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日本記録  1:06.32

大会記録  1:09.26

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

三輪茉莉香 ﾐﾜ ﾏﾘｶ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
中井　彩乃 ﾅｶｲ ｱﾔﾉ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
白藤伊緒理 ｼﾗﾌｼﾞ ｲｵﾘ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ

2組 得津　奏子 ﾄｸﾂ ｶﾅｺ 横浜市立大 ﾖｺｲﾁﾀﾞｲ
鈴木　春佳 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ
箕浦　希生 ﾐﾉｳﾗ ｷｵ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
小野寺梨乃 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾉ 山形大 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ
竹内　星七 ﾀｹｳﾁ ｾﾅ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ
佐藤　　文 ｻﾄｳ ｱﾔ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
作野　麻美 ｻｸﾉ ｱｻﾐ 島根大 ｼﾏﾈﾀﾞｲ
鳥山比呂子 ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾛｺ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
河合　夢果 ｶﾜｲ ﾕﾒｶ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ

3組 平松　　遥 ﾋﾗﾏﾂ ﾊﾙｶ 福岡教育大 ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ
蓬田　泰江 ﾖﾓｷﾞﾀ ﾔｽｴ 茨城大 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ
安田　　愛 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾅ 香川大 ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ
村上　広佳 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｶ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
福島　成美 ﾌｸｼﾏ ﾅﾙﾐ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
橋爪　亜季 ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｷ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ
藤島　由佳 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｶ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ
井ノ本　宙 ｲﾉﾓﾄ ｿﾗ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
野村　美咲 ﾉﾑﾗ ﾐｻｷ 名古屋大 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ
関　　礼奈 ｾｷ ﾚｲﾅ 滋賀大 ｼｶﾞﾀﾞｲ

4組 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
弘中　希依 ﾋﾛﾅｶ ｷｴ 福岡教育大 ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ
崎浜　亜規 ｻｷﾊﾏ ｱｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
松藤　優衣 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｲ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
岡田　真衣 ｵｶﾀﾞ ﾏｲ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
金城　　唯 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｲ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
村越　友紀 ﾑﾗｺｼ ﾕｷ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
高　実那美 ｺｳ ﾐﾅﾐ 東京外国語大 ｶﾞｲｺﾞﾀﾞｲ
竹内野々花 ﾀｹｳﾁ ﾉﾉｶ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
佐々木佳穂 ｻｻｷ ｶﾎ 宮城教育大 ﾐﾔｷﾞｷｮｳｲ

5組 杉分　沙江 ｽｷﾞﾜｹ ｻｴ 兵庫県立大 ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘ
山脇　千佳 ﾔﾏﾜｷ ﾁｶ 大阪市立大 ｵｵｻｶｲﾁﾀﾞ
小林　亜美 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
鈴木　佐知 ｽｽﾞｷ ｻﾁ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
福留　景子 ﾌｸﾄﾞﾒ ｹｲｺ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
橋原　芽生 ﾊｼﾊﾗ ﾒｲ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
本岡　未歩 ﾓﾄｵｶ ﾐﾎ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
前田貴志子 ﾏｴﾀﾞ ｷｼｺ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
池田　実侑 ｲｹﾀﾞ ﾐﾕｳ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ
松島亜莉沙 ﾏﾂｼﾏ ｱﾘｻ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
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9 学関東 8 大4

10 学中部 282 大3

7 学中国 507 大3

8 学関東 113 大4

5 学九州 720 大2

6 学中国 501 大4

3 学中部 285 大1

4 学九州 726 大1

1 学関西 432 大4

2 学関西 350 大2

9 学中部 235 大2

10 学北部 796 大1

7 学中国 532 大1

8 学関東 98 大3

5 学中国 510 大1

6 学九州 742 大2

3 学関西 314 大1

4 学中部 232 大4

1 学関東 136 大3

2 学九州 598 大4

9 学中部 188 大2

10 学関西 419 大1

7 学北部 792 大3

8 学関西 374 大1

5 学九州 708 大4

6 学関東 12 大1

3 学中国 542 大3

4 学九州 743 大1

1 学九州 597 大4

2 学関東 160 大1

9 学関東 81 大3

10

7 学中国 482 大2

8 学関西 373 大2

5 学北部 772 大2

6 学関西 371 大5

3 学中部 210 大1

4 学北部 782 大1

1 学関東 21 大3

2 学北部 787 大4

9

10

7

8

5 学関西 406 大2

6 学中部 205 大4

3

4 学関東 85 大1

1

2
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