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大学名 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録陸協 種目 記録

愛知教育大学 服部　千秋 ﾊｯﾄﾘ ﾁｱｷ 3 愛知県 － －

石巻専修大学 原田　詠麻 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾏ 1 静岡県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間17分37秒

大阪学院大学 新井　沙紀枝 ｱﾗｲ ｻｷｴ 3 山口県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間13分03秒

大阪学院大学 河合　咲季 ｶﾜｲ ｻｷ 1 愛知県 － －

大阪学院大学 清水　真帆 ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ 2 静岡県 5000m 16分03秒59

大阪学院大学 園田　麻衣 ｿﾉﾀﾞ ﾏｲ 2 熊本県 － －

大阪学院大学 永吉　百恵 ﾅｶﾞﾖｼ ﾓﾓｴ 2 鹿児島県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間17分54秒

大阪学院大学 林　和佳奈 ﾊﾔｼ ﾜｶﾅ 2 奈良県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間14分39秒

大阪学院大学 平安名　由莉 ﾍｲｱﾝﾅ ﾕﾘ 3 沖縄県 5000m 16分33秒38

大阪学院大学 前田　綾子 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｺ 1 大阪府 － －

大阪学院大学 水口　瞳 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ 1 静岡県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間14分28秒

大阪芸術大学 明石　伊央 ｱｶｼ ｲｵ 3 大阪府 － －

大阪芸術大学 大津　花野子 ｵｵﾂ ｶﾉｺ 2 岐阜県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間18分01秒

大阪芸術大学 川田　優紀 ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 3 香川県 － －

大阪芸術大学 轡田　未来 ｸﾂﾜﾀﾞ ﾐｸ 3 静岡県 － －

大阪芸術大学 白石　莉理 ｼﾗｲｼ ﾘﾘ 2 大阪府 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間18分28秒

大阪芸術大学 鳥海　章子 ﾄﾘｳﾐ ｱｷｺ 3 大阪府 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間18分32秒

大阪芸術大学 中村　樹里奈 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾘﾅ 3 京都府 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間18分33秒

大阪芸術大学 横田　麻里亜 ﾖｺﾀ ﾏﾘｱ 3 大阪府 － －

大阪国際大学 宮崎　遥 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 3 大阪府 － －

鹿屋体育大学 福田　舞弥 ﾌｸﾀﾞ ﾏｲﾔ 3 島根県 5000m 16分15秒88

鹿屋体育大学 藤田　理恵 ﾌｼﾞﾀ ﾘｴ 3 鳥取県 10000m 33分13秒08

関西大学 石川　愛海 ｲｼｶﾜ ﾅﾙﾐ 2 愛媛県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間16分51秒

関西大学 北田　朋巳 ｷﾀﾀﾞ ﾄﾓﾐ 1 兵庫県 5000m 16分38秒33

関西大学 清水　惇子 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝｺ 3 愛媛県 10000m 34分41秒55

関西大学 高野　涼夏 ﾀｶﾉ ｽｽﾞｶ 1 神奈川県 5000m 16分49秒86

関西外国語大学 越水　香菜美 ｺｼﾐｽﾞ ｶﾅﾐ 2 広島県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間17分20秒

関西外国語大学 田中　愛里 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 1 北海道 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間16分39秒

関西外国語大学 床呂　沙紀 ﾄｺﾛ ｻｷ 3 三重県 10000m 33分44秒0４

関西外国語大学 渡部　貴江 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｴ 2 岩手県 10000m 34分18分84

環太平洋大学 松下　菜摘 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾂﾐ 3 岡山県 － －

京都産業大学 今井　奏絵 ｲﾏｲ ｶﾅｴ 3 岡山県 10000m 33分52秒82

京都産業大学 今川　綾菜 ｲﾏｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 2 京都府 5000m 16分32秒15

京都産業大学 佐藤　季実子 ｻﾄｳ ｷﾐｺ 3 京都府 10000m 34分02秒49

京都産業大学 関　真衣子 ｾｷ ﾏｲｺ 2 京都府 5000m 16分36秒20

京都産業大学 棚池　穂乃香 ﾀﾅｲｹ ﾎﾉｶ 1 滋賀県 5000m 16分10秒64

京都産業大学 藪田　裕衣 ﾔﾌﾞﾀ ﾕｲ 2 京都府 5000m 16分15秒64

神戸学院大学 大樽　瑞葉 ｵｵﾀﾙ ﾐｽﾞﾊ 1 兵庫県 10000m 35分12秒84

神戸学院大学 大畠　万由子 ｵｵﾊﾀ ﾏﾕｺ 2 兵庫県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間16分35秒

神戸学院大学 杉谷　優衣 ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｲ 2 兵庫県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間18分30秒

神戸学院大学 福本　吾弥 ﾌｸﾓﾄ ｱﾐ 2 鳥取県 － －

神戸学院大学 松浦　真里奈 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘﾅ M1 兵庫県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間18分10秒

順天堂大学 大島　里穂 ｵｵｼﾏ ﾘﾎ 1 群馬県 10000m 34分32秒64

順天堂大学 西川　真由 ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ 1 奈良県 5000m 16分49秒29

順天堂大学 松浦　朝美 ﾏﾂｳﾗ  ｱｻﾐ 3 神奈川県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間14分00秒

聖徳大学 早乙女　遥夏 ｻｵﾄﾒ　ﾊﾙｶ 1 千葉県 － －

聖徳大学 菅生　晶子 ｽｺﾞｳ　ｱｷｺ 3 千葉県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ １時間１６分１９秒
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大東文化大学 瀬川　帆夏 ｾｶﾞﾜ　ｿﾖｶ 3 神奈川県 10000m 33分51秒80

大東文化大学 元廣　由美 ﾓﾄﾋﾛ　ﾕﾐ 1 東京都 10000m 33分50秒40

大東文化大学 谷萩　史歩 ﾔﾊｷﾞ　ｼﾎ 2 東京都 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間15分59秒

玉川大学 大久保　優花 ｵｵｸﾎﾞ　ﾕｳｶ 1 千葉県 － －

玉川大学 中林　咲 ﾅｶﾊﾞﾔｼ　ｴﾐ 1 静岡県 － －

東京農業大学 古屋　夏乃 ﾌﾙﾔ ﾅﾂﾉ 3 山梨県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間15分20秒

同志社女子大学 武津　さなえ ﾀｹﾂ ｻﾅｴ 2 奈良県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間18分45秒

東北福祉大学 小林　文香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｶ 3 山形県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間16分44秒

日本体育大学 髙木 理瑚 ﾀｶｷﾞ　ﾘｺ 3 静岡県 10000m 33分52秒42

日本体育大学 高橋 真以 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 1 山梨県 10000m 35分00秒94

広島大学 土田　真夕 ﾂﾁﾀﾞ ﾏﾕ 3 広島県 － －

広島大学 藤岡　奈津実 ﾌｼﾞｵｶ ﾅﾂﾐ 2 広島県 － －

広島大学 横田　知佳 ﾖｺﾀ ﾁｶ 4 山口県 － －

福岡大学 逸木　和香菜 ｲﾂｷ ﾜｶﾅ 3 福岡県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間14分23秒 

福岡大学 岡村　千咲 ｵｶﾑﾗ ﾁｻｷ 3 熊本県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間18分07秒

福岡大学 岡本　佳代 ｵｶﾓﾄ ｶﾖ 2 山口県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間18分07秒

福岡大学 門柳　葉月 ｶﾄﾞﾔﾅｷﾞ ﾊﾂﾞｷ 3 大分県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間15分25秒

福岡大学 坂口　天音 ｻｶｸﾞﾁ ｱﾏﾈ 2 熊本県 － －

福岡大学 新貝　加奈恵 ｼﾝｶﾞｲ ｶﾅｴ 3 大分県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間18分33秒

福岡大学 高木　結加 ﾀｶｷ ﾕｲｶ 2 鹿児島県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間17分07秒

福岡大学 田中　彩夏 ﾀﾅｶ ｻﾔｶ 2 熊本県 － －

福岡大学 辻　笑 ﾂｼﾞ ｴﾐ 2 熊本県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間17分21秒

佛教大学 井上　結稀 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 3 大阪府 － －

佛教大学 黒川　沙莉愛 ｸﾛｶﾜ ｻﾘｱ 3 京都府 － －

佛教大学 坪倉　琴美 ﾂﾎﾞｸﾗ ｺﾄﾐ 2 京都府 5000m 16分27秒98

佛教大学 廣川　風佳 ﾋﾛｶﾜ ﾌｳｶ 2 京都府 － －

佛教大学 細峪　由麻 ﾎｿｻｺ ﾕﾏ 2 和歌山県 5000m 16分23秒08

北翔大学 星野　里奈 ﾎｼﾉ ｻﾄﾅ 3 北海道 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間19分00秒

北翔大学 吉田　麻美 ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾐ 3 北海道 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間18分37秒

松山大学 上杉　円香 ｳｴｽｷﾞ ﾏﾄﾞｶ 2 大分県 5000m 16分11秒79

松山大学 上原　明悠美 ｳｴﾊﾗ ｱﾕﾐ 3 愛媛県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間11分19秒

松山大学 緒方　美咲 ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 1 徳島県 5000m 16分12秒29

松山大学 高見澤　安珠 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ 2 三重県 － －

松山大学 谷　珠祈 ﾀﾆ ﾐﾉﾘ 1 徳島県 5000m 16分27秒55

松山大学 中原　海鈴 ﾅｶﾊﾗ ﾐｽｽﾞ 3 鹿児島県 － －

松山大学 林　三紀子 ﾊﾔｼ ﾐｷｺ 2 愛媛県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間16分17秒

松山大学 古谷　奏 ﾌﾙﾔ ｶﾅﾃﾞ 1 愛媛県 10000m 33分02秒98

松山大学 松田　杏奈 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝﾅ 3 高知県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間13分25秒

松山大学 三島　美咲 ﾐｼﾏ ﾐｻｷ 3 愛媛県 5000m 15分53秒07

松山大学 八木　遥 ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ 1 岡山県 5000m 16分56秒03

武庫川女子大学 坂田　成加 ｻｶﾀ ﾅﾘｶ 2 兵庫県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間18分39秒

名城大学 赤坂　よもぎ ｱｶｻｶ ﾖﾓｷﾞ 2 神奈川県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間11分41秒

名城大学 齋藤　菜摘 ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 3 福井県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間13分30秒

名城大学 名倉　華子 ﾅｸﾞﾗ ﾊﾅｺ 2 静岡県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間15分27秒

立命館大学 青木　奈波 ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 3 京都府 － －

立命館大学 園田　聖子 ｿﾉﾀﾞ ｾｲｺ 3 福岡県 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間13分31秒

立命館大学 松本　彩花 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｶ 2 大阪府 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1時間17分53秒


