
■“日清食品カップ” 第20回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2017年11月21日時点

北海道

都道府県名 資格 チーム名 チーム略称 ﾁｰﾑﾒｲ 氏 名 カナ1 カナ2

1 北海道 指導者 札幌AC ｻｯﾎﾟﾛ ｴｰｼｰ 藤村 勝江 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶﾂｴ

2 北海道 指導者 札幌AC ｻｯﾎﾟﾛ ｴｰｼｰ 石井 憲 ｲｼｲ ｹﾝ

3 北海道 男子選手 札幌AC ｻｯﾎﾟﾛ ｴｰｼｰ 槇 航太郎 ﾏｷ ｺｳﾀﾛｳ

4 北海道 男子選手 札幌AC ｻｯﾎﾟﾛ ｴｰｼｰ 秋元 斡 ｱｷﾓﾄ ﾒｸﾞﾙ

5 北海道 男子選手 札幌AC ｻｯﾎﾟﾛ ｴｰｼｰ 澤村 昇利 ｻﾜﾑﾗ ｼｮｳﾘ

6 北海道 男子選手 札幌AC ｻｯﾎﾟﾛ ｴｰｼｰ 雪田 圭将 ﾕｷﾀ ｹｲｽｹ

7 北海道 女子選手 札幌AC ｻｯﾎﾟﾛ ｴｰｼｰ 始関 千華 ｼｾｷ ﾁﾊﾅ

8 北海道 女子選手 札幌AC ｻｯﾎﾟﾛ ｴｰｼｰ 斉藤 百南 ｼﾄｳ ﾓﾅ

9 北海道 女子選手 札幌AC ｻｯﾎﾟﾛ ｴｰｼｰ 笠原 蓮花 ｶｻﾊﾗ ﾊｽｶ

10 北海道 女子選手 札幌AC ｻｯﾎﾟﾛ ｴｰｼｰ 内見 菜緒 ｳﾁﾐ ﾅｵ

青森県

11 青森県 指導者 むつ陸上クラブ むつ陸上クラブ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 三上 朋子 ﾐｶﾐ ﾄﾓｺ

12 青森県 指導者 むつ陸上クラブ むつ陸上クラブ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 山谷　 優 ﾔﾏﾔ ﾏｻﾙ

13 青森県 男子選手 むつ陸上クラブ むつ陸上クラブ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 下重　 海志 ｼﾓｼﾞｭｳ ｶｲｼﾞ

14 青森県 男子選手 むつ陸上クラブ むつ陸上クラブ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 藤田  龍舞 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾏ

15 青森県 男子選手 むつ陸上クラブ むつ陸上クラブ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加藤  康介 ｶﾄｳ ｺｳｽｹ

16 青森県 男子選手 むつ陸上クラブ むつ陸上クラブ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 山川     陸 ﾔﾏｶﾜ ﾘｸ

17 青森県 女子選手 むつ陸上クラブ むつ陸上クラブ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 江畑　 心菜 ｴﾊﾞﾀ ｺｺﾅ

18 青森県 女子選手 むつ陸上クラブ むつ陸上クラブ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小林　 日菜子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｺ

19 青森県 女子選手 むつ陸上クラブ むつ陸上クラブ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 中美　 姫咲 ﾅｶﾐ ｷｻｷ

20 青森県 女子選手 むつ陸上クラブ むつ陸上クラブ ﾑﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 寺嶋　 心優 ﾃﾗｼﾏ ﾐﾋﾛ

岩手県

21 岩手県 指導者 サンビレＲＣ ｻﾝﾋﾞﾚRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ 西舘 敦 ﾆｼﾀﾞﾃ ｱﾂｼ

22 岩手県 指導者 サンビレＲＣ ｻﾝﾋﾞﾚRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ 佐藤 嶺 ｻﾄｳ ﾘｮｳ

23 岩手県 男子選手 サンビレＲＣ ｻﾝﾋﾞﾚRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ 鳥屋部 辰己 ﾄﾔﾍﾞ ﾀﾂｷ

24 岩手県 男子選手 サンビレＲＣ ｻﾝﾋﾞﾚRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ 獅子内 叶汰 ｼｼﾅｲ ｷｮｳﾀ

25 岩手県 男子選手 サンビレＲＣ ｻﾝﾋﾞﾚRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ 鳥海 真尋 ﾁｮｳｶｲ ﾏﾋﾛ

26 岩手県 男子選手 サンビレＲＣ ｻﾝﾋﾞﾚRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ 花井 統 ﾊﾅｲ ﾂｶｻ

27 岩手県 女子選手 サンビレＲＣ ｻﾝﾋﾞﾚRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ 西舘 朱里 ﾆｼﾀﾞﾃ ｱｶﾘ

28 岩手県 女子選手 サンビレＲＣ ｻﾝﾋﾞﾚRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ 中塚 美聡 ﾅｶﾂｶ ﾐｻﾄ

29 岩手県 女子選手 サンビレＲＣ ｻﾝﾋﾞﾚRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ 諏訪 美羽 ｽﾜ ﾐｳ

30 岩手県 女子選手 サンビレＲＣ ｻﾝﾋﾞﾚRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ 澤口 陽莉 ｻﾜｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
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宮城県

31 宮城県 指導者 岩沼西サッカースポーツ少年団 ｲﾜﾇﾏﾆｼｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 松本 治 ﾏﾂﾓﾄ ｵｻﾑ

32 宮城県 指導者 岩沼西サッカースポーツ少年団 ｲﾜﾇﾏﾆｼｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 小野 寛 ｵﾉ ﾋﾛｼ

33 宮城県 男子選手 岩沼西サッカースポーツ少年団 ｲﾜﾇﾏﾆｼｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 佐藤 楓真 ｻﾄｳ ﾌｳﾏ

34 宮城県 男子選手 岩沼西サッカースポーツ少年団 ｲﾜﾇﾏﾆｼｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 鈴木 悠雅 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

35 宮城県 男子選手 岩沼西サッカースポーツ少年団 ｲﾜﾇﾏﾆｼｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 小森 達稀 ｺﾓﾘ ﾀﾂｷ

36 宮城県 男子選手 岩沼西サッカースポーツ少年団 ｲﾜﾇﾏﾆｼｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 池田 敬太 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀ

37 宮城県 女子選手 岩沼西サッカースポーツ少年団 ｲﾜﾇﾏﾆｼｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 森 優名 ﾓﾘ ﾕｳﾅ

38 宮城県 女子選手 岩沼西サッカースポーツ少年団 ｲﾜﾇﾏﾆｼｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 伊藤 優菜 ｲﾄｳ ﾕﾅ

39 宮城県 女子選手 岩沼西サッカースポーツ少年団 ｲﾜﾇﾏﾆｼｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 佐藤 美海 ｻﾄｳ ﾐｳﾅ

40 宮城県 女子選手 岩沼西サッカースポーツ少年団 ｲﾜﾇﾏﾆｼｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 高橋 瑞紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ

秋田県

41 秋田県 指導者 秋田市ジュニア陸上競技クラブ ＪＡＣ－Ａ ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 船木 淳 ﾌﾅｷ ｼﾞｭﾝ

42 秋田県 指導者 秋田市ジュニア陸上競技クラブ ＪＡＣ－Ａ ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 保坂 麻衣 ﾎｻｶ ﾏｲ

43 秋田県 男子選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ ＪＡＣ－Ａ ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 佐藤 将 ｻﾄｳ ｼｮｳ

44 秋田県 男子選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ ＪＡＣ－Ａ ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 江畑 佑星 ｴﾊﾞﾀ ﾕｳｾｲ

45 秋田県 男子選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ ＪＡＣ－Ａ ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 高田 将弘 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

46 秋田県 男子選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ ＪＡＣ－Ａ ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 中村 莉久 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ

47 秋田県 女子選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ ＪＡＣ－Ａ ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 小林 望迪 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾋﾗ

48 秋田県 女子選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ ＪＡＣ－Ａ ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 山元 結心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾖ

49 秋田県 女子選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ ＪＡＣ－Ａ ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 幸坂 柚希 ｺｳｻｶ ﾕｽﾞｷ

50 秋田県 女子選手 秋田市ジュニア陸上競技クラブ ＪＡＣ－Ａ ｱｷﾀｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 伊藤 愛夏 ｲﾄｳ ｱｲｶ

山形県

51 山形県 指導者 寒河江西村山ＥＴジュニア ＥＴジュニア ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 金子 茂 ｶﾈｺ ｼｹﾞﾙ

52 山形県 指導者 寒河江西村山ＥＴジュニア ＥＴジュニア ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 和賀 誉 ﾜｶﾞ ﾎﾏﾚ

53 山形県 男子選手 寒河江西村山ＥＴジュニア ＥＴジュニア ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 宗前 澄 ｿｳｾﾞﾝ ｷﾖﾄ

54 山形県 男子選手 寒河江西村山ＥＴジュニア ＥＴジュニア ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 細谷 唯人 ﾎｿﾔ ﾕｲﾄ

55 山形県 男子選手 寒河江西村山ＥＴジュニア ＥＴジュニア ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 大隅 悠生 ｵｵｽ ﾐﾊﾙ

56 山形県 男子選手 寒河江西村山ＥＴジュニア ＥＴジュニア ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 安食 光翔 ｱｼﾞｷ ﾋﾛﾄ

57 山形県 女子選手 寒河江西村山ＥＴジュニア ＥＴジュニア ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 齋藤 碧泉 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ

58 山形県 女子選手 寒河江西村山ＥＴジュニア ＥＴジュニア ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 石垣 鈴海 ｲｼｶﾞｷ ｽｽﾞﾐ

59 山形県 女子選手 寒河江西村山ＥＴジュニア ＥＴジュニア ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 鈴木 瑠々花 ｽｽﾞｷ ﾙﾙｶ

60 山形県 女子選手 寒河江西村山ＥＴジュニア ＥＴジュニア ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ 木村 理沙 ｷﾑﾗ ﾘｻ
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福島県

61 福島県 指導者 円谷ランナーズ ツブラヤランナーズ ﾂﾌﾞﾗﾔﾗﾝﾅｰｽﾞ 鈴木 仁 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ

62 福島県 指導者 円谷ランナーズ ツブラヤランナーズ ﾂﾌﾞﾗﾔﾗﾝﾅｰｽﾞ 安田 篤史 ｼﾒｲ

63 福島県 男子選手 円谷ランナーズ ツブラヤランナーズ ﾂﾌﾞﾗﾔﾗﾝﾅｰｽﾞ 添田 祥平 ｿｴﾀ ｼｮｳﾍｲ

64 福島県 男子選手 円谷ランナーズ ツブラヤランナーズ ﾂﾌﾞﾗﾔﾗﾝﾅｰｽﾞ 吉田 翔眞 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ

65 福島県 男子選手 円谷ランナーズ ツブラヤランナーズ ﾂﾌﾞﾗﾔﾗﾝﾅｰｽﾞ 野崎 考大 ﾉｻﾞｷ ｺｳﾀ

66 福島県 男子選手 円谷ランナーズ ツブラヤランナーズ ﾂﾌﾞﾗﾔﾗﾝﾅｰｽﾞ 鈴木 那賀登 ｽｽﾞｷ ﾅｶﾞﾄ

67 福島県 女子選手 円谷ランナーズ ツブラヤランナーズ ﾂﾌﾞﾗﾔﾗﾝﾅｰｽﾞ 髙木 遥菜 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾅ

68 福島県 女子選手 円谷ランナーズ ツブラヤランナーズ ﾂﾌﾞﾗﾔﾗﾝﾅｰｽﾞ 岩崎 聖奈 ｲﾜｻｷ ｾｲﾅ

69 福島県 女子選手 円谷ランナーズ ツブラヤランナーズ ﾂﾌﾞﾗﾔﾗﾝﾅｰｽﾞ 圓谷 仁渚 ﾂﾑﾗﾔ ﾆﾅ

70 福島県 女子選手 円谷ランナーズ ツブラヤランナーズ ﾂﾌﾞﾗﾔﾗﾝﾅｰｽﾞ 本多 由羅 ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾗ

茨城県

71 茨城県 指導者 日立陸上クラブ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 中嶋 威重 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼｹﾞ

72 茨城県 指導者 日立陸上クラブ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 五島 民博 ｺﾞﾄｳ ﾀﾐﾋﾛ

73 茨城県 男子選手 日立陸上クラブ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 金澤 逞 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾏ

74 茨城県 男子選手 日立陸上クラブ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 石川 礼恩 ｲｼｶﾜ ﾚｵﾝ

75 茨城県 男子選手 日立陸上クラブ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 市村 幸輝 ｲﾁﾑﾗ ｺｳｷ

76 茨城県 男子選手 日立陸上クラブ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 岡 橙真 ｵｶ ﾄｳﾏ

77 茨城県 女子選手 日立陸上クラブ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 川﨑 小夏 ｶﾜｻｷ ｺﾅﾂ

78 茨城県 女子選手 日立陸上クラブ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 山形 一華 ﾔﾏｶﾞﾀ ｶｽﾞﾊ

79 茨城県 女子選手 日立陸上クラブ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 舛井 遥南 ﾏｽｲ ﾊﾙﾅ

80 茨城県 女子選手 日立陸上クラブ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 前田 世莉 ﾏｴﾀﾞ ｾﾘ

栃木県

81 栃木県 指導者 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 押久保 伸行 ｵｼｸﾎﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

82 栃木県 指導者 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 宮下 友美 ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓﾐ

83 栃木県 男子選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 渡邉 愛叶 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾄ

84 栃木県 男子選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 海老原 智陽 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾄﾓｱｷ

85 栃木県 男子選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 石川 悠斗 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾄ

86 栃木県 男子選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小松 信哉 ｺﾏﾂ ｼﾝﾔ

87 栃木県 女子選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 宮下 麗美 ﾐﾔｼﾀ ﾚﾐ

88 栃木県 女子選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 古内 心琴 ﾌﾙｳﾁ ﾐｺﾄ

89 栃木県 女子選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 海老原 耶々 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾔﾔ

90 栃木県 女子選手 芳賀真岡陸上クラブ 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｶﾞﾓｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 荻原 千月 ｵｷﾞﾜﾗ ﾁﾂﾞｷ
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群馬県

91 群馬県 指導者 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 坂田 和彦 ｻｶﾀ ｶｽﾞﾋｺ

92 群馬県 指導者 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 関上 尚史 ｾｷｶﾞﾐ ﾋｻｼ

93 群馬県 男子選手 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 横山 穂羽 ﾖｺﾔﾏ ﾎﾜ

94 群馬県 男子選手 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 三井田 陸音 ﾐｲﾀﾞ ﾘｸﾄ

95 群馬県 男子選手 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 渋澤 慶平 ｼﾌﾞｻﾜ ｷｮｳﾍｲ

96 群馬県 男子選手 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 杉田 隆翔 ｽｷﾞﾀ ﾘｭｳｼｮｳ

97 群馬県 女子選手 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 茂木　 華珂 ﾓｷﾞ ﾊﾅｶ

98 群馬県 女子選手 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 小林　 麻友子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｺ

99 群馬県 女子選手 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 横山 波音 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾉﾝ

100 群馬県 女子選手 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 浅田 菖 ｱｻﾀﾞ ｱﾔﾒ

埼玉県

101 埼玉県 指導者 上尾市陸上競技協会　上尾ジュニア陸上クラブ 上尾ジュニア ｱｹﾞｵｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ ｱｹﾞｵｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 永川 芳彦 ｴｶﾞﾜ ﾖｼﾋｺ

102 埼玉県 指導者 上尾市陸上競技協会　上尾ジュニア陸上クラブ 上尾ジュニア ｱｹﾞｵｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ ｱｹﾞｵｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 山崎 真友子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾕｺ

103 埼玉県 男子選手 上尾市陸上競技協会　上尾ジュニア陸上クラブ 上尾ジュニア ｱｹﾞｵｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ ｱｹﾞｵｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 片岡 遼哉 ｶﾀｵｶ ﾘｮｳﾔ

104 埼玉県 男子選手 上尾市陸上競技協会　上尾ジュニア陸上クラブ 上尾ジュニア ｱｹﾞｵｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ ｱｹﾞｵｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 深滝 陸雅 ﾌｶﾀｷ ﾘｸｶﾞ

105 埼玉県 男子選手 上尾市陸上競技協会　上尾ジュニア陸上クラブ 上尾ジュニア ｱｹﾞｵｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ ｱｹﾞｵｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 篠 和真 ｼﾉ ｶｽﾞﾏ

106 埼玉県 男子選手 上尾市陸上競技協会　上尾ジュニア陸上クラブ 上尾ジュニア ｱｹﾞｵｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ ｱｹﾞｵｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 立嶋 大輝 ﾀﾃｼﾏ ﾋﾛｷ

107 埼玉県 女子選手 上尾市陸上競技協会　上尾ジュニア陸上クラブ 上尾ジュニア ｱｹﾞｵｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ ｱｹﾞｵｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 日比 那美梨 ﾋﾋﾞ ﾅﾁｭﾘ

108 埼玉県 女子選手 上尾市陸上競技協会　上尾ジュニア陸上クラブ 上尾ジュニア ｱｹﾞｵｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ ｱｹﾞｵｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小川 夕音 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾈ

109 埼玉県 女子選手 上尾市陸上競技協会　上尾ジュニア陸上クラブ 上尾ジュニア ｱｹﾞｵｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ ｱｹﾞｵｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 内田 遥菜 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾅ

110 埼玉県 女子選手 上尾市陸上競技協会　上尾ジュニア陸上クラブ 上尾ジュニア ｱｹﾞｵｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ ｱｹﾞｵｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 前野 束咲 ﾏｴﾉ ﾂｶｻ

千葉県

111 千葉県 指導者 チーム柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 張替 武道 ﾊﾘｶﾞｴ ﾀｹﾐﾁ

112 千葉県 指導者 チーム柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 宮野 篤 ﾐﾔﾉ ｱﾂｼ

113 千葉県 男子選手 チーム柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 広松 大和 ﾋﾛﾏﾂ ﾔﾏﾄ

114 千葉県 男子選手 チーム柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 吉岡 龍一 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ

115 千葉県 男子選手 チーム柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 川邉 柾 ｶﾜﾍﾞ ﾏｻｷ

116 千葉県 男子選手 チーム柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 高橋 諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ

117 千葉県 女子選手 チーム柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 大和久 梨帆 ｵｵﾜｸ ﾘﾎ

118 千葉県 女子選手 チーム柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 金久保 樹里 ｶﾅｸﾎﾞ ｼﾞｭﾘ

119 千葉県 女子選手 チーム柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 緒方 心花 ｵｶﾞﾀ ｺﾉｶ

120 千葉県 女子選手 チーム柏 ﾁｰﾑｶｼﾜ 小林 彩梨咲 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾘｻ



■“日清食品カップ” 第20回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2017年11月21日時点

東京都

121 東京都 指導者 KJR陸上クラブ KJR ｹｲｼﾞｪｲｱｰﾙﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加藤 秀樹 ｼﾒｲ

122 東京都 指導者 KJR陸上クラブ KJR ｹｲｼﾞｪｲｱｰﾙﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 樋口 和則 ｼﾒｲ

123 東京都 男子選手 KJR陸上クラブ KJR ｹｲｼﾞｪｲｱｰﾙﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 牛島 夢貴 ｳｼｼﾞﾏ ﾕﾒｷ

124 東京都 男子選手 KJR陸上クラブ KJR ｹｲｼﾞｪｲｱｰﾙﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 古田　 丈耀 ﾌﾙﾀ ﾀｹﾃﾙ

125 東京都 男子選手 KJR陸上クラブ KJR ｹｲｼﾞｪｲｱｰﾙﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 山内 虎次郎 ﾔﾏｳﾁ ｺｼﾞﾛｳ

126 東京都 男子選手 KJR陸上クラブ KJR ｹｲｼﾞｪｲｱｰﾙﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 増田 陸斗 ﾏｽﾀﾞ ﾘｸﾄ

127 東京都 女子選手 KJR陸上クラブ KJR ｹｲｼﾞｪｲｱｰﾙﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 保坂 萌 ﾎｻｶ ﾓｴ

128 東京都 女子選手 KJR陸上クラブ KJR ｹｲｼﾞｪｲｱｰﾙﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 堀井 海 ﾎﾘｲ ｳﾐ

129 東京都 女子選手 KJR陸上クラブ KJR ｹｲｼﾞｪｲｱｰﾙﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 茂野 葉湖 ｼｹﾞﾉ ﾊｺ

130 東京都 女子選手 KJR陸上クラブ KJR ｹｲｼﾞｪｲｱｰﾙﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 柏井 心乃 ｶｼﾜｲ ｺｺﾉ

神奈川県

131 神奈川県 指導者 横浜アスリートクラブ 横浜AC ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 青山 拓生 ｵﾔﾏ ﾀｸｵ

132 神奈川県 指導者 横浜アスリートクラブ 横浜AC ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 濱田 昌宏 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

133 神奈川県 男子選手 横浜アスリートクラブ 横浜AC ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 浅沼 優人 ｱｻﾇﾏ ﾕｳﾄ

134 神奈川県 男子選手 横浜アスリートクラブ 横浜AC ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 藤井 大智 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ

135 神奈川県 男子選手 横浜アスリートクラブ 横浜AC ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 小菅 鉄平 ｺｽｹﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

136 神奈川県 男子選手 横浜アスリートクラブ 横浜AC ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 佐上 湘哉 ｻｶﾞﾐ ｼｮｳﾔ

137 神奈川県 女子選手 横浜アスリートクラブ 横浜AC ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 澤田 若葉 ｻﾜﾀﾞ ﾜｶﾊﾞ

138 神奈川県 女子選手 横浜アスリートクラブ 横浜AC ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 山村 心弥 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾔ

139 神奈川県 女子選手 横浜アスリートクラブ 横浜AC ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 小林 杏奈 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ

140 神奈川県 女子選手 横浜アスリートクラブ 横浜AC ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 丸山 あおい ﾏﾙﾔﾏ ｱｵｲ

山梨県

141 山梨県 指導者 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加藤 清貴 ｶﾄｳ ｷﾖﾀｶ

142 山梨県 指導者 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加藤 すみゑ ｶﾄｳ ｽﾐｴ

143 山梨県 男子選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 石原 颯太 ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ

144 山梨県 男子選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 望月 玲佑 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ

145 山梨県 男子選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 鷹野 将汰 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ

146 山梨県 男子選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 三井 瑛斗 ﾐﾂｲ ｴｲﾄ

147 山梨県 女子選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 橘山　 莉乃 ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ

148 山梨県 女子選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小池 琉南 ｺｲｹ ﾙﾅ

149 山梨県 女子選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 岸本 結愛 ｷｼﾓﾄ ﾕﾒ

150 山梨県 女子選手 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 赤澤 美音 ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾈ



■“日清食品カップ” 第20回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2017年11月21日時点

新潟県

151 新潟県 指導者 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 宮沢 邦元 ﾀｷｻﾞﾜ  ｸﾆﾕｷ

152 新潟県 指導者 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 丹治 えつこ ﾀﾝｼﾞ ﾘｴｺ

153 新潟県 男子選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 富井 大 ﾄﾐｲ ﾀﾞｲ

154 新潟県 男子選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 阿部 涼大 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾞｲ

155 新潟県 男子選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 春日 善行 ｶｽｶﾞ ﾖｼﾕｷ

156 新潟県 男子選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 佐藤 五輪 ｻﾄｳ ｺﾞﾘﾝ

157 新潟県 女子選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 春日 彩音 ｶｽｶﾞ ｱﾔﾈ

158 新潟県 女子選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 山田 寿々菜 ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾞﾅ

159 新潟県 女子選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 阿部 和夏 ｱﾍﾞ ﾎﾉｶ

160 新潟県 女子選手 十日町アスレチッククラブ 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 高橋 美空 ﾀｶﾊｼ ﾐｿﾗ

富山県

161 富山県 指導者 A.C.TOYAMA Jr. A.C.TOYAMA Jｒ. ｴｰｼｰﾄﾔﾏ ｼﾞｭﾆｱ 宮前 仁 ﾐﾔﾏｴ ﾋﾄｼ

162 富山県 指導者 A.C.TOYAMA Jr. A.C.TOYAMA Jｒ. ｴｰｼｰﾄﾔﾏ ｼﾞｭﾆｱ 佐渡 千恵 ｻﾄﾞ ﾁｴ

163 富山県 男子選手 A.C.TOYAMA Jr. A.C.TOYAMA Jｒ. ｴｰｼｰﾄﾔﾏ ｼﾞｭﾆｱ 水井 航海 ﾐｽﾞｲ ﾜﾀﾙ

164 富山県 男子選手 A.C.TOYAMA Jr. A.C.TOYAMA Jｒ. ｴｰｼｰﾄﾔﾏ ｼﾞｭﾆｱ 志田 岬大 ｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

165 富山県 男子選手 A.C.TOYAMA Jr. A.C.TOYAMA Jｒ. ｴｰｼｰﾄﾔﾏ ｼﾞｭﾆｱ 櫻谷 圭唯 ｻｸﾗﾀﾞﾆ ｹｲ

166 富山県 男子選手 A.C.TOYAMA Jr. A.C.TOYAMA Jｒ. ｴｰｼｰﾄﾔﾏ ｼﾞｭﾆｱ 前田 隼汰 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾀ

167 富山県 女子選手 A.C.TOYAMA Jr. A.C.TOYAMA Jｒ. ｴｰｼｰﾄﾔﾏ ｼﾞｭﾆｱ 中村 仁咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ

168 富山県 女子選手 A.C.TOYAMA Jr. A.C.TOYAMA Jｒ. ｴｰｼｰﾄﾔﾏ ｼﾞｭﾆｱ 鈴木 ちさと ｽｽﾞｷ ﾁｻﾄ

169 富山県 女子選手 A.C.TOYAMA Jr. A.C.TOYAMA Jｒ. ｴｰｼｰﾄﾔﾏ ｼﾞｭﾆｱ 砂道 彩花 ｽﾅﾐﾁ ｱﾔｶ

170 富山県 女子選手 A.C.TOYAMA Jr. A.C.TOYAMA Jｒ. ｴｰｼｰﾄﾔﾏ ｼﾞｭﾆｱ 中島 光流 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ

石川県

171 石川県 指導者 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 遠藤 敏也 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ

172 石川県 指導者 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 表 和夫 ｵﾓﾃ ｶｽﾞｵ

173 石川県 男子選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 宮本　 祥吾 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ

174 石川県 男子選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 新野　 琉壱 ｱﾗﾉ ﾙｲ

175 石川県 男子選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 野崎　 健太朗 ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ

176 石川県 男子選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 白井　 新大 ｼﾗｲ ｱﾗﾀ

177 石川県 女子選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 西住　 萌 ﾆｼｽﾞﾐ ﾓｴ

178 石川県 女子選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 垣田　　 奏 ｶｷﾀ ｶﾅ

179 石川県 女子選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 杉原　 陽色 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｲﾛ

180 石川県 女子選手 城山アスリートクラブ 城山AC ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 袋井 海羽 ﾌｸﾛｲ ﾐﾊﾈ
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福井県

181 福井県 指導者 みんスポクラブ TEAM KAKERU ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞ ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｶｹﾙ 小林 喬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

182 福井県 指導者 みんスポクラブ TEAM KAKERU ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞ ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｶｹﾙ 坂本 美智世 ｻｶﾓﾄ ﾐﾁﾖ

183 福井県 男子選手 みんスポクラブ TEAM KAKERU ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞ ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｶｹﾙ 野尻 海斗 ﾉｼﾞﾘ ｶｲﾄ

184 福井県 男子選手 みんスポクラブ TEAM KAKERU ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞ ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｶｹﾙ 廣澤 琉也 ﾋﾛｻﾜ ﾘｭｳﾔ

185 福井県 男子選手 みんスポクラブ TEAM KAKERU ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞ ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｶｹﾙ 松田 尚也 ﾏﾂﾀ ﾅｵﾔ

186 福井県 男子選手 みんスポクラブ TEAM KAKERU ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞ ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｶｹﾙ 千味 遥人 ﾁﾐ ﾊﾙﾄ

187 福井県 女子選手 みんスポクラブ TEAM KAKERU ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞ ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｶｹﾙ 中森 優花 ﾅｶﾓﾘ ﾕｳｶ

188 福井県 女子選手 みんスポクラブ TEAM KAKERU ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞ ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｶｹﾙ 吉本 菜央 ﾖｼﾓﾄ ﾅｵ

189 福井県 女子選手 みんスポクラブ TEAM KAKERU ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞ ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｶｹﾙ 大藤 さくら ｵｵﾄﾞｳ ｻｸﾗ

190 福井県 女子選手 みんスポクラブ TEAM KAKERU ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞ ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｶｹﾙ 坂本 愛佳 ｻｶﾓﾄ ｱｲｶ

長野県

191 長野県 指導者 駒ヶ根中沢ＲＣ 中沢ＲＣ ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ 林 正俊 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄｼ

192 長野県 指導者 駒ヶ根中沢ＲＣ 中沢ＲＣ ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ 宮岡 聖次 ﾐﾔｵｶ ｾｲｼﾞ

193 長野県 男子選手 駒ヶ根中沢ＲＣ 中沢ＲＣ ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ 青木 颯 ｱｵｷ ﾊﾔﾃ

194 長野県 男子選手 駒ヶ根中沢ＲＣ 中沢ＲＣ ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ 小木曽 翔太 ｵｷﾞｿ ｼｮｳﾀ

195 長野県 男子選手 駒ヶ根中沢ＲＣ 中沢ＲＣ ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ 大蔵 悟生 ｵｵｸﾗ ｺﾞｳ

196 長野県 男子選手 駒ヶ根中沢ＲＣ 中沢ＲＣ ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ 福澤 栄暉 ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲｷ

197 長野県 女子選手 駒ヶ根中沢ＲＣ 中沢ＲＣ ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ 小野 梨里加 ｵﾉ ﾘﾘｶ

198 長野県 女子選手 駒ヶ根中沢ＲＣ 中沢ＲＣ ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ 小松 凛 ｺﾏﾂ ﾘﾝ

199 長野県 女子選手 駒ヶ根中沢ＲＣ 中沢ＲＣ ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ 戸枝 くるみ ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ

200 長野県 女子選手 駒ヶ根中沢ＲＣ 中沢ＲＣ ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ 出澤 幸芽 ﾃﾞｻﾞﾜ ｺｳﾒ

静岡県

201 静岡県 指導者 静岡アスリートクラブ 静岡ＡＣ ｼｽﾞｵｶｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 星 利光 ﾎｼ ﾄｼﾐﾂ

202 静岡県 指導者 静岡アスリートクラブ 静岡ＡＣ ｼｽﾞｵｶｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 飯塚 真理夫 ｲｲﾂﾞｶ ﾏﾘｵ

203 静岡県 男子選手 静岡アスリートクラブ 静岡ＡＣ ｼｽﾞｵｶｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 白土 慧 ｼﾗﾄ ｻﾄﾙ

204 静岡県 男子選手 静岡アスリートクラブ 静岡ＡＣ ｼｽﾞｵｶｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 石神 光沙 ｲｼｶﾞﾐ ｺｳｻ

205 静岡県 男子選手 静岡アスリートクラブ 静岡ＡＣ ｼｽﾞｵｶｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 太田 一颯 ｵｵﾀ ｲﾌﾞｷ

206 静岡県 男子選手 静岡アスリートクラブ 静岡ＡＣ ｼｽﾞｵｶｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 早瀬 二郎 ﾊﾔｾ ｼﾞﾛｳ

207 静岡県 女子選手 静岡アスリートクラブ 静岡ＡＣ ｼｽﾞｵｶｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 都田 朱音 ﾐﾔｺﾀﾞ ｱﾔﾈ

208 静岡県 女子選手 静岡アスリートクラブ 静岡ＡＣ ｼｽﾞｵｶｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 濱田 優月 ﾊﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ

209 静岡県 女子選手 静岡アスリートクラブ 静岡ＡＣ ｼｽﾞｵｶｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 漆畑 璃奈 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾘﾅ

210 静岡県 女子選手 静岡アスリートクラブ 静岡ＡＣ ｼｽﾞｵｶｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 榮元 佑真 ｴｲﾓﾄ ﾕﾏ
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愛知県

211 愛知県 指導者 岡崎ジュニアアスリートクラブ 岡崎JAC ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 松井 昭宏 ﾏﾂｲ ｱｷﾋﾛ

212 愛知県 指導者 岡崎ジュニアアスリートクラブ 岡崎JAC ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 谷嵜 好美 ﾀﾆｻﾞｷ ﾖｼﾐ

213 愛知県 男子選手 岡崎ジュニアアスリートクラブ 岡崎JAC ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 杉田 晃大 ｽｷﾞﾀ ｱｷﾋﾛ

214 愛知県 男子選手 岡崎ジュニアアスリートクラブ 岡崎JAC ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 桑田 駿介 ｸﾜﾀ ｼｭﾝｽｹ

215 愛知県 男子選手 岡崎ジュニアアスリートクラブ 岡崎JAC ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 山上 峻汰 ﾔﾏｶﾞﾐ ｼｭﾝﾀ

216 愛知県 男子選手 岡崎ジュニアアスリートクラブ 岡崎JAC ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 細井 奏太郎 ﾎｿｲ ｿｳﾀﾛｳ

217 愛知県 女子選手 岡崎ジュニアアスリートクラブ 岡崎JAC ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 壁谷 衿奈 ｶﾍﾞﾔ ｴﾘﾅ

218 愛知県 女子選手 岡崎ジュニアアスリートクラブ 岡崎JAC ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 鈴木 若菜 ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ

219 愛知県 女子選手 岡崎ジュニアアスリートクラブ 岡崎JAC ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 天野 花音 ｱﾏﾉ ﾊﾅﾈ

220 愛知県 女子選手 岡崎ジュニアアスリートクラブ 岡崎JAC ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 山田 はるの ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾉ

岐阜県

221 岐阜県 指導者 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 松本 幸靖 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾔｽ

222 岐阜県 指導者 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 浦野 美穂 ｳﾗﾉ ﾐﾎ

223 岐阜県 男子選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 髙木 崚平 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ

224 岐阜県 男子選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 安島 莉玖 ｱﾝｼﾞﾏ ﾘｸ

225 岐阜県 男子選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 内木 幹基 ﾅｲｷ ｶﾝｷ

226 岐阜県 男子選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 田中 優成 ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ

227 岐阜県 女子選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 田口 莉子 ﾀｸﾞﾁ ﾘｺ

228 岐阜県 女子選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 多治見 一花 ﾀｼﾞﾐ ｲﾁｶ

229 岐阜県 女子選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 林 優衣 ﾊﾔｼ ﾕｳｲ

230 岐阜県 女子選手 清流ランニングクラブ 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｾｲﾘｭｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 大嶽 愛 ｵｵﾀｹ ｱｲ

三重県

231 三重県 指導者 川越陸上少年団 川越陸少 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山下 恭介 ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳｽｹ

232 三重県 指導者 川越陸上少年団 川越陸少 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山下 健次 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ

233 三重県 男子選手 川越陸上少年団 川越陸少 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 寺本 裕哉 ﾃﾗﾓﾄ ﾋﾛﾔ

234 三重県 男子選手 川越陸上少年団 川越陸少 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 安達 瑛士 ｱﾀﾞﾁ ｴｲﾄ

235 三重県 男子選手 川越陸上少年団 川越陸少 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 駒田 開己 ｺﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ

236 三重県 男子選手 川越陸上少年団 川越陸少 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 加藤 大暉 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

237 三重県 女子選手 川越陸上少年団 川越陸少 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 松野 心春 ﾏﾂﾉ ｺﾊﾙ

238 三重県 女子選手 川越陸上少年団 川越陸少 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 中家 ひかり ﾅｶｲｴ ﾋｶﾘ

239 三重県 女子選手 川越陸上少年団 川越陸少 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山下 紗寧 ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞﾈ

240 三重県 女子選手 川越陸上少年団 川越陸少 ｶﾜｺﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 水越 南智 ﾐｽﾞｺｼ ﾅﾁ
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滋賀県

241 滋賀県 指導者 甲賀JAC 甲賀JAC ｺｳｶｼﾞｪｰｴｰｼｰ 鈴木 伸哉 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ

242 滋賀県 指導者 甲賀JAC 甲賀JAC ｺｳｶｼﾞｪｰｴｰｼｰ 桂 晴樹 ｶﾂﾗ ﾊﾙｷ

243 滋賀県 男子選手 甲賀JAC 甲賀JAC ｺｳｶｼﾞｪｰｴｰｼｰ 津田 彩翔 ﾂﾀﾞ ｱﾔﾄ

244 滋賀県 男子選手 甲賀JAC 甲賀JAC ｺｳｶｼﾞｪｰｴｰｼｰ 渡邊 志同 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾄﾞｳ

245 滋賀県 男子選手 甲賀JAC 甲賀JAC ｺｳｶｼﾞｪｰｴｰｼｰ 平田 碧 ﾋﾗﾀ ｿﾗ

246 滋賀県 男子選手 甲賀JAC 甲賀JAC ｺｳｶｼﾞｪｰｴｰｼｰ 堤 琉空 ﾂﾂﾐ ﾘｭｳｸ

247 滋賀県 女子選手 甲賀JAC 甲賀JAC ｺｳｶｼﾞｪｰｴｰｼｰ 藤井 眞子 ﾌｼﾞｲ ﾏｺ

248 滋賀県 女子選手 甲賀JAC 甲賀JAC ｺｳｶｼﾞｪｰｴｰｼｰ 園田 一糸 ｿﾉﾀﾞ ｲﾂｷ

249 滋賀県 女子選手 甲賀JAC 甲賀JAC ｺｳｶｼﾞｪｰｴｰｼｰ 山中 彩愛 ﾔﾏﾅｶ ｱﾔﾅ

250 滋賀県 女子選手 甲賀JAC 甲賀JAC ｺｳｶｼﾞｪｰｴｰｼｰ 平尾 夕愛 ﾋﾗｵ ﾕｱ

京都府

251 京都府 指導者 レジェンドＡＣ レジェンド　エーシー レジェンド アスリートクラフ゛ 奥城 守善 ｵｸｼﾞｮｳ ﾓﾘﾖｼ

252 京都府 指導者 レジェンドＡＣ レジェンド　エーシー レジェンド アスリートクラフ゛ 徳地 友梨子 ﾄｸﾁ ﾕﾘｺ

253 京都府 男子選手 レジェンドＡＣ レジェンド　エーシー レジェンド アスリートクラフ゛ 小林 大羽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾊ

254 京都府 男子選手 レジェンドＡＣ レジェンド　エーシー レジェンド アスリートクラフ゛ 表 紡久 ｵﾓﾃ ﾂﾑｸﾞ

255 京都府 男子選手 レジェンドＡＣ レジェンド　エーシー レジェンド アスリートクラフ゛ 加嶋 翼 ｶｼﾏ ﾂﾊﾞｻ

256 京都府 男子選手 レジェンドＡＣ レジェンド　エーシー レジェンド アスリートクラフ゛ 森田 そう ﾓﾘﾀ ｿｳ

257 京都府 女子選手 レジェンドＡＣ レジェンド　エーシー レジェンド アスリートクラフ゛ 佐野 桃香 ｻﾉ ﾓﾓｶ

258 京都府 女子選手 レジェンドＡＣ レジェンド　エーシー レジェンド アスリートクラフ゛ 細見 采矢 ﾎｿﾐ ｱﾔ

259 京都府 女子選手 レジェンドＡＣ レジェンド　エーシー レジェンド アスリートクラフ゛ 岡島 楓夏 ｵｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ

260 京都府 女子選手 レジェンドＡＣ レジェンド　エーシー レジェンド アスリートクラフ゛ 長谷川 彩羽 ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾛﾊ

大阪府

261 大阪府 指導者 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ジュニア ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 中村 浩之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

262 大阪府 指導者 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ジュニア ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 中村 小百合 ﾅｶﾑﾗ ｻﾕﾘ

263 大阪府 男子選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ジュニア ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 森口　 晃行 ﾓﾘｸﾞﾁ ｱｷﾕｷ

264 大阪府 男子選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ジュニア ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 橋詰 泰弥 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛﾔ

265 大阪府 男子選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ジュニア ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 島田 侑 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳ

266 大阪府 男子選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ジュニア ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 岩永 耕輝 ｲﾜﾅｶﾞ ｺｳｷ

267 大阪府 女子選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ジュニア ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大馬 眸 ｵｵﾊﾞ ﾋﾄﾐ

268 大阪府 女子選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ジュニア ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 福田 果子 ﾌｸﾀﾞ ｶｺ

269 大阪府 女子選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ジュニア ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 細谷 明日香 ﾎｿﾀﾆ ｱｽｶ

270 大阪府 女子選手 吹田ジュニア陸上クラブ 吹田ジュニア ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 福田 さくら ﾌｸﾀﾞ ｻｸﾗ
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兵庫県

271 兵庫県 指導者 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 多田 晋也 ﾀﾀﾞ ｼﾝﾔ

272 兵庫県 指導者 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 山角 実留 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾐﾙ

273 兵庫県 男子選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 三木 浩輔 ﾐｷ ｺｳｽｹ

274 兵庫県 男子選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 藤原 直己 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ

275 兵庫県 男子選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 松井 山倭 ﾏﾂｲ ﾔﾏﾄ

276 兵庫県 男子選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 田中 颯眞 ﾀﾅｶ ｿｳﾏ

277 兵庫県 女子選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 大西 理桜 ｵｵﾆｼ ﾘｵ

278 兵庫県 女子選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 塚本 夕藍 ﾂｶﾓﾄ ﾕｱ

279 兵庫県 女子選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 稲田 桜子 ｲﾅﾀﾞ ｻｸﾗｺ

280 兵庫県 女子選手 北浜ジュニアランニングクラブ 北浜JRC ｷﾀﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 藤後 楓花 ﾄｳｺﾞ ﾌｳｶ

奈良県

281 奈良県 指導者 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 江島 英宏 ｴｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ

282 奈良県 指導者 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 原田 学 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

283 奈良県 男子選手 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 櫻井 湊 ｻｸﾗｲ ﾐﾅﾄ

284 奈良県 男子選手 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 岩本 侑士 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾄ

285 奈良県 男子選手 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 川下 優空 ｶﾜｼﾀ ﾕｳｱ

286 奈良県 男子選手 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 森口 翔太 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ

287 奈良県 女子選手 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 植田 百香 ｳｴﾀﾞ ﾓﾓｶ

288 奈良県 女子選手 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 吉本 安寿 ﾖｼﾓﾄ ｱｽﾞ

289 奈良県 女子選手 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 原田 真裕 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾕ

290 奈良県 女子選手 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大田 栞 ｵｵﾀ ｼｵﾘ

和歌山県

291 和歌山県 指導者 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 川村 栄治 ｶﾜﾑﾗ ｴｲｼﾞ

292 和歌山県 指導者 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 高瀬 薫 ﾀｶｾ ｶｵﾙ

293 和歌山県 男子選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 福島 直樹 ﾌｸｼﾏ ﾅｵｷ

294 和歌山県 男子選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 増元 維織 ﾏｽﾓﾄ ｲｵﾘ

295 和歌山県 男子選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 井関 翔真 ｲｾｷ ｼｮｳﾏ

296 和歌山県 男子選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 若林 良樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ

297 和歌山県 女子選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 菱山 愛里 ﾋｼﾔﾏ ｱｲﾘ

298 和歌山県 女子選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 福岡 愛佳莉 ﾌｸｵｶ ｱｶﾘ

299 和歌山県 女子選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 三宅 愛香 ﾐﾔｹ ｱｲｶ

300 和歌山県 女子選手 紀の国アスリートクラブ 紀の国AC ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 谷所 翼 ﾀﾝｼﾞｮ ﾂﾊﾞｻ
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鳥取県

301 鳥取県 指導者 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ フセティーシー 倉光 幸生 ｸﾗﾐﾂ ﾕｷｵ

302 鳥取県 指導者 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ フセティーシー 村上 嘉尚 ﾑﾗｶﾐ ｶｼｮｳ

303 鳥取県 男子選手 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ フセティーシー 倉光 一冴 ｸﾗﾐﾂ ｲｯｻ

304 鳥取県 男子選手 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ フセティーシー 太田 咲真 ｵｵﾀ ｻｸﾏ

305 鳥取県 男子選手 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ フセティーシー 松本 葉月 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ

306 鳥取県 男子選手 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ フセティーシー 福山 天祥 ﾌｸﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ

307 鳥取県 女子選手 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ フセティーシー 田中 ゆら ﾀﾅｶ ﾕﾗ

308 鳥取県 女子選手 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ フセティーシー 深田 彩名 ﾌｶﾀﾞ ｱﾔﾅ

309 鳥取県 女子選手 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ フセティーシー 清水 美礼 ｼﾐｽﾞ ﾐﾗｲ

310 鳥取県 女子選手 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ フセティーシー 金子 りん ｶﾈｺ ﾘﾝ

島根県

311 島根県 指導者 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 大田 裕 ｵｵﾀ ﾕﾀｶ

312 島根県 指導者 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 山口 明紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷ

313 島根県 男子選手 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 森田 那生 ﾓﾘﾀ ﾅｵ

314 島根県 男子選手 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 安部 晄生 ｱﾍﾞ ｺｳｷ

315 島根県 男子選手 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 木村 拓斗 ｷﾑﾗ ﾀｸﾄ

316 島根県 男子選手 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 田村 累斗 ﾀﾑﾗ ﾙｲﾄ

317 島根県 女子選手 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 原田 奈茄 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ

318 島根県 女子選手 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 出店 優花 ﾃﾞﾐｾ ﾕｳｶ

319 島根県 女子選手 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 中村 美結 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ

320 島根県 女子選手 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ 邑智Ｊ．Ｔ．Ｓ ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 石川 音羽 ｲｼｶﾜ ｵﾄﾊ

岡山県

321 岡山県 指導者 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岡野 里美 ｵｶﾉ ｻﾄﾐ

322 岡山県 指導者 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 井村 鈴子 ｲﾑﾗ ｽｽﾞｺ

323 岡山県 男子選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 八百原 隼大 ﾔｵﾊﾗ ﾊﾔﾄ

324 岡山県 男子選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 石井 翔 ｲｼｲ ｶｹﾙ

325 岡山県 男子選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 中野　 裕心 ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾝ

326 岡山県 男子選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 八木 宏樹 ﾔｷﾞ ﾋﾛｷ

327 岡山県 女子選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 那須 希 ﾅｽ ﾉｿﾞﾐ

328 岡山県 女子選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 高柿　 陽菜 ﾀｶｶﾞｷ ﾋﾅ

329 岡山県 女子選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 押目 悠理乃 ｵｼﾒ ﾕﾘﾉ

330 岡山県 女子選手 井村ランニングクラブ IRC ｲﾑﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 大塚 果乃子 ｵｵﾂｶ ｶﾉｺ
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広島県

331 広島県 指導者 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 矢野 晃 ﾔﾉ ｱｷﾗ

332 広島県 指導者 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 新川 綾香 ｼﾝｶﾜ ｱﾔｶ

333 広島県 男子選手 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 宮田 孝輝 ﾐﾔﾀ ｺｳｷ

334 広島県 男子選手 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 吉田 凪音 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ

335 広島県 男子選手 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 三宅 悠斗 ﾐﾔｹ ﾕｳﾄ

336 広島県 男子選手 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 新木 大翔 ｼﾝｷ ﾀｲｶﾞ

337 広島県 女子選手 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 藤田 実優 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕｳ

338 広島県 女子選手 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 柏原 早希 ｶｼﾊﾗ ｻｷ

339 広島県 女子選手 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 高取 亜也子 ﾀｶﾄﾘ ｱﾔﾈ

340 広島県 女子選手 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 堀 菜々美 ﾎﾘ ﾅﾅﾐ

山口県

341 山口県 指導者 奇兵隊 奇兵隊 ｷﾍｲﾀｲ 江本 孝臣 ｴﾓﾄ ﾀｶｵﾐ

342 山口県 指導者 奇兵隊 奇兵隊 ｷﾍｲﾀｲ 本多 信之 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

343 山口県 男子選手 奇兵隊 奇兵隊 ｷﾍｲﾀｲ 村上 堅信 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾝ

344 山口県 男子選手 奇兵隊 奇兵隊 ｷﾍｲﾀｲ 下村 悠太 ｼﾓﾑﾗ ﾕｳﾀ

345 山口県 男子選手 奇兵隊 奇兵隊 ｷﾍｲﾀｲ 山根 楓馬 ﾔﾏﾈ ﾌｳﾏ

346 山口県 男子選手 奇兵隊 奇兵隊 ｷﾍｲﾀｲ 桑嶋 松太郎 ｸﾜｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ

347 山口県 女子選手 奇兵隊 奇兵隊 ｷﾍｲﾀｲ 先村 若奈 ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ

348 山口県 女子選手 奇兵隊 奇兵隊 ｷﾍｲﾀｲ 永谷 優美紗 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｻ

349 山口県 女子選手 奇兵隊 奇兵隊 ｷﾍｲﾀｲ 村田 里菜 ﾑﾗﾀ ﾘﾅ

350 山口県 女子選手 奇兵隊 奇兵隊 ｷﾍｲﾀｲ 組島 綸乃 ｸﾐｼﾏ ﾘﾝﾉ

徳島県

351 徳島県 指導者 北島ジュニア陸上クラブ ｷﾀｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 中野 甫 ﾅｶﾉ ﾊｼﾞﾒ

352 徳島県 指導者 北島ジュニア陸上クラブ ｷﾀｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 竹内 淳子 ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝｺ

353 徳島県 男子選手 北島ジュニア陸上クラブ ｷﾀｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 林 海斗 ﾊﾔｼ ｶｲﾄ

354 徳島県 男子選手 北島ジュニア陸上クラブ ｷﾀｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 上藤 蓮斗 ｶﾐﾌｼﾞ ﾚﾝﾄ

355 徳島県 男子選手 北島ジュニア陸上クラブ ｷﾀｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加藤 利弥 ｶﾄｳ ﾄｼﾔ

356 徳島県 男子選手 北島ジュニア陸上クラブ ｷﾀｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 山本 崇人 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾄ

357 徳島県 女子選手 北島ジュニア陸上クラブ ｷﾀｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 久次米 七望 ｸｼﾞﾒ ﾅﾅﾐ

358 徳島県 女子選手 北島ジュニア陸上クラブ ｷﾀｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 吉村 凛花 ﾖｼﾑﾗ ﾘﾝｶ

359 徳島県 女子選手 北島ジュニア陸上クラブ ｷﾀｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 湯浅 若葉 ﾕｱｻ ﾜｶﾊﾞ

360 徳島県 女子選手 北島ジュニア陸上クラブ ｷﾀｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 谷 菜々美 ﾀﾆ ﾅﾅﾐ
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香川県

361 香川県 指導者 柞田小学校 柞田小 ｸﾆﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 大麻 弘善 ｵｵｱｻ ﾋﾛﾖｼ

362 香川県 指導者 柞田小学校 柞田小 ｸﾆﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 東原 早織 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｻｵﾘ

363 香川県 男子選手 柞田小学校 柞田小 ｸﾆﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 和田 渉 ﾜﾀﾞ ｱﾕﾑ

364 香川県 男子選手 柞田小学校 柞田小 ｸﾆﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 眞鍋 天良 ﾏﾅﾍﾞ ﾀｶﾗ

365 香川県 男子選手 柞田小学校 柞田小 ｸﾆﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 土田 武蔵 ﾂﾁﾀﾞ ﾑｻｼ

366 香川県 男子選手 柞田小学校 柞田小 ｸﾆﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 福田 航平 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ

367 香川県 女子選手 柞田小学校 柞田小 ｸﾆﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 高橋 ひなた ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ

368 香川県 女子選手 柞田小学校 柞田小 ｸﾆﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 大西 由菜 ｵｵﾆｼ ﾕﾅ

369 香川県 女子選手 柞田小学校 柞田小 ｸﾆﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 片山 ひかり ｶﾀﾔﾏ ﾋｶﾘ

370 香川県 女子選手 柞田小学校 柞田小 ｸﾆﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 花畑 遥香 ﾊﾅﾊﾞﾀｹ ﾊﾙｶ

愛媛県

371 愛媛県 指導者 波っ子ランナーズ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ 三由 弘一 ﾐﾖｼ ﾋﾛｶｽﾞ

372 愛媛県 指導者 波っ子ランナーズ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ 三由 博美 ﾐﾖｼ ﾋﾛﾐ

373 愛媛県 男子選手 波っ子ランナーズ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ 尾崎 元輔 ｵｻﾞｷ ｹﾞﾝｽｹ

374 愛媛県 男子選手 波っ子ランナーズ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ 清水 倭 ｼﾐｽﾞ ﾔﾏﾄ

375 愛媛県 男子選手 波っ子ランナーズ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ 高田 聖都 ﾀｶﾀ ﾏｻﾄ

376 愛媛県 男子選手 波っ子ランナーズ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ 尾崎 壮太 ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ

377 愛媛県 女子選手 波っ子ランナーズ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ 檜垣 和奏 ﾋｶﾞｷ ﾜｶﾅ

378 愛媛県 女子選手 波っ子ランナーズ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ 八津川 望愛 ﾔﾂｶﾜ ﾉｱ

379 愛媛県 女子選手 波っ子ランナーズ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ 四塚 湊 ﾖﾂﾂﾞｶ ﾐﾅﾄ

380 愛媛県 女子選手 波っ子ランナーズ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ 岩重 詩織 ｲﾜｼｹﾞ ｼｵﾘ

高知県

381 高知県 指導者 まほろばクラブ南国 まほろば南国 ﾏﾎﾛﾊﾞｸﾗﾌﾞﾅﾝｺｸ 葛岡 善行 ｸｽﾞｵｶ ﾖｼﾕｷ

382 高知県 指導者 まほろばクラブ南国 まほろば南国 ﾏﾎﾛﾊﾞｸﾗﾌﾞﾅﾝｺｸ 岸本 拓志 ｷｼﾓﾄ ﾀｸｼ

383 高知県 男子選手 まほろばクラブ南国 まほろば南国 ﾏﾎﾛﾊﾞｸﾗﾌﾞﾅﾝｺｸ 中村 将暉 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ

384 高知県 男子選手 まほろばクラブ南国 まほろば南国 ﾏﾎﾛﾊﾞｸﾗﾌﾞﾅﾝｺｸ 葛岡 敬人 ｸｽﾞｵｶ ｹｲﾄ

385 高知県 男子選手 まほろばクラブ南国 まほろば南国 ﾏﾎﾛﾊﾞｸﾗﾌﾞﾅﾝｺｸ 中沢 帆人 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｲﾄ

386 高知県 男子選手 まほろばクラブ南国 まほろば南国 ﾏﾎﾛﾊﾞｸﾗﾌﾞﾅﾝｺｸ 大西 晄正 ｵｵﾆｼ ｺｳｾｲ

387 高知県 女子選手 まほろばクラブ南国 まほろば南国 ﾏﾎﾛﾊﾞｸﾗﾌﾞﾅﾝｺｸ 吉岡 佐記 ﾖｼｵｶ ｻｷ

388 高知県 女子選手 まほろばクラブ南国 まほろば南国 ﾏﾎﾛﾊﾞｸﾗﾌﾞﾅﾝｺｸ 髙田 芽衣 ﾀｶﾀ ﾒｲ

389 高知県 女子選手 まほろばクラブ南国 まほろば南国 ﾏﾎﾛﾊﾞｸﾗﾌﾞﾅﾝｺｸ 岩見 奏愛 ｲﾜﾐ ｿﾅ

390 高知県 女子選手 まほろばクラブ南国 まほろば南国 ﾏﾎﾛﾊﾞｸﾗﾌﾞﾅﾝｺｸ 中山 莉唯 ﾅｶﾔﾏ ﾘｲ
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福岡県

391 福岡県 指導者 ちくしＡＣ ﾁｸｼｴｰｼｰ ﾁｸｼｴｰｼｰ 宇野 由紀 ｳﾉ ﾕｷ

392 福岡県 指導者 ちくしＡＣ ﾁｸｼｴｰｼｰ ﾁｸｼｴｰｼｰ 別當 純一 ﾍﾞｯﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

393 福岡県 男子選手 ちくしＡＣ ﾁｸｼｴｰｼｰ ﾁｸｼｴｰｼｰ 林 凌輔 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ

394 福岡県 男子選手 ちくしＡＣ ﾁｸｼｴｰｼｰ ﾁｸｼｴｰｼｰ 御幡 一晟 ﾐﾊﾀ ｲｯｾｲ

395 福岡県 男子選手 ちくしＡＣ ﾁｸｼｴｰｼｰ ﾁｸｼｴｰｼｰ 中村 拓海 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ

396 福岡県 男子選手 ちくしＡＣ ﾁｸｼｴｰｼｰ ﾁｸｼｴｰｼｰ 坂本 翔太 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ

397 福岡県 女子選手 ちくしＡＣ ﾁｸｼｴｰｼｰ ﾁｸｼｴｰｼｰ 木林 暁音 ｷﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ

398 福岡県 女子選手 ちくしＡＣ ﾁｸｼｴｰｼｰ ﾁｸｼｴｰｼｰ 二瀬 和桜 ﾌﾀｾ ﾅｷﾞｻ

399 福岡県 女子選手 ちくしＡＣ ﾁｸｼｴｰｼｰ ﾁｸｼｴｰｼｰ 酒井 瑞季 ｻｶｲ ﾐｽﾞｷ

400 福岡県 女子選手 ちくしＡＣ ﾁｸｼｴｰｼｰ ﾁｸｼｴｰｼｰ 宇野 日菜 ｳﾉ ﾋﾅ

佐賀県

401 佐賀県 指導者 TEAM　伊万里 TEAM　伊万里 ﾁｰﾑ ｲﾏﾘ 松尾 由起子 ﾏﾂｵ ﾕｷｺ

402 佐賀県 指導者 TEAM　伊万里 TEAM　伊万里 ﾁｰﾑ ｲﾏﾘ 前田 信行 ｼﾒｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

403 佐賀県 男子選手 TEAM　伊万里 TEAM　伊万里 ﾁｰﾑ ｲﾏﾘ 大川内 健太 ｵｵｶﾜﾁ ｹﾝﾀ

404 佐賀県 男子選手 TEAM　伊万里 TEAM　伊万里 ﾁｰﾑ ｲﾏﾘ 樋口 空汰 ﾋｸﾞﾁ ｿﾗﾀ

405 佐賀県 男子選手 TEAM　伊万里 TEAM　伊万里 ﾁｰﾑ ｲﾏﾘ 野口 周大 ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳﾀ

406 佐賀県 男子選手 TEAM　伊万里 TEAM　伊万里 ﾁｰﾑ ｲﾏﾘ 津山 真太朗 ﾂﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

407 佐賀県 女子選手 TEAM　伊万里 TEAM　伊万里 ﾁｰﾑ ｲﾏﾘ 前田　 華歩 ﾏｴﾀﾞ ｶﾎ

408 佐賀県 女子選手 TEAM　伊万里 TEAM　伊万里 ﾁｰﾑ ｲﾏﾘ 黒木　 柚衣 ｸﾛｷ ﾕｲ

409 佐賀県 女子選手 TEAM　伊万里 TEAM　伊万里 ﾁｰﾑ ｲﾏﾘ 山口 和香奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

410 佐賀県 女子選手 TEAM　伊万里 TEAM　伊万里 ﾁｰﾑ ｲﾏﾘ 山口 藍花 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲｶ

長崎県

411 長崎県 指導者 壱岐ジュニアランナーズ 壱岐Jrﾗﾝﾅｰｽﾞ ｲｷｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ 永松 英樹 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ

412 長崎県 指導者 壱岐ジュニアランナーズ 壱岐Jrﾗﾝﾅｰｽﾞ ｲｷｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ 出口 徹 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

413 長崎県 男子選手 壱岐ジュニアランナーズ 壱岐Jrﾗﾝﾅｰｽﾞ ｲｷｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ 岩本 瑞生 ｲﾜﾓﾄ ﾐｽﾞｷ

414 長崎県 男子選手 壱岐ジュニアランナーズ 壱岐Jrﾗﾝﾅｰｽﾞ ｲｷｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ 竹下 紘夢 ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾑ

415 長崎県 男子選手 壱岐ジュニアランナーズ 壱岐Jrﾗﾝﾅｰｽﾞ ｲｷｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ 原田 航汰 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ

416 長崎県 男子選手 壱岐ジュニアランナーズ 壱岐Jrﾗﾝﾅｰｽﾞ ｲｷｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ 東谷 豊連 ﾋｶﾞｼﾔ ﾄﾖﾏｻ

417 長崎県 女子選手 壱岐ジュニアランナーズ 壱岐Jrﾗﾝﾅｰｽﾞ ｲｷｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ 田中 恵愛 ﾀﾅｶ ｴﾏ

418 長崎県 女子選手 壱岐ジュニアランナーズ 壱岐Jrﾗﾝﾅｰｽﾞ ｲｷｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ 野村 夏希 ﾉﾑﾗ ﾅﾂｷ

419 長崎県 女子選手 壱岐ジュニアランナーズ 壱岐Jrﾗﾝﾅｰｽﾞ ｲｷｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ 本田 結 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｲ

420 長崎県 女子選手 壱岐ジュニアランナーズ 壱岐Jrﾗﾝﾅｰｽﾞ ｲｷｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ 竹藤 凛 ﾀｹﾌｼﾞ ﾘﾝ
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熊本県

421 熊本県 指導者 KURS KURS ｹｲﾕｰｱｰﾙｴｽ 平野 龍 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ

422 熊本県 指導者 KURS KURS ｹｲﾕｰｱｰﾙｴｽ 中満 絵美 ﾅｶﾐﾂ ｴﾐ

423 熊本県 男子選手 KURS KURS ｹｲﾕｰｱｰﾙｴｽ 久保田 流輝 ｸﾎﾞﾀ ﾘｸ

424 熊本県 男子選手 KURS KURS ｹｲﾕｰｱｰﾙｴｽ 中村 勇寛 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ

425 熊本県 男子選手 KURS KURS ｹｲﾕｰｱｰﾙｴｽ 隈部 光稀 ｸﾏﾍﾞ ｺｳｷ

426 熊本県 男子選手 KURS KURS ｹｲﾕｰｱｰﾙｴｽ 中道 蓮太郎 ﾅｶﾐﾁ ﾚﾝﾀﾛｳ

427 熊本県 女子選手 KURS KURS ｹｲﾕｰｱｰﾙｴｽ 今田 朱音 ｲﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ

428 熊本県 女子選手 KURS KURS ｹｲﾕｰｱｰﾙｴｽ 日置 澪 ﾋｵｷ ﾐｵ

429 熊本県 女子選手 KURS KURS ｹｲﾕｰｱｰﾙｴｽ 永石 和葉 ﾅｶﾞｲｼ ｶｽﾞﾊ

430 熊本県 女子選手 KURS KURS ｹｲﾕｰｱｰﾙｴｽ 上村 怜未 ｳｴﾑﾗ ｻﾄﾐ

大分県

431 大分県 指導者 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 河野 富穂 ｶﾜﾉ ﾄﾐｵ

432 大分県 指導者 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 祓川 勝光 ﾊﾗｲｶﾜ ｶﾂﾐﾂ

433 大分県 男子選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 翁長　 良冴 ｵﾅｶﾞ ﾘｮｳｺﾞ

434 大分県 男子選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 野田 慎一郎 ﾉﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

435 大分県 男子選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 林 暉大 ﾊﾔｼ ｷﾗﾄ

436 大分県 男子選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 佐土原　 悠人 ｻﾄﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ

437 大分県 女子選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 池永 楓香 ｲｹﾅｶﾞ ﾌｳｶ

438 大分県 女子選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 西田 雅 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ

439 大分県 女子選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 山本 釉未 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾐ

440 大分県 女子選手 滝尾陸上クラブ 滝尾陸上 ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 福山　 友菜 ﾌｸﾔﾏ ﾕﾅ

宮崎県

441 宮崎県 指導者 宮崎本郷アスリート 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄ 長尾 岳彦 ﾅｶﾞｵ ﾀｹﾋｺ

442 宮崎県 指導者 宮崎本郷アスリート 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄ 原田 貴美子 ﾊﾗﾀﾞ ｷﾐｺ

443 宮崎県 男子選手 宮崎本郷アスリート 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄ 村北 一心 ﾑﾗｷﾀ ｲｯｼﾝ

444 宮崎県 男子選手 宮崎本郷アスリート 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄ 圖師 颯汰 ｽﾞｼ ｿｳﾀ

445 宮崎県 男子選手 宮崎本郷アスリート 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄ 長友 麻喜斗 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｷﾄ

446 宮崎県 男子選手 宮崎本郷アスリート 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄ 吉本 悠人 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾄ

447 宮崎県 女子選手 宮崎本郷アスリート 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄ 原田 エミリー ﾊﾗﾀﾞ ｴﾐﾘｰ

448 宮崎県 女子選手 宮崎本郷アスリート 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄ 兒玉 和愛 ｺﾀﾞﾏ ﾉｱ

449 宮崎県 女子選手 宮崎本郷アスリート 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄ 小嶋 実織 ｺｼﾞﾏ ﾐﾉﾘ

450 宮崎県 女子選手 宮崎本郷アスリート 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄ 椎木 なずな ｼｲｷﾞ ﾅｽﾞﾅ
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鹿児島県

451 鹿児島県 指導者 吉野東陸上スポーツ少年団 ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 元吉 健二 ﾓﾄﾖｼ ｹﾝｼﾞ

452 鹿児島県 指導者 吉野東陸上スポーツ少年団 ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 上園 久美子 ｳｴｿﾉ ｸﾐｺ

453 鹿児島県 男子選手 吉野東陸上スポーツ少年団 ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 野嶽 樹人 ﾉﾀﾞｹ ﾐｷﾄ

454 鹿児島県 男子選手 吉野東陸上スポーツ少年団 ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 大浪 壮史 ｵｵﾅﾐ ｿｳｼ

455 鹿児島県 男子選手 吉野東陸上スポーツ少年団 ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 宮地 弘武 ﾐﾔﾁ ﾋﾛﾑ

456 鹿児島県 男子選手 吉野東陸上スポーツ少年団 ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 前村 侑音 ﾏｴﾑﾗ ｱﾙﾄ

457 鹿児島県 女子選手 吉野東陸上スポーツ少年団 ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 長谷川 凛佳 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾝｶ

458 鹿児島県 女子選手 吉野東陸上スポーツ少年団 ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 松木 桃愛 ﾏﾂｷ ﾓﾓｱ

459 鹿児島県 女子選手 吉野東陸上スポーツ少年団 ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 野崎 里星 ﾉｻﾞｷ ﾘｾ

460 鹿児島県 女子選手 吉野東陸上スポーツ少年団 ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 田原 美姫 ﾀﾊﾗ ﾐｷ

沖縄県

461 沖縄県 指導者 名護陸上クラブ 名護陸上クラブ ﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 新城 光 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾋｶﾙ

462 沖縄県 指導者 名護陸上クラブ 名護陸上クラブ ﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 高島 友幸 ﾀｶｼﾏ ﾄﾓﾕｷ

463 沖縄県 男子選手 名護陸上クラブ 名護陸上クラブ ﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 山名 南海人 ﾔﾏﾅ ﾅﾐﾄ

464 沖縄県 男子選手 名護陸上クラブ 名護陸上クラブ ﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大城　 朝海 ｵｵｼﾛ ｱｻﾐ

465 沖縄県 男子選手 名護陸上クラブ 名護陸上クラブ ﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 仲地　 セスナ ﾅｶﾁ ｾｽﾅ

466 沖縄県 男子選手 名護陸上クラブ 名護陸上クラブ ﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 金城 琉生 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾙｲ

467 沖縄県 女子選手 名護陸上クラブ 名護陸上クラブ ﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 比嘉 暖 ﾋｶﾞ ﾉﾝ

468 沖縄県 女子選手 名護陸上クラブ 名護陸上クラブ ﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 當真 妃奈乃 ﾄｳﾏ ﾋﾅﾉ

469 沖縄県 女子選手 名護陸上クラブ 名護陸上クラブ ﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 伊野波 美織 ｲﾉﾊ ﾐｵﾘ

470 沖縄県 女子選手 名護陸上クラブ 名護陸上クラブ ﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 喜瀬 桜子 ｷｾ ｻｸﾗｺ

大阪府②

471 大阪府② 指導者 万博アスリートクラブ 万博ＡＣ ﾊﾞﾝﾊﾟｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 阿部 寛令 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ

472 大阪府② 指導者 万博アスリートクラブ 万博ＡＣ ﾊﾞﾝﾊﾟｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 吉田 勝志 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｼ

473 大阪府② 男子選手 万博アスリートクラブ 万博ＡＣ ﾊﾞﾝﾊﾟｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 宇陀 大和 ｳﾀﾞ ﾔﾏﾄ

474 大阪府② 男子選手 万博アスリートクラブ 万博ＡＣ ﾊﾞﾝﾊﾟｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 木村 晴 ｷﾑﾗ ﾊﾙ

475 大阪府② 男子選手 万博アスリートクラブ 万博ＡＣ ﾊﾞﾝﾊﾟｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 重光 泉汰 ｼｹﾞﾐﾂ ｾﾝﾀ

476 大阪府② 男子選手 万博アスリートクラブ 万博ＡＣ ﾊﾞﾝﾊﾟｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 宮本 大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽ

477 大阪府② 女子選手 万博アスリートクラブ 万博ＡＣ ﾊﾞﾝﾊﾟｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 村上 心羽 ﾑﾗｶﾐ ｺﾊﾈ

478 大阪府② 女子選手 万博アスリートクラブ 万博ＡＣ ﾊﾞﾝﾊﾟｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 坂東 美旺 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾐｵ

479 大阪府② 女子選手 万博アスリートクラブ 万博ＡＣ ﾊﾞﾝﾊﾟｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 馬頭 なつみ ﾊﾞﾄｳ ﾅﾂﾐ

480 大阪府② 女子選手 万博アスリートクラブ 万博ＡＣ ﾊﾞﾝﾊﾟｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 木下 愛萊 ｷﾉｼﾀ ｱｲﾗ



■“日清食品カップ” 第20回全国小学生クロスカントリーリレ研修大会＿参加者リスト　※2017年11月21日時点

大阪府③

481 大阪府③ 指導者 豊中スキップスポーツ少年団 豊中スキップ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 松田 剛一 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｲﾁ

482 大阪府③ 指導者 豊中スキップスポーツ少年団 豊中スキップ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山田 隆人 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ

483 大阪府③ 男子選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中スキップ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 和田 陸哉 ﾜﾀﾞ ﾘｸﾔ

484 大阪府③ 男子選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中スキップ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 村瀬 太一 ﾑﾗｾ ﾀｲﾁ

485 大阪府③ 男子選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中スキップ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 牧野 修士 ﾏｷﾉ ｼｭｳｼﾞ

486 大阪府③ 男子選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中スキップ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 向井 優貴 ﾑｶｲ ﾕｳｷ

487 大阪府③ 女子選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中スキップ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 天 陽菜乃 ｱﾏ ﾋﾅﾉ

488 大阪府③ 女子選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中スキップ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 正岡 寧々 ﾏｻｵｶ ﾈﾈ

489 大阪府③ 女子選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中スキップ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 泉本 菜月 ｲｽﾞﾓﾄ ﾅﾂｷ

490 大阪府③ 女子選手 豊中スキップスポーツ少年団 豊中スキップ ﾄﾖﾅｶｽｷｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 松田 麻希 ﾏﾂﾀﾞ ｱｻｷ

大阪府④

491 大阪府④ 指導者 ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ ひらかたＫＳＣ ﾋﾗｶﾀｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 中村 訓明 ｼﾒｲ

492 大阪府④ 指導者 ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ ひらかたＫＳＣ ﾋﾗｶﾀｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 高島 優 ｼﾒｲ

493 大阪府④ 男子選手 ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ ひらかたＫＳＣ ﾋﾗｶﾀｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 松本 夏祁 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ

494 大阪府④ 男子選手 ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ ひらかたＫＳＣ ﾋﾗｶﾀｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 島川 琉 ｼﾏｶﾜ ﾘｭｳ

495 大阪府④ 男子選手 ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ ひらかたＫＳＣ ﾋﾗｶﾀｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 小山 智喜 ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ

496 大阪府④ 男子選手 ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ ひらかたＫＳＣ ﾋﾗｶﾀｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 平尾 奏太 ﾋﾗｵ ｶﾅﾀ

497 大阪府④ 女子選手 ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ ひらかたＫＳＣ ﾋﾗｶﾀｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 室山 真優 ﾑﾛﾔﾏ ﾏﾕ

498 大阪府④ 女子選手 ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ ひらかたＫＳＣ ﾋﾗｶﾀｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 室山 実優 ﾑﾛﾔﾏ ﾐﾕ

499 大阪府④ 女子選手 ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ ひらかたＫＳＣ ﾋﾗｶﾀｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 白川 朝陽 ｼﾗｶﾜ ｱｻﾋ

500 大阪府④ 女子選手 ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ ひらかたＫＳＣ ﾋﾗｶﾀｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 馬上 想菜 ｳﾏｶﾞﾐ ｿﾅ


