｽｷﾞﾑﾗ ﾐﾕｳ 女子 徳 島 石井 12.53 111
45 1506 宮川　蓮華 (3) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝｹﾞ 女子 山 梨 玉穂 12.55 112
97 3319 小椋　初夏 (2) ｵｸﾞﾗ ﾊﾂｶ 女子 岡　山 津山東 12.86 113



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
******************************
* 女子 ２００ｍ *
******************************
80人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
21 1209 ﾊｯｻﾝ　ﾅﾜｰﾙ (2) ﾊｯｻﾝ ﾅﾜｰﾙ 女子 千　葉 松戸第五 24.51 1
42 2118 石田　悠月 (3) ｲｼﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 静 岡 浜松庄内 24.73 2
1 113 佐藤　志保里 (2) ｻﾄｳ ｼﾎﾘ 女子 北海道 江差 24.76 3

29 1321 山越　理子 (3) ﾔﾏｺｼ ﾘｺ 女子 東　京 稲城第六 24.76 4
68 2850 寺本　　葵 (3) ﾃﾗﾓﾄ ｱｵｲ 女子 兵　庫 夢前 24.90 5
27 1318 星野　莉亜 (3) ﾎｼﾉ ﾏﾘｱ 女子 東　京 国立二 24.93 6
43 2119 内山　響香 (3) ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｶ 女子 静 岡 浜松北浜 24.99 7
56 2601 岡根　和奏 (3) ｵｶﾈ ﾜｶﾅ 女子 京　都 精華 25.03 8
40 2112 蒲生　茉鈴 (3) ｶﾞﾓｳ ﾏﾘﾝ 女子 静 岡 静岡高松 25.05 9
46 2209 大矢　琴子 (3) ｵｵﾔ ｺﾄｺ 女子 愛 知 春日井中部 25.07 10
37 1905 坂井　希帆 (2) ｻｶｲ ｷﾎ 女子 石 川 浅野川 25.12 11
49 2230 倉橋　美穂 (3) ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 女子 愛 知 上郷 25.12 12
50 2231 沖　　美月 (3) ｵｷ ﾐﾂｷ 女子 愛 知 上郷 25.13 13
18 1131 綿貫　真尋 (3) ﾜﾀﾇｷ ﾏﾋﾛ 女子 埼　玉 新座第三 25.14 14
47 2210 飯田　真衣 (3) ｲｲﾀﾞ ﾏｲ 女子 愛 知 大高 25.14 15
23 1219 タネル　舞璃乃 (3) ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ 女子 千　葉 松戸河原塚 25.16 16
20 1136 桑原　明菜 (3) ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ 女子 埼　玉 与野東 25.21 17
26 1303 大川　寿美香 (3) ｵｵｶﾜ ｽﾐｶ 女子 東　京 三田国際学園 25.25 18
71 3313 兼高　心愛 (3) ｶﾈﾀｶ ｺｺｱ 女子 岡　山 倉敷南 25.25 19
10 901 仁野平　千怜 (3) ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ 女子 栃　木 阿久津 25.27 20
48 2212 須崎　心優 (3) ｽｻﾞｷ ﾐｳ 女子 愛 知 御幸山 25.27 21
60 2725 前原　ゆい (3) ﾏｴﾊﾗ ﾕｲ 女子 大　阪 喜志 25.28 22
75 4030 杉山　玲奈 (3) ｽｷﾞﾔﾏ ﾚﾅ 女子 福　岡 本城 25.28 23
36 1711 滝澤　　朱　 (3) ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 女子 長 野 長野東部 25.29 24
6 402 郷右近　美優 (3) ｺﾞｳｺﾝ ﾐﾕ 女子 宮　城 利府西 25.30 25

61 2733 栃尾　陽菜 (3) ﾄﾁｵ ﾋﾅﾀ 女子 大　阪 高槻二 25.31 26
15 1008 美細津　ｴﾒﾘｱ (3) ﾐｻｲﾂﾞ ｴﾒﾘｱ 女子 群　馬 高崎佐野 25.32 27
72 3402 山本　千菜 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ 女子 広　島 府中緑ヶ丘 25.32 28
59 2610 石橋　　葵 (3) ｲｼﾊﾞｼ ｱｵｲ 女子 京　都 近衛 25.34 29
33 1427 朝田　ひらり (2) ｱｻﾀﾞ ﾋﾗﾘ 女子 神奈川 南大師 25.35 30
55 2508 治武　杏祈 (3) ｼﾞﾌﾞ ｱｽﾞｷ 女子 滋　賀 城山 25.36 31
78 4501 足立　桐華 (3) ｱﾀﾞﾁ ﾄｳｶ 女子 宮　崎 宮崎大淀 25.37 32
74 4022 永見　友梨 (3) ﾅｶﾞﾐ ﾕﾘ 女子 福　岡 香椎第２ 25.38 33
54 2507 岸本　冬羽 (3) ｷｼﾓﾄ ﾌｳ 女子 滋　賀 松原 25.39 34
67 2841 桑野　　葵 (3) ｸﾜﾉ ｱｵｲ 女子 兵　庫 姫路高丘 25.42 35
69 3110 加河　鈴菜 (3) ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ 女子 鳥　取 後藤ヶ丘 25.42 36
24 1237 大澤　綾菜 (3) ｵｵｻﾜ ｱﾔﾅ 女子 千　葉 船橋宮本 25.43 37
30 1324 大谷　くる美 (3) ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ 女子 東　京 武蔵野東 25.43 38
45 2207 中根　　葵 (3) ﾅｶﾈ ｱｵｲ 女子 愛 知 矢作 25.43 39
52 2401 後藤　里奈 (3) ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 女子 岐 阜 大垣東 25.44 40
12 908 保坂　日菜 (3) ﾎｻｶ ﾋﾅ 女子 栃　木 桑 25.45 41
2 114 小野寺　絢美 (3) ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔﾐ 女子 北海道 音更緑南 25.48 42

22 1211 ｱｹﾝﾀ　ｸﾞﾛﾘｱ (2) ｱｹﾝﾀ ｸﾞﾛﾘｱ 女子 千　葉 柏豊四季 25.50 43
62 2818 内藤　香乃 (2) ﾅｲﾄｳ ｶﾉ 女子 兵　庫 有野 25.50 44
79 4504 河内　瀬桜 (3) ｶﾜﾁ ｾﾅ 女子 宮　崎 大王谷学園 25.50 45
13 909 田代　菜々 (3) ﾀｼﾛ ﾅﾅ 女子 栃　木 市貝 25.51 46
8 702 田中　凜葵 (2) ﾀﾅｶ ﾘｱ 女子 福　島 郡山一 25.54 47

14 911 福田　菜々子 (2) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 女子 栃　木 黒磯北 25.57 48
39 2104 御宿　ありす (3) ﾐｼｭｸ ｱﾘｽ 女子 静 岡 裾野富岡 25.57 49
28 1320 三木　日和梨 (3) ﾐｷ ﾋﾖﾘ 女子 東　京 南多摩 25.59 50
35 1603 中倉　茉咲 (1) ﾅｶｸﾗ ﾏｻｷ 女子 新 潟 紫雲寺 25.59 51
51 2301 前田　紗希 (2) ﾏｴﾀﾞ ｻｷ 女子 三 重 陵成 25.59 52
58 2606 児島　柚月 (2) ｺｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 桂 25.59 53
16 1122 山崎　結子 (3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ 女子 埼　玉 さいたま三橋 25.60 54
76 4102 永石　小雪 (3) ﾅｶﾞｲｼ ｺﾕｷ 女子 佐　賀 唐津第一 25.60 55
31 1405 石津　　咲 (3) ｲｼﾂﾞ ｻｷ 女子 神奈川 生田 25.62 56
25 1238 藤代　采花 (3) ﾌｼﾞｼﾛ ｱﾔｶ 女子 千　葉 佐倉東 25.63 57
32 1420 山下　帆南 (3) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾝﾅ 女子 神奈川 附属鎌倉 25.63 58
17 1125 髙橋　侑希 (3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 女子 埼　玉 幸手西 25.64 59
41 2117 山本　記子 (3) ﾔﾏﾓﾄ ｷｺ 女子 静 岡 掛川桜が丘 25.67 60
63 2833 吉島　ゆい (2) ﾖｼｼﾞﾏ ﾕｲ 女子 兵　庫 高砂 25.67 61
7 403 佐藤　美里 (3) ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 女子 宮　城 石巻 25.69 62

64 2836 今津　花巴 (2) ｲﾏﾂﾞ ﾊﾅﾊ 女子 兵　庫 高砂荒井 25.69 63
65 2837 釜江　愛香 (3) ｶﾏｴ ｱｲｶ 女子 兵　庫 鹿島 25.69 64
53 2402 森　　樺音 (3) ﾓﾘ ｶﾉﾝ 女子 岐 阜 藍川 25.70 65
73 4012 葉　ﾏﾝﾃﾞｨ梨紗 (3) ﾖｳ ﾏﾝﾃﾞｨﾘｻ 女子 福　岡 高宮 25.70 66
34 1601 本田　遥南 (3) ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾅ 女子 新 潟 長岡東 25.71 67
80 4505 福島　実咲 (2) ﾌｸｼﾏ ﾐｻｷ 女子 宮　崎 延岡岡富 25.71 68
9 717 野木　愛加 (3) ﾉｷﾞ ﾏﾅｶ 女子 福　島 植田 25.72 69

19 1134 倉地　　花 (3) ｸﾗﾁ ﾊﾅ 女子 埼　玉 本庄西 25.73 70
57 2602 長澤　小雪 (3) ﾅｶﾞｻﾜ ｺﾕｷ 女子 京　都 西ノ岡 25.73 71
3 115 水口　　爽 (3) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｻﾜ 女子 北海道 札幌青葉 25.74 72

38 2002 横山　恵理菜 (2) ﾖｺﾔﾏ ｴﾘﾅ 女子 福 井 武生第一 25.74 73
4 116 上野　静紅 (3) ｳｴﾉ ｼｽﾞｸ 女子 北海道 音更共栄 25.76 74
5 117 髙橋　美空 (2) ﾀｶﾊｼ ﾐｿﾗ 女子 北海道 函館港 25.77 75

11 907 倉澤　みはな (3) ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 女子 栃　木 北犬飼 25.78 76
66 2839 松井　陽南 (3) ﾏﾂｲ ﾋﾅ 女子 兵　庫 北条 25.79 77
44 2124 伊藤　花梨 (3) ｲﾄｳ ｶﾘﾝ 女子 静 岡 浜松東陽 25.80 78
77 4103 向井　姫星 (2) ﾑｶｲ ｷﾗﾗ 女子 佐　賀 田代 25.96 79
70 3311 吉國　陽花 (3) ﾖｼｸﾆ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 新見第一 26.34 80



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
******************************
* 女子 ８００ｍ *
******************************
86人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
43 2121 米澤　奈々香 (3) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 女子 静 岡 浜松北浜 2:12.59 1
85 4603 森山　七海 (3) ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 城西 2:12.76 2
25 1201 南　　日向 (3) ﾐﾅﾐ ﾋﾅﾀ 女子 千　葉 船橋飾 2:12.90 3
67 3601 大山　桜花 (3) ｵｵﾔﾏ ｻｸﾗ 女子 香 川 香川第一 2:12.93 4
37 1802 柳樂　あずみ (3) ﾅｷﾞﾗ ｱｽﾞﾐ 女子 富 山 堀川 2:13.17 5
54 2611 長谷川　麻央 (3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 女子 京　都 峰山 2:13.23 6
69 3904 近江　香穂 (3) ｵｳﾐ ｶﾎ 女子 高　知 香長 2:13.38 7
17 1111 山中　菜摘 (3) ﾔﾏﾅｶ ﾅﾂﾐ 女子 埼　玉 久喜 2:13.53 8
20 1126 小川　陽香 (2) ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 女子 埼　玉 草加 2:13.56 9
38 1901 谷口　ゆき (3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷ 女子 石 川 野々市 2:13.56 10
42 2110 細谷　愛子 (2) ﾎｿﾔ ｱｲｺ 女子 静 岡 静岡東 2:13.57 11
19 1120 鈴木　理菜 (3) ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 女子 埼　玉 児玉美里 2:13.60 12
72 4005 元木　紅葉 (3) ﾓﾄｷ ｺﾉﾊ 女子 福　岡 春日東 2:13.61 13
70 4003 市川　碧花 (3) ｲﾁｶﾜ ｱｵｶ 女子 福　岡 福岡城南 2:13.71 14
34 1604 吉原　あかり (3) ﾖｼﾊﾗ ｱｶﾘ 女子 新 潟 小千谷 2:14.10 15
40 2105 井上　汐莉 (3) ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ 女子 静 岡 御殿場原里 2:14.15 16
45 2213 青山　理奈 (3) ｱｵﾔﾏ ﾘﾅ 女子 愛 知 御幸山 2:14.19 17
63 2851 村下　綺菜 (3) ﾑﾗｼﾀ ｱﾔﾅ 女子 兵　庫 赤穂東 2:14.28 18
15 1107 丹羽　遥奈 (3) ﾆﾜ ﾊﾙﾅ 女子 埼　玉 川口上青木 2:14.35 19
46 2219 小山　愛結 (3) ｺﾔﾏ ｱﾕｳ 女子 愛 知 六ツ美北 2:14.40 20
74 4007 下森　美咲 (1) ｼﾀﾓﾘ ﾐｻｷ 女子 福　岡 熊西 2:14.40 21
84 4407 藤井　さくら (3) ﾌｼﾞｲ ｻｸﾗ 女子 大　分 佐伯鶴谷 2:14.42 22
60 2831 石松　愛朱加 (3) ｲｼﾏﾂ ｱｽｶ 女子 兵　庫 浜の宮 2:14.57 23
5 708 大河原　萌花 (3) ｵｵｶﾜﾗ ﾓｴｶ 女子 福　島 矢吹 2:14.58 24

73 4006 戸田　彩矢奈 (2) ﾄﾀﾞ ｱﾔﾅ 女子 福　岡 浅川 2:14.59 25
50 2404 瀬木　彩花 (2) ｾｷﾞ ｱﾔｶ 女子 岐 阜 岐阜中山 2:14.63 26
39 2009 野村　いちご (3) ﾉﾑﾗ ｲﾁｺﾞ 女子 福 井 角鹿 2:14.65 27
28 1309 塩入　百葉 (3) ｼｵｲﾘ ﾓﾓﾊ 女子 東　京 足立十四 2:14.67 28
3 601 早坂　雅妃 (3) ﾊﾔｻｶ ﾐﾔﾋﾞ 女子 山　形 大蔵 2:14.72 29

75 4008 田中　美優 (3) ﾀﾅｶ ﾐﾕ 女子 福　岡 白光 2:14.82 30
49 2403 坂上　瑠渚 (2) ｻｶｶﾞﾐ ﾙﾅ 女子 岐 阜 国府 2:14.85 31
16 1110 札場　美桜 (3) ﾌﾀﾞﾊﾞ ﾐｵ 女子 埼　玉 川越高階 2:14.92 32
27 1210 山本　乃々香 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾉｶ 女子 千　葉 岩名 2:14.94 33
36 1801 中才　茉子 (3) ﾅｶｻｲ ﾏｺ 女子 富 山 堀川 2:14.94 34
76 4009 奥田　帆乃花 (3) ｵｸﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 福　岡 春日 2:15.04 35
1 112 上　彩未 (2) ｼﾞｮｳﾆｼ ｱﾔﾐ 女子 北海道 札幌新川 2:15.07 36

55 2612 谷間　美月 (3) ﾀﾆﾏ ﾐﾂﾞｷ 女子 京　都 岡崎 2:15.09 37
31 1424 細谷　美鈴 (3) ﾎｿﾔ ﾐｽｽﾞ 女子 神奈川 万騎が原 2:15.12 38
18 1112 浜野　　光 (3) ﾊﾏﾉ ﾋｶﾙ 女子 埼　玉 鴻巣 2:15.24 39
80 4211 角町　友芽梨 (3) ﾂﾉﾏﾁ ﾕﾒﾘ 女子 長　崎 長崎大附属 2:15.26 40
53 2407 前出　心美 (2) ﾏｴﾃﾞ ｺｺﾐ 女子 岐 阜 島 2:15.29 41
24 1135 木下　紗那 (3) ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞﾅ 女子 埼　玉 与野西 2:15.41 42
10 1004 土田　心杏 (2) ﾂﾁﾀﾞ ｺｺｱ 女子 群　馬 長野郷 2:15.55 43
44 2201 萩原　さや (3) ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾔ 女子 愛 知 田原東部 2:15.57 44
6 719 橋本　暖亜 (3) ﾊｼﾓﾄ ﾉｱ 女子 福　島 富田 2:15.60 45

78 4020 山口　雅美子 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐｺ 女子 福　岡 筑紫野 2:15.67 46
14 1104 仲西　梨花 (2) ﾅｶﾆｼ ﾘﾝｶ 女子 埼　玉 春日部武里 2:15.68 47
30 1419 服部　咲季 (3) ﾊｯﾄﾘ ｻｷ 女子 神奈川 藤ヶ岡 2:15.70 48
47 2220 田島　愛梨 (2) ﾀｼﾏ ｱｲﾘ 女子 愛 知 横須賀 2:15.71 49
35 1708 渡邉　陽乃 (2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 女子 長 野 佐久東 2:15.73 50
83 4406 宮川　紗耶 (2) ﾐﾔｶﾜ ｻﾔ 女子 大　分 滝尾 2:15.74 51
56 2613 造田　華乃 (2) ﾂｸﾀﾞ ｶﾉ 女子 京　都 京都光華 2:15.76 52
11 1005 武田　菜月 (3) ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 女子 群　馬 藤岡北 2:15.78 53
51 2405 山腰　亜依 (2) ﾔﾏｺｼ ｱｲ 女子 岐 阜 日枝 2:15.78 54
79 4202 渡邊　　陽 (2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 女子 長　崎 諫早 2:15.78 55
82 4403 匹田　雛凪 (3) ﾋｷﾀ ﾋﾅﾅ 女子 大　分 大分明野 2:15.82 56
57 2732 羽原　恋乃 (2) ﾊﾊﾞﾗ ｺｲﾉ 女子 大　阪 高倉 2:15.83 57
32 1425 齋藤　真歩 (3) ｻｲﾄｳ ﾏﾎ 女子 神奈川 万騎が原 2:15.86 58
65 3304 有富　　郁 (2) ｱﾘﾄﾐ ｲｸ 女子 岡　山 吉備 2:15.86 59
61 2840 松井　　晶 (3) ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 女子 兵　庫 稲美北 2:15.90 60
33 1433 髙橋　凜音 (2) ﾀｶﾊｼ ﾘｵﾝ 女子 神奈川 領家 2:15.91 61
12 1006 齋藤　佳音 (3) ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 女子 群　馬 城西 2:15.92 62
26 1208 柏木　詩織 (3) ｶｼﾜｷﾞ ｼｵﾘ 女子 千　葉 南山 2:15.93 63
7 720 成澤　夢叶 (3) ﾅﾘｻﾜ ﾕﾒｶ 女子 福　島 郡山七 2:15.94 64
8 721 三科　　文 (2) ﾐｼﾅ ｱﾔ 女子 福　島 西郷一 2:15.95 65

22 1130 並木　美乃 (3) ﾅﾐｷ ﾖｼﾉ 女子 埼　玉 新座 2:15.96 66
71 4004 柳井　綾音 (3) ﾔﾅｲ ｱﾔﾈ 女子 福　岡 曽根 2:15.98 67
52 2406 保　こなつ (3) ﾎ ｺﾅﾂ 女子 岐 阜 瑞陵 2:16.02 68
4 604 高橋　彩那 (3) ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ 女子 山　形 赤湯 2:16.04 69

29 1311 新田　　望 (3) ｼﾝﾃﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 女子 東　京 東京堺 2:16.09 70
81 4303 溝上　加菜 (2) ﾐｿﾞｶﾞﾐ ｶﾅ 女子 熊　本 緑東 2:16.09 71
41 2106 武田　亜子 (1) ﾀｹﾀﾞ ｱｺ 女子 静 岡 三島南 2:16.19 72
21 1127 田中　彩織 (3) ﾀﾅｶ ｻｵﾘ 女子 埼　玉 草加谷塚 2:16.24 73
64 2853 宝谷　芽依 (3) ﾎｳﾀﾆ ﾒｲ 女子 兵　庫 太子西 2:16.28 74
2 207 伊藤　瑠音 (3) ｲﾄｳ ﾙﾈ 女子 青　森 八戸大館 2:16.30 75

13 1007 久保田　優花 (3) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｶ 女子 群　馬 四ツ葉学園 2:16.35 76
9 912 海老原　聖花 (3) ｴﾋﾞﾊﾗ ｾｲｶ 女子 栃　木 物部 2:16.37 77

48 2302 澤井　風月 (2) ｻﾜｲ ﾌﾂﾞｷ 女子 三 重 嬉野 2:16.37 78
62 2849 砂田　芽緯 (3) ｽﾅﾀﾞ ﾒｲ 女子 兵　庫 置塩 2:16.41 79
77 4019 田中　陽菜 (3) ﾀﾅｶ ﾋﾅ 女子 福　岡 湯川 2:16.43 80



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
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******************************
86人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場
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--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
23 1132 新井　奏美 (2) ｱﾗｲ ｶﾅﾐ 女子 埼　玉 羽生南 2:16.46 81
58 2802 澤　　知穂 (2) ｻﾜ ﾁﾎ 女子 兵　庫 浜脇 2:16.46 82
59 2808 柳井　桜子 (3) ﾔﾅｲ ｻｸﾗｺ 女子 兵　庫 塩瀬 2:16.48 83
68 3801 一井　愛央 (3) ｲﾁｲ ﾏﾋﾛ 女子 愛　媛 中萩 2:16.48 84
86 4708 花田　佳乃 (3) ﾊﾅﾀﾞ ﾖｼﾉ 女子 沖　縄 屋我地 2:20.07 85
66 3305 藤井　美春 (3) ﾌｼﾞｲ ﾐﾊﾙ 女子 岡　山 琴浦 2:20.50 86



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
**********************************
* 女子 １５００ｍ *
**********************************
64人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
41 2831 石松　愛朱加 (3) ｲｼﾏﾂ ｱｽｶ 女子 兵　庫 浜の宮 4:28.80 1
31 2121 米澤　奈々香 (3) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 女子 静 岡 浜松北浜 4:31.79 2
28 2110 細谷　愛子 (2) ﾎｿﾔ ｱｲｺ 女子 静 岡 静岡東 4:32.17 3
25 1801 中才　茉子 (3) ﾅｶｻｲ ﾏｺ 女子 富 山 堀川 4:32.22 4
26 1802 柳樂　あずみ (3) ﾅｷﾞﾗ ｱｽﾞﾐ 女子 富 山 堀川 4:32.39 5
61 4407 藤井　さくら (3) ﾌｼﾞｲ ｻｸﾗ 女子 大　分 佐伯鶴谷 4:32.73 6
45 2851 村下　綺菜 (3) ﾑﾗｼﾀ ｱﾔﾅ 女子 兵　庫 赤穂東 4:33.04 7
11 1120 鈴木　理菜 (3) ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 女子 埼　玉 児玉美里 4:33.13 8
30 2120 杉森　心音 (2) ｽｷﾞﾓﾘ ｺｺﾈ 女子 静 岡 浜松北浜 4:33.20 9
64 4603 森山　七海 (3) ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾅﾐ 女子 鹿児島 城西 4:33.42 10
57 4104 小松　夕夏 (3) ｺﾏﾂ ﾕｳｶ 女子 佐　賀 唐津東 4:33.95 11
51 3904 近江　香穂 (3) ｵｳﾐ ｶﾎ 女子 高　知 香長 4:34.01 12
27 1901 谷口　ゆき (3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷ 女子 石 川 野々市 4:34.04 13
7 1003 髙橋　雛乃 (2) ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ 女子 群　馬 甘楽 4:34.33 14

52 4003 市川　碧花 (3) ｲﾁｶﾜ ｱｵｶ 女子 福　岡 福岡城南 4:34.39 15
33 2614 村松　　結 (3) ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳ 女子 京　都 樫原 4:34.69 16
2 708 大河原　萌花 (3) ｵｵｶﾜﾗ ﾓｴｶ 女子 福　島 矢吹 4:34.72 17

42 2834 宮島　恵那 (3) ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾅ 女子 兵　庫 高砂荒井 4:34.91 18
34 2615 鎌田　幸来 (3) ｶﾏﾀﾞ ｺｺ 女子 京　都 桂 4:34.95 19
62 4408 松本　明莉 (2) ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ 女子 大　分 稙田南 4:35.02 20
59 4303 溝上　加菜 (2) ﾐｿﾞｶﾞﾐ ｶﾅ 女子 熊　本 緑東 4:35.06 21
13 1201 南　　日向 (3) ﾐﾅﾐ ﾋﾅﾀ 女子 千　葉 船橋飾 4:35.18 22
32 2129 鈴木　優花 (3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 女子 静 岡 磐田竜洋 4:35.45 23
38 2734 明貝　菜乃羽 (3) ﾐｮｳｶｲ ﾅﾉﾊ 女子 大　阪 田尻 4:35.46 24
43 2835 塚本　衣音 (3) ﾂｶﾓﾄ ｲｵ 女子 兵　庫 高砂荒井 4:35.54 25
35 2616 黒田　千景 (3) ｸﾛﾀﾞ ﾁｶｹﾞ 女子 京　都 桂川 4:35.56 26
18 1307 九津見　美花 (3) ｸﾂﾐ ﾐｶ 女子 東　京 旭丘 4:35.79 27
29 2111 川瀬　真由 (3) ｶﾜｾ ﾏﾕ 女子 静 岡 静岡東 4:35.83 28
53 4004 柳井　綾音 (3) ﾔﾅｲ ｱﾔﾈ 女子 福　岡 曽根 4:36.06 29
12 1126 小川　陽香 (2) ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 女子 埼　玉 草加 4:36.61 30
60 4304 中村　早希 (3) ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 女子 熊　本 松橋 4:36.61 31
14 1229 髙橋　　葵 (3) ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 女子 千　葉 久寺家 4:36.65 32
54 4005 元木　紅葉 (3) ﾓﾄｷ ｺﾉﾊ 女子 福　岡 春日東 4:36.69 33
16 1231 鈴木　優菜 (2) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 女子 千　葉 西の原 4:36.72 34
39 2815 橋本　佳歩 (2) ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 女子 兵　庫 高倉 4:36.72 35
19 1309 塩入　百葉 (3) ｼｵｲﾘ ﾓﾓﾊ 女子 東　京 足立十四 4:36.75 36
55 4006 戸田　彩矢奈 (2) ﾄﾀﾞ ｱﾔﾅ 女子 福　岡 浅川 4:36.88 37
3 712 小島　さくら (3) ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ 女子 福　島 若松一 4:37.18 38
4 913 渡辺　凜花 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｶ 女子 栃　木 厚崎 4:37.19 39

15 1230 境　　真衣 (3) ｻｶｲ ﾏｲ 女子 千　葉 野田南部 4:37.22 40
9 1110 札場　美桜 (3) ﾌﾀﾞﾊﾞ ﾐｵ 女子 埼　玉 川越高階 4:37.23 41

20 1314 髙山　玲渚 (3) ﾀｶﾔﾏ ﾚｲﾅ 女子 東　京 福生第二 4:37.23 42
5 914 横倉　　紹 (2) ﾖｺｸﾗ ｱｷ 女子 栃　木 足利第二 4:37.41 43

17 1232 谷川　　凛 (2) ﾀﾆｶﾞﾜ ﾘﾝ 女子 千　葉 習志野一 4:37.41 44
23 1433 髙橋　凜音 (2) ﾀｶﾊｼ ﾘｵﾝ 女子 神奈川 領家 4:37.41 45
48 3321 土屋　舞琴 (3) ﾂﾁﾔ ﾏｺﾄ 女子 岡　山 小北 4:37.42 46
63 4409 山本　釉未 (1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾐ 女子 大　分 大分城東 4:37.46 47
6 915 小林　咲那 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾅ 女子 栃　木 三島 4:37.50 48

46 3302 正司　瑠奈 (3) ｼｮｳｼﾞ ﾙﾅ 女子 岡　山 吉備 4:37.51 49
22 1426 伊藤　南美 (3) ｲﾄｳ ﾅﾐ 女子 神奈川 緑が丘 4:37.55 50
21 1425 齋藤　真歩 (3) ｻｲﾄｳ ﾏﾎ 女子 神奈川 万騎が原 4:37.64 51
10 1111 山中　菜摘 (3) ﾔﾏﾅｶ ﾅﾂﾐ 女子 埼　玉 久喜 4:37.65 52
56 4028 岩﨑　智子 (3) ｲﾜｻｷ ﾄﾓｺ 女子 福　岡 泉 4:37.66 53
40 2826 道清　愛紗 (3) ﾄﾞｳｾｲ ｱｲｰｼｬ 女子 兵　庫 加古川山手 4:37.69 54
44 2843 干飯　里桜 (3) ﾎｼｲ ﾘｵ 女子 兵　庫 山陽 4:37.75 55
49 3501 大久保　南 (2) ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 女子 山　口 浅江 4:37.79 56
36 2617 柴田　さくら (3) ｼﾊﾞﾀ ｻｸﾗ 女子 京　都 岡崎 4:37.82 57
8 1106 石井　れいな (2) ｲｼｲ ﾚｲﾅ 女子 埼　玉 川角 4:37.86 58

50 3902 尾崎　　光 (3) ｵｻﾞｷ ﾐﾂ 女子 高　知 香我美 4:37.87 59
37 2618 村井　美友 (3) ﾑﾗｲ ﾐﾕ 女子 京　都 松尾 4:37.96 60
24 1604 吉原　あかり (3) ﾖｼﾊﾗ ｱｶﾘ 女子 新 潟 小千谷 4:37.97 61
1 508 阿部　円海 (3) ｱﾍﾞ ﾏﾙﾐ 女子 秋　田 湯沢北 4:38.29 62

58 4105 古澤　日菜向 (3) ﾌﾙｻﾜ ﾋﾅﾀ 女子 佐　賀 鳥栖 4:41.86 63
47 3306 山本　笑莉 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺﾘ 女子 岡　山 琴浦 4:42.48 64



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
**************************************************
* 女子 １００ｍＨ(0.762m) *
**************************************************
125人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
93 2814 工藤　美月 (3) ｸﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 女子 兵　庫 鷹取 13.88 1
63 2215 松本　佳音彩 (3) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉｱ 女子 愛 知 上社 13.89 2
21 1212 塚本　萌乃 (3) ﾂｶﾓﾄ ﾓｴﾉ 女子 千　葉 ちはら台南 13.90 3
88 2803 岩田　乃映 (3) ｲﾜﾀ ﾉｱ 女子 兵　庫 苦楽園 13.98 4
33 1401 関口　美桜 (3) ｾｷｸﾞﾁ ﾐｵ 女子 神奈川 相原 14.05 5
47 1703 土屋　ほのか (3) ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 女子 長 野 軽井沢 14.09 6
43 1605 俵山　紗乙 (3) ﾀﾜﾗﾔﾏ ｻｷ 女子 新 潟 十日町吉田 14.10 7
51 1903 又多　紅樹 (3) ﾏﾀﾀﾞ ﾓﾐｷ 女子 石 川 星稜 14.14 8

107 3405 浅木　都紀葉 (3) ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 女子 広　島 口田 14.14 9
44 1606 松本　愛美 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾐ 女子 新 潟 鏡が沖 14.21 10

114 4011 大串　萌寧 (3) ｵｵｸﾞｼ ﾓﾈ 女子 福　岡 福教大附福岡 14.22 11
81 2709 白石　羽蘭 (3) ｼﾗｲｼ ｳﾗﾝ 女子 大　阪 茨木南 14.23 12
9 404 福嶋　唯花 (3) ﾌｸｼﾏ ﾕｲｶ 女子 宮　城 古川黎明 14.26 13

60 2204 新垣　舞桜 (3) ｼﾝｶﾞｷ ﾏｵ 女子 愛 知 豊川東部 14.27 14
120 4301 松田　果子 (3) ﾏﾂﾀﾞ ｶｺ 女子 熊　本 五霊 14.27 15
121 4502 髙見　冬羽 (3) ﾀｶﾐ ﾄﾜ 女子 宮　崎 延岡 14.29 16

1 101 南　うらら (2) ﾐﾅﾐ ｳﾗﾗ 女子 北海道 浜中散布 14.30 17
84 2722 樋口　綾音 (3) ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ 女子 大　阪 金岡南 14.31 18
35 1404 手塚　向日葵 (3) ﾃﾂﾞｶ ﾋﾏﾘ 女子 神奈川 有馬 14.33 19
49 1706 原　　知愛 (3) ﾊﾗ ﾁﾅﾘ 女子 長 野 北安松川 14.33 20
10 602 下山　奈央 (3) ｼﾓﾔﾏ ﾅｵ 女子 山　形 山形第十 14.34 21
71 2310 飛岡　愛心 (3) ﾄﾋﾞｵｶ ｱｺ 女子 三 重 一志 14.34 22
39 1430 髙橋　　想 (3) ﾀｶﾊｼ ｺｺﾛ 女子 神奈川 宮田 14.35 23
90 2807 内山　　花 (3) ｳﾁﾔﾏ ﾊﾅ 女子 兵　庫 学文 14.35 24
95 2829 吉田　唯花 (3) ﾖｼﾀﾞ ﾕｲｶ 女子 兵　庫 平岡南 14.36 25

112 3903 島村　青空 (3) ｼﾏﾑﾗ ｾｲﾗ 女子 高　知 県立中村 14.36 26
14 916 中里　百葉 (2) ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾓﾊ 女子 栃　木 田沼東 14.37 27
53 2008 中野　さらさ (3) ﾅｶﾉ ｻﾗｻ 女子 福 井 成和 14.37 28
55 2102 野田　菜々香 (3) ﾉﾀﾞ ﾅﾅｶ 女子 静 岡 伊豆の国大仁 14.37 29
65 2217 坂口　由花 (2) ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｶ 女子 愛 知 尾張旭西 14.37 30

113 4010 得能　玲那 (3) ﾄｸﾉｳ ﾚｲﾅ 女子 福　岡 西南学院 14.37 31
91 2810 鳥羽　千晴 (3) ﾄﾊﾞ ﾁﾊﾙ 女子 兵　庫 荒牧 14.38 32
28 1306 金田　莉那 (3) ｶﾈﾀﾞ ﾘﾅ 女子 東　京 南中野 14.39 33
5 109 納村　琉愛 (2) ﾉｳﾑﾗ ﾙﾅ 女子 北海道 深川一已 14.40 34

30 1313 醍醐　愛理 (3) ﾀﾞｲｺﾞ ﾏﾘ 女子 東　京 小平二 14.40 35
96 2847 藤原　かれん (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾚﾝ 女子 兵　庫 神河 14.40 36

111 3810 越智　心愛 (3) ｵﾁ ｺｺｱ 女子 愛　媛 立花 14.40 37
25 1234 塘　ありあ (3) ﾄﾓ ｱﾘｱ 女子 千　葉 流山北部 14.41 38
86 2737 水谷　結花 (3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｶ 女子 大　阪 登美丘 14.42 39
27 1303 大川　寿美香 (3) ｵｵｶﾜ ｽﾐｶ 女子 東　京 三田国際学園 14.43 40
48 1704 市村　彩美 (3) ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 女子 長 野 軽井沢 14.43 41
87 2801 渡邊　結音 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾉﾝ 女子 兵　庫 西宮浜 14.43 42

101 3107 河本　美祐 (3) ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ 女子 鳥　取 倉吉西 14.43 43
20 1128 関田　彩那 (3) ｾｷﾀ ｱﾔﾅ 女子 埼　玉 鶴ヶ島西 14.44 44
37 1412 栗原　未有 (3) ｸﾘﾊﾗ ﾐｱﾘ 女子 神奈川 片瀬 14.44 45
11 603 廣居　千尋 (3) ﾋﾛｲ ﾁﾋﾛ 女子 山　形 白鷹 14.45 46
2 102 能戸　美乃 (3) ﾉﾄ ﾖｼﾉ 女子 北海道 函館亀田 14.46 47

74 2619 多賀野　晴 (3) ﾀｶﾞﾉ ﾊﾙ 女子 京　都 峰山 14.46 48
6 118 鈴木　里沙 (3) ｽｽﾞｷ ﾘｻ 女子 北海道 札幌柏 14.47 49

56 2103 髙橋　風花 (3) ﾀｶﾊｼ ﾌｳｶ 女子 静 岡 御殿場 14.49 50
82 2710 中村　朱利 (3) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾘ 女子 大　阪 茨木南 14.49 51
38 1428 上前　実玖 (3) ｳｴﾏｴ ﾐｸ 女子 神奈川 宮崎 14.51 52
42 1602 荒木　珠里愛 (3) ｱﾗｷ ｼﾞｭﾘｱ 女子 新 潟 新潟柳都 14.51 53

110 3809 藤田　結菜 (3) ﾌｼﾞﾀ ﾕｲﾅ 女子 愛　媛 西条北 14.51 54
45 1607 志賀　花菜 (3) ｼｶﾞ ﾊﾅ 女子 新 潟 上教大附属 14.52 55
94 2816 中尾　日香 (2) ﾅｶｵ ﾊﾙｶ 女子 兵　庫 平野 14.52 56
58 2114 鈴木　葉羽 (3) ｽｽﾞｷ ﾖｳ 女子 静 岡 浜松東部 14.53 57
18 1103 後藤　智南 (3) ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ 女子 埼　玉 春日部飯沼 14.54 58
97 2854 田民　栞理 (3) ﾀﾀﾐ ｼｵﾘ 女子 兵　庫 ゆりのき台 14.54 59

103 3109 清水　美京 (3) ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ 女子 鳥　取 鳥取大附属 14.54 60
23 1224 雲林院　瑞帆 (3) ｳﾝﾘﾝｲﾝ ﾐｽﾞﾎ 女子 千　葉 船橋御滝 14.55 61
22 1223 齊藤　花奈 (3) ｻｲﾄｳ ｶﾅ 女子 千　葉 四街道西 14.56 62
24 1233 鈴木　歩実 (3) ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ 女子 千　葉 小金 14.56 63
34 1403 安井　麻里花 (3) ﾔｽｲ ﾏﾘｶ 女子 神奈川 東野 14.56 64

102 3108 福嶋　ひなた (2) ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 女子 鳥　取 福生 14.56 65
104 3202 中村　寧々 (3) ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ 女子 島　根 出雲第一 14.56 66
67 2221 野村　穂菜美 (3) ﾉﾑﾗ ﾎﾅﾐ 女子 愛 知 春日井西部 14.57 67
72 2311 森尾　真帆 (3) ﾓﾘｵ ﾏﾎ 女子 三 重 南が丘 14.57 68
59 2123 加藤　愛理 (3) ｶﾄｳ ｱｲﾘ 女子 静 岡 浜松中郡 14.58 69
83 2711 田　江梨花 (2) ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｶ 女子 大　阪 上野芝 14.58 70

124 4602 田之頭　あかり (3) ﾀﾉｶﾞｼﾗ ｱｶﾘ 女子 鹿児島 頴娃 14.58 71
16 922 田口　真悠 (3) ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 女子 栃　木 姿川 14.59 72
79 2702 白垣　　杏 (3) ｼﾗｶﾞｷ ｱﾝ 女子 大　阪 大阪女学院 14.59 73

125 4706 渡口　　舞 (3) ﾄｸﾞﾁ ﾏｲ 女子 沖　縄 伊良波 14.59 74
57 2108 永井　真滉 (2) ﾅｶﾞｲ ﾏﾋﾛ 女子 静 岡 東海大翔洋 14.61 75
29 1310 白濵　陽奈 (3) ｼﾗﾊﾏ ﾋﾅ 女子 東　京 あきる野東 14.62 76
46 1701 髙尾　玲良 (3) ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 女子 長 野 上田第一 14.62 77
54 2101 小早川　心暖 (1) ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｺﾊﾙ 女子 静 岡 伊豆修善寺 14.62 78
99 2906 谷野　梨乃愛 (2) ﾀﾆﾉ ﾘﾉｱ 女子 奈　良 郡山 14.62 79

117 4027 野本　愛華 (2) ﾉﾓﾄ ｱｲﾅ 女子 福　岡 泉 14.63 80



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
**************************************************
* 女子 １００ｍＨ(0.762m) *
**************************************************
125人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

3 103 岡田　結愛 (3) ｵｶﾀﾞ ﾕﾒ 女子 北海道 室蘭東明 14.64 81
17 1018 恩田　未來 (2) ｵﾝﾀﾞ ﾐﾗｲ 女子 群　馬 館林第四 14.64 82
31 1316 服部　麻奈 (3) ﾊｯﾄﾘ ﾏﾅ 女子 東　京 西宮 14.64 83
12 801 髙須　琴心 (3) ﾀｶｽ ｺﾄﾐ 女子 茨　城 稲敷桜川 14.65 84
64 2216 田島　七里香 (1) ﾀｼﾞﾏ ﾅﾘｶ 女子 愛 知 千種台 14.65 85
92 2812 杉本　美優音 (3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾕﾈ 女子 兵　庫 上野 14.66 86
40 1432 舘野　晃歩 (3) ﾀﾃﾉ ｱｷﾎ 女子 神奈川 谷口 14.67 87
4 104 馬場　歩果 (2) ﾊﾞﾊﾞ ｱﾕｶ 女子 北海道 釧路共栄 14.68 88

66 2218 中西　百萌佳 (2) ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 女子 愛 知 水無瀬 14.68 89
80 2707 冨永　瑞生 (3) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐｽﾞｷ 女子 大　阪 赤坂台 14.68 90

116 4023 永見　理紗 (3) ﾅｶﾞﾐ ﾘｻ 女子 福　岡 香椎第２ 14.68 91
122 4503 小島　光琉 (3) ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 女子 宮　崎 宮崎本郷 14.68 92
98 2904 松本　桃佳 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 富雄南 14.69 93
75 2620 玉井　水緒 (3) ﾀﾏｲ ﾐｵ 女子 京　都 京都文教 14.70 94

115 4014 吉田　彩花 (3) ﾖｼﾀﾞ ｻﾔｶ 女子 福　岡 志徳 14.70 95
13 802 山本　葉月 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 女子 茨　城 佐野 14.71 96
19 1105 加藤　玲来 (3) ｶﾄｳ ﾚｲﾗ 女子 埼　玉 春日部中野 14.71 97
32 1319 益子　芽里 (3) ﾏｽｺ ﾒﾘ 女子 東　京 大泉 14.71 98
61 2205 髙嵜　桃花 (3) ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 女子 愛 知 柏原 14.74 99
68 2222 原　詠美 (2) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｴｲﾐ 女子 愛 知 乙川 14.74 100
89 2805 ハッサン　リナ (3) ﾊｯｻﾝ ﾘﾅ 女子 兵　庫 甲武 14.74 101

100 2907 戸田　瑠菜 (2) ﾄﾀﾞ ﾙﾅ 女子 奈　良 畝傍 14.74 102
76 2621 桑田　凪沙 (3) ｸﾜﾀ ﾅｷﾞｻ 女子 京　都 亀岡 14.75 103

108 3406 神原　奈緒 (3) ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ 女子 広　島 五日市 14.75 104
119 4031 播磨　美翔 (3) ﾊﾘﾏ ﾐｳ 女子 福　岡 柳西 14.75 105
50 1902 星場　麗羽 (3) ﾎｼﾊﾞ ｳﾙﾊ 女子 石 川 志賀 14.76 106
52 2004 徳橋　美咲 (2) ﾄｸﾊｼ ﾐｻ 女子 福 井 鯖江 14.76 107
69 2225 坂井　寿々 (2) ｻｶｲ ｽｽﾞ 女子 愛 知 甚目寺 14.76 108
73 2408 市川　紗羅 (3) ｲﾁｶﾜ ｻﾗ 女子 岐 阜 島 14.76 109
77 2622 寺下　萌絵 (3) ﾃﾗｼﾀ ﾓｴ 女子 京　都 藤森 14.77 110

109 3407 森脇　叶美 (2) ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ 女子 広　島 五日市南 14.77 111
118 4029 宮﨑　美咲 (3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｻｷ 女子 福　岡 志免東 14.77 112

8 301 田中　馨子 (3) ﾀﾅｶ ｶｵﾙｺ 女子 岩 手 盛岡河南 14.78 113
78 2623 近藤　紅瑠美 (3) ｺﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ 女子 京　都 東輝 14.78 114
7 208 工藤　加奈 (3) ｸﾄﾞｳ ｶﾅ 女子 青　森 弘大附属 14.79 115

15 917 津久井　華 (3) ﾂｸｲ ﾊﾅ 女子 栃　木 赤見 14.79 116
26 1236 中村　綾花 (3) ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 女子 千　葉 四街道西 14.79 117
62 2208 齋藤　未来 (3) ｻｲﾄｳ ﾐｸ 女子 愛 知 矢作 14.79 118
85 2731 大田　結子 (3) ｵｵﾀ ﾕｲｺ 女子 大　阪 吹田第六 14.79 119

105 3320 徐　　伶奈 (3) ｼﾞｮ ﾚｲﾅ 女子 岡　山 和気 14.79 120
123 4601 川床　予里栄 (3) ｶﾜﾄｺ ﾖﾘｴ 女子 鹿児島 出水 14.79 121
36 1407 金丸　穂乃花 (3) ｶﾅﾏﾙ ﾎﾉｶ 女子 神奈川 大津 14.80 122
41 1510 市川　真也子 (3) ｲﾁｶﾜ ﾏﾔｺ 女子 山 梨 甲府南 14.80 123
70 2303 東　穂乃果 (3) ｱｽﾞﾏ ﾎﾉｶ 女子 三 重 小俣 14.80 124

106 3322 出口　綾乃 (3) ﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 女子 岡　山 新田 14.99 125



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
**************************************
* 女子 ４×１００ｍ *
**************************************
48チーム 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No チーム名１ チーム名２ 性別 都道府県 ﾁｰﾑ属性 資格記録　自番組 内部CD Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
22 0 上郷 ｶﾐｺﾞｳ 愛 知 47.67 1
13 0 武蔵野東 ﾑｻｼﾉﾋｶﾞｼ 東　京 48.58 2
17 0 長野東部 ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ 長 野 48.65 3
28 0 加古川 ｶｺｶﾞﾜ 兵　庫 48.88 4
12 0 ちはら台南 ﾁﾊﾗﾀﾞｲﾐﾅﾐ 千　葉 48.91 5
19 0 浅野川 ｱｻﾉｶﾞﾜ 石 川 49.07 6
21 0 浜松東部 ﾊﾏﾏﾂﾄｳﾌﾞ 静 岡 49.08 7
14 0 大津 ｵｵﾂ 神奈川 49.19 8
27 0 大阪女学院 ｵｵｻｶｼﾞｮｶﾞｸｲﾝ 大　阪 49.23 9
16 0 南魚沼塩沢 ﾐﾅﾐｳｵﾇﾏｼｵｻﾞﾜ 新 潟 49.28 10
24 0 大垣西部 ｵｵｶﾞｷｾｲﾌﾞ 岐 阜 49.29 11
42 0 諫早 ｲｻﾊﾔ 長　崎 49.33 12
10 0 中央中等 ﾁｭｳｵｳﾁｭｳﾄｳ 群　馬 49.38 13
25 0 市立守山 ｲﾁﾘﾂﾓﾘﾔﾏ 滋　賀 49.41 14
29 0 畝傍 ｳﾈﾋﾞ 奈　良 49.49 15
9 0 阿久津 ｱｸﾂ 栃　木 49.53 16

38 0 中萩 ﾅｶﾊｷﾞ 愛　媛 49.56 17
3 0 滝沢 ﾀｷｻﾞﾜ 岩 手 49.60 18

11 0 越谷大相模 ｺｼｶﾞﾔｵｵｻｶﾞﾐ 埼　玉 49.65 19
44 0 大分明野 ｵｵｲﾀｱｹﾉ 大　分 49.71 20
45 0 延岡岡富 ﾉﾍﾞｵｶｵｶﾄﾐ 宮　崎 49.72 21
1 0 札幌柏 ｻｯﾎﾟﾛｶｼﾜ 北海道 49.77 22

33 0 倉敷南 ｸﾗｼｷﾐﾅﾐ 岡　山 49.77 23
34 0 府中緑ヶ丘 ﾌﾁｭｳﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ 広　島 49.82 24
40 0 志徳 ｼﾄｸ 福　岡 49.82 25
46 0 高尾野 ﾀｶｵﾉ 鹿児島 49.86 26
26 0 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ 京　都 50.03 27
31 0 美保 ﾐﾎ 鳥　取 50.04 28
7 0 郡山一 ｺｵﾘﾔﾏｲﾁ 福　島 50.06 29

23 0 小俣 ｵﾊﾞﾀ 三 重 50.14 30
20 0 粟野 ｱﾜﾉ 福 井 50.15 31
32 0 瑞穂 ﾐｽﾞﾎ 島　根 50.26 32
37 0 石井 ｲｼｲ 徳 島 50.29 33
4 0 蛇田 ﾍﾋﾞﾀ 宮　城 50.34 34

35 0 岐陽 ｷﾖｳ 山　口 50.41 35
48 0 総社東 ｿｳｼﾞｬﾋｶﾞｼ 岡　山 50.43 36
8 0 笠原 ｶｻﾊﾗ 茨　城 50.47 37

41 0 武雄 ﾀｹｵ 佐　賀 50.49 38
2 0 浦町 ｳﾗﾏﾁ 青　森 50.51 39

15 0 玉穂 ﾀﾏﾎ 山 梨 50.55 40
6 0 赤湯 ｱｶﾕ 山　形 50.66 41

30 0 貴志 ｷｼ 和歌山 50.66 42
18 0 堀川 ﾎﾘｶﾜ 富 山 50.68 43
43 0 山鹿 ﾔﾏｶﾞ 熊　本 50.79 44
39 0 中村 ﾅｶﾑﾗ 高　知 50.80 45
5 0 二ツ井 ﾌﾀﾂｲ 秋　田 51.17 46

36 0 紫雲 ｼｳﾝ 香 川 51.33 47
47 0 読谷 ﾖﾐﾀﾝ 沖　縄 51.81 48


