
第５５回織田陸上 出場者一覧表 0426時点
GP種目 男子 100m
姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 56 桐生 祥秀 キリュウ ヨシヒデ KIRYU Yoshihide 日本生命 東京都 '10.04 招待選手
2 57 山縣 亮太 ヤマガタ リョウタ YAMAGATA Ryota セイコー 東京都 10.36 招待選手
3 59 多田 修平 タダ シュウヘイ TADA Shuhei 住友電工 大阪府 '10.18 招待選手
4 60 小池 祐貴 コイケ ユウキ KOIKE Yuki 住友電工 大阪府 '10.19 招待選手
5 61 デーデー ブルーノ デーデー ブルーノ DEDE Bruno 東海大 長野県 '10.20
6 62 東田 旺洋 ヒガシダ アキヒロ HIGASHIDA Akihiro 栃木スポ協 栃木県 '10.21
7 64 竹田 一平 タケダ イッペイ TAKEDA Ippei スズキ 静岡県 '10.25
8 66 草野 誓也 クサノ セイヤ KUSANO Seiya Accel 千葉県 '10.28
9 68 白石 黄良々 シライシ キララ SHIRAISHI Kirara ｾﾚｽﾎﾟ 東京都 '10.31

10 69 遠藤 泰司 エンドウ タイシ ENDO Taishi 新日本住設 滋賀県 '10.33
11 70 桑田 成仁 クワタ ナルヒト KUWATA Naruhito 法政大 愛媛県 '10.34
12 71 平野 翔大 ヒラノ ショウダイ HIRANO Shodai 大東文化大 熊本県 '10.35
13 73 山下 潤 ヤマシタ ジュン YAMASHITA Jun ANA 東京都 '10.37
14 74 宮城 辰郎 ミヤギ タツロウ MIYAGI Tatsuro 日星電気 静岡県 '10.37
15 75 勢力 奎 セイリキ ケイ SEIRIKI Kei ASﾌｸﾔﾏ 広島県 '10.37
16 78 河田 航典 カワタ コウスケ KAWATA Kosuke 立教大 愛知県 '10.39
17 79 瀬尾 英明 セオ ヒデアキ SEO Hideaki 順天堂大 千葉県 '10.39
18 80 田中 佑典 タナカ ユウスケ TANAKA Yusuke メイスンワーク 東京都 '10.39
19 81 桒原 拓也 クワハラ タクヤ KUWAHARA Takuya 関西学院大 兵庫県 10.39
20 82 永田 駿斗 ナガタ シュント NAGATA Shunto 住友電工 兵庫県 '10.40

GP種目 男子 100m SEIKOチャレンジ （上位４名が、ＧＰ予選に出場）
姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 84 三浦 励央奈 ミウラ レオナ MIURA Reona 早稲田大 神奈川県 '10.41
2 85 新崎 仁也 アラサキ マサヤ ARASAKI Masaya 九州共立大 沖縄県 '10.43
3 86 岡田 寛人 オカダ ヒロト OKADA Hiroto 関西大 広島県 '10.43
4 87 松尾 隆雅 マツオ リュウガ MATSUO Ryuga ＴＯＹＯ ＴＣ 埼玉県 '10.43
5 89 重谷 大樹 シゲタニ ヒロキ SHIGETANI Hiroki 東洋大 福岡県 '10.44
6 90 梶川 颯太 カジカワ ソウタ KAJIKAWA Sota 立命館大 福井県 '10.45
7 92 矢橋 寛明 ヤバシ ヒロアキ YABASHI Hiroaki ヴィアティン 三重県 '10.46
8 93 児島 大樹 コジマ ヒロキ KOJIMA Hiroki Runway 静岡県 '10.46
9 94 川上 拓也 カワカミ タクヤ KAWAKAMI Takuya 大阪ガス 大阪府 '10.47

10 95 平尾 裕希 ヒラオ ユウキ HIRAO Yuki 東亜道路工業 千葉県 '10.47
11 96 藤本 峻介 フジモト シュンスケ FUJIMOTO Shunsuke 南部自動車学校 三重県 '10.48
12 97 杉本 大騎 スギモト ダイキ SUGIMOTO Daiki 中京大 愛知県 '10.48
13 67 根岸 紀仁 ネギシ ノリヒト NEGISHI Norihito Accel 千葉県 '10.49
14 77 六郎面 有佑 ロクロウメン ユウスケ ROKUROMEN Yusuke 環太平洋大 愛媛県 '10.49
15 83 藤井 和寿 フジイ カズトシ FUJII Kazutoshi 中央大 神奈川県 '10.49
16 88 本多 諒平 ホンダ リョウヘイ HONDA Ryohei 関西大 大阪府 '10.49
17 91 竹内 璃生 タケウチ リオ TAKEUCHI Rio 大東文化大 石川県 '10.49
18 65 与那原 良貴 ヨナハラ リョウキ YONAHARA Ryouki アスリート工房 沖縄県 10.50
19 72 志賀 優晟 シガ ユウセイ SHIGA Yusei 駿河台大 埼玉県 '10.50
20 76 宮内 和哉 ミヤウチ カズヤ MIYAUCHI Kazuya 関西大 大阪府 '10.50
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第５５回織田陸上 出場者一覧表 0426時点

GP種目 男子 3000m
姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 3 竹内 大地 タケウチ ダイチ TAKEUCHI Daichi ﾄｰｴﾈｯｸ 愛知県 '7.53.09 (3000m)
2 4 エバンス ケイタニー エバンス ケイタニー EVANS Keitany ﾄﾖﾀ紡織 愛知県 '13.23.52
3 6 松村 陣之助 マツムラ ジンノスケ MATUMURA Jinnosuke ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 東京都 '13.34.53
4 7 森田 佳祐 モリタ ケイスケ MORITA Keisuke 小森ｺｰﾎﾟ 茨城県 '13.34.57
5 9 高田 康暉 タカダ コウキ TAKADA Koki 住友電工 兵庫県 13.36.55
6 10 上野 裕一郎 ウエノ ユウイチロウ UENO Yuichiro ｾﾝﾄﾎﾟｰﾙｸﾗﾌﾞ 東京都 '13.36.92
7 11 田中 秀幸 タナカ ヒデユキ TANAKA Hideyuki ﾄﾖﾀ自動車 愛知県 '13.37.83
8 13 河村 一輝 カワムラ カズキ KAWAMURA Kazuki ﾄｰｴﾈｯｸ 愛知県 '13.41.62
9 14 富田 峻平 トミタ シュンペイ TOMITA Shumpei 明治大 千葉県 '13.41.74

10 15 漆畑 瑠人 ウルシバタ リュウト URUSHIBATA Ryuto 明治大 鹿児島県 '13.41.87
11 16 難波 天 ナンバ タカシ NANBA Takashi ﾄｰｴﾈｯｸ 愛知県 '13.44.71

GP種目 男子 110mH(1.067m)
姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 101 金井 大旺 カナイ タイオウ KANAI Taioh ミズノ 福井県 '13.27 招待選手
2 102 高山 峻野 タカヤマ シュンヤ TAKAYAMA Shunya ゼンリン 東京都 '13.34 招待選手
3 103 石川 周平 イシカワ シュウヘイ ISHIKAWA Shuhei 富士通 東京都 '13.39
4 104 泉谷 駿介 イズミヤ シュンスケ IZUMIYA Shunsuke 順天堂大 神奈川県 '13.45
5 105 野本 周成 ノモト シュウセイ NOMOTO Syusei 愛媛陸協 愛媛県 '13.45
6 106 藤井 亮汰 フジイ リョウタ FUJII Ryota 三重県スポ協 三重県 '13.57
7 107 増野 元太 マスノ ゲンタ MASUNO Genta ｼﾞｬﾝﾌﾟﾗｲｽﾞAC 千葉県 '13.59
8 108 横地 大雅 ヨコチ タイガ YOKOCHI Taiga 法政大 東京都 '13.60
9 109 高橋 佑輔 タカハシ ユウスケ TAKAHASHI Yusuke ディーエーシ 北海道 '13.60

10 110 村竹 ラシッド ムラタケ ラシッド MURATAKE Rashiddo 順天堂大 千葉県 '13.61
11 111 石田トーマス 東 イシダトーマス ヒガシ ISHIDA THOMAS Higashi 勝浦ｺﾞﾙﾌ倶楽部 千葉県 '13.61
12 112 徳岡 凌 トクオカ リョウ TOKUOKA Ryo 立命館大 兵庫県 '13.79
13 113 大室 秀樹 オオムロ ヒデキ OMURO Hideki 大塚製薬 徳島県 '13.84
14 114 近藤 翠月 コンドウ ミヅキ KONDOU Mizuki 東海大 新潟県 '13.85
15 115 清水 功一朗 シミズ コウイチロウ SHIMIZU Koichiro 関西学院大 大阪府 '13.86
16 116 矢澤 航 ヤザワ ワタル YAZAWA Wataru ﾃﾞｻﾝﾄTC 東京都 '13.91
17 117 勝田 築 カッタ キズキ KATTA Kizuki 早稲田大 島根県 '13.93
18 118 宮﨑 匠 ミヤザキ タクミ MIYAZAKI Takumi 中央大 福岡県 13.95
19 119 多和田 旭 タワダ アサヒ TAWADA Asahi 立命館大 岐阜県 '13.97
20 120 田中 秀明 タナカ ヒデアキ TANAKA Hideaki ＡＵＦ 福岡県 '13.99
21 121 北木 裕太 キタキ ユウタ KITAKI Yuta 日本体育大 広島県 '14.00
22 122 森戸 信陽 モリト ノブアキ MORITO Nobuaki 早稲田大 千葉県 '14.02
23 123 井手 優貴 イデ ユウキ IDE Yuki 福岡大 広島県 '14.02
24 124 二ノ宮 裕平 ニノミヤ ユウヘイ NINOMIYA Yuhei 京都産業大 京都府 '14.02
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第５５回織田陸上 出場者一覧表 0426時点

GP種目 男子 3000mSC
姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 31 三浦 龍司 ミウラ リュウジ MIURA Ryuji 順天堂大 島根県 '8.19.37 招待選手
2 32 フィレモン キプラガット フィレモン キプラガット PHILEMON Kiplagat 愛三工業 愛知県 '8.19.60
3 33 山口 浩勢 ヤマグチ コウセイ YAMAGUCHI Kosei 愛三工業 愛知県 '8.24.19
4 34 青木 涼真 アオキ リョウマ AOKI Ryoma Honda 埼玉県 '8.25.85
5 35 楠 康成 クス ヤスナリ KUSU Yasunari 阿見AC 茨城県 '8.28.01
6 36 塩尻 和也 シオジリ カズヤ SHIOJIRI Kazuya 富士通 千葉県 '8.34.55
7 37 潰滝 大記 ツエタキ ヒロノリ TSUETAKI Hironori 富士通 千葉県 '8.38.35
8 38 打越 雄允 ウチコシ ユウスケ UCHIKOSHI Yusuke 大塚製薬 徳島県 8.38.48
9 39 小原 響 オバラ ヒビキ OBARA Hibiki 青山学院大 宮城県 8.43.68

10 40 神 直之 ジン ナオユキ JIN Naoyuki ﾎｸｾｲﾋﾞｮｲﾝ 北海道 '8.47.16
11 41 阪口 竜平 サカグチ リョウヘイ SAKAGUCHI Ryohei ＳＧＨ 京都府 '8.48.30
12 42 北村 光 キタムラ ヒカル KITAMURA Hikaru 早稲田大 群馬県 '8.49.92
13 43 山下 洸 ヤマシタ ミナト YAMASHITA Minato NTN 三重県 '9.05.02
14 44 諸冨 湧 モロトミ ワク MOROTOMI Waku 早稲田大 京都府 '8.50.70
15 45 内田 賢利 ウチダ ケント UCHIDA Kento 立教大 東京都 '8.53.69
16 46 松本 葵 マツモト アオイ MATSUMOTO Aoi 大塚製薬 徳島県 '8.58.29

GP種目 男子 棒高跳
試技順 姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 214 小林 拓己 コバヤシ タクミ KOBAYASHI Takumi 育英大 群馬県 '5.30
2 213 澤野 大地 サワノ ダイチ SAWANO Daichi 富士通 千葉県 '5.30
3 212 大崎 洋介 オオサキ ヨウスケ OSAKI Yosuke 日本体育大 兵庫県 '5.31
4 211 山本 智貴 ヤマモト トモキ YAMAMOTO Tomoki ゼビオ 東京都 5.32
5 210 重藤 慶多 シゲトウ ケイタ SHIGETO Keita ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ西日本 香川県 '5.32
6 209 石橋 和也 イシバシ カズヤ ISHIBASHI Kazuya アマギ 神奈川県 5.34
7 208 石丸 颯太 イシマル ソウタ ISHIMARU Sota 順天堂大 愛媛県 5.35
8 207 竹川 倖生 タケカワ コウセイ TAKEKAWA Kosei 丸元産業 静岡県 5.50
9 206 澤 慎吾 サワ シンゴ SAWA Shingo きらぼし銀行 東京都 '5.50

10 205 古澤 一生 フルサワ カズキ FURUSAWA Kazuki 筑波大 群馬県 5.51
11 204 江島 雅紀 エジマ マサキ EJIMA Masaki 富士通 東京都 '5.52
12 203 来間 弘樹 クルマ コウキ KURUMA Koki ｽﾄﾗｲﾀﾞｰｽﾞｴｰｼｰ 東京都 '5.60
13 202 石川 拓磨 イシカワ タクマ ISHIKAWA Takuma ＴＣＳ陸上部 東京都 '5.70 招待選手
14 201 山本 聖途 ヤマモト セイト YAMAMOTO Seito ﾄﾖﾀ自動車 愛知県 '5.70 招待選手
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第５５回織田陸上 出場者一覧表 0426時点

GP種目 男子 走幅跳
試技順 姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 233 山川 夏輝 ヤマカワ ナツキ YAMAKAWA Natsuki 東武トップツアーズ 東京都 7.67 陸連推薦
2 232 伊藤 陸 イトウ リク ITO Riku 近畿大工業高専 三重県 '7.75
3 231 深沢 宏之 フカサワ ヒロユキ FUKASAWA Hiroyuki MINT TOKYO 東京都 7.81
4 230 吉田 弘道 ヨシダ ヒロミチ YOSHIDA Hiromichi 立命館大 兵庫県 '7.86
5 229 小森 翔 コモリ カケル KOMORI Kakeru 友睦物流 沖縄県 '7.87
6 228 安立 雄斗 アダチ ユウト ADACHI Yuto 福岡大 広島県 '7.87
7 227 外川 天寿 トガワ テンジュ TOGAWA Tenju ｼﾞｬﾝﾌﾟﾗｲｽﾞAC 千葉県 '7.88
8 226 鳥海 勇斗 トリウミ ユウト TORIUMI Yuto 日本大 千葉県 '7.88
9 225 舞永 夏稀 マイナガ ナツキ MAINAGA Natsuki 太成学院 大阪府 '7.89

10 224 城山 正太郎 シロヤマ ショウタロウ SHIROYAMA Shotaro ゼンリン 北海道 '7.90
11 223 小田 大樹 オダ ダイキ ODA Daiki ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 群馬県 7.96
12 222 津波 響樹 ツハ ヒビキ TSUHA Hibiki 大塚製薬 徳島県 '7.99
13 221 橋岡 優輝 ハシオカ ユウキ HASHIOKA Yuki 富士通 東京都 '8.29 招待選手

GP種目 男子 三段跳
試技順 姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 250 小田 大雅 オダ タイガ ODA Taiga 福岡大 神奈川県 '15.88
2 249 藤内 誠也 トウナイ セイヤ TONAI Seiya 日経大AC 福岡県 '15.97
3 248 中山 昂平 ナカヤマ コウヘイ NAKAYAMA Kohei 渡辺パイプ 東京都 '16.05
4 247 齋藤 勇太 サイトウ ユウタ SAITO Yuta 宇都宮記念病院 栃木県 '16.06
5 246 田代 一樹 タシロ カズキ TASHIRO Kazuki 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟県 '16.07
6 245 山本 凌雅 ヤマモト リョウマ YAMAMOTO Ryoma ＪＡＬ 東京都 '16.07
7 228 安立 雄斗 アダチ ユウト ADACHI Yuto 福岡大 広島県 '16.07
8 244 竹之内 優汰 タケノウチ ユウタ TAKENOUCHI Yuta 千葉陸協 千葉県 16.09
9 243 原田 睦希 ハラダ ムツキ HARADA Mutsuki 清川株式会社 大阪府 '16.09

10 242 山下 航平 ヤマシタ コウヘイ YAMASHITA Kohei ANA 東京都 '16.10
11 232 伊藤 陸 イトウ リク ITO Riku 近畿大工業高専 三重県 '16.35
12 241 山下 祐樹 ヤマシタ ユウキ YAMASHITA Yuki Break Parking 神奈川県 '16.38
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第５５回織田陸上 出場者一覧表 0426時点

GP種目 男子 やり投
試技順 姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 272 﨑山 雄太 サキヤマ ユウタ SAKIYAMA Yuta 愛媛陸協 愛媛県 75.25
2 271 鈴木 文人 スズキ フミヒト SUZUKI Fumihito 九州共立大 福岡県 75.89
3 270 長沼 元 ナガヌマ ゲン NAGANUMA Gen スズキ 静岡県 '76.18
4 269 亀井 綾介 カメイ リョウスケ KAMEI Ryosuke ニコニコのり 大阪府 '76.36
5 268 八木 一憲 ヤギ カズノリ YAGI Kazunori みかん山 愛知県 '76.37
6 267 小椋 健司 オグラ ケンジ OGURA Kenji 栃木スポ協 栃木県 '76.81
7 266 坂本 達哉 サカモト タツヤ SAKAMOTO Tatsuya なげるラボ 愛知県 '78.07
8 265 長谷川 鉱平 ハセガワ コウヘイ HASEGAWA Kohei 福井県スポ協 福井県 '78.12
9 264 小南 拓人 コミナミ タクト KOMINAMI Takuto 染めQ 茨城県 '80.55

10 263 寒川 建之介 ソウガワ ケンノスケ SOGAWA Kennosuke GRAND STONE 兵庫県 '81.73
11 262 新井 涼平 アライ リョウヘイ ARAI Ryohei スズキ 静岡県 '81.73 招待選手
12 261 ディーン 元気 ディーン ゲンキ DEAN Genki ミズノ 兵庫県 '84.05 招待選手
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第５５回織田陸上 出場者一覧表 0426時点

4/22 GP種目 女子 100m
姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 59 前川 梨花 マエカワ リンカ MAEKAWA Rinka 日本体育大 神奈川県 '11.58
2 61 壹岐 あいこ イキ アイコ IKI Aiko 立命館大 滋賀県 11.62
3 62 名倉 千晃 ナグラ チアキ NAGURA Chiaki NTN 三重県 '11.63
4 63 湯淺 佳那子 ユアサ カナコ YUASA Kanako 三重県スポ協 三重県 '11.65
5 64 石堂 陽奈 イシドウ ヒナ ISHIDO Hina 環太平洋大 北海道 '11.65
6 65 三浦 由奈 ミウラ ユナ MIURA Yuna 筑波大 宮城県 '11.67
7 66 高橋 明日香 タカハシ アスカ TAKAHASHI Asuka AJ 神奈川県 '11.71
8 67 佐久田 侑咲 サクダ ユウサ SAKUDA Yusa 東京女子体育大 埼玉県 11.75
9 68 壹岐 いちこ イキ イチコ IKI Iciko ﾕﾃｨｯｸ 福井県 '11.77

10 69 吉田 紗弓 ヨシダ サユミ YOSHIDA Sayumi 愛知高校AC 愛知県 '11.77
11 70 渡邊 輝 ワタナベ キラリ WATANABE Kirari 福岡大 長崎県 '11.78
12 71 久保山 晴菜 クボヤマ ハルナ KUBOYAMA Haruna 今村病院 佐賀県 '11.78
13 75 君嶋 愛梨沙 キミシマ アリサ KIMISHIMA Arisa 土木管理総合 長野県 '11.79
14 76 細谷 優美 ホソヤ ユミ HOSOYA Yumi 阿見AC 茨城県 11.80
15 73 和田 麻希 ワダ マキ WADA Maki ミズノ 京都府 '11.80 主催者推薦
16 77 角 良子 スミ リョウコ SUMI Ryoko 倉吉東 鳥取県 '11.83
17 78 御家瀬 緑 ミカセ ミドリ MIKASE Midori 住友電工 大阪府 11.84
18 72 福島 千里 フクシマ チサト FUKUSHIMA Chisato セイコー 東京都 11.86 主催者推薦
19 74 市川 華菜 イチカワ カナ ICHIKAWA Kana ミズノ 愛知県 '12.03 主催者推薦

4/22 GP種目 女子 100m SEIKOチャレンジ （上位５名がＧＰ予選に出場できる）
姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 79 景山 咲穗 カゲヤマ サキホ KAGEYAMA Sakiho 筑波大 千葉県 '11.85
2 80 松田 優美 マツダ ユウミ MATSUDA Yumi いちご 宮崎県 11.85
3 81 藏重 みう クラシゲ ミウ KURASIGE Miu 中京大中京 愛知県 '11.86
4 82 大城 珠莉 オオシロ ジュリ OSHIRO Juri 至学館大 愛知県 11.86
5 83 鶴澤 亜里紗 ツルザワ アリサ TSURUZAWA Alisa 相洋 神奈川県 '11.87
6 85 新名 陽花 ニイナ ハルカ MINA Haruka 立命館大 大分県 '11.89
7 86 山中 日菜美 ヤマナカ ヒナミ YAMANAKA Hinami （株）デンソー 愛知県 '11.90
8 87 園宮 璃子 ソノミヤ リコ SONOMIYA Riko 日本体育大 静岡県 11.90
9 88 座間味 里奈 ザマミ リナ ZAMAMI Rina アスリート工房 沖縄県 11.90

10 89 松本 沙耶子 マツモト サヤコ MATSUMOTO Sayako 七十七銀行 宮城県 '11.93
11 90 田植 晶子 タウエ アキコ TAUE Akiko MPandC 東京都 11.93
12 91 宮田 乙葉 ミヤタ オトハ MIYATA Otoha 甲南大 兵庫県 '11.94
13 92 世古 和 セコ ノドカ SEKO Nodoka ＣＲＡＮＥ 三重県 '11.95
14 93 太田 陽菜 オオタ ハルナ OTA Haruna 駿河台大 青森県 '11.96
15 94 三宅 奈緒香 ミヤケ ナオカ MIYAKE Naoka 住友電工 兵庫県 '11.97
16 95 岸本 優美 キシモト ユミ KISHIMOTO Yumi 東京女子体育大 沖縄県 11.97
17 96 島田 柚葉 シマダ ユズハ SHIMADA Yuzuha 倉敷商 岡山県 '11.98
18 97 髙橋 真由 タカハシ マユ TAKAHASHI Mayu 日本体育大 東京都 11.98
19 98 高山 綺音 タカヤマ アヤネ TAKAYAMA Ayane 甲南大 大阪府 11.98
20 55 青野 美咲 アオノ ミサキ AONO Misaki 甲南大 愛媛県 '11.99
21 60 島田 沙絵 シマダ サエ SHIMADA Sae チョープロ 長崎県 '12.00
22 56 西尾 香穂 ニシオ カホ NISHIO Kaho 大阪陸協 大阪府 '12.07
23 84 三宅 真理奈 ミヤケ マリナ MIYAKE Marina ＣＲＣ 岡山県 '12.34
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第５５回織田陸上 出場者一覧表 0426時点

GP種目 女子 100mH(0.838m)
姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 101 青木 益未 アオキ マスミ AOKI Masumi 七十七銀行 宮城県 '13.02 招待選手
2 102 寺田 明日香 テラダ アスカ TERADA Asuka ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｸﾘｴｲﾄ 大阪府 '13.03 招待選手
3 103 木村 文子 キムラ アヤコ KIMURA Ayako ｴﾃﾞｨｵﾝ 広島県 '13.89 招待選手
4 104 清山 ちさと キヨヤマ チサト KIYOYAMA Chisato いちご 宮崎県 '13.13
5 106 田中 佑美 タナカ ユミ TANAKA Yumi 富士通 東京都 '13.27
6 107 紫村 仁美 シムラ ヒトミ SHIMURA Hitomi 東邦銀行 福島県 '13.27
7 108 鈴木 美帆 スズキ ミホ SUZUKI Miho 長谷川体育施設 神奈川県 '13.30
8 110 島野 真生 シマノ マオ SHIMANO Mao 日本体育大 東京都 '13.36
9 111 中島 ひとみ ナカジマ ヒトミ NAKAJIMA Hitomi 長谷川体育施設 兵庫県 '13.36

10 112 藤原 未来 フジワラ ミク FUJIWARA Miku 住友電工 兵庫県 '13.36
11 113 金井 まるみ カナイ マルミ KANAI Marumi ドトールAC 東京都 '13.46
12 114 竹内 真弥 タケウチ マヤ TAKEUCHI Maya ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 大阪府 '13.52
13 115 安藤 愛未 アンドウ アミ ANDO Ami 至学館大 愛知県 13.56
14 116 大村 美香 オオムラ ミカ OMURA Mika 南国殖産 鹿児島県 '13.57
15 117 大久保 有梨 オオクボ ユリ OKUBO Yuri ﾕﾃｨｯｸ 福井県 '13.59
16 118 田中 きよの タナカ キヨノ TANAKA Kiyono 駿河台大 群馬県 '13.59
17 119 相馬 絵里子 ソウマ エリコ SOMA Eriko 関彰商事 茨城県 '13.59
18 120 田中 陽夏莉 タナカ ヒカリ TANAKA Hikari メイスイ 山梨県 13.60
19 121 小林 歩未 コバヤシ アユミ KOBAYASHI Ayumi 筑波大 千葉県 '13.61
20 122 小柳 結莉 コヤナギ ユリ KOYANAGI Yuri ジャパネット 長崎県 '13.66
21 123 鎌田 咲季 カマダ サキ KAMADA Saki グリーンクロス 福岡県 '13.67
22 105 佐々木 天 ササキ テン SASAKI Ten ユメオミライ 東京都 '13.69
23 124 浅木 都紀葉 アサギ ツキハ ASAGI Tsukiha 広島皆実 広島県 13.99 主催者推薦
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第５５回織田陸上 出場者一覧表 0426時点
GP種目 女子 5000m
姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 2 田中 希実 タナカ ノゾミ TANAKA Nozomi 豊田織機TC 兵庫県 '15.02.62 招待選手
2 3 萩谷 楓 ハギタニ カエデ HAGITANI Kaede エディオン 大阪府 '15.05.78 招待選手
3 4 ムワンギ レベッカジェリ ムワンギ レベッカジェリ MWANGI Rebeccanjeri ダイソー 広島県 '14.55.32
4 5 ヘレン エカラレ ヘレン エカラレ HELLEN Ekarare 豊田自動織機 愛知県 15.03.09
5 6 キプケモイ ジョアン キプケモイ ジョアン KIPKEMOI Joan 九電工 福岡県 '15.04.32
6 7 MBAIRE CYNTHIA バイレ シンシア MBAIRE Cynthia 日立 茨城県 '15.07.13
7 8 アグネス ムカリ アグネス ムカリ AGNES Mwikali 京セラ 鹿児島県 '15.09.32
8 9 ワングイ エスター ワングイ エスター WANGUI Esther wambui 興譲館 岡山県 '15.18.56
9 10 西原 加純 ニシハラ カスミ NISHIHARA Kasumi ｼｽﾒｯｸｽ 兵庫県 '15.23.88

10 11 中原 海鈴 ナカハラ ミスズ NAKAHARA Misuzu 京セラ 鹿児島県 '15.29.91
11 12 菅田 雅香 スガタ ミヤカ SUGATA Miyaka ＪＰ日本郵政Ｇ 東京都 '15.31.60
12 13 モカヤ マータ モカヤ マータ MOKAYA Martha キヤノン 大分県 15.33.04
13 14 中村 優希 ナカムラ ユウキ NAKAMURA Yuki パナソニック 神奈川県 '15.33.54
14 15 田邉 美咲 タナベ ミサキ TANABE Misaki 三井住友海上 東京都 '15.36.47
15 16 不破 聖衣来 フワ セイラ FUWA Seira 拓殖大 群馬県 15.37.44
16 17 カリウキ ナオミムッソーニ カリウキ ナオミムッソーニ KARIUKI Naomi  muthoni ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 千葉県 15.40.00
17 19 原田 紋里 ハラダ アヤリ HARADA Ayari 第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京都 '15.41.39
18 20 小坂井 智絵 コサカイ チカ KOSAKAI Chika ＪＰ日本郵政Ｇ 東京都 15.41.51
19 21 黒川 円佳 クロカワ マドカ KUROKAWA Madoka 三井住友海上 東京都 '15.41.52
20 22 オマレ ドルフィンニャボケ オマレ ドルフィンニャボケ OMARE DOLPHINE NYABOKE USE陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都 '15.42.05
21 23 籔下 明音 ヤブシタ アカネ YABUSHITA Akane 豊田自動織機 愛知県 '15.42.24
22 24 三原 梓 ミハラ アズサ MIHARA Azusa ＪＰ日本郵政Ｇ 東京都 '15.44.36
23 25 青山 瑠衣 アオヤマ ルイ AOYAMA Rui ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 千葉県 '15.46.68
24 26 関谷 夏希 セキヤ ナツキ SEKIYA Natsuki 大東文化大 千葉県 15.48.21
25 27 山賀 瑞穂 ヤマガ ミズホ YAMAGA Mizuho 大東文化大 埼玉県 '15.49.88
26 28 湯澤 ほのか ユザワ ホノカ YUZAWA Honoka スズキ 静岡県 '15.52.90
27 29 小松 優衣 コマツ ユイ KOMATSU Yui 松山大 大分県 '15.53.18
28 30 山ノ内 みなみ ヤマノウチ ミナミ YAMANOUCHI Minami 京セラ 鹿児島県 15.54.46
29 141 阿部 有香里 アベ ユカリ ABE Yukari しまむら 埼玉県 '15.54.74
30 142 逸見 亜優 ヘンミ アユウ HEMMI Ayu 京都産業大 大阪府 15.55.24
31 143 猿見田 裕香 サルミダ ユカ SARUMIDA Yuka ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 千葉県 '15.58.55
32 144 片貝 洋美 カタカイ ヒロミ KATAKAI Hiromi 三井住友海上 東京都 '15.58.67
33 145 兼友 良夏 カネトモ カズナ KANETOMO Kazuna 京セラ 鹿児島県 '15.58.79
34 147 篠塚 麻衣 シノヅカ マイ SHINOZUKA Mai ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 千葉県 '16.01.90
35 148 和久 夢来 ワク ミライ WAKU Mirai ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 千葉県 '16.06.93
36 149 川田 愛佳 カワタ マナカ KAWATA Manaka 東京農業大 山形県 16.10.88
37 150 鷲見 梓沙 スミ アズサ SUMI Azusa ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 千葉県 '16.12.94
38 151 相原 美咲 アイバラ ミサキ AIBARA Misaki ダイソー 広島県 '16.14.79
39 152 若井 莉央 ワカイ リオ WAKAI Rio 京都産業大 奈良県 '16.15.27
40 153 松本 七海 マツモト ナナミ MATSUMOTO Nanami 中京学院大 岐阜県 '16.15.55
41 155 西原 愛華 ニシハラ アイカ NISHIHARA Aika 立命館大 愛媛県 16.19.36
42 156 髙木 結加 タカキ ユイカ TAKAKI Yuika ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 千葉県 '16.19.49
43 157 小林 朝 コバヤシ アサ KOBAYASHI Asa 立命館大 兵庫県 16.21.39
44 158 ガテリ テレシアムッソーニ ガテリ テレシアムッソーニ GATERI Teresiahmuthoni ダイソー 広島県 16.23.24
45 159 山岸 みなみ ヤマギシ ミナミ YAMAGISHI Minami 関西外国語大 新潟県 16.23.76
46 160 下山田 絢香 シモヤマダ アヤカ SHIMOYAMADA Ayaka 椙山女学園大 愛知県 '16.24.90
47 161 平村 古都 ヒラムラ コト HIRAMURA Koto ダイソー 広島県 '16.28.72
48 162 山下 穂香 ヤマシタ ホノカ YAMASHITA Honoka ダイソー 広島県 16.44.66 主催者推薦
49 163 松本 のぞみ マツモト ノゾミ MATSUMOTO Nozomi ダイソー 広島県 16.45.25 主催者推薦
50 164 北脇 亮子 キタワキ リョウコ KITAWAKI Ryoko ｼｽﾒｯｸｽ 兵庫県 主催者推薦



第５５回織田陸上 出場者一覧表 0426時点

GP種目 女子 3000mSC
姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 31 石澤 ゆかり イシザワ ユカリ ISHIZAWA Yukari エディオン 大阪府 '9.48.76 招待選手
2 32 吉村 玲美 ヨシムラ レイミ YOSHIMURA Reimi 大東文化大 神奈川県 '9.49.45
3 33 山中 柚乃 ヤマナカ ユノ YAMANAKA Yuno 愛媛銀行 愛媛県 '9.50.05
4 34 藪田 裕衣 ヤブタ ユイ YABUTA Yui 大塚製薬 徳島県 '9.52.19
5 35 西出 優月 ニシデ ユズ NISHIDE Yuzu 関西外国語大 大阪府 9.55.01
6 36 吉川 侑美 ヨシカワ ユミ YOSHIKAWA Yumi ユニクロ 東京都 '9.58.12
7 37 秋山 祐妃 アキヤマ ユウキ AKIYAMA Yuki 肥後銀行 熊本県 '9.58.31
8 38 瀬川 帆夏 セガワ ソヨカ SEGAWA Soyoka ｼｽﾒｯｸｽ 兵庫県 '10.01.08
9 39 西山 未奈美 ニシヤマ マナミ NISHIYAMA Manami 松山大 愛媛県 '10.07.05

10 40 森 智香子 モリ チカコ MORI Chikako 積水化学 千葉県 '10.16.27
11 41 沖村 美夏 オキムラ ミカ OKIMURA Mika 愛媛銀行 愛媛県 '10.19.02
12 43 堀尾 咲月 ホリオ サツキ HORIO Satsuki 京都産業大 奈良県 10.27.03
13 44 小池 彩加 コイケ アヤカ KOIKE Ayaka 大和田住宅仙台 宮城県 '10.31.34
14 45 大宅 楓 オオヤ カエデ OYA Kaede 大東建託パート 東京都 '10.37.99
15 46 秋山 あみる アキヤマ アミル AKIYAMA Amiru 大塚製薬 徳島県 '10.49.66

GP種目 女子 走高跳
試技順 姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 212 河村 彩香 カワムラ サヤカ KAWAMURA Sayaka 甲南大 福井県 '1.74
2 211 山口 悠 ヤマグチ ユウナ YAMAGUCHI Yuna 日本女子体育大 新潟県 '1.74
3 210 高橋 渚 タカハシ ナギサ TAKAHASHI Nagisa 日本大 東京都 '1.74
4 209 渡川 和華 ワタガワ ヨリカ WATAGAWA Yorika 武庫川女子大 大阪府 1.75
5 208 亀田 実咲 カメダ ミサキ KAMEDA Misaki 福岡大 石川県 '1.75
6 207 仲野 春花 ナカノ ハルカ NAKANO Haruka ニッパツ 福岡県 1.76
7 206 竹内 萌 タケウチ モエ TAKEUCHI Moe 栃木スポ協 栃木県 '1.76
8 205 松本 万鈴 マツモト マリン MATSUMOTO Marin 甲南大 和歌山県 1.77
9 204 鐡丸 美由紀 テツマル ミユキ TETSUMARU Miyuki 鹿銀 鹿児島県 1.77

10 203 武山 玲奈 タケヤマ レイナ TAKEYAMA Reina 環太平洋大 高知県 '1.78
11 202 浅井 さくら アサイ サクラ ASAI Sakura 伊勢学園教員 三重県 '1.78
12 201 徳本 鈴奈 トクモト スズナ TOKUMOTO Suzuna 友睦物流 沖縄県 '1.78

GP種目 女子 砲丸投
試技順 姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 231 高橋 和奏 タカハシ ワカナ TAKAHASHI Wakana 福岡大 東京都 '13.86
2 230 松下 ちひろ マツシタ チヒロ MATSUSHITA Chihiro 国士舘大 埼玉県 '14.01
3 229 奥山 琴未 オクヤマ コトミ OKUYAMA Kotomi 岡山商大附 岡山県 '14.44
4 228 進堂 りか シンドウ リカ SHINDO Rika 九州共立大 大阪府 14.58
5 227 久保田 亜由 クボタ アユ KUBOTA Ayu 九州共立大 北海道 '14.75
6 226 廣島 愛亜梨 ヒロシマ メアリ HIROSHIMA Meari 日本大 大阪府 14.76
7 225 郡 菜々佳 コオリ ナナカ KORI Nanaka 九州共立大 大阪府 14.93
8 224 尾山 和華 オヤマ ホノカ OYAMA Honoka 今村病院 佐賀県 '15.05
9 223 小山田 芙由子 オヤマダ フユコ OYAMADA Fuyuko 日本大 東京都 '15.24

10 222 髙橋 由華 タカハシ ユカ TAKAHASHI Yuka 九州共立大 新潟県 '15.26
11 221 大野 史佳 オオノ フミカ ONO Fumika 埼玉大 埼玉県 '15.88
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第５５回織田陸上 出場者一覧表 0426時点
GP種目 女子 やり投

試技順 姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録
1 252 村上 碧海 ムラカミ アオイ MURAKAMI Aoi 西条農 広島県 '54.72
2 251 奈良岡 翠蘭 ナラオカ ミラン NARAOKA Miran 日本大 青森県 '55.59
3 250 右代 織江 ウシロ オリエ USHIRO Orie 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟県 '56.28
4 249 久世 生宝 クゼ キホウ KUZE Kiho コンドーテック 兵庫県 56.34
5 248 山元 祐季 ヤマモト ユウキ YAMAMOTO Yuki 九州共立大 鹿児島県 '56.39
6 247 長 麻尋 オサ マヒロ OSA Mahiro 国士舘大 和歌山県 '56.71
7 246 宮下 梨沙 ミヤシタ リサ MIYASHITA Risa Y-TORE 長崎県 '57.51
8 245 武本 紗栄 タケモト サエ TAKEMOTO Sae 大阪体育大 兵庫県 57.68
9 244 上田 百寧 ウエダ モモネ UEDA Momone 福岡大 福岡県 58.25

10 243 斉藤 真理菜 サイトウ マリナ SAITOU Marina スズキ 静岡県 '58.64
11 242 山下 実花子 ヤマシタ ミカコ YAMASHITA Mikako 九州共立大 京都府 '59.07
12 241 佐藤 友佳 サトウ ユカ SATO Yuka ニコニコのり 大阪府 '60.69 招待選手
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第５５回織田陸上 出場者一覧表 0426時点

Non GP種目 男子5000ｍ
姓 名 セイ メイ Last Name First Name 団体名略称 登録都道府県資格記録

1 125 AMOS Kurgat アモス クルガト AMOS Kurgat 中電工 広島県 '13.21.39
2 126 KIPLANGAT DAN キプランガット ダン KIPLANGAT Dan ＪＦＥスチール 広島県 '13.34.98
3 127 コスマス ムワンギ コスマス ムワンギ COSMAS Mwangi 世羅 広島県 '13.38.14
4 128 相葉 直紀 アイバ ナオキ AIBA Naoki 中電工 広島県 '13.40.19
5 129 秦 将吾 ハタ ショウゴ HATA Shogo 大塚製薬 徳島県 '13.46.66
6 130 DONALD Mitei ドナルド ミティ DONALD Mitei 中電工 広島県 '13.48.36
7 131 臼井 健太 ウスイ ケンタ USUI Kenta マツダ 広島県 '13.49.24
8 188 石井 優樹 イシイ ユウキ ISHII Yuki NTT西日本 大阪府 13.49.40
9 132 風岡 永吉 カザオカ エイキチ KAZAOKA Eikichi ＪＦＥスチール 岡山県 '13.50.80

10 133 佐藤 圭汰 サトウ ケイタ SATO Keita 洛南 京都府 '13.53.36
11 134 岡本 直己 オカモト ナオキ OKAMOTO Naoki 中国電力 広島県 '13.54.15
12 135 斉藤 翔太 サイトウ ショウタ SAITO Shota ＪＦＥスチール 岡山県 '13.54.23
13 136 二岡 康平 フタオカ コウヘイ FUTAOKA Kouhei 中電工 広島県 '13.54.63
14 152 岩崎 大洋 イワサキ タイヨウ IWASAKI Taiyo ＪＦＥスチール 広島県 13.55.01
15 137 森下 翔太 モリシタ ショウタ MORISITA Shota 世羅 広島県 '13.57.16
16 138 岡原 仁志 オカハラ ヒトシ OKAHARA Hitoshi 中電工 広島県 '13.57.23
17 153 塩出 翔太 シオデ ショウタ SIODE Shota 世羅 広島県 13.57.88
18 139 藤川 拓也 フジカワ タクヤ FUJIKAWA Takuya 中国電力 広島県 '13.59.21
19 140 新谷 紘ノ介 シンタニ コウノスケ SHINTANI Konosuke 明治大 広島県 '13.59.32
20 141 黒河 一輝 クロカワ カズキ KUROKAWA Kazuki レディ薬局 愛媛県 13'59.55
21 142 定方 駿 サダカタ シュン SADAKATA Syun マツダ 広島県 '14.00.06
22 154 JOHN MWANIKI ジョン ムワニキ JOHN Mwaniki 中国電力 広島県 14.01.52
23 143 川平 浩之 カワヒラ ヒロユキ KAWAHIRA Hiroyuki ＪＦＥスチール 広島県 '14.01.98
24 144 上坂 優太 コウサカ ユウタ KOSAKA Yuta ＪＦＥスチール 岡山県 '14.03.39
25 145 大森 太楽 オオモリ タイラ OMORI Taira 中国電力 広島県 '14.05.37
26 146 有馬 圭哉 アリマ ケイヤ ARIMA Keiya マツダ 広島県 '14.06.53
27 147 松井 智靖 マツイ トモヤス MATSUI Tomoyasu 中国電力 広島県 '14.07.31
28 148 堤 悠生 ツツミ ユウセイ TSUTSUMI Yusei ＪＦＥスチール 広島県 '14.10.29
29 149 森宗 渚 モリソウ ナギサ MORISOU Nagisa 中国電力 広島県 '14.10.39
30 151 秋山 雄飛 アキヤマ ユウヒ AKIYAMA Yuhi 中国電力 広島県 '14.13.70
31 155 廣 佳樹 ヒロ ヨシキ HIRO Yoshiki マツダ 広島県 14.15.38
32 156 畑中 大輝 ハタナカ ダイキ HATANAKA Daiki 中電工 広島県 14.15.63
33 157 藤村 行央 フジムラ ユキオ FUJIMURA Yukio 住友電工 兵庫県 14.17.34
34 158 福永 恭平 フクナガ キョウヘイ FUKUNAGA Kyohei 広島経済大 兵庫県 14.17.70
35 159 熊谷 拓馬 クマガイ タクマ KUMAGAI Takuma 住友電工 兵庫県 14.17.96
36 194 清谷 匠 キヨタニ タクミ KIYOTANI Takumi 中国電力 広島県 14.18.48
37 160 カランジャ ジョスファット カランジャ ジョスファット KARANJA Josephat 広島経済大 広島県 14.18.55
38 182 山口 和也 ヤマグチ カズヤ YAMAGUCHI Kazuya 中国電力 広島県 14.18.56
39 161 兼実 省伍 カネザネ ショウゴ KANEZANE Shogo 中国電力 広島県 14.19.59
40 162 江浪 修平 エナミ シュウヘイ ENAMI Shuuhei 日鉄ステンレス 山口県 14.21.16
41 163 坂口 礼章 サカグチ ノリアキ SAKAGUCHI Noriaki 広大樟柳ｸﾗﾌﾞ 広島県 14.23.37
42 164 井上 広之 イノウエ ヒロユキ INOUE Hiroyuki ダイソー 広島県 14.24.13
43 165 脇 健斗 ワキ タケト WAKI Taketo 環太平洋大 香川県 14.24.40
44 166 櫻井 亮也 サクライ リョウヤ SAKURAI Ryoya ＪＦＥスチール 広島県 14.25.75
45 167 吉岡 龍一 ヨシオカ リュウイチ YOSHIOKA Ryuichi 九州大 山口県 14.26.22
46 168 松尾 修治 マツオ シュウジ MATUO Syuji 中電工 広島県 14.28.67
47 150 東 優汰 アズマ ユウタ AZUMA Yuta 中電工 広島県 14.28.79
48 169 今西 洸斗 イマニシ ヒロト IMANISHI Hiroto ＪＦＥスチール 広島県 14.29.01
49 170 岡田 燎 オカダ リョウ OKADA Ryo 広島市立大 広島県 14.29.66



第５５回織田陸上 出場者一覧表 0426時点
50 171 山崎 達哉 ヤマサキ タツヤ YAMASAKI Tatsuya 広島経済大 岡山県 14.30.20
51 172 小山 大介 コヤマ ダイスケ KOYAMA Daisuke 中電工 広島県 14.31.98
52 173 友森 敬一郎 トモモリ ケイイチロウ TOMOMORI Keiitiro 周南市陸協 山口県 14.34.14
53 174 井上 亮真 イノウエ リョウマ INOUE Ryoma びわ学大 兵庫県 14.34.35
54 175 土倉 稜貴 トクラ リョウキ TOKURA Ryoki 環太平洋大 岡山県 14.34.99
55 176 笹木 恵斗 ササキ ケイト SASAKI Keito 環太平洋大 岡山県 14.39.03
56 177 土倉 光貴 トクラ コウキ TOKURA Koki 環太平洋大 岡山県 14.39.65
57 193 東島 清純 ヒガシジマ キヨスミ HIGASHIJIMA Kiyosumi 中国電力 広島県 14.40.82
58 178 永井 友也 ナガイ トモヤ NAGAI Tomoya びわ学大 京都府 14.41.09
59 179 尾関 大成 オゼキ タイセイ OZEKI Taisei 中電工 広島県 14.49.36
60 180 岩田 拓海 イワタ タクミ IWATA Takumi ＪＦＥスチール 広島県 14.49.53
61 184 山本 翔馬 ヤマモト ショウマ YAMAMOTO Syouma NTT西日本 大阪府 14.54.26
62 192 新迫 志希 シンサコ シキ SHINSAKO Shiki 中国電力 広島県 14.56.40
63 181 見川 壮太 ミカワ ソウタ MIKAWA Sota 日本製鉄 広島県 15.10.64
64 183 菊地 駿弥 キクチ シュンヤ KIKUCHI Syunya 中国電力 広島県 '
65 185 原田 宗広 ハラダ ムネヒロ HARADA Munehiro マツダ 広島県 '
66 186 大隅 裕介 オオスミ ユウスケ OSUMI Yusuke マツダ 広島県 '
67 187 小見山 敦成 コミヤマ タイセイ KOMIYAMA Taisei 上武大 岡山県 '
68 189 馬場 翔大 ババ ショウタ BABA Shota NTT西日本 大阪府 '
69 190 池田 勘汰 イケダ カンタ IKEDA Kanta 中国電力 広島県 '
70 191 橋本 澪 ハシモト レイ HASHIMOTO Rei マツダ 広島県 '


