
種目 ビブス 氏名 氏名カタカナ IPC NO 所属7文字 都道府県

100m 34 加藤  茜 カトウ アカネ 個人 神奈川

36 加藤 真希 カトウ マキ 43154 みやぎＴＦＣ 宮城

47 川口 梨央 カワグチ リオ 36752 NPOかがやき 鳥取

59 木村 真耶加 キムラ マヤカ 42698 SO兵庫西宮 兵庫

73 小林 美玲 コバヤシ ミレイ みやぎＴＦＣ 宮城

77 酒井 園実 サカイ ソノミ 26326 ISFnet 埼玉

96 鈴木 裕貴 スズキ ユキ 36139 ダイバーシティ 千葉

98 副島 梨々香 ソエジマ リリカ 佐賀パラ陸協 佐賀

118 徳江 遥香 トクエ ハルカ N.athle 宮城

140 東  千優 ヒガシ チヒロ 53756 堺ファインズ 大阪

180 山中 唯華 ヤマナカ ユイカ 西池AC 宮崎

200m 34 加藤  茜 カトウ アカネ 個人 神奈川

36 加藤 真希 カトウ マキ 43154 みやぎＴＦＣ 宮城

47 川口 梨央 カワグチ リオ 36752 NPOかがやき 鳥取

51 菅野 新菜 カンノ ニイナ 43153 みやぎＴＦＣ 宮城

59 木村 真耶加 キムラ マヤカ 42698 SO兵庫西宮 兵庫

73 小林 美玲 コバヤシ ミレイ みやぎＴＦＣ 宮城

86 渋谷 美咲 シブタニ ミサキ SRC 千葉

96 鈴木 裕貴 スズキ ユキ 36139 ダイバーシティ 千葉

111 田中 華子 タナカ カコ 個人 東京

139 原野 史菜 ハラノ フミナ 34752 千葉陸協 千葉

140 東  千優 ヒガシ チヒロ 53756 堺ファインズ 大阪

400m 51 菅野 新菜 カンノ ニイナ 43153 みやぎＴＦＣ 宮城

73 小林 美玲 コバヤシ ミレイ みやぎＴＦＣ 宮城

86 渋谷 美咲 シブタニ ミサキ SRC 千葉

111 田中 華子 タナカ カコ 個人 東京

139 原野 史菜 ハラノ フミナ 34752 千葉陸協 千葉

140 東  千優 ヒガシ チヒロ 53756 堺ファインズ 大阪
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800m 3 安部 実奈美 アベ ミナミ SCエンドレス 東京

22 岡野 華子 オカノ カコ 38900 あいおい損保 埼玉

48 川下  葵 カワシタ アオイ 49458 ダイバーシティ 千葉

148 藤原 由奈 フジワラ ユナ 愛アスリート 愛媛

1500m 3 安部 実奈美 アベ ミナミ SCエンドレス 東京

5 阿利 美咲 アリ ミサキ 19677 吉野川市陸協 徳島

22 岡野 華子 オカノ カコ 38900 あいおい損保 埼玉

48 川下  葵 カワシタ アオイ 49458 ダイバーシティ 千葉

148 藤原 由奈 フジワラ ユナ 愛アスリート 愛媛

156 蒔田 沙弥香 マキタ サヤカ 10879 ティティ 愛知

182 山本 萌恵子 ヤマモト モエコ 28294 愛知陸協 愛知

5000m 5 阿利 美咲 アリ ミサキ 19677 吉野川市陸協 徳島

182 山本 萌恵子 ヤマモト モエコ 28294 愛知陸協 愛知

走幅跳 47 川口 梨央 カワグチ リオ 36752 NPOかがやき 鳥取

77 酒井 園実 サカイ ソノミ 26326 ISFnet 埼玉

151 堀  玲那 ホリ レイナ StepUp 岡山

180 山中 唯華 ヤマナカ ユイカ 西池AC 宮崎

砲丸投 38 加藤 玲那 カトウ レイナ 岐阜清流高特 岐阜

110 田中 香織 タナカ カオリ 鳥取パラ陸協 鳥取

122 中田 裕美 ナカダ ヒロミ 22287 ⾧野パラ陸協 ⾧野

151 堀  玲那 ホリ レイナ StepUp 岡山

154 曲山 寿江 マガリヤ ヒサエ 福島パラ陸協 福島

やり投 46 川口 穂菜美 カワグチ ホナミ 個人 神奈川

円盤投 71 後藤 久美 ゴトウ クミ なぎさスポーツ 東京

154 曲山 寿江 マガリヤ ヒサエ 福島パラ陸協 福島

ハンマー投 46 川口 穂菜美 カワグチ ホナミ 個人 神奈川


