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第５２回織田陸上　　　　出場者一覧表
2018/4/22現在

男子
rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属

1 男子 100m 男 Sean McLean アメリカ

2 男子 100m 男 キム グクヨン 韓国
3 男子 100m 山縣 亮太 男 ヤマガタ リョウタ セイコー
4 男子 100m ケンブリッジ 飛鳥 男 ケンブリッジアスカ Nike
5 男子 100m 原 翔太 男 ハラ ショウタ ｽｽﾞｷ浜松AC
6 男子 100m 九鬼 巧 男 クキ タクミ NTN
7 男子 100m 諏訪 達郎 男 スワ タツロウ NTN
8 男子 100m 宮本 大輔 男 ミヤモト ダイスケ 東洋大
9 男子 100m 藤光 謙司 男 フジミツ ケンジ ｾﾞﾝﾘﾝ
10 男子 100m 魚里 勇介 男 ウオザト ユウスケ 関彰商事
11 男子 100m 女部田 祐 男 オナブタ ユウ 筑波銀行
12 男子 100m 田中 佑典 男 タナカ ユウスケ 日本大
13 男子 100m 高橋 周治 男 タカハシ シュウジ 愛知医科大
14 男子 100m 平尾 裕希 男 ヒラオ ユウキ 日本大
15 男子 100m 竹田 一平 男 タケダ イッペイ 中央大
16 男子 100m 馬場 友也 男 ババ トモヤ ﾊｲﾃｸAC
17 男子 100m 大嶋 健太 男 オオシマ ケンタ 日本大
18 男子 100m 西村 顕志 男 ニシムラ タカユキ 富山大
19 男子 100m 福島 聖 男 フクシマ サトル 富山大
20 男子 100m 土手 啓史 男 ドテ ヒロシ 住友電工
21 男子 100m 東田 旺洋 男 ヒガシダ アキヒロ 筑波大
22 男子 100m 坂井 隆一郎 男 サカイ リュウイチロウ関西大
23 男子 100m 宮城 辰郎 男 ミヤギ タツロウ 中央大
24 男子 100m 長田 拓也 男 ナガタ タクヤ 富士通

ショーン・マクリーン

金　国栄
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rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 男子 5000mGP ポール タヌイ 男 ポール タヌイ 九電工
2 男子 5000mGP Jonathan Ndiku 男 ジョナサン ディク 日立物流
3 男子 5000mGP Richard Kimunyan 男 リチャード キムニャン 日立物流
4 男子 5000mGP ジョン マイナ 男 ジョン マイナ 富士通
5 男子 5000mGP 鎧坂 哲哉 男 ヨロイザカ テツヤ 旭化成
6 男子 5000mGP 大六野 秀畝 男 ダイロクノ シュウホ 旭化成
7 男子 5000mGP ＣＨＡＲＬＥＳ ＮＤＩＲＡＮＧＵ 男 チャールズディランゴ JFEｽﾁｰﾙ
8 男子 5000mGP 市田 孝 男 イチダ タカシ 旭化成
9 男子 5000mGP 中川 智春 男 ナカガワ チハル ﾄｰｴﾈｯｸ
10 男子 5000mGP 栁 利幸 男 ヤナギ トシユキ 日立物流
11 男子 5000mGP 服部 弾馬 男 ハットリ ハズマ ﾄｰｴﾈｯｸ
12 男子 5000mGP 牟田 祐樹 男 ムタ ユウキ 日立物流
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rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 男子 5000m 橋詰 大慧 男 ハシヅメ タイセイ 青山学院大
2 男子 5000m 伊藤 和麻 男 イトウ カズマ 住友電工
3 男子 5000m 岡本 雄大 男 オカモト ユウダイ JFEｽﾁｰﾙ
4 男子 5000m 小野田 勇次 男 オノダ ユウジ 青山学院大
5 男子 5000m 藤川 拓也 男 フジカワ タクヤ 中国電力
6 男子 5000m 新井 翔理 男 アライ ショウリ マツダ
7 男子 5000m 小松 巧弥 男 コマツ タクミ NTT西日本
8 男子 5000m 森田 歩希 男 モリタ ホマレ 青山学院大
9 男子 5000m 吉田 圭太 男 ヨシダ ケイタ 青山学院大
10 男子 5000m 林 竜之介 男 ハヤシ リュウノスケSGHグループ
11 男子 5000m PATRICK KIMANI 男 パトリック キマニ JFEｽﾁｰﾙ
12 男子 5000m 北 魁道 男 キタ カイドウ 中国電力
13 男子 5000m 向 晃平 男 ムカイ コウヘイ マツダ
14 男子 5000m 藤井 祐希 男 フジイ ユウキ トクヤマ
15 男子 5000m 松村 陣之助 男 マツムラ ジンノスケ JFEｽﾁｰﾙ
16 男子 5000m 橋本 澪 男 ハシモト レイ マツダ
17 男子 5000m 鈴木 塁人 男 スズキ タカト 青山学院大
18 男子 5000m 圓井 彰彦 男 ツムライ アキヒコ マツダ
19 男子 5000m 清谷 匠 男 キヨタニ タクミ 中国電力
20 男子 5000m 芝田 俊作 男 シバタ シュンサク 大阪府警
21 男子 5000m 松尾 修治 男 マツオ シュウジ 中電工
22 男子 5000m 大谷 健太 男 オオタニ ケンタ JFEｽﾁｰﾙ
23 男子 5000m 久保岡 諭司 男 クボオカ サトシ JFEｽﾁｰﾙ
24 男子 5000m 竹ノ内 佳樹 男 タケノウチ ヨシキ NTT西日本
25 男子 5000m 中西 健 男 ナカニシ ケン NTT西日本
26 男子 5000m 西岡 喬介 男 ニシオカ キョウスケ 中電工
27 男子 5000m 梶谷 瑠哉 男 カジタニ リュウヤ 青山学院大
28 男子 5000m 竹石 尚人 男 タケイシ ナオト 青山学院大
29 男子 5000m 吉里 駿 男 ヨシザト シュン 駿河台大
30 男子 5000m 米田 大輝 男 ヨネダ ヒロキ 大阪府警
31 男子 5000m 寺西 雅俊 男 テラニシ マサトシ マツダ
32 男子 5000m 馬場 翔大 男 ババ ショウタ NTT西日本
33 男子 5000m 田中 瑞穂 男 タナカ ミズホ マツダ

34 男子 5000m 植村 拓未 男 ウエムラ タクミ 青山学院大
35 男子 5000m 森本 卓司 男 モリモト タクジ 中国電力
36 男子 5000m 山崎 亮平 男 ヤマサキ リョウヘイ 中国電力
37 男子 5000m 土久岡 陽祐 男 トクオカ ヨウスケ JFEｽﾁｰﾙ
38 男子 5000m 木村 哲也 男 キムラ テツヤ 住友電工
39 男子 5000m 山本 雄大 男 ヤマモト ユウダイ マツダ
40 男子 5000m 大崎 翔也 男 オオサキ ショウヤ 中電工
41 男子 5000m 藤森 憲秀 男 フジモリ ノリヒデ 中国電力
42 男子 5000m 松村 元輝 男 マツムラ ゲンキ JFEｽﾁｰﾙ
43 男子 5000m 菅 真大 男 カン マサヒロ JFEｽﾁｰﾙ
44 男子 5000m 堤 悠生 男 ツツミ ユウセイ JFEｽﾁｰﾙ
45 男子 5000m 福濱 駿 男 フクハマ シュン ホシザキ
46 男子 5000m 大下 浩平 男 オオシタ コウヘイ 広島経済大
47 男子 5000m 畑中 大輝 男 ハタナカ ダイキ 中電工
48 男子 5000m 木邑 駿 男 キムラ シュン 広島経済大
49 男子 5000m 熊谷 拓馬 男 クマガイ タクマ 住友電工
50 男子 5000m 土居森 諒 男 ドイモリ リョウ 環太平洋大
51 男子 5000m 鮫島 紋二郎 男 サメジマ モンジロウ 中電工
52 男子 5000m 二岡 康平 男 フタオカ コウヘイ 中電工
53 男子 5000m 風岡 永吉 男 カザオカ エイキチ JFEｽﾁｰﾙ
54 男子 5000m 林 奎介 男 ハヤシ ケイスケ 青山学院大
55 男子 5000m 兼実 省伍 男 カネザネ ショウゴ 中国電力
56 男子 5000m 実近 力丸 男 サネチカ リキマル 環太平洋大
57 男子 5000m 千葉 直輝 男 チバ ナオキ SGHグループ
58 男子 5000m 村上 優輝 男 ムラカミ ユウキ JFEｽﾁｰﾙ
59 男子 5000m 佐藤 孝哉 男 サトウ タカヤ 中国電力
60 男子 5000m 渡邉 心 男 ワタナベ ココロ 中国電力
61 男子 5000m 大谷 康太 男 オオタニ コウタ JFEｽﾁｰﾙ
62 男子 5000m 岩田 拓海 男 イワタ タクミ JFEｽﾁｰﾙ
63 男子 5000m 富田 就斗 男 トミタ シュウト 中国電力
64 男子 5000m PAUL KAMAIS 男 ポール カマイシ 中国電力
65 男子 5000m 松井 智靖 男 マツイ トモヤス 中国電力
66 男子 5000m 石橋 安孝 男 イシバシ ヤスタカ SGHグループ
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rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 男子 110mH 増野 元太 男 マスノ ゲンタ ヤマダ電機
2 男子 110mH 高山 峻野 男 タカヤマ シュンヤ ｾﾞﾝﾘﾝ
3 男子 110mH 大室 秀樹 男 オオムロ ヒデキ 大塚製薬
4 男子 110mH 金井 大旺 男 カナイ タイオウ 福井県スポ協
5 男子 110mH 佐藤 大志 男 サトウ ヒロユキ 日立化成
6 男子 110mH 栗城 アンソニー 男 クリキ アンソニー 国際武道大
7 男子 110mH 野本 周成 男 ノモト シュウセイ 早稲田大
8 男子 110mH 田中 新也 男 タナカ シンヤ K-plus
9 男子 110mH 石川 周平 男 イシカワ シュウヘイ 筑波大
10 男子 110mH 古谷 拓夢 男 フルヤ タクム 早稲田大
11 男子 110mH 和戸 達哉 男 ワド タツヤ 麗澤瑞浪AC
12 男子 110mH 平松 パプデンバ 男 ヒラマツ パプデンバ 日本大
13 男子 110mH 藤井 亮汰 男 フジイ リョウタ 順天堂大
14 男子 110mH 鍵本 真啓 男 カギモト マサヒロ 立命館大
15 男子 110mH 西澤 真徳 男 ニシザワ マサノリ 鳥取陸協
16 男子 110mH 山本 健太 男 ヤマモト ケンタ 中京大
17 男子 110mH 尾形 晃広 男 オガタ アキヒロ ゴールド　ジム
18 男子 110mH 札塲 大輝 男 フダバ ヒロキ ヤマダ電機

rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 男子 棒高跳 山本 聖途 男 ヤマモト セイト ﾄﾖﾀ自動車
2 男子 棒高跳 荻田 大樹 男 オギタ ヒロキ ミズノ
3 男子 棒高跳 江島 雅紀 男 エジマ マサキ 日本大
4 男子 棒高跳 鈴木 康太 男 スズキ コウタ 日本体育大
5 男子 棒高跳 来間 弘樹 男 クルマ コウキ ストライダーズ
6 男子 棒高跳 田中 僚 男 タナカ リョウ 和歌山陸協
7 男子 棒高跳 澤野 大地 男 サワノ ダイチ 富士通
8 男子 棒高跳 澤 慎吾 男 サワ シンゴ 日本大
9 男子 棒高跳 土井 翔太 男 ドイ ショウタ 三観陸協
10 男子 棒高跳 逸見 俊太 男 ヘンミ シュンタ 美志摩パール
11 男子 棒高跳 笹瀬 弘樹 男 ササセ ヒロキ 静岡陸協
12 男子 棒高跳 石川 拓磨 男 イシカワ タクマ 中京大
13 男子 棒高跳 大久保 圭介 男 オオクボ ケイスケ 関西学院大
14 男子 棒高跳 山方 諒平 男 ヤマカタ リョウヘイ 大阪陸協
15 男子 棒高跳 松澤 ジアン成治 男 マツザワ ジアンナリハル新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC
16 男子 棒高跳 山本 智貴 男 ヤマモト トモキ ゼビオ
17 男子 棒高跳 榎 将太 男 エノキ ショウタ 中京大
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rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 男子 走幅跳 津波 響樹 男 ツハ ヒビキ 東洋大
2 男子 走幅跳 山川 夏輝 男 ヤマカワ ナツキ 東京陸協
3 男子 走幅跳 橋岡 優輝 男 ハシオカ ユウキ 日本大
4 男子 走幅跳 小田 大樹 男 オダ ダイキ ヤマダ電機
5 男子 走幅跳 下野 伸一郎 男 シモノ シンイチロウ九電工
6 男子 走幅跳 城山 正太郎 男 シロヤマ ショウタロウゼンリン
7 男子 走幅跳 川島 鶴槙 男 カワシマ タズマ 順天堂大
8 男子 走幅跳 大岩 雄飛 男 オオイワ ユウヒ ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ
9 男子 走幅跳 嶺村 鴻汰 男 ミネムラ コウタ 富士通
10 男子 走幅跳 野村 智也 男 ノムラ トモヤ 東海大
11 男子 走幅跳 宮内 勝史 男 ミヤウチ マサシ 筑波大
12 男子 走幅跳 遠藤 泰司 男 エンドウ タイシ 立命館大

rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 男子 三段跳 男 Emmanuel Fakiye オーストラリア
2 男子 三段跳 山本 凌雅 男 ヤマモト リョウマ ＪＡＬ
3 男子 三段跳 原田 睦希 男 ハラダ ムツキ 立命館大
4 男子 三段跳 許田 悠貴 男 キョダ ユウキ 鹿屋体育大
5 男子 三段跳 花谷 昴 男 ハナタニ アキラ ユメオミライ
6 男子 三段跳 中山 昂平 男 ナカヤマ コウヘイ 中京大
7 男子 三段跳 山下 祐樹 男 ヤマシタ ユウキ 国士舘ｸﾗﾌﾞ
8 男子 三段跳 山下 航平 男 ヤマシタ コウヘイ ＡＮＡ
9 男子 三段跳 岡林 隼矢 男 オカバヤシシュンヤ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
10 男子 三段跳 岡部 優真 男 オカベ ユウマ 福岡大
11 男子 三段跳 長谷川 大悟 男 ハセガワ ダイゴ 伊藤超短波
12 男子 三段跳 竹之内 優汰 男 タケノウチ ユウタ 順天堂大

rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 男子 やり投 新井 涼平 男 アライ リョウヘイ ｽｽﾞｷ浜松AC
2 男子 やり投 小南 拓人 男 コミナミ タクト 筑波銀行
3 男子 やり投 小椋 健司 男 オグラ ケンジ 日本体育施設
4 男子 やり投 石山 歩 男 イシヤマ アユム 中京大
5 男子 やり投 田原 紘樹 男 タハラ ヒロキ 京大職員
6 男子 やり投 新垣 暁登 男 アラガキ アキト 日立ICT
7 男子 やり投 佐道 隼矢 男 サドウ ジュンヤ 東海大
8 男子 やり投 松藤 圭汰 男 マツフジ ケイタ 九州共立大
9 男子 やり投 森 秀 男 モリ シュウ 日本大
10 男子 やり投 崎山 雄太 男 サキヤマ ユウタ 日本大
11 男子 やり投 坂本 達哉 男 サカモト タツヤ 大阪体育大
12 男子 やり投 石坂 力成 男 イシザカ リキナリ 大阪体育大

女子
rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属

1 女子 100m 女 Ｔｏｅａ Ｗｉｓｉｌ ﾊﾟﾌﾟｱ･ﾆｭｰｷﾞﾆｱ
2 女子 100m 福島 千里 女 フクシマ チサト セイコー
3 女子 100m 市川 華菜 女 イチカワ カナ ミズノ
4 女子 100m 前山 美優 女 マエヤマ ミユ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC
5 女子 100m 世古 和 女 セコ ノドカ ＣＲＡＮＥ
6 女子 100m 中村 水月 女 ナカムラ ミヅキ 大阪成蹊ＡＣ
7 女子 100m 名倉 千晃 女 ナグラ チアキ NTN
8 女子 100m 杉山 美貴 女 スギヤマ ミキ デンソー
9 女子 100m 齋藤 愛美 女 サイトウ アミ 大阪成蹊大
10 女子 100m 今井 沙緒里 女 イマイ サオリ 飯田病院
11 女子 100m 竹内 爽香 女 タケウチ サヤカ 渡辺パイプ
12 女子 100m 小寺 美沙季 女 コデラ ミサキ 作新学院大
13 女子 100m 壹岐 いちこ 女 イキ イチコ 立命館大
14 女子 100m 足立 紗矢香 女 アダチ サヤカ 青山学院大
15 女子 100m 佐渡山 みなみ 女 サドヤマ ミナミ 九州共立大
16 女子 100m 君嶋 愛梨沙 女 キミシマ アリサ 日本体育大
17 女子 100m 柴山 沙也香 女 シバヤマ サヤカ 大阪成蹊大
18 女子 100m 西尾 香穂 女 ニシオ カホ 甲南大
19 女子 100m 福田 真衣 女 フクダ マイ 日本体育大
20 女子 100m 兒玉 芽生 女 コダマ メイ 福岡大
21 女子 100m 永野 真莉子 女 ナガノ マリコ デンソー
22 女子 100m 寺井 美穂 女 テライ ミホ ユティック
23 女子 100m 重永 乃理子 女 シゲナガ ノリコ 福岡大
24 女子 100m 和田 麻希 女 ワダ マキ ミズノ
25 女子 100m 湯淺 佳那子 女 ユアサ カナコ 日本体育大 県内枠

エマニュエル・ファキイエ

トエア・ウィシル
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rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 女子 5000mGP ROSEMARY　WANJIRUMONICAH 女 ローズメリーワンジルモニカ スターツ
2 女子 5000mGP ヘレン エカラレ 女 ヘレン エカラレ 豊田自動織機
3 女子 5000mGP アン カリンジ 女 アン カリンジ 豊田自動織機
4 女子 5000mGP GRACE　MBUTHYEKIMANZI 女 グレースブティエキマンズィ スターツ
5 女子 5000mGP 堀 優花 女 ホリ ユウカ パナソニック
6 女子 5000mGP ムルリマリアム ワイディラ 女 ムルリマリアムワイディラ 九電工
7 女子 5000mGP 森田 香織 女 モリタ カオリ パナソニック
8 女子 5000mGP 渡邊 菜々美 女 ワタナベ ナナミ パナソニック
9 女子 5000mGP 鷲見 梓沙 女 スミ アズサ ユニバーサル
10 女子 5000mGP 西脇 舞 女 ニシワキ マイ 天満屋
11 女子 5000mGP 野田 沙織 女 ノダ サオリ 肥後銀行
12 女子 5000mGP 緒方 美咲 女 オガタ ミサキ 松山大
13 女子 5000mGP 内藤 早紀子 女 ナイトウ サキコ パナソニック
14 女子 5000mGP 関谷 夏希 女 セキヤ ナツキ 大東文化大
15 女子 5000mGP 五島 莉乃 女 ゴシマ リノ 中央大
16 女子 5000mGP 新井 沙紀枝 女 アライ サキエ 肥後銀行
17 女子 5000mGP 佐藤 成葉 女 サトウ ナルハ 立命館大
18 女子 5000mGP 佐藤 早也伽 女 サトウ サヤカ 積水化学
19 女子 5000mGP 林田 みさき 女 ハヤシダ ミサキ 豊田自動織機
20 女子 5000mGP 籔下 明音 女 ヤブシタ アカネ 豊田自動織機
21 女子 5000mGP 筒井 咲帆 女 ツツイ サキホ ヤマダ電機
22 女子 5000mGP 菅野 七虹 女 カンノ ナナコ 豊田自動織機
23 女子 5000mGP 石澤 ゆかり 女 イシザワ ユカリ エディオン
24 女子 5000mGP 中川 文華 女 ナカガワ アヤカ 積水化学
25 女子 5000mGP 篠塚 麻衣 女 シノヅカ マイ ユニバーサル
26 女子 5000mGP 山ノ内 みなみ 女 ヤマノウチミナミ 京セラ
27 女子 5000mGP 安藤 友香 女 アンドウ ユカ ｽｽﾞｷ浜松AC

rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 女子 5000m 棚池 穂乃香 女 タナイケ ホノカ 京都産業大
2 女子 5000m 石橋 麻衣 女 イシバシ マイ ヤマダ電機
3 女子 5000m 森 紗也佳 女 モリ サヤカ 関西大
4 女子 5000m カマウ タビタ 女 カマウ タビタ 神村学園高
5 女子 5000m 伊澤 菜々花 女 イザワ ナナカ ユニバーサル
6 女子 5000m 安藤 実来 女 アンドウ ミク ヤマダ電機
7 女子 5000m 清水 真帆 女 シミズ マホ ヤマダ電機
8 女子 5000m 市川 珠李 女 イチカワ ジュリ ヤマダ電機
9 女子 5000m 猿見田 裕香 女 サルミダ ユカ ユニバーサル
10 女子 5000m 森本 紗和 女 モリモト サワ ヤマダ電機
11 女子 5000m 大石 楓 女 オオイシ カエデ 玉川大
12 女子 5000m 畠山 実弓 女 ハタケヤマミユ ヤマダ電機
13 女子 5000m 青山 友莉菜 女 アオヤマ ユリナ ヤマダ電機
14 女子 5000m 青山 瑠衣 女 アオヤマ ルイ ユニバーサル
15 女子 5000m ナオミ ムッソーニ 女 ナオミ ムッソーニ 世羅高
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rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 女子 100mH 女 Ｊａｄｅ Ｂａｒｂｅｒ アメリカ

2 女子 100mH カイラ・バーバー 女 Ｋａｉｌａ Ｂａｒｂｅｒ アメリカ

3 女子 100mH 女 チョン ヘリム 韓国
4 女子 100mH 紫村 仁美 女 シムラ ヒトミ 東邦銀行
5 女子 100mH 木村 文子 女 キムラ アヤコ エディオン
6 女子 100mH 青木 益未 女 アオキ マスミ 七十七銀行
7 女子 100mH 相馬 絵里子 女 ソウマ エリコ 茨城陸協
8 女子 100mH 清山 ちさと 女 キヨヤマ チサト いちご
9 女子 100mH 福部 真子 女 フクベ マコ 日本建設工業
10 女子 100mH 野村 有香 女 ノムラ ユカ 福井銀行
11 女子 100mH ヘンプヒル 恵 女 ヘンプヒルメグ 中央大
12 女子 100mH 小林 紗矢香 女 コバヤシ サヤカ 愛知教育大
13 女子 100mH 中村 有希 女 ナカムラ ユウキ エディオン
14 女子 100mH 田中 佑美 女 タナカ ユミ 立命館大
15 女子 100mH 堀池 香穂 女 ホリイケ カホ 国士舘大
16 女子 100mH 吉田 唯莉 女 ヨシダ ユイリ 筑波大
17 女子 100mH 大久保 有梨 女 オオクボ ユリ 中央大
18 女子 100mH 藤森 菜那 女 フジモリ ナナ 明治大
19 女子 100mH 中島 ひとみ 女 ナカジマ ヒトミ 長谷川体育施設
20 女子 100mH 鎌田 咲季 女 カマダ サキ 福岡大
21 女子 100mH 武部 真央 女 タケベ マオ 石川陸協
22 女子 100mH 佐々木 天 女 ササキ テン 筑波大
23 女子 100mH 鈴木 美帆 女 スズキ ミホ 法政大
24 女子 100mH 下谷 奈央 女 シタダニ ナオ 環太平洋大 県内枠

rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 女子 棒高跳 我孫子 智美 女 アビコ トモミ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ
2 女子 棒高跳 仲田 愛 女 ナカダ メグミ 水戸信用金庫
3 女子 棒高跳 根本 智子 女 ネモト トモコ 新日鐵住金君津
4 女子 棒高跳 竜田 夏苗 女 タツタ カナエ ニッパツ
5 女子 棒高跳 間宮 里菜 女 マミヤ リナ アクトス
6 女子 棒高跳 青島 綾子 女 アオシマ アヤコ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC
7 女子 棒高跳 山地 里奈 女 ヤマヂ リナ 観音寺一高
8 女子 棒高跳 那須 眞由 女 ナス マユ 園田学園女子大
9 女子 棒高跳 田中 伶奈 女 タナカ レナ 観音寺一高
10 女子 棒高跳 中林 麻奈 女 ナカバヤシマナ 日本体育大
11 女子 棒高跳 前川 淳 女 マエカワ ジュン 日本体育大
12 女子 棒高跳 金治 良佳 女 カナジ ヨシカ 武庫川女子大
13 女子 棒高跳 若園 茜 女 ワカゾノ アカネ 筑波大

rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 女子 やり投 斉藤 真理菜 女 サイトウ マリナ ｽｽﾞｷ浜松AC
2 女子 やり投 北口 榛花 女 キタグチ ハルカ 日本大
3 女子 やり投 宮下 梨沙 女 ミヤシタ リサ 大体大T.C
4 女子 やり投 山下 実花子 女 ヤマシタ ミカコ 九州共立大
5 女子 やり投 森 友佳 女 モリ ユカ ニコニコのり
6 女子 やり投 久世 生宝 女 クゼ キホウ コンドーテック
7 女子 やり投 當間 汐織 女 トウマ シオリ 福井県スポ協
8 女子 やり投 助永 仁美 女 スケナガ ヒトミ オークワ
9 女子 やり投 右代 織江 女 ウシロ オリエ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC
10 女子 やり投 武本 紗栄 女 タケモト サエ 大阪体育大
11 女子 やり投 瀧川 寛子 女 タキガワ ヒロコ 中京大
12 女子 やり投 長 麻尋 女 オサ マヒロ 国士舘大

鄭　蕙林

ジェード・バーバー
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Ｕ２０
rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属

1 U20男子 5000m 中谷 雄飛 男 ナカヤ ユウヒ 早稲田大
2 U20男子 5000m 田澤 廉 男 タザワ レン 青森山田高
3 U20男子 5000m 鈴木 聖人 男 スズキ キヨト 明治大
4 U20男子 5000m 半澤 黎斗 男 ハンザワ レイト 早稲田大
5 U20男子 5000m 本間 敬大 男 ホンマ ケイタ 東海大
6 U20男子 5000m 千明 龍之佑 男 チギラ リュウノスケ早稲田大
7 U20男子 5000m 湯原 慶吾 男 ユハラ ケイゴ 青山学院大

rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 U20男子 110mH 樋口 陸人 男 ヒグチ リクト 法政大
2 U20男子 110mH 平賀 健太郎 男 ヒラガ ケンタロウ 明治大
3 U20男子 110mH 森戸 信陽 男 モリト ノブアキ 早稲田大
4 U20男子 110mH 勝田 築 男 カッタ キズキ 早稲田大
5 U20男子 110mH 福本 廉 男 フクモト レン 広島皆実高 県内枠
6 U20男子 110mH 北木 裕太 男 キタキ ユウタ 日本体育大学 県内枠
7 U20男子 110mH 小林 亮太 男 コバヤシ リョウタ 神辺旭高 県内枠
8 U20男子 110mH 松谷 晴輝 男 マツタニ ハルキ 近大東広島高 県内枠

rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 U20女子 5000m 廣中 璃梨佳 女 ヒロナカ リリカ 長崎商高
2 U20女子 5000m 高松 智美ムセンビ 女 タカマツ トモミムセンビ名城大
3 U20女子 5000m 御崎 舞 女 ミサキ マイ 立命館大
4 U20女子 5000m 竹内 ひかり 女 タケウチ ヒカリ 立命館大
5 U20女子 5000m 樺沢 和佳奈 女 カバサワ ワカナ 慶應義塾大
6 U20女子 5000m 太田 麻衣 女 オオタ マイ 立命館大
7 U20女子 5000m 長谷川 詩乃 女 ハセガワ シノ ワコール
8 U20女子 5000m 田中 希実 女 タナカ ノゾミ ＮＤ　２８ＡＣ
9 U20女子 5000m 加世田 梨花 女 カセダ リカ 名城大
10 U20女子 5000m 矢田 みくに 女 ヤダ ミクニ デンソー
11 U20女子 5000m 森林 未来 女 モリバヤシミク デンソー
12 U20女子 5000m 加藤 優果 女 カトウ ユウカ 中京学院大
13 U20女子 5000m 和田 有菜 女 ワダ ユナ 名城大
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ＳＥＩＫＯ　チャレンジ１００ｍ ２８日競技 ２７日夜　組分け発表

rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 男子 100m 女部田 祐 男 オナブタ ユウ 筑波銀行
2 男子 100m 西村 顕志 男 ニシムラ タカユキ 富山大
3 男子 100m 永田 駿斗 男 ナガタ シュント 慶應義塾大
4 男子 100m 白石 黄良々 男 シライシ キララ 大東文化大
5 男子 100m 野川 大地 男 ノガワ ダイチ 住友電工
6 男子 100m 大瀨戸 一馬 男 オオセト カズマ 安川電機
7 男子 100m 小池 祐貴 男 コイケ ユウキ ＡＮＡ
8 男子 100m 竹下 裕希 男 タケシタ ユウキ 住友電工
9 男子 100m 山本 陣 男 ヤマモト ジン 日本体育大

10 男子 100m 霜鳥 佑 男 シモトリ ユウ 大東大
11 男子 100m 高橋 雄樹 男 タカハシ ユウキ 大東大
12 男子 100m 藤原 大輝 男 フジワラ　ダイキダイキ 環太平洋大
13 男子 100m 太田 匡哉 男 オオタ マサヤ 大東大
14 男子 100m 榛澤 正充 男 ハンザワ マサミツ 大東大
15 男子 100m 松尾 隆雅 男 マツオ リュウガ 東洋大
16 男子 100m 廣田 将孝 男 ヒロタ マサタカ 大東大
17 男子 100m 井澤 竜二 男 イザワ リョウジ 広島皆実高
18 男子 100m 増野 元太 男 マスノ ゲンタ ヤマダ電機
19 男子 100m 曽我部 晋作 男 ソガベ シンサク 大東大
20 男子 100m 齊藤　 栄輝 男 サイトウ エイキ 倉敷工業高
21 男子 100m 松田 優人 男 マツダ ユウト 広島皆実高
22 男子 100m 山中 太智 男 ヤマナカ タイチ 広島皆実高
23 男子 100m 山口 純平 男 ヤマグチ ジュンペイ 西条農高
24 男子 100m 妻澤 篤志 男 ツマザワ アツシ 広島皆実高
25 男子 100m 村上 登真 男 ムラカミ トウマ 広島皆実高
26 男子 100m 川嶋 昴 男 カワシマ スバル 広島皆実高
27 男子 100m 遠藤 浩樹 男エンドウ　ヒロキヒロキ おかやま山陽高
28 男子 100m 山本 義晃 男 ヤマモト ヨシアキ 広島皆実高
29 男子 100m 谷 和幸 男タニ　カズユキカズユキ おかやま山陽高
30 男子 100m 宇都宮 舞人 男 ウツノミヤ マイト 西条農高
31 男子 100m 池上 祐太郎 男 イケウエ ユウタロウ 西条農高
32 男子 100m 土井 信之介 男ドイ　シンノスケシンノスケ おかやま山陽高
33 男子 100m 澤田 大樹 男 サワダ ヒロキ 西条農高
34 男子 100m 三井 啓吾 男ミツイ　ケイゴ ケイゴ おかやま山陽高
35 男子 100m 髙田 和 男タカタ　ナゴミ ナゴミ おかやま山陽高
36 男子 100m 奥本 正幸 男 オクモト マサユキ 西条農高
37 男子 100m 石津 翔太 男 イシヅ ショウタ 広島皆実高
38 男子 100m 髙橋 輝 男タカハシ　ヒカルヒカル おかやま山陽高
39 男子 100m 藤田 千寛 男フジタ　ヒチロ チヒロ おかやま山陽高
40 男子 100m 吉岡 誠弥 男ヨシオカ　セイヤセイヤ おかやま山陽高
41 男子 100m 桃谷 勇成 男モモタニ　ユウセイユウセイ おかやま山陽高
42 男子 100m 谷場 雅之 男 タニバ マサユキ 大阪陸協
43 男子 100m 小南 拓人 男 コミナミ タクト 筑波銀行

rank エントリー種目 姓 名 性別 セイ メイ 所属
1 女子 100m 重永 乃理子 女 シゲナガ ノリコ 福岡大
2 女子 100m 佐藤 日奈子 女 サトウ ヒナコ 大東文化大
3 女子 100m 前川 梨花 女 マエカワ リンカ 川崎市立橘高
4 女子 100m 井越 朱梨 女 イゴシ アカリ 日本体育大
5 女子 100m 渡邉 ひかる 女 ワタナベ ヒカル 駿河台大
6 女子 100m 島田 沙絵 女 シマダ サエ JMS-AC
7 女子 100m 湯淺 佳那子 女 ユアサ カナコ 日本体育大
8 女子 100m 三宅 奈緒香 女 ミヤケ ナオカ 住友電工
9 女子 100m 澤谷 柚花 女 サワタニ ユズカ 甲南大

10 女子 100m 宮田 乙葉 女 ミヤタ オトハ 甲南大
11 女子 100m 横田 理紗 女 ヨコタ リサ 大東大
12 女子 100m 尾上 梨香 女 オノエ リカ 甲南大
13 女子 100m 縄田 結 女 ナワタ ユイ 九州情報大
14 女子 100m 三宅 真理奈 女 ミヤケ マリナ 甲南大
15 女子 100m 福部 真子 女 フクベ マコ 日本建設工業
16 女子 100m 村山 詩織 女 ムラヤマ シオリ 大東大
17 女子 100m 鶴田 玲美 女 ツルタ レミ 大東大
18 女子 100m 柏原 真希 女 カシハラ マキ 広島皆実高
19 女子 100m 永尾 志穂 女 ナガオ シホ 広島皆実高
20 女子 100m 山口 夏鈴 女 ヤマグチ カリン 広島皆実高
21 女子 100m 片山 姫歌 女 カタヤマ ヒメカ 広島皆実高
22 女子 100m 藤田 かれん 女 フジタ カレン 広島皆実高
23 女子 100m 岩本 瑞希 女 イワモト ミズキ 広島皆実高
24 女子 100m 藤原 めい 女 フジワラ メイ 西条農高
25 女子 100m 久保 奈月 女 クボ ナツキ 西条農高
26 女子 100m 今村 栞 女 イマムラ シオリ 広島皆実高
27 女子 100m 鵜飼 都々菜 女 ウカイ ツヅナ 広島皆実高

※棄権の場合は必ず申し出ること（ＧＰ出場者も）
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