
【女子】
No 氏　名 氏名カナ 所　　属 No 氏　名 氏名カナ 所　　属
1 菊池　萌水 ｷｸﾁ ﾓｴﾐ KHネオケム株式会社 36 松津　智千 ﾏﾂﾂﾞ ﾁﾕｷ 川越SSC
2 渡邉　碧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ トヨタ自動車 37 松本　怜華 ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲｶ 愛知SSC
3 南里　塔子 ﾅﾝﾘ ﾄｳｺ 帝産クラブ 38 椚瀬　ななみ ｸﾇｷﾞｾ ﾅﾅﾐ 高崎健大
4 中島　未莉 ﾅｶｼﾏ ﾐﾚｲ 倉敷高校 39 権丈　若葉 ｹﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾊﾞ HSC
5 松山　雛子 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾅｺ 立教大学 40 木南　更紗 ｷﾅﾐ ｻﾗｻ ひょうごSSC
6 小池　佑奈 ｺｲｹ ﾕﾅ 中京大学 41 重弘　恵 ｼｹﾞﾋﾛ ﾒｸﾞﾐ 相模原SSC
7 山浦　美和子 ﾔﾏｳﾗ ﾐﾜｺ 栃木県スポーツ協会 42 吉岡　杏珠 ﾖｼｵｶ ｱﾝｼﾞｭ 臨海スピードクラブ
8 長森　遥南 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾊﾙﾅ 新神戸スピードゼミ 43 友貞　結菜 ﾄﾓｻﾀﾞ ﾕﾅ 広島SSC
9 島根　くるみ ｼﾏﾈ ｸﾙﾐ 阪南大学 44 岡本　帆乃花 ｵｶﾓﾄ ﾎﾉｶ 滋賀スピードクラブ
10 犬塚　莉帆 ｲﾇﾂﾞｶ ﾘﾎ 秀明英光高校 45 間宮　悠 ﾏﾐﾔ ﾕｳ 滋賀スピードクラブ
11 金井　莉佳 ｶﾅｲ ﾘｶ ＳＣ上尾 46 冨吉　葉月 ﾄﾐﾖｼ ﾊﾂﾞｷ 山梨学院大学
12 石井　更紗 ｲｼｲ ｻﾗｻ 相模原SSC 47 塩川　結菜 ｼｵｶﾜ ﾕﾅ 山梨学院高校
13 篠原　理沙 ｼﾉﾊﾗ ﾘｻ 帝産クラブ 48 横山　世奈 ﾖｺﾔﾏ ｾｲﾅ トヨタ自動車
14 水野　彩萌 ﾐｽﾞﾉ ｱﾔﾒ 萌木の村ROCK 49 金井　愛未 ｶﾅｲ ｱｲﾐ 東北高校
15 髙橋　花菜 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 九州高等学校 50 椚瀬　あかり ｸﾇｷﾞｾ ｱｶﾘ 高崎健大
16 黒川　輝衣 ｸﾛｶﾜ ｷｲ ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ 51 桐生　希 ｷﾘｳ ﾉｿﾞﾐ 相模原SSC
17 佐々木　那奈子 ｻｻｷ ﾅﾅｺ 阪南大学 52 中田　明理 ﾅｶﾀ ｱｶﾘ 神奈川大学
18 石川　優希 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ ひょうごSSC 53 田中　愛子 ﾀﾅｶ ｱｲｺ 新神戸スピードゼミ
19 吉田　凪歩 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞﾎ 神奈川大学 54 白岩　千実 ｼﾛｲﾜ ﾁｻﾈ 東北高校
20 新海　彩菜恵 ｼﾝｶﾞｲ ｻﾅｴ 南牧中学校 55 佐々木　千紘 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 東北SC
21 別所　美和 ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾜ 相模原SSC 56 仲野　六花 ﾅｶﾉ ﾘｯｶ 水戸SSC
22 上田　ゆりあ ｳｴﾀﾞ ﾕﾘｱ 帝塚山学院高校 57 山口　友菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 高崎健大
23 金原　幹奈 ｷﾝﾊﾟﾗ ｶﾝﾅ 山梨学院高校 58 奥野　湖々奈 ｵｸﾉ ｺｺﾅ 川越SSC
24 古川　舞 ﾌﾙｶﾜ ﾏｲ 相模原SSC 59 土井　双葉 ﾄﾞｲ ﾌﾀﾊﾞ 坂戸西高校
25 中山　うらら ﾅｶﾔﾏ ｳﾗﾗ 相模原SSC 60 松田　千佳 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｶ 相模原SSC
26 大川　夏美 ｵｵｶﾜ ﾅﾂﾐ 高崎健大 61 松田　千幸 ﾏﾂﾀﾞ ﾁﾕｷ 相模原SSC
27 水野　葵由 ﾐｽﾞﾉ ｷﾗﾘ 山梨学院高校 62 一木　咲藍 ｲﾁｷ ｻｸﾗ 相模原SSC
28 吉澤　葵 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｵｲ 南牧中学校 63 西岡　美咲 ﾆｼｵｶ ﾐｻｷ 相模原SSC
29 谷本　陽 ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙ 広島SSC 64 武藤　緑咲 ﾑﾄｳ ﾐｻｷ 名古屋商業高校
30 上田　彩乃 ｳｴﾀﾞ ｱﾔﾉ 岡山SSC 65 武藤　丹里 ﾑﾄｳ ｱｶﾘ 浅野組・中京建設(株)
31 羽根　美夢希 ﾊﾈ ﾐﾕｷ ひょうごSSC 66 石川　明美 ｲｼｶﾜ ｱｹﾐ ひょうごSSC
32 藤原　明咲 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻｷ 健大高崎高校 67 奥山　奈緒子 ｵｸﾔﾏ ﾅｵｺ ひょうごSSC
33 嶋田　利渚 ｼﾏﾀﾞ ﾘﾅ ひょうごSSC 68 大田　愛海 ｵｵﾀ ｱﾐ 広島SSC
34 太田　琴音 ｵｵﾀ ｺﾄﾈ ひょうごSSC 69 江平　千優 ｴﾋﾗ ﾁﾋﾛ 福岡SSC
35 比企　智花 ﾋｷ ﾄﾓｶ ひょうごSSC
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【男子】
71 齋藤　慧 ｻｲﾄｳ ｹｲ 栃木県スポーツ協会 101 三好　瑛久 ﾐﾖｼ ﾃﾙﾋｻ 関西学院高等部
72 重弘　喜一 ｼｹﾞﾋﾛ ｷｲﾁ 神奈川大学 102 伊藤　隼人 ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 山梨学院高校
73 林　伊吹 ﾊﾔｼ ｲﾌﾞｷ トヨタ自動車 103 高岡　健太 ﾀｶｵｶ ｹﾝﾀ 阪南大学
74 河合　健朗 ｶﾜｲ ﾀﾂﾛｳ 栃木県スポーツ協会 104 吉澤　柊威 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄｳｲ 小海高校
75 齋藤　駿 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ 神奈川大学 105 秋元　航太 ｱｷﾓﾄ ｺｳﾀ 三洋商事株式会社
76 林　康生 ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 地球環境高校 106 山越　龍馬 ﾔﾏｺｼ ﾘｮｳﾏ 相模原SSC
77 三澤　夏陽 ﾐｻﾜ ﾅﾂﾋ トヨタ自動車 107 土屋　源輝 ﾂﾁﾔ ｹﾞﾝｷ 山梨学院大学
78 夏目　笑 ﾅﾂﾒ ｴﾑ 中京大中京高校 108 阿部　恵大 ｱﾍﾞ ｹｲﾀ 健大高崎高校
79 井上　瑠汰 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳﾀ 中京大学 109 大塚　貴之 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ 阪南大学
80 井上　幹皓 ｲﾉｳｴ ﾐｷﾋﾛ 阪南大学 110 渕上　結太 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾕｳﾀ ひょうごSSC
81 村竹　啓恒 ﾑﾗﾀｹ ﾋﾛﾉﾌﾞ 岩手県体育協会 111 青木　龍之介 ｱｵｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 健大高崎高校
82 松津　秀太 ﾏﾂﾂﾞ ｼｭｳﾀ 阪南大学 112 山越　和馬 ﾔﾏｺｼ ｶｽﾞﾏ 法政大学
83 石井　桜汰 ｲｼｲ ｵｳﾀ 相模原SSC 113 吉田　啓人 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 関西学院大学
84 菊池　哲平 ｷｸﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 帝産クラブ 114 入江　旺介 ｲﾘｴ ｵｳｽｹ 福岡SSC
85 小黒　義明 ｵｸﾞﾛ ﾖｼｱｷ 三菱電機 115 新海　大輝 ｼﾝｶﾞｲ ﾀｲｷ 南牧中学校
86 小山　陸 ｺﾔﾏ ﾘｸ (株)シュゼットＨＤ 116 八神　利来 ﾔｶﾞﾐ ﾘｸ 愛知SSC
87 新井　雄貴 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 日本大学 117 貴志　洸祐 ｷｼ ｺｳｽｹ 滋賀スピードクラブ
88 岩下　聖 ｲﾜｼﾀ ﾋｼﾞﾘ 福井県スポーツ協会 118 安藤　蒼人 ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳﾄ 滋賀スピードクラブ
89 佐々木　翔夢 ｻｻｷ ｼｮｳﾑ 南牧中学校 119 小山　晃生 ｵﾔﾏ ｺｳｷ 東北高校
90 安田　圭希 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼｷ 阪南大学 120 井上　弥佑人 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｳﾄ 愛知SSC
91 梅田　匠 ｳﾒﾀﾞ ﾀｸﾐ 阪南大学 121 三村　浩晃 ﾐﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 関西学院大学
92 古川　翼 ﾌﾙｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 相模原SSC 122 榛村　慧 ｼﾝﾑﾗ ｹｲ 相模原SSC
93 岩佐　暖 ｲﾜｻ ﾀﾞﾝ きらぼし銀行 123 右田　友陵 ﾐｷﾞﾀ ﾄﾓﾀｶ 一宮中日SC
94 塩川　和音 ｼｵｶﾜ ｶｽﾞﾄ 山梨学院大学 124 石本　歩 ｲｼﾓﾄ ｱﾕﾑ 滋賀スピードクラブ
95 田平　修大 ﾀﾋﾞﾗ ｼｭｳﾀﾞｲ 神奈川大学 125 横山　大希 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｷ トヨタ自動車
96 和田　拓実 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ アナン学園高校 126 松林　佑倭 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 新神戸スピードゼミ
97 吉澤　翔 ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 地球環境高校 127 阿部　龍毅 ｱﾍﾞ ﾘｭｳｷ 山梨学院大学
98 越智　大翔 ｵﾁ ﾀﾞｲﾄ ｲﾖﾃﾂｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ 128 芥川　丈 ｱｸﾀｶﾞﾜ ｼﾞｮｳ 関西学院大学
99 垣波　武蔵 ｶｷﾅﾐ ﾑｻｼ 沖学園 129 山名　諒 ﾔﾏﾅ ﾘｮｳ 新神戸スピードゼミ
100 林　大剛 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｺﾞ 南牧中学校 130 小田　琥太郎 ｵﾀﾞ ｺﾀﾛｳ ｲﾖﾃﾂｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
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