
2020/9/28 現在

Bib No. 氏名 カナ 性別 区分 学年

1 山田　奈子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｺ 女子 （新潟医福大） 大学 3

2 久斗　奈々 ﾋｻﾄ ﾅﾅ 女子 （姫路商／ＳＵＮ加西） 高校 3

3 小池　優媛 ｺｲｹ ﾕｴﾝ 女子 （日本体育大） 大学 3

4 平野由里子 ﾋﾗﾉ ﾕﾘｺ 女子 （新潟医福大） 大学 4

5 本間　美優 ﾎﾝﾏ ﾐﾕｳ 女子 （日大山形／セントラル東根） 高校 3

6 内田　真樹 ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ 女子 （武庫川女子大／ＰＨＯＥＮＩ） 大学 1

7 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 女子 （中京大／枚方ＳＳ） 大学 2

8 坂本　晴野 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾉ 女子 （近畿大学） 大学 2

9 松下奈那香 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾅｶ 女子 （中京大） 大学 1

10 山本こゆき ﾔﾏﾓﾄ ｺﾕｷ 女子 （京都外大西高／イトマン京都） 高校 3

11 椎名　桃子 ｼｲﾅ ﾓﾓｺ 女子 （中京大） 大学 3

12 蝦名　愛梨 ｴﾋﾞﾅ ｱｲﾘ 女子 （日本体育大） 大学 1

13 伊藤里香奈 ｲﾄｳ ﾘｶﾅ 女子 （アクラブ調布） 高校 2

14 岩渕　立歩 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘﾎ 女子 （湘南工大附／ＳＰホウトク） 高校 2

15 若井亜由梨 ﾜｶｲ ｱﾕﾘ 女子 （春日部共栄） 高校 2

16 石川　優希 ｲｼｶﾜ ﾕｷ 女子 （アクラブ調布） 大学 2

17 守友　晃子 ﾓﾘﾄﾓ ｱｷｺ 女子 （スウィンみよし／武南） 高校 2

18 宮田　沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ 女子 （オーシャンナビ） 一般

19 岡本　心美 ｵｶﾓﾄ ｺｺﾛ 女子 （ダッシュ三条） 高校 1

20 小島　光丘 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 女子 （東邦ＳＣ） 中学 3

21 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 女子 （カワサキＳＣ） 一般

22 江原　奈穂 ｴﾊﾗ ﾅﾎ 女子 （九州共立大） 大学 1

23 古賀 千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 女子 （各駅停車SC） 一般

24 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ 女子 （ダッシュ三条） 大学 3

25 中井　花音 ﾅｶｲ ｶﾉﾝ 女子 （愛知高） 高校 3

26 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 女子 （枚方ＳＳ／同志社大） 大学 2

27 安西　琴美 ｱﾝｻﾞｲ ｺﾄﾐ 女子 （日大藤沢／ダンロップSC） 高校 2

28 渡辺　三空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ 女子 （九州共立大） 大学 1

29 寺田　夢空 ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾗ 女子 （豊川高／東邦ＳＣ） 高校 1

30 新倉みなみ ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ 女子 （セントラル目黒） 一般
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31 丸山　莉奈 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾅ 女子 （豊川高／ＪＳＳ中川） 高校 2

32 貴田　裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 女子 （コナミスポーツ） 一般

33 平山　　桃 ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓ 女子 （豊川高／１toＳＷＩＭ） 高校 1

34 藤　　優実 ﾄｳ ﾕﾐ 女子 （BWS） 一般

35 永尾　美友 ﾅｶﾞｵ ﾐﾕ 女子 （枚方ＳＳ／太成学院大高） 高校 3

36 千葉あんな ﾁﾊﾞ ｱﾝﾅ 女子 （ＳＡ一関） 高校 3

37 猪股萌々花 ｲﾉﾏﾀ ﾓﾓｶ 女子 （袋井ＳＣ） 高校 3

38 横地　　梢 ﾖｺﾁ ｺｽﾞｴ 女子 （豊川高／名鉄ＳＳ岩倉） 高校 1


