
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 走高跳 *
**************************
51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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
48 3408 信岡　優那 (3) ﾉﾌﾞｵｶ ﾕﾅ 女子 広　島 阿賀 1m69 1
11 1014 岡野　弥幸 (3) ｵｶﾉ ﾐｻｷ 女子 群　馬 太田尾島 1m68 2
1 105 上原　麻友子 (3) ｳｴﾊﾗ ﾏﾕｺ 女子 北海道 あいの里東 1m66 3

20 1220 菅原　小晴 (3) ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾊﾙ 女子 千　葉 佐倉南部 1m66 4
34 2624 小倉　瑞希 (3) ｵｸﾞﾗ ﾐｽﾞｷ 女子 京　都 上京 1m66 5
43 2813 中村　莉京 (3) ﾅｶﾑﾗ ﾘﾁｶ 女子 兵　庫 北神戸 1m66 6
5 304 向井　柚稀 (2) ﾑｶｲ ﾕｽﾞｷ 女子 岩 手 見前南 1m63 7
7 718 三橋　花澄美 (3) ﾐﾂﾊｼ ｶｽﾐ 女子 福　島 若松四 1m63 8
8 918 加藤　海咲 (3) ｶﾄｳ ﾐｻｷ 女子 栃　木 西那須野 1m63 9

14 1102 水谷　心都 (3) ﾐｽﾞﾀﾆ ｺﾏﾁ 女子 埼　玉 入間藤沢 1m63 10
17 1133 榎本　リサ (3) ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 女子 埼　玉 ふじみ野大井 1m63 11
18 1206 海鋒　　路 (3) ｶｲﾎｺ ﾐﾁ 女子 千　葉 流山北部 1m63 12
28 2007 清水　　空 (3) ｼﾐｽﾞ ｿﾗ 女子 福 井 中央 1m63 13
30 2202 奥平　恵見歩 (3) ｵｸﾀﾞｲﾗ ｴﾐﾎ 女子 愛 知 豊川東部 1m63 14
35 2625 川邊　美奈 (3) ｶﾜﾍﾞ ﾐﾅ 女子 京　都 上京 1m63 15
42 2738 高井　遥乃子 (3) ﾀｶｲ ﾉﾉｺ 女子 大　阪 豊中十六 1m63 16
44 2846 松本　百音 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾈ 女子 兵　庫 神河 1m63 17
50 4302 森田　侑紗 (3) ﾓﾘﾀ ｱﾘｻ 女子 熊　本 阿蘇 1m63 18
25 1608 松田　彩秀 (3) ﾏﾂﾀ ｻﾎ 女子 新 潟 村上荒川 1m62 19
2 111 今井　優希 (3) ｲﾏｲ ﾕｳｷ 女子 北海道 幕別札内 1m60 20
3 115 水口　　爽 (3) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｻﾜ 女子 北海道 札幌青葉 1m60 21
4 209 工藤　美紗 (3) ｸﾄﾞｳ ﾐｻ 女子 青　森 弘前第三 1m60 22
6 714 宍戸　日和 (3) ｼｼﾄﾞ ﾋﾖﾘ 女子 福　島 信陵 1m60 23
9 1001 大澤　　凜 (3) ｵｵｻﾜ ﾘﾝ 女子 群　馬 前橋荒砥 1m60 24

10 1012 金子　　茜 (3) ｶﾈｺ ｱｶﾈ 女子 群　馬 群馬南 1m60 25
12 1015 長谷部　朋 (3) ﾊｾﾍﾞ ﾄﾓｴ 女子 群　馬 安中第一 1m60 26
13 1016 館　　遥香 (3) ﾀﾁ ﾊﾙｶ 女子 群　馬 並榎 1m60 27
15 1121 岡田　萌花 (3) ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ 女子 埼　玉 さい・八王子 1m60 28
16 1129 河毛　友里 (3) ｶﾜｹ ﾕﾘ 女子 埼　玉 鶴ヶ島藤 1m60 29
19 1207 若菜　千夏 (3) ﾜｶﾅ ﾁﾅﾂ 女子 千　葉 中原 1m60 30
21 1304 太田　海潤 (3) ｵｵﾀ ﾐｳ 女子 東　京 文花 1m60 31
22 1315 中島　涼葉 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞﾊ 女子 東　京 蒲原 1m60 32
23 1415 倉持　春菜 (2) ｸﾗﾓﾁ ﾊﾙﾅ 女子 神奈川 港南 1m60 33
26 1705 小林　弓珠 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 女子 長 野 南宮 1m60 34
27 2001 大﨑　真奈 (2) ｵｵｻｷ ﾏﾅ 女子 福 井 春江 1m60 35
29 2107 小林　美月 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 女子 静 岡 沼津第五 1m60 36
31 2203 栗田　唯衣 (3) ｸﾘﾀ ﾕｲ 女子 愛 知 豊川東部 1m60 37
32 2223 吉岡　夏希 (3) ﾖｼｵｶ ﾅﾂｷ 女子 愛 知 竜海 1m60 38
33 2226 野村　美咲 (3) ﾉﾑﾗ ﾐｻｷ 女子 愛 知 福岡 1m60 39
36 2626 桂田　　萌 (3) ｶﾂﾗﾀﾞ ﾓｴ 女子 京　都 長岡第三 1m60 40
37 2627 三好　こころ (3) ﾐﾖｼ ｺｺﾛ 女子 京　都 東城陽 1m60 41
38 2708 谷口　愛奈 (3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾅ 女子 大　阪 石切 1m60 42
39 2714 廣池　萌生 (3) ﾋﾛｲｹ ﾒｲ 女子 大　阪 大阪三稜 1m60 43
40 2726 松尾　那々羽 (3) ﾏﾂｵ ﾅﾅﾊ 女子 大　阪 堺長尾 1m60 44
41 2736 多田　真生 (3) ﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ 女子 大　阪 玉手 1m60 45
45 2901 山下　璃子 (2) ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 女子 奈　良 王寺 1m60 46
49 4024 古田　希実 (3) ﾌﾙﾀ ﾉｿﾞﾐ 女子 福　岡 香椎第２ 1m60 47
51 4604 今村　律佳 (2) ｲﾏﾑﾗ ﾘﾂｶ 女子 鹿児島 谷山 1m60 48
24 1501 八巻　一紗 (3) ﾔﾏｷ ｶｽﾞｻ 女子 山 梨 塩山 1m58 49
46 3203 米原　美洸 (3) ﾖﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ 女子 島　根 出雲第三 1m57 50
47 3323 幸坂　きらり (3) ｺｳｻｶ ｷﾗﾘ 女子 岡　山 操南 1m51 51



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 走幅跳 *
**************************
42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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
29 2807 内山　　花 (3) ｳﾁﾔﾏ ﾊﾅ 女子 兵　庫 学文 5m73 1
20 1903 又多　紅樹 (3) ﾏﾀﾀﾞ ﾓﾐｷ 女子 石 川 星稜 5m70 2
13 1226 佐々木　千翔 (2) ｻｻｷ ﾁｶ 女子 千　葉 大椎 5m63 3
40 4210 荒川　実咲 (3) ｱﾗｶﾜ ﾐｻｷ 女子 長　崎 長崎大附属 5m62 4
11 1222 白土　莉紅 (2) ｼﾗﾄ ﾘｺ 女子 千　葉 八日市場第二 5m61 5
27 2720 吉田　花鈴 (3) ﾖｼﾀﾞ ｶﾘﾝ 女子 大　阪 大阪夕陽丘 5m61 6
35 3409 岡田　麻奈 (3) ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 女子 広　島 高西 5m61 7
26 2709 白石　羽蘭 (3) ｼﾗｲｼ ｳﾗﾝ 女子 大　阪 茨木南 5m60 8
38 4002 中尾　優花 (3) ﾅｶｵ ﾕｳｶ 女子 福　岡 平野 5m60 9
6 919 野田　　楓 (3) ﾉﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 栃　木 真岡 5m57 10

12 1225 伊藤　莉緒 (3) ｲﾄｳ ﾘｵ 女子 千　葉 銚子 5m57 11
37 3901 山下　和笑 (3) ﾔﾏｼﾀ ｶｴ 女子 高　知 高知大学附属 5m57 12
24 2224 柴田　菜那 (3) ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ 女子 愛 知 岩倉南部 5m55 13
25 2313 牧野　　澄 (3) ﾏｷﾉ ｽﾐﾚ 女子 三 重 久居 5m55 14
33 3204 野口　月華 (3) ﾉｸﾞﾁ ﾙｶ 女子 島　根 川本 5m55 15
7 1009 竹村　杏月 (3) ﾀｹﾑﾗ ｱﾂﾞｷ 女子 群　馬 高崎佐野 5m54 16

21 2109 笠井　彩愛 (3) ｶｻｲ ｷｱﾘ 女子 静 岡 東海大翔洋 5m53 17
16 1323 伊藤　千夏 (3) ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 女子 東　京 武蔵野東 5m51 18
2 701 外島　　央 (3) ﾄｼﾏ ﾋﾛ 女子 福　島 会津学鳳 5m50 19

10 1221 齋藤　優愛 (3) ｻｲﾄｳ ﾕﾏ 女子 千　葉 旭二 5m50 20
30 2817 中尾　心春 (2) ﾅｶｵ ﾐﾊﾙ 女子 兵　庫 平野 5m49 21
31 2827 佐藤　琴望 (2) ｻﾄｳ ｺﾄﾐ 女子 兵　庫 加古川中部 5m49 22
14 1301 植田　陽翔 (3) ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 東　京 谷原 5m48 23
22 2125 松尾　瑚捺 (3) ﾏﾂｵ ｺﾅﾂ 女子 静 岡 浜松浜北北部 5m48 24
36 3811 世良　柚実乃 (3) ｾﾗ ﾕﾐﾉ 女子 愛　媛 桑原 5m48 25
4 723 松田　愛美 (3) ﾏﾂﾀﾞ ｱｲﾐ 女子 福　島 渡利 5m47 26
5 910 福田　蒼依 (2) ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 女子 栃　木 矢板 5m47 27

17 1422 阿久津　奈美子 (3) ｱｸﾂ ﾅﾐｺ 女子 神奈川 舞岡 5m47 28
1 110 田澤　　暖 (3) ﾀｻﾞﾜ ﾊﾙ 女子 北海道 函館桔梗 5m46 29
3 722 佐藤　菜々 (2) ｻﾄｳ ﾅﾅ 女子 福　島 福島大学附属 5m46 30

23 2206 山本　紫乃 (3) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾉ 女子 愛 知 猪高 5m46 31
32 2913 西川　日茉梨 (3) ﾆｼｶﾜ ﾋﾏﾘ 女子 奈　良 橿原 5m46 32
8 1013 中川　莉里 (3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾘ 女子 群　馬 前橋桂萱 5m45 33
9 1109 馬場　彩香 (3) ﾊﾞﾊﾞ ｻﾔｶ 女子 埼　玉 川口芝西 5m45 34

15 1305 乙津　美月 (3) ｵﾂ ﾐﾂﾞｷ 女子 東　京 五日市 5m45 35
19 1707 牧内　愛実 (2) ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 女子 長 野 坂城 5m45 36
28 2744 中田　茉希 (3) ﾅｶﾀ ﾏﾐ 女子 大　阪 龍華 5m45 37
41 4606 山﨑　梨空 (3) ﾔﾏｻｷ ﾘﾗ 女子 鹿児島 高尾野 5m45 38
34 3301 丸田　紬月 (2) ﾏﾙﾀ ﾂﾑｷﾞ 女子 岡　山 邑久 5m38 39
18 1509 萩原　けい奈 (3) ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 女子 山 梨 甲府上条 5m36 40
39 4106 林　久美子 (2) ﾊﾔｼ ｸﾐｺ 女子 佐　賀 早稲田佐賀 5m35 41
42 4709 石原　麻理奈 (3) ｲｼﾊﾗ ﾏﾘﾅ 女子 沖　縄 浦添 5m34 42



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 砲丸投(2.721kg) *
********************************************
83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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
71 3308 奥山　琴未 (2) ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾐ 女子 岡　山 上道 16m32 1
67 2905 今西　あかり (3) ｲﾏﾆｼ ｱｶﾘ 女子 奈　良 天理南 15m35 2
42 2628 山下　唯香 (3) ﾔﾏｼﾀ ﾕｲｶ 女子 京　都 峰山 14m68 3
51 2721 西込　珠輝来 (3) ﾆｼｺﾞﾐ ｽﾃﾗ 女子 大　阪 大阪夕陽丘 14m65 4
78 4201 俵　　芹奈 (3) ﾀﾜﾗ ｾﾘﾅ 女子 長　崎 知 14m47 5
40 2312 西井　琳音 (3) ﾆｼｲ ﾘｵﾝ 女子 三 重 五十鈴 14m35 6
1 210 田中　杏実 (3) ﾀﾅｶ ｱﾐ 女子 青　森 三厩 14m31 7

59 2740 井上　俊果 (3) ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｶ 女子 大　阪 枚方 14m21 8
74 3701 川口　由眞 (2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾏ 女子 徳 島 生光学園 14m19 9
13 1002 山道　萌衣 (3) ｻﾝﾄﾞｳ ﾒｲ 女子 群　馬 藪塚本町 14m14 10
47 2713 信達谷　優菜 (3) ｼﾝﾀﾞﾁﾔ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 大阪今市 14m14 11
43 2629 田中　裕梨 (3) ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 女子 京　都 東輝 14m07 12
33 2006 貴田　歩伽 (3) ｷﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 福 井 中央 13m99 13
56 2729 巻　里茉 (3) ﾂｼﾞﾏｷ ﾘﾅ 女子 大　阪 佐野 13m98 14
32 2005 朝倉　沙織 (3) ｱｻｸﾗ ｻｵﾘ 女子 福 井 中央 13m96 15
66 2903 三田　樹梨香 (3) ｻﾝﾀ ｷﾘｶ 女子 奈　良 大宇陀 13m79 16
69 3303 有汲　颯妃 (3) ｱﾘｸﾐ ｻﾂｷ 女子 岡　山 吉備 13m67 17
61 2742 岡野　風璃 (2) ｵｶﾉ ﾌｳﾘ 女子 大　阪 平田 13m65 18
11 920 吉成　美羽 (3) ﾖｼﾅﾘ ﾐｳ 女子 栃　木 鹿沼東 13m58 19
50 2718 池山　こころ (3) ｲｹﾔﾏ ｺｺﾛ 女子 大　阪 大阪堀江 13m48 20
62 2825 田﨑　千織 (3) ﾀｻﾞｷ ﾁｵﾘ 女子 兵　庫 氷丘 13m48 21
36 2128 村瀬　にこ (2) ﾑﾗｾ ﾆｺ 女子 静 岡 浜松三方原 13m42 22
28 1808 大橋　聖香 (2) ｵｵﾊｼ ｾｲｶ 女子 富 山 高岡西部 13m41 23
12 921 塩濵　咲空 (2) ｼｵﾊﾏ ｻﾗ 女子 栃　木 若松原 13m40 24
82 4707 友利　晟弓 (2) ﾄﾓﾘ ﾅﾙﾐ 女子 沖　縄 伊良波 13m39 25
81 4605 三反田　理央 (3) ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ﾘｵ 女子 鹿児島 天保山 13m34 26
35 2127 森　　遥南 (3) ﾓﾘ ﾊﾙﾅ 女子 静 岡 浜松可美 13m30 27
38 2214 　萌々子 (3) ﾂｼﾞ ﾓﾓｺ 女子 愛 知 御幸山 13m30 28
16 1203 山田　彩夏 (3) ﾔﾏﾀﾞ ｻﾅ 女子 千　葉 大和田 13m26 29
15 1123 大澤　雪乃 (3) ｵｵｻﾜ ﾕｷﾉ 女子 埼　玉 坂戸 13m25 30
41 2409 立木　杏衣理 (3) ﾂｲｷ ｱｲﾘ 女子 岐 阜 大垣西部 13m16 31
10 803 亀谷　采生 (3) ｶﾒﾀﾆ ｱﾐ 女子 茨　城 北茨城磯原 13m14 32
79 4410 管　さくら (2) ｶﾝ ｻｸﾗ 女子 大　分 大分東雲 13m13 33
27 1710 永原　璃桜 (3) ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ 女子 長 野 信濃 13m11 34
65 2842 大原　里彩 (3) ｵｵﾊﾗ ﾘｻ 女子 兵　庫 山陽 13m11 35
77 4026 丸山　こころ (3) ﾏﾙﾔﾏ ｺｺﾛ 女子 福　岡 泉 13m10 36
24 1416 筑紫　洋子 (3) ﾂｸｼ ﾖｳｺ 女子 神奈川 茅ケ崎 13m09 37
64 2832 植原　もな (3) ｳｴﾊﾗ ﾓﾅ 女子 兵　庫 志方 13m09 38
6 710 草野　　唯 (3) ｸｻﾉ ﾕｲ 女子 福　島 石川 13m07 39

29 1809 前川　愛里 (3) ﾏｴｶﾜ ｱｲﾘ 女子 富 山 出町 13m07 40
20 1308 久保田　優華 (3) ｸﾎﾞﾀ ﾕｶ 女子 東　京 十条富士見 13m05 41
58 2739 中原　　鈴 (2) ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞ 女子 大　阪 東大阪枚岡 13m04 42
3 303 久保田　美咲 (2) ｸﾎﾞﾀ ﾐｻｷ 女子 岩 手 洋野種市 12m98 43

37 2211 小原　　恵 (2) ｵﾊﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ 女子 愛 知 大高 12m97 44
21 1312 鈴木　優彩 (3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｻ 女子 東　京 水元 12m96 45
44 2630 野本　若菜 (3) ﾉﾓﾄ ﾜｶﾅ 女子 京　都 大住 12m96 46
5 709 石井　のどか (3) ｲｼｲ ﾉﾄﾞｶ 女子 福　島 西田学園 12m94 47

53 2724 盛岡　天来 (3) ﾓﾘｵｶ ﾀｶﾗ 女子 大　阪 蒲生 12m93 48
23 1402 早乙女　南月 (3) ｻｵﾄﾒ ﾅﾂｷ 女子 神奈川 あかね台 12m92 49
39 2227 日髙　千鶴 (3) ﾋﾀﾞｶ ﾁﾂﾞﾙ 女子 愛 知 一宮北部 12m92 50
26 1709 松林　　萌 (3) ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 女子 長 野 七二会 12m90 51
63 2830 藤沢　来瞳 (3) ﾌｼﾞｻﾜ ｸﾙﾐ 女子 兵　庫 平岡南 12m90 52
4 401 長野　智佳 (3) ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓｶ 女子 宮　城 宮城野 12m89 53

76 4025 四　佳乃 (3) ﾖﾂｼﾞ ﾖｼﾉ 女子 福　岡 志摩 12m88 54
48 2715 大野　汐香 (3) ｵｵﾉ ｿﾖｶ 女子 大　阪 大阪墨江丘 12m87 55
30 1904 藤村　真妃 (3) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｷ 女子 石 川 柳田 12m86 56
31 2003 岡田　彩音 (2) ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾈ 女子 福 井 足羽第一 12m86 57
54 2727 加治屋　瑠生 (3) ｶｼﾞﾔ ﾙｳ 女子 大　阪 堺庭代台 12m86 58
75 4001 白金　　想 (3) ｼﾗｶﾞﾈ ｺｺﾛ 女子 福　岡 穂波東 12m83 59
72 3310 菅野　帆乃 (3) ｽｶﾞﾉ ﾎﾉ 女子 岡　山 岡大附属 12m78 60
68 3001 酒井　喜与 (2) ｻｶｲ ｷﾖ 女子 和歌山 和歌山城東 12m77 61
17 1204 下関　凜子 (3) ｼﾓｾｷ ﾘﾝｺ 女子 千　葉 飯山満 12m74 62
80 4411 原口　萌々花 (3) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 女子 大　分 挾間 12m70 63
2 302 小山　莉紗 (3) ｵﾔﾏ ﾘｻ 女子 岩 手 大原 12m68 64

45 2631 大野　瑠莉 (3) ｵｵﾉ ﾙﾘ 女子 京　都 嵯峨 12m66 65
19 1302 浦澤　和美 (2) ｳﾗｻﾜ ｶｽﾞﾐ 女子 東　京 開進第四 12m65 66
25 1702 倉田　紗優加 (2) ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 女子 長 野 南箕輪 12m65 67
7 713 野田　優奈 (3) ﾉﾀﾞ ﾕｳﾅ 女子 福　島 信陵 12m60 68
8 715 小野木　愛姫 (3) ｵﾉｷﾞ ｱｷ 女子 福　島 若松六 12m60 69

46 2712 川口　明結美 (3) ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾕﾐ 女子 大　阪 大阪我孫子南 12m60 70
14 1017 近藤　千夏 (3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｶ 女子 群　馬 前橋富士見 12m59 71
18 1205 牧田　利乙夢 (3) ﾏｷﾀ ﾘｵﾝ 女子 千　葉 西の原 12m59 72
22 1322 和知　　楓 (3) ﾜﾁ ｶｴﾃﾞ 女子 東　京 亀戸 12m57 73
55 2728 桑島　弥々 (2) ｸﾜｼﾞﾏ ﾔﾔ 女子 大　阪 咲くやこの花 12m56 74
60 2741 安倍　萌香 (3) ｱﾍﾞ ﾓｴｶ 女子 大　阪 枚方さだ 12m56 75
9 716 相馬　陽菜 (3) ｿｳﾏ ﾊﾙﾅ 女子 福　島 岩代 12m55 76

49 2717 木下　梨々花 (2) ｷﾉｼﾀ ﾘﾘｶ 女子 大　阪 大阪東我孫子 12m54 77
57 2735 西村　知里 (3) ﾆｼﾑﾗ ﾁｻﾄ 女子 大　阪 田尻 12m54 78
34 2126 砂子　　舞 (3) ｽﾅｺ ﾏｲ 女子 静 岡 浜松光が丘 12m52 79
73 3312 東山　　愛 (3) ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 女子 岡　山 桜が丘 12m52 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 砲丸投(2.721kg) *
********************************************
83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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
52 2723 古川　真帆 (2) ﾌﾙｶﾜ ﾏﾎ 女子 大　阪 河南 12m51 81
70 3307 木下　愛莉 (3) ｷﾉｼﾀ ｱｲﾘ 女子 岡　山 宇野 11m98 82
83 4710 上原　梨恵子 (2) ｳｴﾊﾗ ﾘｴｺ 女子 沖　縄 宜野湾普天間 11m57 83


