
第20回世界大学クロスカントリー選手権大会（2016/イタリア・カッシーノ）
代表選手選考競技会　エントリー一覧（女子）

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 大学名 学年 所属陸協 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 大学名 学年 所属陸協

藪田　結衣 ﾔﾌﾞﾀ ﾕｲ 京都産業大学 2 京都 渡邉　恵利佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘｶ 白鷗大学 2 岐阜

棚池　穂乃香 ﾀﾅｲｹ ﾎﾉｶ 京都産業大学 1 滋賀 安藤　優香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 白鷗大学 1 栃木

伊丹　晶子 ｲﾀﾐ ｼｮｳｺ 国士舘大学 3 東京 逸木　和香菜 ｲﾂｷ ﾜｶﾅ 福岡大学 3 福岡

嶋守　貴子 ｼﾏﾓﾘ ﾀｶｺ 国士舘大学 3 千葉 髙木　結加 ﾀｶｷ ﾕｲｶ 福岡大学 2 鹿児島

中村　陽菜 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾅ 国士舘大学 2 東京 原田　ひかる ﾊﾗﾀﾞ ﾋｶﾙ 兵庫大学 2 兵庫

干川　瑛美 ﾎｼｶﾜ ｴﾐ 国士舘大学 1 群馬 北本　可奈子 ｷﾀﾓﾄ ｶﾅｺ 名城大学 3 愛知

上原　明悠美 ｳｴﾊﾗ ｱﾕﾐ 松山大学 3 愛媛 横山　友里乃 ﾖｺﾔﾏ ﾕﾘﾉ 名城大学 3 愛知

中原　海鈴 ﾅｶﾊﾗ ﾐｽｽﾞ 松山大学 3 鹿児島 青木　和 ｱｵｷ ﾉﾄﾞｶ 名城大学 1 岐阜

松田　杏奈 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝﾅ 松山大学 3 高知 玉城　かんな ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 名城大学 1 長野

三島　美咲 ﾐｼﾏ ﾐｻｷ 松山大学 3 愛媛 松浦　佳南 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅ 名城大学 1 静岡

上杉　円香 ｳｴｽｷﾞ ﾏﾄﾞｶ 松山大学 2 大分 出水田　眞紀 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾏｷ 立教大学 2 神奈川

林　三紀子 ﾊﾔｼ ﾐｷｺ 松山大学 2 愛媛 小山　香子 ｺﾔﾏ ｷｮｳｺ 順天堂大学 4 北海道

高見澤　安珠 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ 松山大学 2 三重 今村　咲織 ｲﾏﾑﾗ ｻｵﾘ 順天堂大学 2 神奈川

緒方　美咲 ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 松山大学 1 徳島 白鳥　さゆり ｼﾗﾄﾘ ｻﾕﾘ 順天堂大学 1 千葉

谷　珠祈 ﾀﾆ ﾐﾉﾘ 松山大学 1 徳島 木村　芙有加 ｷﾑﾗ ﾌﾕｶ 大東文化大学 3 山形

古谷　奏 ﾌﾙﾔ ｶﾅﾃﾞ 松山大学 1 愛媛 小枝　理奈 ｺｴﾀﾞ ﾘﾅ 大東文化大学 3 福島

藤原　あかね ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾈ 松山大学 1 愛媛 瀬川　帆夏 ｾｶﾞﾜ ｿﾖｶ 大東文化大学 3 神奈川

八木　遥 ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ 松山大学 1 愛媛 佐藤　早也伽 ｻﾄｳ ｻﾔｶ 東洋大学 3 宮城

大畠　万由子 ｵｵﾊﾀ ﾏﾕｺ 神戸学院大学 2 兵庫 平山　絵梨 ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘ 東洋大学 3 山形

杉谷　優衣 ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｲ 神戸学院大学 2 兵庫 内田　寧々 ｳﾁﾀﾞ ﾈﾈ 東洋大学 2 福島

田口　真琴 ﾀｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 神戸学院大学 1 兵庫 室伏　杏花里 ﾑﾛﾌｼ ｱｶﾘ 東洋大学 1 栃木

大樽　瑞葉 ｵｵﾀﾙ ﾐｽﾞﾊ 神戸学院大学 1 兵庫 菅野　七虹 ｶﾝﾉ ﾅﾅｺ 立命館大学 3 京都

浅井　加菜子 ｱｻｲ ｶﾅｺ 神戸学院大学 1 大阪 和田　優香里 ﾜﾀﾞ ﾕｶﾘ 立命館大学 2 京都

手嶋　乃莉子 ﾃｼﾏ ﾉﾘｺ 神戸学院大学 1 兵庫

佐竹　莉奈 ｻﾀｹ ﾘﾅ 神戸学院大学 1 石川

新井　沙紀枝 ｱﾗｲ ｻｷｴ 大阪学院大学 3 山口

清水　真帆 ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ 大阪学院大学 2 大阪

白石　莉理 ｼﾗｲｼ ﾘﾘ 大阪芸術大学 2 大阪

大津　花野子 ｵｵﾂ ｶﾉｺ 大阪芸術大学 2 岐阜

関根　千智 ｾｷﾈ ﾁｻﾄ 中央大学 3 群馬

西村　真実 ﾆｼﾑﾗ ﾏﾐ 中央大学 3 千葉

市村　萌捺美 ｲﾁﾑﾗ ﾓﾅﾐ 中央大学 2 千葉

太田　優紀 ｵｵﾀ ﾕｷ 中央大学 2 千葉

小堀　真佳 ｺﾎﾞﾘ ﾏﾅｶ 東京農業大学 3 神奈川

佐藤　有希 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 東京農業大学 1 茨城

清水　萌衣乃 ｼﾐｽﾞ ﾓｴﾉ 東京農業大学 1 神奈川

原田　紗枝 ﾊﾗﾀﾞ ｻｴ 東京農業大学 1 千葉

小池　彩加 ｺｲｹ ｱﾔｶ 東北福祉大学 4 宮城

栃久保　瑠依 ﾄﾁｸﾎﾞ ﾙｲ 東北福祉大学 4 宮城

葛巻 琴美 ｸｽﾞﾏｷ ｺﾄﾐ 日本体育大学 3 岩手

髙木 理瑚 ﾀｶｷﾞ ﾘｺ 日本体育大学 3 静岡

福島 理奈 ﾌｸｼﾏ ﾘﾅ 日本体育大学 3 熊本

細田 あい ﾎｿﾀﾞ ｱｲ 日本体育大学 2 長野

酒井 優莉菜 ｻｶｲ ﾕﾘﾅ 日本体育大学 1 千葉

高橋 真以 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 日本体育大学 1 山梨

田村 茜 ﾀﾑﾗ ｱｶﾈ 日本体育大学 1 群馬

中村 美咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 日本体育大学 1 埼玉

康本 花梨 ﾔｽﾓﾄ ｶﾘﾝ 日本体育大学 1 兵庫

矢作 佳南子 ﾔｻｸ ｶﾅｺ 日本体育大学 1 青森

小澤　夏美 ｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 白鷗大学 3 福島


