
 2018日本Ｕ20室内陸上競技大阪大会　エントリーリスト

【U20女子　60ｍ】
No. 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録

1 齋藤　愛美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 岡　山 倉敷中央高 11.70
2 兒玉　芽生 ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 大　分 大分雄城台高 11.76
3 檀上　明日香 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｱｽｶ 大　阪 生野高 11.81
4 佃　　光紗 ﾂｸﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 兵　庫 山手女高 11.89
5 澤谷　柚花 ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 岡　山 倉敷中央高 11.91
6 宮田　乙葉 ﾐﾔﾀ ｵﾄﾊ 兵　庫 夙川高 11.92
7 鈴木　一葉 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾊ 埼　玉 埼玉栄高 11.95
8 中西　彩梨 ﾅｶﾆｼ ｻﾘ 大　阪 大阪高 11.95
9 福田　奈央 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃　木 作新学院高 11.96

10 清水　美沙 ｼﾐｽﾞ ﾐｻ 神奈川 厚木北高 11.96
11 尾上　梨香 ｵﾉｴ ﾘｶ 兵　庫 夙川高 11.98
12 松尾　季奈 ﾏﾂｵ ｷﾅ 兵　庫 須磨東高 12.03
13 長谷川　愛樹 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲｷ 愛  知 中京大中京高 12.04
14 高山　綺音 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔﾈ 大　阪 大阪桐蔭高 12.04
15 園宮　璃子 ｿﾉﾐﾔ ﾘｺ 静  岡 韮山高 12.05
16 井戸アビゲイル　風果 ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ 愛  知 至学館高 12.05
17 田中　更紗 ﾀﾅｶ ｻﾗｻ 新  潟 新潟商業高 12.06
18 河井　優衣 ｶﾜｲ ﾕｲ 新  潟 新潟明訓高 12.06
19 上田　理湖 ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥　取 鳥取城北高 12.06
20 藤田　涼子 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｺ 東　京 日体桜華高 12.07
21 前田　柚奈 ﾏｴﾀﾞ ﾕﾅ 神奈川 荏田高 12.07
22 山本　里菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ 愛  知 岡崎城西高 12.07
23 髙須　鮎香 ﾀｶｽ ｱﾕｶ 愛  知 中京大中京高 12.07
24 小倉　梨央 ｵｸﾞﾗ ﾘｵ 茨　城 東洋大牛久高 12.08
25 高橋　真由 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ 東　京 東京高 12.08
26 片山　栞里 ｶﾀﾔﾏ ｼｵﾘ 愛  知 岡崎城西高 12.10
27 林　　陽菜 ﾊﾔｼ ﾊﾙﾅ 徳  島 鳴門渦潮高 12.10
28 山田　笑実 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾐ 佐　賀 佐賀北高 12.10
29 岩永　留奈 ｲﾜﾅｶﾞ ﾙﾅ 沖　縄 中部商業高 12.10
30 山本　しおり ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 福  井 敦賀高 12.11
31 山口　華枝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山  梨 駿台甲府高 12.11
32 藤本　彩花 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 大　阪 城南学園高 12.11
33 石原　未鈴 ｲｼﾊﾗ ﾐｽｽﾞ 兵　庫 滝川第二高 12.11
34 佐々木　慧 ｻｻｷ ｹｲ 岩  手 花巻東高 12.13
35 菅井　沙桜里 ｽｶﾞｲ ｻｵﾘ 千　葉 柏中央高 12.14
36 渡邊　　輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 長　崎 諫早高 12.14
37 天神　綾音 ﾃﾝｼﾞﾝ ｱﾔﾈ 愛  知 中京大中京高 12.15
38 塩田　夏鈴 ｼｵﾀﾞ ｶﾘﾝ 群　馬 共愛学園高 12.17
39 程川　奈々子 ﾎﾄﾞｶﾜ ﾅﾅｺ 埼　玉 埼玉栄高 12.18
40 原田　由貴 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 滋　賀 玉川高 12.18
41 新井　美鈴 ｱﾗｲ ﾐｽｽﾞ 埼　玉 国際学院高 12.19
42 岸　　千夏 ｷｼ ﾁﾅﾂ 埼　玉 市立浦和高 12.20
43 大城　珠莉 ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 愛  知 至学館高 12.20
44 川鍋　ゆりか ｶﾜﾅﾍﾞ ﾕﾘｶ 東　京 白梅学園高 12.21
45 熊谷　遥未 ｸﾏｶﾞｴ ﾊﾙﾐ 東　京 田園調布学園高 12.21
46 柴田　絹子 ｼﾊﾞﾀ ｷﾇｺ 岐  阜 多治見北高 12.21
47 鈴木　聖菜 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 静  岡 浜松市立高 12.21
48 原田　菜摘 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂﾐ 福　岡 九州国際大付高 12.21
49 スミス　珠理愛 ｽﾐｽ ｼﾞｭﾘｱ 福　岡 中村学園女子高 12.21
50 加藤　汐織 ｶﾄｳ ｼｵﾘ 大　分 大分雄城台高 12.22
51 蛭田　奏絵 ﾋﾙﾀ ｶﾅｴ 神奈川 霧が丘高 12.23
52 千葉　菜生 ﾁﾊﾞ ﾅｵ 兵　庫 山手女高 12.23
53 山本　きらり ﾔﾏﾓﾄ ｷﾗﾘ 愛　媛 今治北高 12.24
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54 中谷　真子 ﾅｶﾀﾆ ﾏｺ 茨　城 東洋大牛久高 12.25
55 平尾　琴未 ﾋﾗｵ ｺﾄﾐ 千　葉 我孫子高 12.25
56 竹内　栞里 ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ 佐　賀 佐賀北高 12.25
57 奥村　ユリ ｵｸﾑﾗ ﾕﾘ 群　馬 共愛学園高 24.22
58 久野　なつ ｸﾉ ﾅﾂ 愛  知 中京大中京高 24.48
59 下村　日向子 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅｺ 滋　賀 近江兄弟社高 24.59
60 南　　千尋 ﾐﾅﾐ ﾁﾋﾛ 大　阪 河南高 24.60
61 吉岡　里奈 ﾖｼｵｶ ﾘﾅ 京　都 西京高 24.61
62 桑原　綾子 ｸﾜﾊﾗ ｱﾔｺ 大　阪 大阪高 24.72
63 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ 大　阪 東大阪大敬愛高 24.74
64 大島　愛梨 ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 栃　木 宇都宮中央女高 24.75
65 長井　未吹 ﾅｶﾞｲ ﾐﾌﾞｷ 新  潟 新潟商業高 24.84
66 橋本　実紅 ﾊｼﾓﾄ ﾐｸ 兵　庫 小野高 24.84
67 三村　　萌 ﾐﾑﾗ ﾒﾊﾞｴ 兵　庫 夙川高 24.86
68 須藤　美桜 ｽﾄﾞｳ ﾐｵ 東　京 東京高 24.88
69 釣屋　　心 ﾂﾘﾔ ｺｺﾛ 熊　本 Rising Sun 24.90
70 櫻井　杏樹 ｻｸﾗｲ ｱﾝｼﾞｭ 群　馬 新島学園高 24.99
71 磯谷　友里 ｲｿｶﾞｲ ﾕﾘ 岐  阜 聖マリア高 25.04
72 村田　綾香 ﾑﾗﾀ ｱﾔｶ 愛  知 豊橋南高 25.05
73 白石　実里 ｼﾗｲｼ ﾐｻﾄ 佐　賀 佐賀北高 25.06
74 大塚　美穂 ｵｵﾂｶ ﾐﾎ 大　分 大分西高 25.09
75 寿　　菜子 ｺﾄﾌﾞｷ ﾅｺ 大　阪 教大池田高 25.10
76 加茂　明華 ｶﾓ ﾊﾙｶ 佐　賀 佐賀北高 25.10
77 小貫　夢海 ｵﾇｷ ﾕｳ 山　形 九里学園高 25.12
78 四方　　夢 ｼｶﾀ ﾕﾒ 京　都 西城陽高 25.12
79 細川　　凜 ﾎｿｶﾜ ﾘﾝ 大　阪 大阪高 25.12
80 村上　ひかる ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ 大　阪 関大第一高 25.12

【U20女子　60ｍH】
No. 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録

1 吉田　唯莉 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾘ 石  川 小松商業高 13.52
2 玉置　菜々子 ﾀﾏｵｷ ﾅﾅｺ 北海道 札幌啓成高 13.73
3 山西　桃子 ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ 東　京 白梅学園高 13.78
4 小山田　環 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀﾏｷ 埼　玉 昌平高 13.81
5 茨木　　凜 ｲﾊﾞﾗｷ ﾘﾝ 山　形 九里学園高 13.84
6 三吉　南緒 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山  梨 巨摩高 13.87
7 齋藤　碧彩 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 群　馬 共愛学園高 13.92
8 西村　夏帆 ﾆｼﾑﾗ ｶﾎ 埼　玉 昌平高 13.93
9 古橋　佳奈 ﾌﾙﾊｼ ｶﾅ 愛  知 安城学園高 13.93

10 田中　文菜 ﾀﾅｶ ﾌﾐﾅ 兵　庫 小野高 13.94
11 中尾　あゆみ ﾅｶｵ ｱﾕﾐ 京　都 西城陽高 13.99
12 安達　楓恋 ｱﾀﾞﾁ ｶﾚﾝ 愛  知 中京大中京高 14.01
13 藤井　このみ ﾌｼﾞｲ ｺﾉﾐ 大　阪 大塚高 14.02
14 西垣　朱音 ﾆｼｶﾞｷ ｱｶﾈ 三  重 松阪商業高 14.06
15 山下　紗稀子 ﾔﾏｼﾀ ｻｷｺ 京　都 西城陽高 14.06
16 宮嶋　優華 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｶ 茨　城 茨城キリスト高 14.07
17 仲田　芽惟 ﾅｶﾀﾞ ﾒｲ 千　葉 市立船橋高 14.07
18 二本松　結衣 ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾕｲ 広　島 神辺旭高 14.08
19 清水　羽菜 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅ 東　京 白梅学園高 14.09
20 岡崎　　汀 ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥　取 倉吉東高 14.11
21 鹿山　鼓文 ｶﾔﾏ ﾂﾂﾞﾐ 群　馬 西邑楽高 14.17
22 江頭　亜美 ｴｶﾞｼﾗ ｱﾐ 愛  知 安城学園高 14.17
23 竜門　千佳 ﾘｭｳﾓﾝ ﾁｶ 岡　山 倉敷中央高 14.19
24 濵口　紀子 ﾊﾏｸﾞﾁ ｷｺ 三  重 松阪商業高 14.23
25 川勝　稀月 ｶﾜｶﾂ ｷﾂﾞｷ 宮　城 常盤木学園高 14.25
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26 有田　安紗季 ｱﾘﾀ ｱｻｷ 兵　庫 滝川第二高 14.25
27 上之園　結子 ｳｴﾉｿﾉ ﾕｲｺ 宮　崎 宮崎工業高 14.26
28 安藤　愛未 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾐ 愛  知 至学館高 14.28
29 澄川　芽久 ｽﾐｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 岡　山 岡山操山高 14.28
30 西川　知沙 ﾆｼｶﾜ ﾁｻ 愛  知 豊橋南高 14.29
31 村上　真凜 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾘﾝ 福　岡 中村学園女子高 14.31
32 白井　杏子 ｼﾗｲ ｷｮｳｺ 新  潟 新潟商業高 14.32
33 中野　　藍 ﾅｶﾉ ﾗﾝ 三  重 四日市商業高 14.32
34 東谷　美都 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾐﾄ 大　阪 関大第一高 14.33
35 中塚　　萌 ﾅｶﾂｶ ﾓｴ 京　都 西京高 14.34
36 吉村　美咲 ﾖｼﾑﾗ ﾐｻｷ 兵　庫 山手女高 14.35
37 和田　来称 ﾜﾀﾞ ｸﾙﾐ 奈　良 添上高 14.35
38 麻野　涼葉 ｱｻﾉ ｽｽﾞﾊ 大　阪 大阪高 14.36
39 堂本　鈴華 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾘﾝｶ 大　阪 大塚高 14.36
40 池田　莉子 ｲｹﾀﾞ ﾘｺ 香  川 四学香川西高 14.37
41 有森　蘭乃 ｱﾘﾓﾘ ﾗﾝﾉ 岡　山 岡山城東高 14.39
42 吉田　萌々 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓ 岐  阜 県岐阜商業高 14.40
43 山下　　凛 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝ 岐  阜 斐太高 14.40
44 橋本　麻耶子 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾔｺ 広　島 神辺旭高 14.40
45 濟藤　未夢 ｻｲﾄｳ ﾐﾕ 神奈川 HappinessAC 14.41
46 猪岡　真帆 ｲｵｶ ﾏﾎ 三  重 上野高 14.41
47 川中　御貴 ｶﾜﾅｶ ﾐｷ 大　阪 茨木高 14.42
48 生駒　志穂 ｲｺﾏ ｼﾎ 三  重 三重高 14.44
49 髙田　桃花 ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ 島　根 松江北高 14.44
50 今村　莉花 ｲﾏﾑﾗ ﾘｶ 佐　賀 鹿島高 14.44
51 中川　万葉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾖ 東　京 芦花高 14.46
52 笠原　理瑚 ｶｻﾊﾗ ﾘｺ 新  潟 新潟商業高 14.46
53 佐竹　里野 ｻﾀｹ ﾘﾉ 愛  知 明和高 14.47
54 萬谷　呂稀 ﾏﾝﾀﾆ ﾛｷ 大　阪 東大阪大敬愛高 14.48
55 松下　　花 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾅ 静  岡 浜松市立高 14.51
56 福山　紗彩 ﾌｸﾔﾏ ｻｱﾔ 奈　良 添上高 14.51
57 金谷　　葵 ｶﾈﾀﾆ ｱｵｲ 埼　玉 埼玉栄高 14.53
58 倉田　羽七 ｸﾗﾀ ｳﾅ 埼　玉 昌平高 14.53
59 圓城寺　祐穂 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾕｳﾎ 京　都 塔南高 14.53
60 髙松　奈未 ﾀｶﾏﾂ ﾅﾐ 福　岡 中村学園女子高 14.54
61 池田　萌華 ｲｹﾀﾞ ﾓｶ 熊　本 熊本中央高 14.54
62 高瀬　唯奈 ﾀｶｾ ﾕｲﾅ 岐  阜 県岐阜商業高 14.55
63 藤代　あすか ﾌｼﾞｼﾛ ｱｽｶ 埼　玉 国際学院高 14.58
64 大玉　華鈴 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 山　口 西京高 14.58
65 吉井　里々子 ﾖｼｲ ﾘﾘｺ 新  潟 新潟商業高 14.59
66 秋元　南乃 ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 長  野 市立長野高 14.59
67 竹松　瑠美 ﾀｹﾏﾂ ﾙﾐ 徳  島 鳴門渦潮高 14.60

【U20女子　走高跳】
No. 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録

1 高橋　　渚 ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞｻ 東　京 東京高 1m78
2 神坂　莉子 ｶﾐｻｶ ﾘｺ 千　葉 市立船橋高 1m77
3 伊藤　桃子 ｲﾄｳ ﾓﾓｺ 愛  知 中京大中京高 1m76
4 樋口　愛莉 ﾋｸﾞﾁ ｱｲﾘ 福　岡 中村学園女子高 1m76
5 鎌田　ほのか ｶﾏﾀ ﾎﾉｶ 福　島 清陵情報高 1m74
6 小笠原　早矢楓 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｻﾔｶ 愛  知 安城学園高 1m74
7 菰田　梨香子 ｺﾓﾀﾞ ﾘｶｺ 愛  知 安城学園高 1m74
8 今川　　恵 ｲﾏｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 広　島 神辺旭高 1m73
9 井上　紗耶加 ｲﾉｳｴ ｻﾔｶ 兵　庫 北摂三田高 1m72

10 武山　玲奈 ﾀｹﾔﾏ ﾚｲﾅ 高　知 大方高 1m72
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11 小野　恵蓮 ｵﾉ ｴﾚﾝ 東　京 創価高 1m71
12 水谷　佳歩 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾎ 大　阪 大塚高 1m71
13 武田　萌伽 ﾀｹﾀﾞ ﾓｶ 山　形 新庄東高 1m70
14 清野　かな子 ｾｲﾉ ｶﾅｺ 千　葉 市立船橋高 1m70
15 豊田　舞奈 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｲﾅ 三  重 松阪商業高 1m70

【U20女子　棒高跳】
No. 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録

1 山地　里奈 ﾔﾏﾁﾞ ﾘﾅ 香  川 観音寺第一高 4m02
2 田中　伶奈 ﾀﾅｶ ﾚﾅ 香  川 観音寺第一高 4m00
3 橋本　　直 ﾊｼﾓﾄ ｽﾅｵ 埼　玉 越谷南高 3m85
4 和田　沙也夏 ﾜﾀﾞ ｻﾔｶ 埼　玉 越谷南高 3m80
5 水上　真里 ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾘ 愛  知 岡崎城西高 3m80
6 椎葉　実生 ｼｲﾊﾞ ﾐｳ 大　阪 大塚高 3m80
7 前川　　淳 ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝ 大　阪 大塚高 3m80
8 友松　日南 ﾄﾓﾏﾂ ﾋﾅ 兵　庫 明石商業高 3m80
9 飯田　真優子 ｲｲﾀﾞ ﾏﾕｺ 埼　玉 不動岡高 3m70

10 塩崎　　泉 ｼｵｻﾞｷ ｲｽﾞﾐ 愛  知 至学館高 3m70
11 道下　咲希 ﾐﾁｼﾀ ｻｷ 兵　庫 明石商業高 3m70
12 乙津　彩乃 ｵﾄﾂﾞ ｱﾔﾉ 大　分 大分西高 3m65
13 新田　英理子 ﾆｯﾀ ｴﾘｺ 岩  手 黒沢尻北高 3m62
14 上原　　遙 ｳｴﾊﾗ ﾊﾙｶ 群　馬 市立前橋高 3m60
15 藤家　麻鈴 ﾌｼﾞｲｴ ﾏﾍﾞﾙ 石  川 星稜高 3m60
16 神谷　優希 ｶﾐﾔ ﾕｳｷ 静  岡 磐田農業高 3m60
17 鈴木　彩純 ｽｽﾞｷ ｱｽﾐ 静  岡 浜松南高 3m60
18 須山　深琉 ｽﾔﾏ ﾐﾙ 静  岡 浜松南高 3m60
19 八木田　沙椰 ﾔｷﾞﾀ ｻﾔ 静  岡 浜松南高 3m60
20 淵上　智晶 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾁｱｷ 大　阪 大塚高 3m60
21 黒田　愛香 ｸﾛﾀﾞ ｱｲｶ 奈　良 添上高 3m60
22 山本　亜希 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷ 大　分 大分西高 3m60
23 佐原　幸奈 ｻﾊﾗ ﾕｷﾅ 静  岡 清和大 3m60
24 絹村　莉子 ｷﾇﾑﾗ ﾘｺ 埼　玉 加須西中 3m60

【U20女子　走幅跳】
No. 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録

1 北田　莉亜 ｷﾀﾀﾞ ﾘｱ 大　阪 摂津高 6m17
2 吉岡　美玲 ﾖｼｵｶ ﾐﾚｲ 石  川 星稜高 6m11
3 中津川　亜月 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｱﾂﾞｷ 静  岡 浜松市立高 6m04
4 坂東　あすか ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｽｶ 大　阪 摂津高 6m02
5 藤山　有希 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 神奈川 東海大相模高 5m98
6 芦田　陽菜 ｱｼﾀﾞ ﾊﾙﾅ 福  井 敦賀高 5m96
7 小林　　聖 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 静  岡 駿河総合高 5m95
8 小野瀬　桃華 ｵﾉｾ ﾓﾓｶ 埼　玉 埼玉栄高 5m94
9 大西　愛永 ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ 大　阪 東大阪大敬愛高 5m94

10 宮川　杏奈 ﾐﾔｶﾜ ｱﾝﾅ 愛  知 三好高 5m91
11 吉村　月乃 ﾖｼﾑﾗ ﾂｷﾉ 愛  知 岡崎城西高 5m90
12 吉岡　里紗 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 大　阪 大阪成蹊女子高 5m90
13 澤井　萌奈 ｻﾜｲ ﾓﾅ 愛  知 中京大中京高 5m89
14 野口　理帆 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾎ 岡　山 倉敷中央高 5m89
15 梅田　夏季 ｳﾒﾀﾞ ﾅﾂｷ 広　島 山陽高 5m88
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