
氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
仲　美凪 神奈川 横浜国立大学 12.37

小松　美慧 茨城 順天堂大学 12.97
宮﨑　亜美香 熊本 青山学院大学 11.82
村上　瑞季 大阪 青山学院大学 12.12
塩田　夏鈴 群馬 青山学院大学 12.05

勝又　日菜多 静岡 青山学院大学 12.02
三村　香菜実 神奈川 青山学院大学 11.80
小針　涼葉 静岡 駿河台大学 12.07
児玉　楓夏 秋田 駿河台大学 12.32
平澤　絵美 群馬 駿河台大学 12.99
山田　笑実 佐賀 駿河台大学 12.10
鈴木　聖菜 静岡 駿河台大学 12.04
大橋　愛可 埼玉 大東文化大学 12.32
今川　真希 埼玉 大東文化大学 12.41
常盤　千尋 東京 東京農工大学 12.80

程川　奈々子 青森 日本大学 12.18
河井　優衣 新潟 日本大学 12.03

谷川　奈々恵 埼玉 立教大学 12.18
稲田　渚沙 神奈川 玉川大学 12.54
平島　実愛 神奈川 神奈川大学 14.67
小野　真由 栃木 中央大学 12.00

高橋　みず紀 神奈川 中央大学 12.24
加藤　杏奈 福井 中央大学 11.91
三田　優子 東京 東京都立大学 12.99

山本 真祐子 東京 東京都立大学 13.24
神戸　美音 栃木 東京学芸大学 14.21

酒井　美乃莉 神奈川 桜美林大学 12.34
喜田　奈南子 神奈川 東海大学 12.01
田口　茉弥 東京 國學院大學 13.50
小林　葵 東京 國學院大學 12.50

佐々木　雅 東京 國學院大學 13.00
青葉　彩香 神奈川 東京理科大学 14.00
國塩　里奈 岡山 日本女子体育大学 12.65
萩原　美海 千葉 日本女子体育大学 12.66
小貫　夢海 山形 日本女子体育大学 12.47
宮本　佳苗 福井 日本女子体育大学 12.83

大久保　清楓 埼玉 日本女子体育大学 12.56
南　鈴菜 奈良 日本女子体育大学 12.41

佐々木　彩花 東京 日本女子体育大学 12.82
齋藤　美映 千葉 日本女子体育大学 13.70

伊藤　すずほ 東京 日本女子体育大学 12.09
天野　智香 埼玉 日本女子体育大学 12.95

＊女子　100m＊ 42人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
奥村　ユリ 群馬 青山学院大学 24.22
久野　なつ 愛知 青山学院大学 24.48
西村　菜沙 岐阜 青山学院大学 25.29

守田　紗矢香 東京 青山学院大学 24.63
中尾　あゆみ 京都 青山学院大学 24.69
金子　ひとみ 神奈川 青山学院大学 24.86
川崎　夏実 神奈川 青山学院大学 24.86
塩本　歩  石川 青山学院大学 24.79

堀井　萌夏 静岡 青山学院大学 26.34
法月　遥奈 東京 駿河台大学 28.32
吉田　佳純 岐阜 駿河台大学 25.61
菊岡　萌々 奈良 東京女子体育大学 25.08
間渕　桃奈 東京 日本大学 25.86
佐井　杏子 東京 立教大学 26.00
井上　彩加 東京 立教大学 26.00

杉山　かほる 茨城 玉川大学 25.83
塚本　朱璃 新潟 明治学院大学 25.41
加藤　舞 埼玉 城西大学 26.80

蛭田　奏絵 神奈川 中央大学 24.83
髙島　菜都美 神奈川 中央大学 24.61
田路　遥香 東京 中央大学 24.22
松島　亜実 埼玉 東京学芸大学 26.43
岩田　芽生 埼玉 東京学芸大学 25.50
山田　美来 岩手 日本体育大学 23.91
園宮　璃子 静岡 日本体育大学 24.74
藤田　涼子 東京 日本体育大学 24.77
田中　更紗 新潟 日本体育大学 24.62
佐々木　慧 岩手 日本体育大学 24.74

髙橋　ひびき 神奈川 東海大学 25.03
椎名　瞳 千葉 東海大学 24.72

日吉　美智 石川 東京理科大学 26.50
小笠原　遥 埼玉 日本女子体育大学 25.47
光井　杏 東京 日本女子体育大学 25.08

大谷　永愛 埼玉 日本女子体育大学 26.17

＊女子　200m＊ 34人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
三浦　ちさと 千葉 順天堂大学 57.26
岩浅　優花  山梨 慶應義塾大学 57.14
光山　枝里 兵庫 青山学院大学 56.17

大川　なずな 佐賀 青山学院大学 56.13
ヒリアー　紗璃苗 東京 青山学院大学 54.44

吉中　日向子 埼玉 青山学院大学 55.34
五十嵐　萌 新潟 駿河台大学 57.33

後野　詩衣菜 京都 駿河台大学 55.13
佐久田　侑咲 埼玉 東京女子体育大学 57.54
岩本　真菜 神奈川 東京女子体育大学 56.81
塚本　春菜 埼玉 武蔵丘短期大学 1:02.58
水谷　優希 東京 一橋大学 1:02.09
及川　真綾  宮城 日本大学 55.92
吉田　珠希 東京 日本大学 58.36
本多　美沙 神奈川 立教大学 57.70

山本　倖千恵 東京 立教大学 57.73
田井　遥 神奈川 立教大学 57.60

清水　千夏 千葉 城西大学 1:01.51
大島　愛梨 栃木 中央大学 53.96
山崎　璃央 長野 東京学芸大学 1:00.95

髙島　寿莉亜 兵庫 日本体育大学 55.01
須藤　美桜 東京 日本体育大学 54.18

森山　奈菜絵  長崎 日本体育大学 55.48
藤田　奈津子 静岡 日本体育大学 56.05
松崎　喜久恵 神奈川 東海大学 1:00.93
川合　満里奈 神奈川 東海大学 56.19
薮下　夕那 愛媛 日本女子体育大学 1:02.72
瀧澤　瑞季 埼玉 日本女子体育大学 58.59
正野　りえ 神奈川 日本女子体育大学 1:02.74

寒河江　美友 東京 日本女子体育大学 1:01.30
五藤　はな 東京 日本女子体育大学 58.67

二本松　采香 千葉 日本女子体育大学 58.03
千葉　愛里 福島 日本女子体育大学 59.37
須藤　帆南 福島 日本女子体育大学 1:02.28
上野　夏羽 埼玉 日本女子体育大学 59.28

* 女子  ４００ｍ *  35人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
加藤　史菜 神奈川 横浜国立大学 2:16.31
神田　陽向 神奈川 慶應義塾大学 2:15.93
守屋　明穂 神奈川 慶應義塾大学 2:13.50
藤崎　紗羅 東京 早稲田大学 2:12.63
山田　真梨子 愛知 青山学院大学 2:14.17
若月　優実 千葉 青山学院大学 2:11.37
鈴木　優帆 静岡 駿河台大学 2:15.07
篠原　結衣 群馬 東京女子体育大学 2:13.71
花渕　真生 東京 東京大学 2:34.74
臼井　瑞貴 東京 東京外国語大学 2:21.13
河田　実由 千葉 立教大学 2:09.92
村田　瑞葉 神奈川 立教大学 2:15.42
福田　舞菜 埼玉 立教大学 2:10.88
武藤　桃花 神奈川 立教大学 2:07.72
木村　玲菜 群馬 東京学芸大学 2:13.94
熊谷　百花 岩手 日本体育大学 2:10.02
鈴木　瑞生 千葉 日本体育大学 2:19.10
岩山　佳央 静岡 日本体育大学 2:11.83
吉田　詩央 埼玉 日本体育大学 2:10.42
鈴木　里彩 神奈川 日本体育大学 2:24.15
名倉　瞳 埼玉 東海大学 2:19.64

* 女子  ８００ｍ * 21人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
村上　ひかる 栃木 群馬大学 4:44.96
岡田　叶恵 栃木 松蔭大学 4:44.33
新井　ゆず 千葉 松蔭大学 4:59.40
矢治　璃瑞奈 東京 東京女子体育大学 4:46.89
阿隅　杏珠 千葉 東京大学 4:57.81
前田　梅香 東京 立教大学 4:24.57
杉内　麗 神奈川 立教大学 5:04.16
橋口　凜花 千葉 玉川大学 4:38.12
金森　遥 埼玉 東京農業大学 4:32.94
小嶋　美晴 東京 成蹊大学 4:51.89
佐々木　愛 東京 成蹊大学 5:34.26
山中　友紀野 東京 日本女子体育大学 4:49.86
三田　莉紗 東京 日本女子体育大学 5:08.04
根上　真菜 静岡 日本女子体育大学 4:49.00
吉田　あかり 埼玉 電気通信大学 5:39.58
金光　由樹 岡山 東海大学 4:35.94

* 女子  １５００ｍ *  16人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
金田　理花 埼玉 帝京科学大学 16:56.04
岡田　葉瑠加 千葉 帝京科学大学 18:21.86
根岸　涼香 東京 横浜市立大学 20:00.00
守角　彩絵 千葉 東京女子体育大学 17:50.53
五日市　莉歩 東京 立教大学 16:26.73
馬場　海羽 福島 玉川大学 17:45.70
茅野　珠里 神奈川 玉川大学 16:29.49
森田　柚衣 愛知 玉川大学 17:24.47
北村　有 三重 東京学芸大学 17:02.51
朝日　春瑠 静岡 日本体育大学 16:59.00
小野崎　杏 栃木 東海大学 17:58.16

* 女子  ５０００ｍ *  11人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
山西　桃子 埼玉 埼玉大学 13.61
工藤　音花 岡山 慶應義塾大学 14.91
関本　萌香 秋田 早稲田大学 13.97
佐藤　里桜 東京 青山学院大学 14.61

有田　安紗季 兵庫 青山学院大学 14.18
安達　楓恋 岐阜 青山学院大学 13.64
長﨑　さゆり 島根 青山学院大学 13.75
藤井　このみ 大阪 青山学院大学 13.89
中村　菜々 新潟 明海大学 14.59

玉置　菜々子 北海道 国士舘大学 13.69
西垣　朱音 三重 国士舘大学 13.72

五百蔵　美希 高知 日本大学 13.74
金谷　葵 埼玉 日本大学 14.22

上向　詩子 東京 立教大学 15.11
川勝　稀月 宮城 東京学芸大学 14.12
西川　知沙 愛知 日本体育大学 13.81
山田　愛佳 神奈川 東海大学 15.24
今村　輝子 神奈川 東京農業大学 14.48
齋藤　碧彩 群馬 法政大学 13.92
白井　杏子 新潟 法政大学 14.32
川島　杏純 鹿児島 日本女子体育大学 14.79

林田　優女子 長崎 日本女子体育大学 14.85
秋元　南乃 長野 日本女子体育大学 14.59

河野　萌々子 東京 日本女子体育大学 14.89
磯部　萌 新潟 日本女子体育大学 15.27

* 女子  100mH *  25人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
髙屋敷　実優 北海道 早稲田大学 1:04.04
村上　夏美 千葉 早稲田大学 58.79
青木　穂花 福岡 青山学院大学 58.14
有賀　知春 神奈川 青山学院大学 59.37
諏佐　みなみ 埼玉 東京女子体育大学 1:02.30
福山　凜音 熊本 東京女子体育大学 1:03.19
吉田　花音 神奈川 東京女子体育大学 1:01.45
寺本　光里 青森 大東文化大学 1:00.63
篠原　瑞希 東京 日本大学 59.73
小﨑　遥 滋賀 日本体育大学 59.53

幸村　穂野香 東京 日本体育大学 1:02.36
菅原　夕七 宮城 日本体育大学 1:00.92
金森　佑奈 長野 法政大学 1:02.15
中野　なみち 東京 法政大学 1:00.62

* 女子  ４００ｍＨ *  14人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
堀川　由香里 福島 松蔭大学 11:36.85

中野　公美子 神奈川 帝京科学大学 11:08.30
飯村　莉菜 栃木 東京女子体育大学 11:19.82
浅輪　梨乃 千葉 東京女子体育大学 11:30.00
土屋　愛佳 山梨 東京女子体育大学 11:30.00
堀越　美菜 東京 東京大学大学院 14:03.94
原　舞奈 愛知 東京学芸大学 10:42.80
笹川　月菜 埼玉 日本女子体育大学 11:52.58

* 女子  ３０００ｍＳＣ *   8人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
中　梨緒 神奈川 お茶の水女子大学 54:28.15
加藤　実穂 千葉 清和大学 ※54:29
飯嶋　美優 山口 東洋大学 ※54:11
玉利　朱音 兵庫 東京学芸大学 51:44.59

※…10kmW

* 女子  １００００ｍＷ *  4人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
大坂　美乃 愛知 早稲田大学 1m68
山田　実来 神奈川 早稲田大学 1m68
小泉　桃花 千葉 清和大学 1m61
梅原　遥奈 千葉 日本大学 1m75

高橋 渚 東京 日本大学 1m80
菊池　涼香 神奈川 日本大学 1m68

松崎　二千翔 東京 立教大学 1m65
宍戸　愛子 茨城 玉川大学 1m66
北原　千愛 神奈川 日本女子体育大学 1m72
神坂　莉子 千葉 日本女子体育大学 1m77

鎌田　ほのか 福島 日本女子体育大学 1m74
小川　琳菜 群馬 日本女子体育大学 1m61
中野　春陽 石川 日本女子体育大学 1m70

諸隈　あやね 京都 日本女子体育大学 1m73
岸本　志恵 沖縄 日本女子体育大学 1m73

* 女子  走高跳 *  15人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
五十部　智佳 千葉 清和大学 2m70
山田　青空 岐阜 清和大学 3m50
水上　真里 愛知 中央大学 3m90
諸田　祐佳 群馬 中央大学 3m85
諸田　実咲 群馬 中央大学 4m30
小栗　七海 東京 東京学芸大学 3m40
富沢　恭子 群馬 東京学芸大学 3m40
新田　英理子 岩手 東京学芸大学 3m63
向井　瑠子 神奈川 法政大学 3m40
小林　奏 長野 日本女子体育大学 3m50
岩坂　真弥 東京 日本女子体育大学 3m30
鈴木　彩瑛 静岡 日本女子体育大学 3m50

* 女子  棒高跳 *  12人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
小山　春香 兵庫 青山学院大学 6m01
山本　美紗 大阪 青山学院大学 4m88
青柳　美有 千葉 駿河台大学 5m67

小野田　吏紗 静岡 駿河台大学 5m93
鈴木　初菜 千葉 日本大学 5m74

冨塚　日南々 愛知 立教大学 5m84
佐竹　楓 神奈川 神奈川大学 5m57

𠮷岡　里紗 奈良 中央大学 5m97
清野　涼々花 千葉 東京学芸大学 5m92
山口　華枝 山梨 東京学芸大学 6m07
植田　結月 静岡 東京学芸大学 5m62

武田　美乃理 埼玉 東京学芸大学 4m55
関口　笑実 千葉 東海大学 5m81
滝澤　皐 栃木 國學院大學 5m00

名倉 真美 東京 東京理科大学 5m09
藤田　和音 福井 日本女子体育大学 6m01
宇野　蒼生 埼玉 日本女子体育大学 5m68

* 女子  走幅跳 *　　17人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
中津川　亜月 静岡 横浜国立大学 12m73
金子　史絵奈 大分 青山学院大学 12m62
富田　彩香 埼玉 武蔵丘短期大学 11m29
山田　愛 埼玉 武蔵丘短期大学 12m03

渡辺　紀里 埼玉 日本大学 12m15
宮坂　奈緒 長野 東京都立大学 10m35
磯部　未侑 東京 東京学芸大学 12m17
佐藤　菜月 神奈川 法政大学 11m45
北川　莉奈 埼玉 日本女子体育大学 11m90
中田　里桜 北海道 日本女子体育大学 11m10

* 女子  三段跳 *　　10人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
松下　ちひろ 埼玉 国士舘大学 14m01
大迫　晴香 神奈川 国士舘大学 14m64
髙木　琴音 和歌山 国士舘大学 12m98
床辺　彩乃 三重 国士舘大学 14m03

* 女子  砲丸投 *　4人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
粟津　彩弥 東京 東京女子体育大学 39m94
中村　友紀 福島 東京女子体育大学 44m63
岡本　光生 宮崎 東京女子体育大学 48m41
齋藤　真希 山形 東京女子体育大学 55m53
浦田　光来 神奈川 神奈川大学 39m36
横山　幸希 石川 中央大学 40m63
川口　紅音 愛知 日本体育大学 49m56
荒野　幸帆 富山 日本体育大学 47m61
平野　優花 愛知 日本体育大学 45m43
安達　芽衣 埼玉 日本体育大学 46m11

笹原　夕莉奈 富山 日本体育大学 40m17
藤田　真実子 神奈川 法政大学 38m68

* 女子  円盤投 *　12人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
鈴木　美花 神奈川 順天堂大学 45m15
鶴見　真紀 神奈川 東京女子体育大学 35m18
山本　蘭 岩手 東京女子体育大学 53m94
中田　穂香 埼玉 東京女子体育大学 45m53
湯澤　栞里 秋田 明海大学 50m90
松島　成美 静岡 国際武道大学 55m99
小林　秋穂 群馬 中央大学 48m85
朝倉　礼歩 静岡 日本体育大学 48m15
森田　楓 福岡 日本体育大学 44m73
西　玲衣 埼玉 日本体育大学 39m79
塙　明日華 千葉 日本体育大学 50m31
伊藤　雪乃 茨城 日本ウェルネススポーツ大学 33m25

* 女子  ハンマー投 *　12人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
玉城　佑香 沖縄 東京女子体育大学 47m79
桃園　晴菜 三重 国士舘大学 46m40
郡司　美奈子 栃木 国士舘大学 49m80
原　実里 神奈川 玉川大学 44m94
上野　千寛 神奈川 神奈川大学 44m92
望月　知葉 静岡 東京学芸大学 53m35
鈴木　優伽 福島 東京学芸大学 44m20
秋庭　成希 埼玉 日本体育大学 42m89
金澤　優希 千葉 日本体育大学 43m14
今井　明日香 新潟 日本体育大学 48m26
亀谷　実生 茨城 日本体育大学 50m97
根岸　愛奈 埼玉 日本女子体育大学 43m75
毛塚　玲奈 栃木 日本女子体育大学 44m61

* 女子  やり投 *　13人



氏名 登録陸協 所属団体 参考記録
須永　里奈 埼玉 東京女子体育大学 4508点
酒井　響子 愛知 東京女子体育大学 4440点
石井　あや 神奈川 明治大学 4145点
鈴木　優佳 千葉 玉川大学 4240点
新野　恵 群馬 東京学芸大学 4479点
伊藤　桃子 愛知 東京学芸大学 5142点

* 女子  七種競技 *　6人



チーム名 参考記録
日本体育大学 44.59

日本女子体育大学 46.25

* 女子  ４×１００ｍ *　2チーム



チーム名 参考記録
國學院大學 4:10.00

日本女子体育大学 3:51.29

* 女子  ４×４００ｍ * 2チーム


