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日本記録    54.00

大会記録    56.22

氏　　　名 ヨミガナ 所　属　名 所属名ヨミガナ ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
1組

比嘉　七聖 ﾋｶﾞ ﾅﾅｾ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
堀内　美希 ﾎﾘｳﾁ ﾐｷ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
篠原　愛海 ｼﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ

2組
高見　彩那 ﾀｶﾐ ｱﾔﾅ 名古屋市立大 ﾅｺﾞﾔｼﾘﾂ
沖野　直美 ｵｷﾉ ﾅｵﾐ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
野村　美咲 ﾉﾑﾗ ﾐｻｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
中垣　静夏 ﾅｶｶﾞｷ ｾｲｶ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
松田　美加 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｶ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
高須　陽子 ﾀｶｽ ﾖｳｺ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
文本　利予 ﾌﾐﾓﾄ ﾘﾖ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
山﨑千夏子 ﾔﾏｻｷ ﾁｶｺ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ

3組 鈴木　悠希 ｽｽﾞｷ ﾕｷ 琉球大 ﾘｭｳｷｭｳﾀﾞ
下地　成美 ｼﾓｼﾞ ﾅﾙﾐ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
川原あかり ｶﾜﾊﾗ ｱｶﾘ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ
國光　真生 ｸﾆﾐﾂ ﾏｵ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
内村沙奈江 ｳﾁﾑﾗ ｻﾅｴ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
下倉　　葵 ｼﾀｸﾗ ｱｵｲ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
山本　佳奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 名古屋大 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ
高塚真喜子 ﾀｶﾂｶ ﾏｷｺ 埼玉大 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ
神田美彩子 ｶﾝﾀﾞ ﾐｻｺ 熊本大 ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ
横山　史織 ﾖｺﾔﾏ ｼｵﾘ 横浜市立大 ﾖｺｲﾁﾀﾞｲ

4組 石井　杏華 ｲｼｲ ｷｮｳｶ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
白本　　愛 ｼﾗﾓﾄ ｱｲ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
三木　紅葉 ﾐｷ ﾓﾐｼﾞ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
谷口　　萌 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 和歌山大 ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ
植田美由紀 ｳｴﾀﾞ ﾐﾕｷ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
池田　早希 ｲｹﾀﾞ ｻｷ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
中川　靖菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾅ 高知大 ｺｳﾁﾀﾞｲ
森　葵璃沙 ﾓﾘ ｱﾘｻ 徳島大 ﾄｸｼﾏﾀﾞｲ
有川　絵莉 ｱﾘｶﾜ ｴﾘ 熊本大 ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ
伊達早希子 ﾀﾞﾃ ｻｷｺ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ

5組 今谷　律子 ｲﾏﾀﾆ ﾘﾂｺ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
大内　小夏 ｵｵｳﾁ ｺﾅﾂ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
宮城　琴美 ﾐﾔｷﾞ ｺﾄﾐ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
谷田　知沙 ﾀﾆﾀﾞ ｶｽﾞｻ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
村中まいか ﾑﾗﾅｶ ﾏｲｶ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
池谷　遥子 ｲｹﾔ ﾊﾙｺ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
近藤　敦美 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾐ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ
矢倉　千鈴 ﾔｸﾗ ﾁｽｽﾞ 京都教育大 ｷｮｳﾄｷｮｳｲ
櫻井　静香 ｻｸﾗｲ ｼｽﾞｶ 横浜市立大 ﾖｺｲﾁﾀﾞｲ
増野　沙綾 ﾏｼﾉ ｻｱﾔ 島根大 ｼﾏﾈﾀﾞｲ
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9 学関東 22 大3

10 学中国 480 大2

7 学北部 794 大3

8 学関西 411 大2

5 学九州 710 大4

6 学中国 502 大4

3 学九州 741 大2

4 学中部 255 大2

1 学関西 304 大4

2 学関東 137 大2

9 学九州 648 大1

10 学北部 793 大2

7 学中国 556 大3

8 学中国 448 大2

5 学九州 709 大4

6 学中国 506 大3

3 学中国 505 大3

4 学関西 379 大2

1 学中部 236 大2

2 学関西 306 大4

9 学九州 646 大2

10 学関東 25 大1

7 学中部 189 大1

8 学関東 42 大2

5 学九州 719 大2

6 学中部 281 大3

3 学関東 13 大1

4 学関東 120 大1

1 学九州 689 大3

2 学九州 739 大3

9 学中国 535 大1

10

7 学中部 237 大2

8 学関東 117 大3

5 学関西 404 大3

6 学関西 372 大3

3 学中国 462 大3

4 学関西 312 大1

1

2 学中部 220 大4

9

10

7

8

5 学関東 114 大4

6 学関東 78 大3

3

4 学九州 738 大4

1

2
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