
第101回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
兼　第21回世界大学クロスカントリー選手権大会代表選手選考競技会

日本学連エントリー一覧【女子】

2018年2月1日

選考順位 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 大学名

1 水口　瞳 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ 3 大阪学院大学

2 棚池　穂乃香 ﾀﾅｲｹ ﾎﾉｶ 3 京都産業大学

3 藤原　あかね ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾈ 3 松山大学

4 信岡　桃英 ﾉﾌﾞｵｶ ﾓﾓｴ 2 京都産業大学

5 清水　萌衣乃 ｼﾐｽﾞ ﾓｴﾉ 3 東京農業大学

6 加世田　梨花 ｶｾﾀﾞ ﾘｶ 1 名城大学

7 緒方　美咲 ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 3 松山大学

8 高見沢　里歩 ﾀｶﾐｻﾜ ﾘﾎ 2 松山大学

9 佐野　英里佳 ｻﾉ ｴﾘｶ 1 拓殖大学
10 黒澤　実紀 ｸﾛｻﾜ ﾐﾉﾘ 1 白鷗大学

11 古谷　奏 ﾌﾙﾔ ｶﾅﾃﾞ 3 松山大学

12 岡田　佳子 ｵｶﾀﾞ ｶｺ 2 松山大学

13 鈴木　彩智歩 ｽｽﾞｷ ｻﾁﾎ 2 日本体育大学

14 西川　真由 ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ 3 順天堂大学

15 白石　由佳子 ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ 1 順天堂大学

16 藤原　瑠奈 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾙﾅ 1 松山大学

17 徳永　香子 ﾄｸﾅｶﾞｷｮｳｺ 2 名城大学

18 青木　和 ｱｵｷ ﾉﾄﾞｶ 3 名城大学

19 秋山　祐妃 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 1 大東文化大学
20 井手　彩乃 ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ 1 福岡大学

21 宮﨑　友里花 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ 1 順天堂大学

22 端山　絢音 ﾊﾔﾏ ｱﾔﾈ 1 玉川大学

23 光恒　悠里  ﾐﾂﾈ ﾕﾘ 2 福岡大学

24 長濱　夕海香 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕﾐｶ 1 大阪芸術大学

25 玉城　かんな ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 3 名城大学

26 戸田　朱音 ﾄﾀﾞ ｱｶﾈ 1 大阪学院大学

27 原田　紗枝 ﾊﾗﾀﾞ ｻｴ 3 東京農業大学

28 土田　佳奈 ﾂﾁﾀﾞ ｶﾅ 2 東京農業大学

29 永井　智里 ﾅｶﾞｲ ﾁｻﾄ 2 大阪芸術大学

30 佐藤　みな実 ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 2 順天堂大学

31 小川　奈々 ｵｶﾞﾜ ﾅﾅ 2 東京農業大学

32 志村　野々花 ｼﾑﾗ ﾉﾉｶ 1 大阪芸術大学

33 花野　桃子 ﾊﾅﾉ ﾓﾓｺ 1 日本体育大学

34 平賀　奏美 ﾋﾗｶﾞ ｶﾅﾐ 1 東京農業大学

35 和田　美々里 ﾜﾀﾞ ﾐﾐﾘ 1 東洋大学

36 花田　咲絵 ﾊﾅﾀﾞ ｻｴ 1 順天堂大学

37 村上　愛華 ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 1 日本体育大学

38 竹内　優花 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 1 大阪学院大学

39 橋本　晴圭 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 1 大阪学院大学

40 徳永　真紗希 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻｷ 1 松山大学

41 松川　涼子 ﾏﾂｶﾜ ﾘｮｳｺ 3 大東文化大学

42 橋本　奈津 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂ 2 京都産業大学

43 今村　咲織 ｲﾏﾑﾗ ｻｵﾘ 4※ 順天堂大学

44 赤坂　よもぎ ｱｶｻｶ ﾖﾓｷﾞ 4※ 名城大学

45 高見澤　安珠 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ 4※ 松山大学

※1  招待選考順位1～10の選手は①エントリー代 ②交通費 ③大会前日の宿泊費を負担します。

※2 招待選考順位11～20の選手は①エントリー代を負担します。

※3 大会事務局に直接申し込んだ選手につきましては、招待対象外となります。

※4 第21回世界大学クロスカントリー選手権大会代表選手の選考は、日本選手権種目シニア男子

10km、女子8kmに出場した（事務局に直接エントリーした選手含む）、2017 年度に大学 3 年生以下

の者で、日本国籍を有する者を対象とします。
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大会事務局 関 紅葉 ｾｷ ｸﾚﾊ 3 立命館大学
大会事務局 橋本 紗貴 ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 3 立命館大学
大会事務局 佐藤 成葉 ｻﾄｳ ﾅﾙﾊ 2 立命館大学
大会事務局 田中 綾乃 ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ 2 立命館大学
大会事務局 真部 亜樹 ﾏﾅﾍﾞ ｱｷ 2 立命館大学
大会事務局 三浦 佑美香 ﾐｳﾗ ﾕﾐｶ 2 立命館大学
大会事務局 脇坂 詩乃 ﾜｷｻﾞｶ ｼﾉ 2 立命館大学
大会事務局 市川 真衣 ｲﾁｶﾜ ﾏｲ 1 立命館大学
大会事務局 中田 美優 ﾅｶﾀ ﾐﾕｳ 1 立命館大学
大会事務局 松本 美咲 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻｷ 1 立命館大学
大会事務局 白鳥 さゆり ｼﾗﾄﾘ ｻﾕﾘ 3 順天堂大学
大会事務局 奥村 紗帆 ｵｸﾑﾗ ｻﾎ 1 東海大学

※1  招待選考順位1～10の選手は①エントリー代 ②交通費 ③大会前日の宿泊費を負担します。

※2 招待選考順位11～20の選手は①エントリー代を負担します。

※3 大会事務局に直接申し込んだ選手につきましては、招待対象外となります。

※4 第21回世界大学クロスカントリー選手権大会代表選手の選考は、日本選手権種目シニア男子

10km、女子8kmに出場した（事務局に直接エントリーした選手含む）、2017 年度に大学 3 年生以下

の者で、日本国籍を有する者を対象とします。


