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No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
富　愛子(高1) 東京 東京立秋留台高等学校 16.00
赤川　絵理(2) 東京 東京農工大学 13.36
常盤　千尋(2) 東京 東京農工大学 12.80

岡野　紗綾加(3) 茨城 立教大学 12.40
矢部　稚尋(2) 埼玉 立教大学 12.50
曽我　実来(3) 山形 日本女子体育大学 12.45

髙橋　衣緒菜(3) 東京 日本女子体育大学 12.83
門田　彩乃(2) 山口 日本女子体育大学 12.57
介川　絢菜(2) 東京 日本女子体育大学 12.85
田村　沙良(2) 山口 日本女子体育大学 12.00
小貫　夢海(1) 山形 日本女子体育大学 12.47
梶原　夏実(1) 神奈川 日本女子体育大学 12.68
國塩　里奈(1) 岡山 日本女子体育大学 12.65
瀧澤　瑞季(1) 埼玉 日本女子体育大学 12.60
萩原　美海(1) 千葉 日本女子体育大学 12.60
薮下　夕那(1) 愛媛 日本女子体育大学 13.28
竹内　真弥(2) 大阪 日本女子体育大学 12.15
藤田　和音(2) 福井 日本女子体育大学 12.35

和喜田　美咲(2) 東京 日本女子体育大学 12.47
宮本　佳苗(1) 福井 日本女子体育大学 12.83
荒木　那月 東京 ゆめおりAC 12.90

高橋　明日香 神奈川 アスレティクス・ジャパン 12.01
中野　真依(高2) 東京 東京立足立高等学校 13.25
桑田　茉依(高1) 東京 東京立足立高等学校 12.61
土屋　葵(高1) 東京 東京立足立高等学校 12.77
田中　舞(高1) 埼玉 埼玉平成高等学校 13.73

古屋　里菜(高1) 埼玉 埼玉平成高等学校 14.73
髙島　菜都美(高3) 神奈川 相洋高校 12.30
高橋　みず紀(高3) 神奈川 相洋高校 12.24

真部　優花(3) 茨城 日本ウェルネススポーツ大学 12.60
長﨑　亜矢 神奈川 ワールウインドAC 12.80

平田　莉子(高3) 長崎 長崎立五島高等学校 12.35
助川　洸(高1) 東京 東京立つばさ総合高等学校 13.57

遠藤　紗於理(高1) 神奈川 立横浜緑ケ丘高校 14.77
野原　万葉(高1) 神奈川 立横浜緑ケ丘高校 14.76
横山　明子(高2) 東京 東京立新宿高等学校 13.99
藤澤　郁(高1) 東京 東京立新宿高等学校 13.13
山本　奈穂(3) 兵庫 筑波大学 12.11
中野　果穂(2) 東京 東京理科大学 14.00
福田　エミリ(2) 東京 桜美林大学 14.00
須田　朱音(3) 栃木 東京女子体育大学 13.49
永富　美柚(3) 千葉 東京女子体育大学 12.13
賀藤　もも(2) 秋田 東京女子体育大学 12.69
菊岡　萌々(1) 奈良 東京女子体育大学 12.71

戸塚　みな美(1) 群馬 東京女子体育大学 12.78
西田　晴香(1) 東京 東京女子体育大学 12.38
西村　夏帆(1) 埼玉 東京女子体育大学 13.10

二本松　結衣(1) 広島 東京女子体育大学 12.57
山田　梨奈(1) 東京 東京市大学 14.97

* 女子  １００ｍ *　　144人



藤代　あすか(1) 埼玉 聖学院大学 12.78
水城　伽奈子(1) 埼玉 聖学院大学 13.60
平山　愛梨(高1) 千葉 千葉日本大学第一高等学校 13.57

島田　沙絵 東京 JMS-United AC 11.81
松永　莉怜(高1) 東京 東京立練馬工業高等学校 14.50
矢野　琴美(3) 宮崎 城西大学 13.40
高橋　碧衣(1) 宮城 津田塾大学 13.90
神田　実侑(2) 千葉 津田塾大学 14.20
浅井　美帆(3) 愛知 津田塾大学 13.70

佐藤　智奈津(2) 東京 慶應義塾大学 13.54
馬場　鈴音(4) 東京 帝京大学 13.15
兒玉　彩希(3) 大分 早稲田大学 12.18
奥村　奈生(2) 東京 成城大学 14.60
斎藤　彩音(1) 神奈川 日本大学 13.86

程川　奈々子(1) 青森 日本大学 12.65
喜田　奈南子(2) 北海道 東海大学 12.29
今濱　美咲(3) 岡山 青山学院大学 12.90
上村　希実(3) 東京 青山学院大学 11.96
大竹　佑奈(3) 静岡 青山学院大学 12.15
酒井　優香(3) 熊本 青山学院大学 12.68

佐々木　明日香(3) 宮城 青山学院大学 12.47
伊藤　有那(2) 岐阜 青山学院大学 12.00
小山　春香(2) 兵庫 青山学院大学 13.27

宮﨑　亜美香(2) 熊本 青山学院大学 12.06
金子　史絵奈(1) 大分 青山学院大学 13.63
久野　なつ(1) 愛知 青山学院大学 12.19
西村　菜沙(1) 岐阜 青山学院大学 13.10

守田　紗矢香(1) 神奈川 青山学院大学 12.64
足立　紗矢香(4) 大分 青山学院大学 11.79
大石　沙南(3) 神奈川 中央大学 12.30
川島　卯未(2) 福井 中央大学 12.81
小野　真由(1) 栃木 中央大学 12.42
原岡　望美(1) 宮城 法政大学 12.80
田植　晶子(2) 埼玉 法政大学 12.00
石井　菜摘(2) 埼玉 法政大学 12.75

湯淺　佳那子(3) 広島 日本体育大学 11.71
遠藤 まどか(2) 宮城 日本体育大学 12.60
磯谷 　友里(1) 岐阜 日本体育大学 12.50

小野原　亜純(1) 福岡 日本体育大学 12.90
三須　穂乃花(3) 新潟 日本体育大学 13.00
柴田　あいり(1) 秋田 日本体育大学 12.31
秋元　美樹(1) 埼玉 日本体育大学 12.70
斉田　果歩(2) 東京 日本体育大学 12.17
村田　夏月(1) 埼玉 日本体育大学 12.90
佐藤　直(2) 北海道 日本体育大学 12.80

大久保　光(3) 福岡 日本体育大学 11.90
高橋　美悠(1) 東京 日本体育大学 12.07
藤田　涼子(1) 東京 日本体育大学 12.80
園宮　璃子(1) 静岡 日本体育大学 12.15
上野　海里(1) 埼玉 日本体育大学 12.90
林　里咲(1) 神奈川 日本体育大学 12.90

中川　茉樹(3) 茨城 日本体育大学 12.25
井越　朱梨(1) 北海道 日本体育大学 12.16
三田　優子(2) 東京 首都大学東京 13.00
成田　真美(4) 東京 東京外国語大学 11.32
小林　葵(高2) 東京 國學院大學久我山高等学校 12.34

藤田　咲季(高2) 東京 國學院大學久我山高等学校 14.50
底　花音(高2) 東京 國學院大學久我山高等学校 14.32

土屋　優芽(高2) 東京 國學院大學久我山高等学校 13.62
平岩　佳夏(高2) 東京 國學院大學久我山高等学校 13.09
太田　賀子(高1) 東京 國學院大學久我山高等学校 14.50
北岡　怜実(高1) 東京 國學院大學久我山高等学校 14.72
古賀　環(高1) 東京 國學院大學久我山高等学校 15.02

内田　朋花(高1) 東京 國學院大學久我山高等学校 14.00



石塚　晴子 大阪 株式会社ローソン 12.35
平松　紗季(高3) 愛知 中京大学附属中京高校 12.45
森重　叶星(高2) 東京 東京立世田谷総合高等学校 14.30
高橋　凜(高1) 東京 東京立世田谷総合高等学校 14.30

奥井　ゆりあ(高1) 東京 東京立世田谷総合高等学校 14.30
萩谷　萌梨(高1) 東京 東京立世田谷総合高等学校 14.06
青山　佳乃(2) 埼玉 早稲田大学陸上競技同好会 13.00
風間　莉咲(2) 埼玉 早稲田大学陸上競技同好会 13.00
笠原　萌里(2) 埼玉 早稲田大学陸上競技同好会 13.50

鈴木　理香子(高1) 千葉 千葉立津田沼高等学校 13.50
宮脇　華凛(高2) 千葉 東京学館浦安高等学校 14.00

初芝　あまね(高2) 千葉 東京学館浦安高等学校 13.65
青木　紫音(高1) 千葉 東京学館浦安高等学校 13.60
進士　榛名(高3) 千葉 東京学館浦安高等学校 13.19
伊藤　汐里(3) 東京 上智大学 13.40

甲斐　安生衣(2) 神奈川 明治学院大学 13.10
仲　美凪(1) 神奈川 横浜国立大学 12.88

森本　知隼(1) 長野 横浜国立大学 13.20
豊田　麗(3) 千葉 横浜国立大学 12.04

良知　なつ美(4) 静岡 駿河台大学 12.07
大戸　梓(3) 千葉 駿河台大学 12.80

伊谷　栞奈(3) 静岡 駿河台大学 12.48
山本　真菜(3) 千葉 駿河台大学 12.28
半田　茉美(3) 静岡 駿河台大学 12.65
藪田　晶(3) 茨城 駿河台大学 12.68

守山　実穂(3) 埼玉 駿河台大学 12.78
大橋　麻里衣(高2) 埼玉 武南高校 14.07
加藤　さやか(高1) 埼玉 武南高校 13.80
小林　舞羽(高1) 埼玉 武南高校 13.60
若松　怜佑(2) 長野 信州大学 14.32

髙橋　真由(高3) 東京 東京高等学校 11.85



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
大野　瑞奈(高1) 埼玉 埼玉栄高校 24.68
吉澤　ひまり(高1) 埼玉 埼玉栄高校 26.83

赤川　絵理(2) 東京 東京農工大学 27.68
常盤　千尋(2) 東京 東京農工大学 26.43

岡野　紗綾加(3) 茨城 立教大学 26.50
髙橋　衣緒菜(3) 東京 日本女子体育大学 25.91
小貫　夢海(1) 山形 日本女子体育大学 24.79
梶原　夏実(1) 神奈川 日本女子体育大学 26.10
國塩　里奈(1) 岡山 日本女子体育大学 26.27

中野　真依(高2) 東京 東京立足立高等学校 28.00
桑田　茉依(高1) 東京 東京立足立高等学校 26.60
土屋　葵(高1) 東京 東京立足立高等学校 26.60

高橋　みず紀(高3) 神奈川 相洋高校 25.32
真部　優花(3) 茨城 日本ウェルネススポーツ大学 25.90

大島　愛梨(高3) 栃木 宇都宮中央女子高校 24.75
遠藤　紗於理(高1) 神奈川 立横浜緑ケ丘高校 30.00
石丸　晴子(高2) 東京 東京立新宿高等学校 29.80
針谷　歩実(3) 栃木 國學院大學 29.00
中野　果穂(2) 東京 東京理科大学 28.70
藤野　鈴花(1) 神奈川 桜美林大学 27.50
藤森　菜那(3) 静岡 明治大学 25.18
細野　舞香(4) 東京 明海大学 25.23
河津　茉佑(3) 神奈川 東京女子体育大学 25.57
白川　もも(3) 千葉 東京女子体育大学 26.06
山本　香織(3) 広島 東京女子体育大学 26.00
永富　美柚(3) 千葉 東京女子体育大学 24.80
賀藤　もも(2) 秋田 東京女子体育大学 26.62

酒井　佳菜子(2) 長野 東京女子体育大学 28.00
上里　唯奈(1) 神奈川 東京女子体育大学 25.91
菊岡　萌々(1) 奈良 東京女子体育大学 25.67

佐久田　侑咲(1) 埼玉 東京女子体育大学 25.82
戸塚　みな美(1) 群馬 東京女子体育大学 27.00
西田　晴香(1) 東京 東京女子体育大学 26.03

青木　夢佳(高2) 千葉 千葉日本大学第一高等学校 28.30
平山　愛梨(高1) 千葉 千葉日本大学第一高等学校 28.28

島田　沙絵 東京 JMS-United AC 24.80
内藤　学佳(1) 神奈川 慶應義塾大学 25.98
齋藤　春菜(3) 岩手 日本大学 27.90
小山　華乃(3) 埼玉 日本大学 26.90
吉田　薫(2) 神奈川 東海大学 25.24

大竹　佑奈(3) 静岡 青山学院大学 25.87
金井　まるみ(3) 神奈川 青山学院大学 25.37
酒井　優香(3) 熊本 青山学院大学 26.37
松田　彩佳(3) 兵庫 青山学院大学 26.11
伊藤　有那(2) 岐阜 青山学院大学 24.84
藤井　彩乃(2) 千葉 青山学院大学 25.15

宮﨑　亜美香(2) 熊本 青山学院大学 24.64
村上　瑞季(2) 大阪 青山学院大学 26.24
奥村　ユリ(1) 群馬 青山学院大学 24.74
久野　なつ(1) 愛知 青山学院大学 25.10
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ディミノ　美貴エリーヌ(1) 神奈川 青山学院大学 25.67
西村　菜沙(1) 岐阜 青山学院大学 26.94
光山　枝里(1) 兵庫 青山学院大学 25.70

守田　紗矢香(1) 神奈川 青山学院大学 25.08
足立　紗矢香(4) 大分 青山学院大学 24.91
根岸　絵里菜(2) 埼玉 中央大学 25.96
石井　菜摘(2) 埼玉 法政大学 27.00
三田　優子(2) 東京 首都大学東京 27.00
佐山　瑞紀(2) 東京 東洋大学 29.80

澤口　桃子(高2) 東京 都立文京高等学校 25.53
島田　紗恵子(高1) 東京 都立文京高等学校 27.54

原　萌乃(高1) 東京 都立文京高等学校 26.45
石塚　晴子 大阪 株式会社ローソン 25.45

森重　叶星(高2) 東京 東京立世田谷総合高等学校 31.00
高橋　凜(高1) 東京 東京立世田谷総合高等学校 31.00

奥井　ゆりあ(高1) 東京 東京立世田谷総合高等学校 31.00
竹内　美玖(高1) 千葉 千葉立津田沼高等学校 29.00

石川　みづ紀(高2) 千葉 東京学館浦安高等学校 27.25
高橋　悠紗子(3) 三重 上智大学 26.00
秋本　真理(1) 神奈川 上智大学 27.80
関根　理紗(2) 東京 上智大学 30.00
秋池　苑子(1) 東京 上智大学 28.50

甲斐　安生衣(2) 神奈川 明治学院大学 26.60
森谷　芽生(2) 神奈川 明治学院大学 28.30
徐　偉宜(1) 神奈川 明治学院大学 28.30
杉山　菫(3) 神奈川 横浜国立大学 24.60

弘田　来実(3) 神奈川 横浜国立大学 27.37
渡邉　ひかる(4) 静岡 駿河台大学 24.06
榛澤　聖子(3) 千葉 駿河台大学 25.16
大戸　梓(3) 千葉 駿河台大学 25.74

伊谷　栞奈(3) 静岡 駿河台大学 25.13
深澤　茉奈(3) 静岡 駿河台大学 25.30

李　舞(3) 千葉 駿河台大学 26.50
荒木　友梨香(3) 北海道 駿河台大学 25.65

烏　侑亜(3) 山形 駿河台大学 26.50
原口　紗南(3) 静岡 駿河台大学 25.19
伊藤　千華(2) 北海道 駿河台大学 25.87
石井　綾乃(2) 茨城 駿河台大学 26.36
吉田　佳純(2) 岐阜 駿河台大学 25.72
池谷　怜海(2) 静岡 駿河台大学 26.40
吉田　葵(2) 静岡 駿河台大学 26.50

嶋野　優奈(2) 千葉 駿河台大学 26.50
後野　詩衣菜(1) 京都 駿河台大学 25.70
上田　杏香(高2) 埼玉 武南高校 32.00

大橋　麻里衣(高2) 埼玉 武南高校 29.50
滝口　千鶴(高2) 埼玉 武南高校 30.00
小林　舞羽(高1) 埼玉 武南高校 29.30



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
浜田　真衣(2) 埼玉 立教大学 56.16
井上　彩加(1) 東京 立教大学 57.96
佐井　杏子(1) 東京 立教大学 58.00
加藤　舞子(3) 神奈川 日本女子体育大学 1:00.11
田中　舞(高1) 埼玉 埼玉平成高等学校 63.54

古屋　里菜(高1) 埼玉 埼玉平成高等学校 1:11.02
大島　愛梨(高3) 栃木 宇都宮中央女子高校 55.01

今井　咲 千葉 千葉大学クラブ 58.50
寒河江　美友(高3) 東京 東京立つばさ総合高等学校 1:01.30

福森　愛(高2) 東京 東京立つばさ総合高等学校 1:02.44
田中　秋奈(高1) 東京 東京立つばさ総合高等学校 1:08.80
大橋　真理香(4) 千葉 東京理科大学 1:03.00
今井　美季(2) 東京 桜美林大学 1:08.00
草川　雪凪(2) 東京 桜美林大学 1:05.00
細野　舞香(4) 東京 明海大学 55.63
矢野　友理(3) 東京 明海大学 1:01.48

茂木　万理菜(M1) 栃木 宇都宮大学大学院 1:03.00
藤田　はるか(2) 栃木 宇都宮大学 1:02.50
漆畑　真由美(3) 神奈川 東京女子体育大学 1:01.81
遠藤　涼乃(3) 山形 東京女子体育大学 1:02.49
河津　茉佑(3) 神奈川 東京女子体育大学 57.33
白川　もも(3) 千葉 東京女子体育大学 56.76
樋口　香華(2) 愛知 東京女子体育大学 59.90
上里　唯奈(1) 神奈川 東京女子体育大学 58.50

佐久田　侑咲(1) 埼玉 東京女子体育大学 57.54
諏佐　みなみ(1) 埼玉 東京女子体育大学 1:00.50

竹内　舞(1) 埼玉 聖学院大学 1:00.90
渡辺　明日香(3) 埼玉 聖学院大学 1:00.50

髙島　寿莉亜(高3) 兵庫 滝川第二高等学校 55.37
本池　響(3) 広島 早稲田大学 57.26

竹内　まり(3) 愛媛 早稲田大学 5527
村上　ひかる(2) 群馬 群馬大学 59.08
有薗　可菜(2) 神奈川 桐蔭横浜大学 1:10.00
武中　未来(2) 埼玉 東海大学 57.42

高田　美咲子(1) 神奈川 東海大学 61.82
菊地　梨紅(3) 千葉 順天堂大学 57.00

ディミノ　美貴エリーヌ(1) 神奈川 青山学院大学 1:00.10
光山　枝里(1) 兵庫 青山学院大学 57.75
荒島　夕理(3) 岡山 中央大学 58.00
齊藤　菜月(2) 群馬 中央大学 58.99
市原　佳奈(1) 東京 中央大学 1:03.69
鈴木　萌果(3) 茨城 法政大学 59.00
根﨑　百香(3) 茨城 法政大学 1:00.00
田中　陽菜(3) 東京 日本体育大学 59.00
村　友佳(3) 千葉 日本体育大学 58.00

銭谷　紗矢香(2) 北海道 日本体育大学 58.00
木村　優希(3) 神奈川 日本体育大学 59.00
平栗　芽衣(3) 福島 日本体育大学 58.50

中島　沙弥香(1) 東京 日本体育大学 55.80
山本　早姫(2) 東京 日本体育大学 56.50
石井　伶海(1) 北海道 東京外国語大学

木暮　緋南(高1) 東京 青山学院高等部 1:07.20
市来　友美(高1) 東京 立正大学付属立正高等学校 67.00
萩島　真由(高1) 東京 立正大学付属立正高等学校 67.00
澤口　桃子(高2) 東京 都立文京高等学校 59.30
原　萌乃(高1) 東京 都立文京高等学校 1:02.46
石塚　晴子 大阪 株式会社ローソン 57.22
磯谷　花(2) 神奈川 法政大学第二体育会陸上競技部 1:04.00

江田　早妃恵(2) 茨城 茨城陸上競技協会 1:07.50
水野　愛梨(高1) 千葉 千葉立津田沼高等学校 1:10.00

石川　みづ紀(高2) 千葉 東京学館浦安高等学校 1:04.00
山口　光(高3) 青森 青森立青森高等学校 57.00

* 女子  ４００ｍ *　67人



高橋　悠紗子(3) 三重 上智大学 63.00
関根　理紗(2) 東京 上智大学 67.00
弘田　来実(3) 神奈川 横浜国立大学 1:01.03

西田　可奈子(3) 富山 駿河台大学 57.81
滝口　千鶴(高2) 埼玉 武南高校 1:10.00



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
吉田　詩央(高2) 埼玉 埼玉栄高校 2:12.33
山本　倖千恵(1) 東京 立教大学 2:15.50
加藤　舞子(3) 神奈川 日本女子体育大学 2:18.25
岡田　海緒(3) 東京 日本女子体育大学 2:17.23
堀　幸菜(2) 茨城 日本ウェルネススポーツ大学 2:18.75
上垣　遥(2) 茨城 日本ウェルネススポーツ大学 2:15.92
今井　咲 千葉 千葉大学クラブ 2:14.38

大塚　凪(高2) 東京 東京立つばさ総合高等学校 2:31.63
賀屋　愛子(高1) 東京 東京立新宿高等学校 2:43.00
町田　黎子(1) 東京 東京大学 2:48.00

漆畑　真由美(3) 神奈川 東京女子体育大学 2:20.97
渡辺　明日香(3) 埼玉 聖学院大学 2:17.00
村山　結子(4) 千葉 千葉商科大学 2:25.00
谷　英美子(1) 東京 一橋大学 2:26.50
守屋　明穂(1) 神奈川 慶應義塾大学 2:13.50
碓井　茉依(2) 埼玉 千葉大学 2:18.07

村上　ひかる(2) 群馬 群馬大学 2:12.37
名倉　瞳(2) 埼玉 東海大学 2:21.92

井上　玲奈(１) 神奈川 横浜市立大学 2:19.00
菊地　梨紅(3) 千葉 順天堂大学 2:09.00
出水　楓(3) 京都 中央大学 2:16.00

志村　美希(2) 東京 日本体育大学 2:08.00
五十嵐　恋(3) 東京 日本体育大学 2:10.00
鎌田　以杏(3) 北海道 日本体育大学 2:13.50

高橋　和奈江(1) 埼玉 東洋大学 2:29.88
木暮　緋南(高1) 東京 青山学院高等部 2:33.79
市来　友美(高1) 東京 立正大学付属立正高等学校 2:45.00
萩島　真由(高1) 東京 立正大学付属立正高等学校 2:45.00
吉田　美柚(高2) 東京 立正大学付属立正高等学校 2:40.00

山田　みるい(高2) 東京 都立文京高等学校 2:24.38
小川　由香(高2) 東京 都立文京高等学校 2:23.05
江田　早妃恵(2) 茨城 茨城陸上競技協会 2:33.27
山口　光(高3) 青森 青森立青森高等学校 2:09.00

古本　菜々子(3) 神奈川 防衛大学校 2:13.96
髙橋　ひな 東京 NIKE TOKYO TC 2:06.00
卜部　蘭 東京 NIKE TOKYO TC 2:06.00

櫻井　羅美(4) 神奈川 上智大学 2:16.00
烏　侑亜(3) 山形 駿河台大学 2:18.20
朏　瑠奈(2) 千葉 駿河台大学 2:20.89

阿部　百恵(2) 茨城 駿河台大学 2:16.62
鈴木　優帆(1) 静岡 駿河台大学 2:15.07
原田　円(高2) 埼玉 武南高校 2:23.70

* 女子  ８００ｍ *　42人



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
岸　奈々子(2) 東京 北海道大学 4:53.54

小田島　侑美(1) 宮城 立教大学 5:10.00
平賀　祥子(2) 千葉 立教大学 4:50.00
前田　梅香(1) 東京 立教大学 4:35.00
岡田　海緒(3) 東京 日本女子体育大学 4:41.22

石原　七海(高3) 埼玉 本庄東高等学校 4:38.61
中村　真悠子 東京 セレスポ 4:21.77

佐藤　允希(高1) 東京 東京立つばさ総合高等学校 5:11.90
呉屋　有紀(高1) 東京 東京立新宿高等学校 6:33.00
中山　由菜(2) 北海道 松蔭大学 4:48.87

井上　実乃里(2) 島根 松蔭大学 4:29.08
関野　春花(1) 東京 桜美林大学 5:30.00
栗原　晴菜(1) 神奈川 桜美林大学 5:40.00

久保井　なつみ(3) 埼玉 聖学院大学 5:15.00
橋本　萌(高2) 千葉 千葉日本大学第一高等学校 5:22.00

永松　杏夏(高2) 千葉 千葉日本大学第一高等学校 5:26.63
植村　綾奈(高1) 千葉 千葉日本大学第一高等学校 5:19.58
笹木　晴奈(2) 福島 津田塾大学 4:56.33

大槻　智佳子(2) 東京 成城大学 5:40.00
川崎　史奈(2) 愛知 東京学芸大学 5:10.00
西川　優衣(2) 愛知 東京学芸大学 4:39.70
原　舞奈(1) 愛知 東京学芸大学 4:39.00

三上　優香(2) 秋田 桐蔭横浜大学 4:50.00
奥村　紗帆(2) 神奈川 東海大学 4:43.77

佐藤　みな実(3) 東京 順天堂大学 4:25.00
花田　咲絵(2) 福岡 順天堂大学 4:25.00
松本　奈々(1) 大阪 順天堂大学 4:25.00
西島　百香(1) 静岡 武蔵丘短期大学 5:13.86

森　唯(2) 東京 首都大学東京 5:10.00
平林　優奈(2) 埼玉 首都大学東京 5:15.00

伊藤　瑞起(高1) 東京 青山学院高等部 5:18.96
森下　紹里(高2) 東京 國學院大學久我山高等学校 5:20.00
坂井　伶名(高1) 東京 國學院大學久我山高等学校 5:20.00
田邉　菜央(高2) 千葉 千葉立津田沼高等学校 5:10.00
小野　汐音(高3) 千葉 八千代松陰高等学校 4:25.00
長野　優華(3) 東京 國學院大學 4:49.66

古本　菜々子(3) 神奈川 防衛大学校 4:35.00
山本　美里(3) 千葉 上智大学 5:10.00

今井　芳乃伽(1) 岐阜 上智大学 6:20.00
菊池　光紗(1) 東京 上智大学 5:30.00

野村　華楓(高1) 埼玉 武南高校 5:20.00
鈴木　歌菫(2) 茨城 高崎経済大学 5:05.00

* 女子  １５００ｍ *　　42人



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
上本　歩実(3) 東京 日本女子体育大学 17:19.45

石原　七海(高3) 埼玉 本庄東高等学校 17:12.84
入江　夏子(3) 神奈川 松蔭大学 17:32.42

井上　実乃里(2) 島根 松蔭大学 16:50.43
岡田　叶恵(1) 栃木 松蔭大学 17:01.18

佐久間 菜摘(1) 福島 松蔭大学 17:57.00
門馬　琴実(1) 福島 松蔭大学 16:58.34
高橋　香澄(1) 福島 筑波大学 16:48.00
笹木　晴奈(2) 福島 津田塾大学 17:57.95
増渕　朱里(2) 栃木 津田塾大学 18:40.00
牧　花恵(1) 神奈川 津田塾大学 18:45.00

西川　優衣(2) 愛知 東京学芸大学 17:42.00
原　舞奈(1) 愛知 東京学芸大学 17:25.00

鈴木　優花(2) 群馬 群馬大学 17:25.29
佐藤　みな実(3) 東京 順天堂大学 16:00.00
花田　咲絵(2) 福岡 順天堂大学 16:00.00
松本　奈々(1) 大阪 順天堂大学 16:00.00

白石　由佳子(2) 長崎 順天堂大学 16:10.00
髙橋　優菜(2) 岩手 順天堂大学 16:10.00
甲本　まお(1) 東京 順天堂大学 16:10.00
座間　栞(1) 千葉 順天堂大学 16:10.00

五島　莉乃(3) 石川 中央大学 16:40.00
木下　友梨菜(3) 神奈川 中央大学 16:40.00
古田　朱里(2) 埼玉 中央大学 16:40.00
大塚　沙弥(1) 埼玉 中央大学 16:40.00
渡邉　美優(1) 神奈川 中央大学 16:40.00

竹田　わか葉(高3) 神奈川 相洋高校 18:00.00
辻田　翔子(高3) 福岡 筑紫女学園高等学校 16:10.00
二川　彩香(高3) 茨城 水城高等学校 16:10.00

吉尾　菜々子(高2) 埼玉 武南高校 17:38.00

* 女子  ５０００ｍ *　30人



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
菊池　愛華(高1) 埼玉 埼玉栄高校 14.47
高橋　真布(2) 神奈川 立教大学 14.80
針谷　歩実(3) 栃木 國學院大學 17.50
細澤　毬香(2) 神奈川 國學院大學 16.70
藤森　菜那(3) 静岡 明治大学 13.53
須田　朱音(3) 栃木 東京女子体育大学 15.38
山本　香織(3) 広島 東京女子体育大学 14.11
西村　夏帆(1) 埼玉 東京女子体育大学 14.80

二本松　結衣(1) 広島 東京女子体育大学 15.31
竹内　舞(1) 埼玉 聖学院大学 14.99

藤代　あすか(1) 埼玉 聖学院大学 14.42
志賀　千織(1) 千葉 共栄大学 14.88
高橋　碧衣(1) 宮城 津田塾大学 16.80

五百蔵　美希(1) 高知 日本大学 14.28
西村　千明(3) 長野 東京学芸大学 15.20

金井　まるみ(3) 神奈川 青山学院大学 13.61
松田　彩佳(3) 兵庫 青山学院大学 14.00
村上　瑞季(2) 大阪 青山学院大学 14.31
佐藤　里桜(1) 東京 青山学院大学 15.02

三輪　ダリヤ(2) 愛知 中央大学 14.90
川島　卯未(2) 福井 中央大学 14.33
齋藤　碧彩(1) 群馬 法政大学 14.43
藤井　理抄(3) 東京 日本体育大学 14.15
綱川　凛(高1) 東京 都立文京高等学校 15.52

梶木　菜々香(高3) 栃木 國學院栃木高校 14.07
萩谷　萌梨(高1) 東京 東京立世田谷総合高等学校 18.90
進士　榛名(高3) 千葉 東京学館浦安高等学校 15.99
秋池　苑子(1) 東京 上智大学 17.50
鴨林　楓奈(2) 神奈川 横浜国立大学 14.08

良知　なつ美(4) 静岡 駿河台大学 13.77
熊谷　友花(3) 滋賀 駿河台大学 14.26
室伏　真奈(2) 長野 信州大学 18.00
若松　怜佑(2) 長野 信州大学

* 女子  １００ｍＨ *　33人



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
塩味　未琴(高2) 埼玉 埼玉栄高校 1:03.75
山中　真希(高2) 埼玉 埼玉栄高校 1:09.00
井上　佳南(高2) 埼玉 埼玉栄高校 1:09.00
瀧澤　瑞季(1) 埼玉 日本女子体育大学 1:00.46
薮下　夕那(1) 愛媛 日本女子体育大学 1:05.49

寒河江　美友(高3) 東京 東京立つばさ総合高等学校 1:06.90
福森　愛(高2) 東京 東京立つばさ総合高等学校 1:08.92

野原　万葉(高1) 神奈川 立横浜緑ケ丘高校 1:15.00
川端　涼夏 長野 松本土建 58.91

大橋　真理香(4) 千葉 東京理科大学 1:07.00
矢野　友理(3) 東京 明海大学 1:06.89

藤田　はるか(2) 栃木 宇都宮大学 1:08.00
遠藤　涼乃(3) 山形 東京女子体育大学 1:07.36
樋口　香華(2) 愛知 東京女子体育大学 1:05.80

諏佐　みなみ(1) 埼玉 東京女子体育大学 1:03.00
森川　亜弥(高2) 千葉 千葉日本大学第一高等学校 1:08.44

カラザーズ　圭菜ヴィヴィアン(4) 神奈川 慶應義塾大学 59.68
川島　都妃(1) 千葉 千葉大学 1:01.36

大久保　咲紀(3) 岡山 早稲田大学 1:03.38
兒玉　彩希(3) 大分 早稲田大学 58.65

高屋敷　実優(1) 北海道 早稲田大学 1:04.04
篠原　瑞希(1) 東京 日本大学 1:01.96
吉岡　瑞貴(3) 神奈川 国士舘大学 1:02.61
鈴木　萌果(3) 茨城 法政大学 1:03.00
根﨑　百香(3) 茨城 法政大学 1:05.00
白井　杏子(1) 新潟 法政大学 1:02.40
綱川　凛(高1) 東京 都立文京高等学校 1:08.05
清水　真帆 埼玉 埼玉陸協 1:01.13

齋藤　有香(2) 静岡 駿河台大学 1:05.52
田代　彩夏(2) 東京 駿河台大学 1:02.50
本田　媛海(1) 長野 信州大学 1:04.86

* 女子  ４００ｍＨ * 31人



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
久保倉　実里 東京 コモディイイダ陸上競技部 10:15.00

小幡　美貴(2) 千葉 立教大学 10:49.48
金澤　結(2) 千葉 立教大学 10:46.80

前田　桃花(1) 東京 立教大学 11:45.00
飯田　夏帆(3) 埼玉 日本女子体育大学 10:48.80
中村　真悠子 東京 セレスポ 10:12.62
堀越　美菜(4) 東京 東京大学 13:30.00
北郷　美奈(1) 福島 松蔭大学 11:04.62

堀川　由香里(1) 福島 松蔭大学 11:48.34
増渕　朱里(2) 栃木 津田塾大学 12:30.00
牧　花恵(1) 神奈川 津田塾大学 12:30.00

樋口　穂南(3) 東京 東海大学 12:20.27
中野　公美子(1) 神奈川 帝京科学大学 10:40.00
西島　百香(1) 静岡 武蔵丘短期大学 12:40.52
蛭田　結衣(2) 栃木 埼玉大学 11:27.37

澤田　奈々子(3) 東京 上智大学 11:10.00

* 女子  ３０００ｍＳＣ *  16人



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
松本　みなみ(高3) 埼玉 熊谷女子高校 49:00.00

清家　明香(1) 茨城 獨協大学 59:00.00
田中　美帆(3) 愛知 順天堂大学 57:50.00

川﨑　明日香(1) 熊本 順天堂大学 55:00.00
村上　藍(高3) 熊本 尚絅高等学校 47:52.48

* 女子  １００００ｍＷ *　5人



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
野中　笑那(高2) 埼玉 埼玉栄高校 1m55
青山　夏実(3) 神奈川 日本女子体育大学 1m78
石岡　柚季(3) 宮城 日本女子体育大学 1m80
兼川　乃衣(3) 愛知 日本女子体育大学 1m72
中西　美早(3) 愛知 日本女子体育大学 1m82
元西　彩(3) 栃木 日本女子体育大学 1m60

池田　佳代(2) 北海道 日本女子体育大学 1m65
神坂　莉子(1) 千葉 日本女子体育大学 1m77

山口　紗季(高1) 埼玉 埼玉平成高等学校 1m45
内田　明咲(高2) 東京 東京立つばさ総合高等学校 1m52
濱田　優香(高1) 東京 東京立つばさ総合高等学校 1m25
岩田　えりな(高2) 東京 東京立新宿高等学校 1m51

針谷　歩実(3) 栃木 國學院大學 1m60
相樂　杏香(3) 埼玉 聖学院大学 1m66

松永　莉怜(高1) 東京 東京立練馬工業高等学校 1m20
山下　彩花(3) 東京 津田塾大学 1m55
大隅　愛(2) 香川 早稲田大学 1m65
高橋　渚(1) 東京 日本大学 1m80

三輪　ダリヤ(2) 愛知 中央大学 1m52
松元　珠凜(3) 千葉 日本体育大学 1m70
竹馬　李星(1) 山梨 東京外国語大学 1m45

島田　紗恵子(高1) 東京 都立文京高等学校 1m45
西田　光希(1) 神奈川 法政大学第二体育会陸上競技部 1m45
秋本　真理(1) 神奈川 上智大学 1m45

中谷　愛美(高1) 埼玉 武南高校 1m35

* 女子  走高跳 * 25人



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
三浦　茉旺(1) 神奈川 帝京大学 3m10
塚本　聖海(1) 千葉 帝京大学 3m51

新田　英理子(1) 岩手 東京学芸大学 3m63
小栗　七海(1) 東京 東京学芸大学 3m40
青柳　有香(2) 東京 東京学芸大学 3m80
水上　真里(1) 愛知 中央大学 3m80
齊藤　安里(1) 東京 日本体育大学 3m30

* 女子  棒高跳 *　 7人



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
佐藤　優月(高2) 埼玉 埼玉栄高校 5m78
竹内　真弥(2) 大阪 日本女子体育大学 6m09
藤田　和音(2) 福井 日本女子体育大学 5m79

和喜田　美咲(2) 東京 日本女子体育大学 5m65
髙中　涼夏(2) 千葉 日本女子体育大学 5m17

久保木　舞菜(高1) 東京 東京立足立高等学校 4m71
醍醐　花菜(高3) 東京 東京立足立高等学校 5m45
附田　莉子(高1) 東京 東京立新宿高等学校 3m85

仮屋園　美子絵(高1) 東京 東京立新宿高等学校 3m50
石上　莉絵(1) 群馬 宇都宮大学 5m56

尾形　奈那美(2) 千葉 千葉商科大学 5m59
森川　亜弥(高2) 千葉 千葉日本大学第一高等学校 5m03

森畑　愛(2) 東京 津田塾大学 5m30
佐藤　智奈津(2) 東京 慶應義塾大学 5m12
佐藤　悠稀乃(2) 東京 慶應義塾大学 4m78
石井　ちはる(2) 佐賀 早稲田大学 5m30
山内　有葉(2) 神奈川 神奈川大学 4m53
佐竹　楓(1) 神奈川 神奈川大学 5m53

田中　友紀乃(3) 埼玉 日本大学 5m87
五百蔵　美希(1) 高知 日本大学 5m72
西村　千明(3) 長野 東京学芸大学 5m60

清野　涼々花(1) 千葉 東京学芸大学 5m63
寺尾　千彗(3) 東京 東京学芸大学 5m30
田中　亜季(2) 鹿児島 東京学芸大学 5m64

尾形　友紀奈(2) 神奈川 玉川大学 5m70
今濱　美咲(3) 岡山 青山学院大学 6m03

佐々木　明日香(3) 宮城 青山学院大学 6m02
小山　春香(2) 兵庫 青山学院大学 5m39
神山　綾音(4) 栃木 日本体育大学 6m07
東　祐希(1) 東京 日本体育大学 6m04

田中　佑奈(1) 埼玉 東洋大学 5m43
浦西　りお(高1) 東京 青山学院高等部 4m34
越川　碧(高2) 東京 都立文京高等学校 4m90

藤田　咲季(高2) 東京 國學院大學久我山高等学校 4m00
田中　凛(高2) 千葉 東京学館浦安高等学校 4m37
吉田　典可(2) 東京 上智大学 5m38
秋本　真理(1) 神奈川 上智大学 4m60
秋池　苑子(1) 東京 上智大学 4m80
長根　史依(2) 岩手 横浜国立大学 5m29
古谷　夢華(2) 神奈川 横浜国立大学 6m03
森本　知隼(1) 長野 横浜国立大学 5m65

坂東　あすか(1) 大阪 横浜国立大学 5m46
小野田　吏紗(1) 静岡 駿河台大学 5m78
田口　陽菜(高1) 埼玉 武南高校 5m54
榊原　南実(S2) 長野 信州大学 5m69

* 女子  走幅跳 *　45人



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
林田　優女子(1) 長崎 日本女子体育大学 11m94
宮本　佳苗(1) 福井 日本女子体育大学 12m50
滝澤　皐(1) 栃木 國學院大學 11m49

山下　真美子(3) 東京 明海大学 11m39
石上　莉絵(1) 群馬 宇都宮大学 11m72

水城　伽奈子(1) 埼玉 聖学院大学 12m44
小清水　瑠巳(1) 神奈川 学習院大学 11m00
馬場　鈴音(4) 東京 帝京大学 11m68
松井　玲奈(3) 神奈川 成城大学 11m50
磯部　未侑(1) 東京 東京学芸大学 11m56
小川　瑞穂(2) 東京 東京学芸大学 12m38
飯田　詩央(2) 千葉 東京学芸大学 12m03

金子　史絵奈(1) 大分 青山学院大学 12m44
近藤　祐未(4) 山梨 日本体育大学 12m64

小林　ひろな(3) 神奈川 日本体育大学 10m87
椎葉　実生(1) 大阪 日本体育大学 12m56
田中　佑奈(1) 埼玉 東洋大学 11m15

河村　栞里(高1) 東京 都立文京高等学校 9m51
寄松　二葉(高1) 東京 都立文京高等学校 10m63

所　佑香(1) 神奈川 法政大学第二体育会陸上競技部 11m50
平松　紗季(高3) 愛知 中京大学附属中京高校 12m45
長根　史依(2) 岩手 横浜国立大学 12m49
古谷　夢華(2) 神奈川 横浜国立大学 11m97

田口　陽菜(高1) 埼玉 武南高校 11m33
星野　杏佳(1) 茨城 高崎経済大学 11m62

進士　珠名(高3) 千葉 東京学館浦安高等学校 11m78

* 女子  三段跳 *　26人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
宇田　ひかる(高2) 埼玉 埼玉栄高校 10m13
佐々木　柚乃(高1) 埼玉 埼玉栄高校 8m41
石塚　花月(高1) 東京 東京立秋留台高等学校 8m20

久保木　舞菜(高1) 東京 東京立足立高等学校 8m50
佐藤　優衣(1) 茨城 日本ウェルネススポーツ大学 12m25

北村　優羽(高1) 東京 東京立つばさ総合高等学校 6m33
小林　日菜子(3) 埼玉 聖学院大学 13m78

畑中　よしの(高2) 東京 都立文京高等学校 9m60
秋本　真理(1) 神奈川 上智大学 8m05

松浦　和香菜(1) 東京 上智大学 8m30
秋池　苑子(1) 東京 上智大学 7m50

小山田　芙由子(高3) 東京 東京高等学校 14m17

* 女子  砲丸投 *　12人



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
宇田　ひかる(高2) 埼玉 埼玉栄高校 35m81
藤原　瑠那(高2) 埼玉 埼玉栄高校 36m27
亀井　桜(高3) 大分 大分立別府鶴見丘高校 45m30

佐久間　史穂(1) 栃木 宇都宮大学 40m83
荒木　樹羅(3) 埼玉 聖学院大学 41m64
岡戸　朝海(2) 埼玉 聖学院大学 46m14

尾形　奈那美(2) 千葉 千葉商科大学 41m42
上野　楓果(3) 神奈川 神奈川大学 40m64
原　実里(1) 神奈川 玉川大学 42m33

古川　杏奈(2) 埼玉 中央大学 48m33
佐藤　明菜(2) 東京 日本体育大学 42m94
秋庭　成希(１) 埼玉 日本体育大学 40m33
金澤　優希(１) 千葉 日本体育大学 40m93

小嶋　千晶(高1) 東京 都立文京高等学校 22m29
北野　ききょう(高2) 千葉 千葉立津田沼高等学校 20m00
高花　ななみ(高1) 千葉 千葉立津田沼高等学校 15m00
進士　萌名(高2) 千葉 東京学館浦安高等学校 24m18
秋本　真理(1) 神奈川 上智大学 29m00
秋池　苑子(1) 東京 上智大学 25m00

亀田　ソニカ(高1) 埼玉 武南高校 20m00

* 女子  やり投 *　20人



No 氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
浦田　光来(1) 神奈川 神奈川大学 39m36
横山　幸希(1) 石川 中央大学 40m63
佐藤　さくら(3) 福島 日本体育大学 43m36
吉田　結花(2) 東京 日本体育大学 42m30
平野　優花(１) 愛知 日本体育大学 43m76

畑中　よしの(高2) 東京 都立文京高等学校 30m03
橋詰　紀花(高2) 千葉 千葉立津田沼高等学校 15m00
内藤　萌香(高2) 埼玉 武南高校 27m00
野尻　友栄(高1) 埼玉 武南高校 27m50
亀田　ソニカ(高1) 埼玉 武南高校 20m00

* 女子  円盤投 *　10人



No チーム名 参考記録
都新宿 52.99

千葉日大一 51.70
國學院久我山A 51.50

都世田谷総合高A 49.91
東京外国語大学A 53.20

都足立高 50.90
上智大学A 50.20

駿河台大学A 45.53
駿河台大学B 45.53
武南高校A

* 女子  ４×１００ｍ *　10チーム



No チーム名 参考記録
都新宿 4:23.89

千葉日大一 4:04.60
都文京高 4:10.24

國學院久我山A 4:20.00
國學院久我山B 4:30.00

防衛大学校 4:13.20
上智大学A 4:10.00

駿河台大学A 3:40.44
武南高校A

* 女子  ４×４００ｍ *　9チーム


