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1 茨城 Break Through Project 1 大川 憲彦 ｵｵｶﾜ ﾉﾘﾋｺ 茨城  　男 1988 男子4X100mR 41.95

2 茨城 Break Through Project 2 山内 優希 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 茨城  　男 1995 男子4X100mR 41.95

3 茨城 Break Through Project 3 三輪 将之 ﾐﾜ ﾏｻﾕｷ 茨城  　男 1991 男子4X100mR 41.95

4 茨城 Break Through Project 4 金廣 峻介 ｶﾈﾋﾛ ｼｭﾝｽｹ 茨城  　男 1990 男子4X100mR 41.95

5 茨城 Break Through Project 5 植村 賢司 ｳｴﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 茨城  　男 1996 男子4X100mR 41.95

6 茨城 Break Through Project 6 大貫 健太 ｵｵﾇｷ ｹﾝﾀ 茨城  　男 1990 男子4X100mR 41.95

7 茨城 FORZA 7 東郷 俊輔 ﾄｳｺﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 茨城  　男 1986 男子ハンマー投 43m08

8 茨城 FORZA 8 會澤 祥起 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳｷ 茨城  　男 2000 男子やり投 64m24

9 茨城 FORZA 9 永山 透 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ 茨城  　男 1992 男子砲丸投 12m40

10 茨城 FORZA 10 大木 学 ｵｵｷ ﾏﾅﾌﾞ 茨城  　男 1994 男子800m 1:50.48

11 茨城 RUNS 11 青木 純 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝ 茨城  　男 1987 男子10000m 33:38.09

12 茨城 つくば秀英高 12 徳守 央駕 ﾄｸﾓﾘ ｵｳｶﾞ 茨城  　男 1 2005 男子走高跳 1m94

13 茨城 つくば秀英高 13 飯田 椋汰朗 ｲｲﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 茨城  　男 3 2003 男子走高跳 1m88

14 茨城 つくば秀英高 1 稲葉 るか ｲﾅﾊﾞ ﾙｶ 茨城 女 1 2005 女子4X100mR 51.83

15 茨城 つくば秀英高 2 小林 美憂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 茨城 女 1 2005 女子4X100mR 51.83

16 茨城 つくば秀英高 3 廣瀬 真央 ﾋﾛｾ ﾏｵ 茨城 女 3 2003 女子200m 26.52 女子4X100mR 51.83

17 茨城 つくば秀英高 4 坂入 和々花 ｻｶｲﾘ ﾉﾉｶ 茨城 女 3 2003 女子4X100mR 51.83

18 茨城 つくば秀英高 5 岩淵 涼 ｲﾜﾌﾞﾁ ｽｽﾞ 茨城 女 1 2005 女子4X100mR 51.83

19 茨城 ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞTC 14 浜松 海斗 ﾊﾏﾏﾂ ｶｲﾄ 茨城  　男 1997 男子800m 1:51.40

20 茨城 ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼﾞ 15 野村 泰之 ﾉﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 茨城  　男 1992 男子110mH 15.25

21 茨城 ﾋﾞｰｲﾝｸﾞ 16 石﨑 一平 ｲｼｻﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ 茨城  　男 1981 男子十種競技 5500

22 茨城 ﾋﾞｰｲﾝｸﾞ 6 深澤 早紀子 ﾌｶｻﾜ ｻｷｺ 茨城 女 1991 女子棒高跳 3m30

23 茨城 阿見AC 17 木村 知博 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 茨城  　男 1992 男子400mH 53.99 男子4X400mR 3:23.25

24 茨城 阿見AC 18 澤幡 幹 ｻﾜﾊﾀ ﾓﾄｷ 茨城  　男 1996 男子400mH 53.30 男子4X400mR 3:23.25

25 茨城 阿見AC 19 茂木 俊樹 ﾓﾃｷ ﾄｼｷ 茨城  　男 1999 男子4X400mR 3:23.25

26 茨城 阿見AC 20 岩科 伶 ｲﾜｼﾅ ﾘｮｳ 茨城  　男 1990 男子4X400mR 3:23.25

27 茨城 阿見AC 21 矢島 朋幸 ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 茨城  　男 1988 男子5000mW 23:19.66

28 茨城 阿見AC 22 染谷 和輝 ｿﾒﾔ ｶｽﾞｷ 茨城  　男 1998 男子4X400mR 3:23.25

29 茨城 為桜AC 23 髙橋 一輝 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 茨城  　男 1993 男子走幅跳 6m84

30 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 24 大塚 日向登 ｵｵﾂｶ ﾋﾅﾄ 茨城  　男 3 2003 男子400m 49.28

31 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 25 小澤 佑介 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 茨城  　男 3 2003 男子走幅跳 7m07

32 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 26 竹内 洸貴 ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ 茨城  　男 3 2004 男子110mH 14.60

33 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 27 沼田 昂士 ﾇﾏﾀ ｺｳｼ 茨城  　男 3 2003 男子三段跳 13m61

34 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 28 荒木 翔太 ｱﾗｷ ｼｮｳﾀ 茨城  　男 3 2003 男子4X100mR 42.53

35 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 29 安藤 蒼真 ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ 茨城  　男 3 2003 男子4X100mR 42.53

36 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 30 草野 隆希 ｸｻﾉ ﾘｭｳｷ 茨城  　男 2 2004 男子4X100mR 42.53

37 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 31 小泉 颯馬 ｺｲｽﾞﾐ ｿｳﾏ 茨城  　男 2 2004 男子4X100mR 42.53

38 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 32 山形 和喜 ﾔﾏｶﾞﾀ ｶｽﾞｷ 茨城  　男 2 2004 男子十種競技 4728

39 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 33 松賀 壮多朗 ﾏﾂｶﾞ ｿｳﾀﾛｳ 茨城  　男 1 2005 男子4X100mR 42.53

40 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 34 後藤 翼冴 ｺﾞﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 茨城  　男 2 2004 男子4X100mR 42.53

41 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 8 大内 瑛莉夏 ｵｵｳﾁ ｴﾘｶ 茨城 女 3 2003 女子砲丸投 10m01 女子円盤投 37m93

42 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 9 大谷 亜理沙 ｵｵﾀﾆ ｱﾘｻ 茨城 女 3 2003 女子100mH 14.86 女子400mH 1:03.00 女子4X400mR 4:00.21

43 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 10 亀谷 采生 ｶﾒﾀﾆ ｱﾐ 茨城 女 3 2003 女子砲丸投 11m66 女子やり投 46m60

44 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 11 鯉渕 玲夏 ｺｲﾌﾞﾁ ﾚｲｶ 茨城 女 3 2003 女子200m 25.69 女子4X100mR 48.41 女子4X400mR 4:00.21

45 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 12 鯉渕 涼夏 ｺｲﾌﾞﾁ ﾘｮｳｶ 茨城 女 3 2003 女子100m 12.42 女子4X100mR 48.41

46 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 13 滝 ほのか ﾀｷ ﾎﾉｶ 茨城 女 3 2003 女子砲丸投 11m01 女子ハンマー投 42m22

47 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 14 入江 遥菜 ｲﾘｴ ﾊﾙﾅ 茨城 女 2 2004 女子やり投 46m19

48 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 15 上田 愛実 ｳｴﾀ ﾏﾅﾐ 茨城 女 2 2004 女子100m 12.40 女子4X100mR 48.41

49 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 16 栗林 芽生 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 茨城 女 2 2004 女子4X400mR 4:00.21

50 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 17 黒澤 凜 ｸﾛｻﾜ ﾘﾝ 茨城 女 2 2004 女子七種競技 3833

51 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 18 鈴木 愛咲美 ｽｽﾞｷ ｱｻﾐ 茨城 女 2 2004 女子走幅跳 5m40

52 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 19 塚田 瑞夏 ﾂｶﾀﾞ ﾐｲﾅ 茨城 女 2 2004 女子400m 59.32 女子4X400mR 4:00.21

53 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 20 會田 瑠夏 ｱｲﾀﾞ ﾙﾅ 茨城 女 1 2005 女子200m 25.81 女子4X100mR 48.41 女子4X400mR 4:00.21

54 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 21 宇佐美 乃彩 ｳｻﾐ ﾉｱ 茨城 女 1 2005 女子100m 12.28 女子200m 25.57 女子4X100mR 48.41

55 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 22 及川 心暖 ｵｲｶﾜ ｺｺﾛ 茨城 女 1 2005 女子100mH 14.66 女子4X100mR 48.41

56 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ高 23 椎名 凛花 ｼｲﾅ ﾘﾝｶ 茨城 女 1 2005 女子400m 57.01 女子4X400mR 4:00.21

57 茨城 茨城ｷﾘｽﾄ大 24 上神谷 咲良 ｶﾐｶﾍﾞﾔ ｻｸﾗ 茨城 女 2001 女子砲丸投 11m30

58 茨城 伊奈高 7 鈴木 彩瑛 ｽｽﾞｷ ｻｴ 茨城 女 2 2004 女子走高跳 1m53 女子三段跳 11m10

59 茨城 下館二高 47 本橋 尚樹 ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｷ 茨城  　男 3 2003 男子走高跳 1m90

60 茨城 牛久高 40 蔵増 紗弥 ｸﾗﾏｽ ｻﾔ 茨城 女 3 2004 女子10000m 38:22.90
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61 茨城 牛久高 41 本田 侑 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳ 茨城 女 3 2003 女子三段跳 11m34

62 茨城 古河中等高 52 張替 拓実 ﾊﾘｶﾞｴ ﾀｸﾐ 茨城  　男 2 2004 男子砲丸投 12m22

63 茨城 古河中等高 42 廣瀬 寧々 ﾋﾛｾ ﾈﾈ 茨城 女 1 2005 女子走高跳 1m45

64 茨城 三和高 64 生井 優人 ﾅﾏｲ ﾋﾛﾄ 茨城  　男 3 2003 男子ハンマー投 44m93

65 茨城 三和高 46 森 美珠加 ﾓﾘ ﾐｽﾞｶ 茨城 女 3 2003 女子円盤投 40m64

66 茨城 取手松陽高 47 岡田 すみれ ｵｶﾀﾞ ｽﾐﾚ 茨城 女 2 2004 女子4X400mR 4:10.98

67 茨城 取手松陽高 48 飯田 亜由美 ｲｲﾀﾞ ｱﾕﾐ 茨城 女 2 2004 女子4X400mR 4:10.98

68 茨城 取手松陽高 49 中川 柚香 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｽﾞｶ 茨城 女 3 2003 女子4X400mR 4:10.98

69 茨城 取手松陽高 50 秦 萌乃 ﾊﾀ ﾓｴﾉ 茨城 女 3 2003 女子4X400mR 4:10.98

70 茨城 取手松陽高 51 小林 李羽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓﾊ 茨城 女 3 2004 女子4X400mR 4:10.98

71 茨城 取手松陽高 52 宮嶋 苺花 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｲｶ 茨城 女 1 2005 女子4X400mR 4:10.98

72 茨城 守谷高 53 張替 美咲 ﾊﾘｶﾞｴ ﾐｻｷ 茨城 女 3 2003 女子5000mW 28:14.64

73 茨城 水海道一高 62 中山 朝絵 ﾅｶﾔﾏ ｻｴ 茨城 女 2 2004 女子400mH 1:07.84

74 茨城 水戸工業高 81 村上 竜也 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾔ 茨城  　男 3 2004 男子5000m 14:49.02

75 茨城 水戸工業高 82 福井 叶太 ﾌｸｲ ｶﾅﾀ 茨城  　男 3 2003 男子10000m 34:20.62

76 茨城 水戸工業高 83 村上 和慈 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｼｹﾞ 茨城  　男 3 2003 男子5000mW 27:51.03

77 茨城 水戸工業高 84 川﨑 空 ｶﾜｻｷ ｿﾗ 茨城  　男 3 2003 男子三段跳 13m74

78 茨城 水戸工業高 85 藤森 勇輝 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 茨城  　男 3 2003 男子砲丸投 13m56

79 茨城 水戸桜ノ牧高 86 宮田 海翔 ﾐﾔﾀ ｶｲﾄ 茨城  　男 2 2004 男子走幅跳 7m04

80 茨城 水戸商業高 67 篠原 陽菜 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾅ 茨城 女 3 2003 女子4X100mR 50.94

81 茨城 水戸商業高 68 八島 望愛 ﾔｼﾏ ﾐﾗｲ 茨城 女 3 2003 女子4X100mR 50.94

82 茨城 水戸商業高 69 海老沢 くるみ ｴﾋﾞｻﾜ ｸﾙﾐ 茨城 女 2 2004 女子4X100mR 50.94

83 茨城 水戸商業高 70 富永 真菜 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏﾅ 茨城 女 2 2005 女子4X100mR 50.94

84 茨城 水戸商業高 71 佐藤 優良 ｻﾄｳ ﾕﾗ 茨城 女 2 2004 女子4X100mR 50.94

85 茨城 水戸商業高 72 黒澤 香奈 ｸﾛｻﾜ ｶﾅ 茨城 女 2 2004 女子4X100mR 50.94

86 茨城 水戸一高 80 大部 玖海 ｵｵﾌﾞ ｸｳ 茨城  　男 2 2004 男子三段跳 13m56

87 茨城 水戸二高 73 和知 美咲 ﾜﾁ ﾐｻｷ 茨城 女 2 2004 女子4X100mR 51.68

88 茨城 水戸二高 74 古谷 紗希 ﾌﾙﾔ ｻｷ 茨城 女 2 2004 女子4X100mR 51.68

89 茨城 水戸二高 75 大森 麻由 ｵｵﾓﾘ ﾏﾕ 茨城 女 2 2004 女子4X100mR 51.68

90 茨城 水戸二高 76 河野 七彩 ｶﾜﾉ ﾅﾅ 茨城 女 2 2004 女子4X100mR 51.68

91 茨城 水戸二高 77 加藤 結奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 茨城 女 1 2005 女子4X100mR 51.68

92 茨城 水戸二高 78 小松崎 心留 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾙ 茨城 女 1 2005 女子4X100mR 51.68

93 茨城 多賀高 88 藤橋 天心 ﾌｼﾞﾊｼ ﾃﾝｼﾝ 茨城  　男 3 2003 男子5000m 15:37.07

94 茨城 多賀高 89 小室 真生 ｺﾑﾛ ﾏｻｷ 茨城  　男 2 2004 男子3000mSC 9:44.91

95 茨城 多賀高 80 森 心優 ﾓﾘ ﾐﾕｳ 茨城 女 3 2003 女子4X100mR 50.91 女子4X400mR 4:05.15

96 茨城 多賀高 81 滝澤 果穂 ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾎ 茨城 女 3 2003 女子4X100mR 50.91 女子4X400mR 4:05.15

97 茨城 多賀高 82 石川 果穂 ｲｼｶﾜ ｶﾎ 茨城 女 3 2004 女子400m 59.30 女子4X100mR 50.91 女子4X400mR 4:05.15

98 茨城 多賀高 83 赤須 丹衣奈 ｱｶｽ ﾆｲﾅ 茨城 女 2 2004 女子4X100mR 50.91 女子4X400mR 4:05.15

99 茨城 多賀高 84 熊谷 優花 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｶ 茨城 女 2 2004 女子4X100mR 50.91 女子4X400mR 4:05.15

100 茨城 多賀高 85 江本 美海 ｴﾓﾄ ﾐﾐ 茨城 女 2 2004 女子4X100mR 50.91

101 茨城 多賀高 86 星川 月菜 ﾎｼｶﾜ ﾙﾅ 茨城 女 1 2006 女子1500m 4:52.85

102 茨城 多賀高 87 戸井田 陽奈 ﾄｲﾀﾞ ﾋﾅ 茨城 女 2 2004 女子4X400mR 4:05.15

103 茨城 竹園高 88 太田 里紗 ｵｵﾀ ﾘｻ 茨城 女 2 2004 女子4X100mR 50.93

104 茨城 竹園高 89 佐久間 礼菜 ｻｸﾏ ｱﾔﾅ 茨城 女 2 2005 女子4X100mR 50.93

105 茨城 竹園高 90 森田 英 ﾓﾘﾀ ﾊﾅ 茨城 女 2 2005 女子4X100mR 50.93

106 茨城 竹園高 91 和田 彩生音 ﾜﾀﾞ ｱｲﾈ 茨城 女 2 2004 女子4X100mR 50.93

107 茨城 竹園高 92 谷口 愛弥子 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔｺ 茨城 女 1 2005 女子走高跳 1m59 女子4X100mR 50.93

108 茨城 土浦湖北高 105 上瀧 旺尚 ｳｴﾀｷ ｱｷﾀｶ 茨城  　男 3 2003 男子110mH 15.01

109 茨城 土浦湖北高 98 豊口 菜月 ﾄﾖｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 茨城 女 3 2004 女子100mH 14.04

110 茨城 土浦湖北高 99 長谷部 藍花 ﾊｾﾍﾞ ｱｲｶ 茨城 女 3 2004 女子4X400mR 4:09.67

111 茨城 土浦湖北高 100 長津 楓花 ﾅｶﾞﾂ ﾌｳｶ 茨城 女 3 2003 女子4X400mR 4:09.67

112 茨城 土浦湖北高 101 塩谷 菜那 ｼｵﾔ ﾅﾅ 茨城 女 3 2003 女子4X400mR 4:09.67

113 茨城 土浦湖北高 102 瀧川 朱音 ﾀｷｶﾜ ｱｶﾈ 茨城 女 2 2004 女子4X400mR 4:09.67

114 茨城 土浦湖北高 103 岡野 さやか ｵｶﾉ ｻﾔｶ 茨城 女 2 2004 女子4X400mR 4:09.67

115 茨城 土浦湖北高 104 大山 萌乃 ｵｵﾔﾏ ﾓｴﾉ 茨城 女 2 2004 女子走高跳 1m56

116 茨城 土浦湖北高 105 中島 瑠七 ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾅ 茨城 女 1 2005 女子4X400mR 4:09.67

117 茨城 東海高 106 木野内 京介 ｷﾉｳﾁ ｷｮｳｽｹ 茨城  　男 3 2003 男子200m 21.79

118 茨城 日立工業高 142 遠藤 篤生 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ 茨城  　男 3 2003 男子5000mW 25:10.61

119 茨城 日立工業高 143 原田 沙京 ﾊﾗﾀﾞ ｻｷｮｳ 茨城  　男 3 2003 男子1500m 4:07.47

120 茨城 日立一高 122 神戸 妙子 ｶﾝﾍﾞ ﾀｴｺ 茨城 女 2 2004 女子400mH 1:08.83
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121 茨城 波崎高 144 仙田 宇宙 ｾﾝﾀﾞ ｿﾗ 茨城  　男 3 2003 男子3000mSC 9:49.23

122 茨城 波崎高 145 寺田 葵 ﾃﾗﾀﾞ ｱｵｲ 茨城  　男 3 2003 男子800m 1:54.61

123 茨城 波崎高 123 石毛 ひかり ｲｼｹﾞ ﾋｶﾘ 茨城 女 3 2003 女子やり投 37m87

124 茨城 八千代高 146 豊原 健二郎 ﾄﾖﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 茨城  　男 2 2004 男子円盤投 38m38

125 茨城 鉾田一高 148 中村 恭 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳ 茨城  　男 3 2003 男子400mH 57.06

126 茨城 鉾田一高 124 坂本 萌恵 ｻｶﾓﾄ ﾓｴ 茨城 女 3 2003 女子400mH 1:08.20

127 茨城 鉾田一高 125 髙栁 茉梨奈 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏﾘﾅ 茨城 女 2 2004 女子800m 2:20.14

128 茨城 鉾田二高 149 若林 直紀 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 茨城  　男 2 2005 男子円盤投 35m05

129 茨城 鉾田二高 150 森戸 純 ﾓﾘﾄ ｼﾞｭﾝ 茨城  　男 3 2003 男子円盤投 45m28

130 茨城 竜ヶ崎二高 169 後藤 健太 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ 茨城  　男 3 2003 男子円盤投 37m46

131 茨城 竜ヶ崎二高 133 髙木 花 ﾀｶｷﾞ ﾊﾅ 茨城 女 2 2004 女子砲丸投 10m21 女子円盤投 35m54

132 茨城 緑岡高 171 綿引 太一 ﾜﾀﾋｷ ﾀｲﾁ 茨城  　男 2 2004 男子1500m 4:00.59

133 茨城 緑岡高 134 村井 友音 ﾑﾗｲ ﾕﾈ 茨城 女 2 2004 女子5000mW 28:46.20

134 茨城 茨城大 35 滝本 康生 ﾀｷﾓﾄ ｺｳｾｲ 茨城  　男 2000 男子100m 10.61 男子200m 21.89

135 茨城 茨城大 36 小滝 丈慈 ｺﾀｷ ｼﾞｮｳｼﾞ 茨城  　男 2000 男子棒高跳 4m50

136 茨城 茨城大 37 小谷野 陽平 ｺﾔﾉ ﾖｳﾍｲ 茨城  　男 1997 男子棒高跳 4m30

137 茨城 茨城大 25 小林 亜由佳 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕｶ 茨城 女 2001 女子5000m 17:57.72 女子10000m 39:31.07

138 茨城 茨城大 26 野宮 寧々 ﾉﾐﾔ ﾈﾈ 茨城 女 2001 女子5000m 18:49.53

139 茨城 茨城大 27 中原 千尋 ﾅｶﾊﾗ ﾁﾋﾛ 茨城 女 1999 女子800m 2:19.66

140 茨城 茨城大 28 藤澤 真由 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾕ 茨城 女 1999 女子100mH 15.23

141 茨城 茨城大 29 関口 りょう ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 茨城 女 1998 女子七種競技 3415

142 茨城 茨城大 30 神原 彩花 ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾔｶ 茨城 女 1999 女子七種競技 3335

143 茨城 茨城大 31 鈴木 万裕 ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ 茨城 女 2000 女子やり投 42m41

144 茨城 茨城大 32 野本 菜奈 ﾉﾓﾄ ﾅﾅ 茨城 女 2000 女子円盤投 33m21

145 茨城 茨城大 33 今野 真唯 ｺﾝﾉ ﾏｲ 茨城 女 2002 女子ハンマー投 45m64

146 茨城 茨城陸協 38 山川 隆 ﾔﾏｶﾜ ﾘｭｳ 茨城  　男 1986 男子三段跳 13m81

147 茨城 茨城陸協 39 井上 卓哉 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 茨城  　男 1997 男子5000m 15:22.14

148 茨城 茨城陸協 40 楠木 啓介 ｸｽﾉｷ ｹｲｽｹ 茨城  　男 1996 男子110mH 15.47

149 茨城 茨城陸協 41 斉藤 直希 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 茨城  　男 1996 男子5000m 14:59.39

150 茨城 茨城陸協 42 荒谷 謙 ｱﾗﾀﾆ ｹﾝ 茨城  　男 1999 男子10000m 32:44.48

151 茨城 茨城陸協 43 内山 世捺 ｳﾁﾔﾏ ｾﾅ 茨城  　男 2003 男子三段跳 13m82

152 茨城 茨城陸協 44 鈴木 陸 ｽｽﾞｷ ﾘｸ 茨城  　男 1996 男子3000mSC 9:49.90

153 茨城 茨城茗友ｸﾗﾌﾞ 45 吉田 孝博 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 茨城  　男 1979 男子砲丸投 15m38

154 茨城 茨城茗友ｸﾗﾌﾞ 46 川口 直哉 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 茨城  　男 1987 男子棒高跳 4m80

155 茨城 茨城茗友ｸﾗﾌﾞ 34 日下 望美 ｸｻｶ ﾉｿﾞﾐ 茨城 女 1990 女子円盤投 41m99

156 茨城 茨城茗友ｸﾗﾌﾞ 35 飯島 薫 ｲｲｼﾞﾏ ｶｵﾙ 茨城 女 1987 女子ハンマー投 41m17

157 茨城 霞ヶ浦高 48 松田 太一 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ 茨城  　男 2 2004 男子ハンマー投 44m21

158 茨城 霞ヶ浦高 36 廣田 留唯 ﾋﾛﾀ ﾙｲ 茨城 女 1 2005 女子走幅跳 5m37

159 茨城 我流AC 49 大金 駿介 ｵｵｶﾞﾈ ｼｭﾝｽｹ 茨城  　男 1997 男子5000m 15:11.39

160 茨城 我流AC 50 軍司 匡輝 ｸﾞﾝｼﾞ ﾏｻｱｷ 茨城  　男 1998 男子1500m 4:03.71

161 茨城 我流AC 37 大森 結加 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｶ 茨城 女 1996 女子800m 2:17.97

162 茨城 笠松走友会 38 青木 莉楠 ｱｵｷ ﾘﾅ 茨城 女 1991 女子1500m 4:41.64

163 茨城 笠松走友会 39 黒澤 夏楠 ｸﾛｻﾜ ｶﾅ 茨城 女 1991 女子10000m 37:02.67

164 茨城 京都大 51 木村 佑 ｷﾑﾗ ﾀｽｸ 茨城  　男 1998 男子800m 1:55.04 男子1500m 3:58.34

165 茨城 江戸川学園取手高 43 加藤 穂花 ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 茨城 女 2 2005 女子400mH 1:06.93

166 茨城 高崎経済大 53 宮田 祐大 ﾐﾔﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 茨城  　男 2000 男子走幅跳 6m80

167 茨城 国際武道大 54 鈴木 健礼 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 茨城  　男 2002 男子棒高跳 4m60

168 茨城 国際武道大 55 石井 将梧 ｲｼｲ ｼｮｳｺﾞ 茨城  　男 2002 男子ハンマー投 45m46

169 茨城 国際武道大 44 猪腰 麗華 ｲﾉｺｼ ﾚｲｶ 茨城 女 2003 女子ハンマー投 44m46

170 茨城 国士舘大 56 松浦 功明 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾒｲ 茨城  　男 2000 男子110mH 14.86

171 茨城 国士舘大 57 髙野 真太郎 ﾀｶﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 茨城  　男 2001 男子走高跳 1m85

172 茨城 埼玉大 58 高野 颯太 ﾀｶﾉ ｿｳﾀ 茨城  　男 2002 男子三段跳 13m59

173 茨城 埼玉大 45 恩田 希々花 ｵﾝﾀﾞ ﾉﾉｶ 茨城 女 2002 女子200m 26.12 女子400m 59.06

174 茨城 作新学院大 59 佐藤 修斗 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 茨城  　男 2001 男子4X100mR 42.40

175 茨城 作新学院大 60 兼子 昂也 ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ 茨城  　男 2001 男子4X100mR 42.40

176 茨城 作新学院大 61 降矢 稀祐 ﾌﾙﾔ ﾏﾋﾛ 茨城  　男 2000 男子110mH 15.17 男子4X100mR 42.40

177 茨城 作新学院大 62 塚本 翔也 ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 茨城  　男 2002 男子4X100mR 42.40

178 茨城 作新学院大 63 川上 大輝 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ 茨城  　男 2001 男子4X100mR 42.40

179 茨城 山梨学院大 65 松本 祐翔 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 茨城  　男 2001 男子5000mW 20:36.49

180 茨城 鹿島学園高 66 坂本 駿 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝ 茨城  　男 3 2004 男子1500m 4:05.94
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181 茨城 鹿島学園高 67 茂木 功太 ﾓｷﾞ ｺｳﾀ 茨城  　男 3 2003 男子4X400mR 3:21.76

182 茨城 鹿島学園高 68 本島 潤 ﾓﾄｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 茨城  　男 3 2003 男子4X400mR 3:21.76

183 茨城 鹿島学園高 69 大塚 健吾 ｵｵﾂｶ ｹﾝｺﾞ 茨城  　男 2 2004 男子4X400mR 3:21.76

184 茨城 鹿島学園高 70 野口 遥斗 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 茨城  　男 2 2004 男子4X400mR 3:21.76

185 茨城 鹿島学園高 71 花尾 宏仁 ﾊﾅｵ ﾋﾛﾏｻ 茨城  　男 2 2004 男子4X400mR 3:21.76

186 茨城 鹿島学園高 72 栗田 陽成 ｸﾘﾀ ﾊﾙﾄ 茨城  　男 1 2005 男子4X400mR 3:21.76

187 茨城 駿河台大 73 三村 大河 ﾐﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 茨城  　男 2001 男子100m 10.72

188 茨城 駿河台大 74 茂呂 碧斗 ﾓﾛ ｱｵﾄ 茨城  　男 2001 男子走高跳 1m95

189 茨城 駿河台大 54 宮嶋 優華 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｶ 茨城 女 2000 女子100mH 14.10

190 茨城 駿河台大 55 小倉 梨央 ｵｸﾞﾗ ﾘｵ 茨城 女 2000 女子100m 12.43

191 茨城 順天堂大 75 中山 健介 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｽｹ 茨城  　男 2000 男子800m 1:49.62

192 茨城 順天堂大 76 浅野 太希 ｱｻﾉ ﾀｲｷ 茨城  　男 2002 男子砲丸投 12m31

193 茨城 順天堂大 77 石川 諒 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 茨城  　男 1999 男子ハンマー投 60m72

194 茨城 順天堂大 56 稲葉 茉莉 ｲﾅﾊﾞ ﾏﾘ 茨城 女 2002 女子棒高跳 3m40

195 茨城 順天堂大 57 飯沼 裕美 ｲｲﾇﾏ ﾕﾐ 茨城 女 2000 女子ハンマー投 48m17

196 茨城 順天堂大 58 本田 怜 ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲ 茨城 女 2001 女子100m 12.19 女子100mH 14.08

197 茨城 城西国際大 59 根本 梨里加 ﾈﾓﾄ ﾘﾘｶ 茨城 女 2002 女子5000m 18:13.00 女子10000m 38:26.23

198 茨城 城西大 78 佐々木 翼 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ 茨城  　男 2001 男子400m 47.65

199 茨城 城西大 79 北澤 徹 ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾂ 茨城  　男 2001 男子400m 48.60

200 茨城 常総学院高 60 坂西 癒依 ﾊﾞﾝｻﾞｲ ﾕｲ 茨城 女 3 2003 女子5000m 19:02.73 女子10000m 40:54.32

201 茨城 常磐大高 61 黒澤 結月 ｸﾛｻﾜ ﾕﾂｷ 茨城 女 2 2004 女子棒高跳 2m50

202 茨城 水戸AC 63 小松崎 妃紅 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾋｲﾛ 茨城 女 2006 女子100m 12.48

203 茨城 水戸AC 64 塚本 菜月 ﾂｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 茨城 女 2006 女子棒高跳 2m70

204 茨城 水戸ﾗﾝﾅｰ塾 65 石川 藍 ｲｼｶﾜ ｱｲ 茨城 女 2003 女子1500m 4:32.46 女子5000m 17:15.05

205 茨城 水戸啓明高 66 渡辺 凜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 茨城 女 2 2004 女子走幅跳 5m65 女子三段跳 11m37

206 茨城 川村学園女子大 79 山元 愛海 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ 茨城 女 2000 女子400m 1:00.29 女子800m 2:17.54

207 茨城 早稲田大 87 千田 杜真寿 ﾁﾀﾞ ﾄﾏｽ 茨城  　男 2002 男子200m 21.52

208 茨城 筑波ｳｨﾝﾄﾞAC 90 伊藤 智比古 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋｺ 茨城  　男 1992 男子400mH 56.61

209 茨城 筑波ｳｨﾝﾄﾞAC 91 川瀬 宙夢 ｶﾜｾ ﾋﾛﾑ 茨城  　男 1995 男子5000m 14:50.52 男子3000mSC 9:12.93

210 茨城 筑波ｳｨﾝﾄﾞAC 92 薬師寺 亮 ﾔｸｼｼﾞ ﾘｮｳ 茨城  　男 1995 男子100m 10.46 男子200m 21.21

211 茨城 筑波大 93 野口 美帆 ﾉｸﾞﾁ ﾐﾎ 茨城 女 2000 女子走幅跳 5m40 女子三段跳 11m73

212 茨城 筑波大 94 金光 晴香 ｶﾅﾐﾂ ﾊﾙｶ 茨城 女 1997 女子走高跳 1m65 女子三段跳 11m74

213 茨城 筑波大 95 櫻井 凛 ｻｸﾗｲ ﾘﾝ 茨城 女 2002 女子800m 2:19.52

214 茨城 筑波大同好会 93 治田 将太朗 ｼﾞﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 茨城  　男 2000 男子4X400mR 3:18.84

215 茨城 筑波大同好会 94 松永 拓也 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 茨城  　男 1998 男子4X400mR 3:18.84

216 茨城 筑波大同好会 95 牛嶋 晃希 ｳｼｼﾞﾏ ｺｳｷ 茨城  　男 2003 男子4X400mR 3:18.84

217 茨城 筑波大同好会 96 麻生 拓茉 ｱｿｳ ﾀｸﾏ 茨城  　男 1999 男子3000mSC 9:45.98

218 茨城 筑波大同好会 97 郡 晃久 ｺｵﾘ ﾃﾙﾋｻ 茨城  　男 2002 男子4X400mR 3:18.84

219 茨城 筑波大同好会 98 中薗 大河 ﾅｶｿﾞﾉ ﾀｲｶﾞ 茨城  　男 1998 男子1500m 4:11.23

220 茨城 筑波大同好会 99 山口 智輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 茨城  　男 1998 男子400mH 56.73

221 茨城 筑波大同好会 100 大村 祐輝 ｵｵﾑﾗ ﾕｳｷ 茨城  　男 1999 男子400mH 56.20

222 茨城 筑波大同好会 101 姫田 幸毅 ﾋﾒﾀﾞ ｺｳｷ 茨城  　男 1999 男子4X400mR 3:18.84

223 茨城 筑波大同好会 102 中村 魁人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 茨城  　男 2003 男子走幅跳 6m72

224 茨城 筑波大同好会 103 倉本 哲央 ｸﾗﾓﾄ ﾃﾂｵ 茨城  　男 2001 男子4X400mR 3:18.84

225 茨城 筑波大同好会 96 岩川 舞香 ｲﾜｶﾜ ﾏｲｶ 茨城 女 1999 女子200m 26.00

226 茨城 中央大 104 野﨑 俊伍 ﾉｻﾞｷ ｼｭﾝｺﾞ 茨城  　男 1999 男子400m 48.00

227 茨城 中京大 97 菊地 真奈佳 ｷｸﾁ ﾏﾅｶ 茨城 女 2001 女子やり投 43m18

228 茨城 東海大 107 倉持 歩希 ｸﾗﾓﾁ ｱﾕｷ 茨城  　男 2002 男子棒高跳 4m10

229 茨城 東京女子体育大 106 成田 茜 ﾅﾘﾀ ｱｶﾈ 茨城 女 2000 女子走幅跳 5m24

230 茨城 東洋大牛久高 108 栗山 登羽 ｸﾘﾔﾏ ﾄﾜ 茨城  　男 3 2004 男子200m 22.18

231 茨城 東洋大牛久高 109 成島 陽紀 ﾅﾙｼﾏ ﾊﾙｷ 茨城  　男 3 2004 男子100m 10.61

232 茨城 東洋大牛久高 110 照屋 尚大 ﾃﾙﾔ ﾀｶﾋﾛ 茨城  　男 3 2004 男子4X100mR 42.02

233 茨城 東洋大牛久高 111 村上 隼太郎 ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ 茨城  　男 3 2004 男子4X100mR 42.02

234 茨城 東洋大牛久高 112 大和田 健太 ｵｵﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ 茨城  　男 2 2005 男子円盤投 35m86

235 茨城 東洋大牛久高 113 梅本 優人 ｳﾒﾓﾄ ﾕｳﾄ 茨城  　男 2 2004 男子4X100mR 42.02

236 茨城 東洋大牛久高 114 中島 景太 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ 茨城  　男 2 2004 男子4X400mR 3:20.04

237 茨城 東洋大牛久高 115 須藤 嵩登 ｽﾄｳ ﾀｶﾄ 茨城  　男 2 2004 男子4X400mR 3:20.04

238 茨城 東洋大牛久高 116 吉村 瞬 ﾖｼﾑﾗ ｼｭﾝ 茨城  　男 1 2005 男子4X400mR 3:20.04

239 茨城 東洋大牛久高 117 佐藤 瑞記 ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 茨城  　男 1 2005 男子4X400mR 3:20.04

240 茨城 東洋大牛久高 118 松原 駿太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭﾝﾀ 茨城  　男 3 2003 男子4X400mR 3:20.04
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241 茨城 東洋大牛久高 119 大久保 元就 ｵｵｸﾎﾞ ﾓﾄﾅﾘ 茨城  　男 2 2004 男子4X100mR 42.02

242 茨城 東洋大牛久高 120 福田 咲也 ﾌｸﾀﾞ ｻｸﾔ 茨城  　男 2 2004 男子4X100mR 42.02

243 茨城 東洋大牛久高 121 臼井 晴 ｳｽｲ ﾊﾙ 茨城  　男 2 2005 男子4X100mR 42.02

244 茨城 東洋大牛久高 122 藤田 翔大 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ 茨城  　男 2 2004 男子4X400mR 3:20.04

245 茨城 東洋大牛久高 107 篠塚 美来 ｼﾉﾂﾞｶ ﾐﾗｲ 茨城 女 3 2003 女子800m 2:16.63 女子1500m 4:38.72

246 茨城 東洋大牛久高 108 堤 萌絵 ﾂﾂﾐ ﾓｴ 茨城 女 3 2004 女子4X400mR 4:04.57

247 茨城 東洋大牛久高 109 髙濵 愛美子 ﾀｶﾊﾏ ｱｲｺ 茨城 女 3 2004 女子400mH 1:08.06

248 茨城 東洋大牛久高 110 世良田 桃加 ｾﾗﾀ ﾓﾓｶ 茨城 女 2 2004 女子400m 59.83

249 茨城 東洋大牛久高 111 大谷 侑亜季 ｵｵﾀﾆ ﾕﾂｷ 茨城 女 1 2006 女子走高跳 1m45

250 茨城 東洋大牛久高 112 鈴木 杏 ｽｽﾞｷ ﾓﾓ 茨城 女 3 2003 女子4X400mR 4:04.57

251 茨城 東洋大牛久高 113 吉江 優菜 ﾖｼｴ ﾕｳﾅ 茨城 女 2 2004 女子4X400mR 4:04.57

252 茨城 東洋大牛久高 114 吉田 莉奈 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾅ 茨城 女 1 2006 女子4X400mR 4:04.57

253 茨城 東洋大牛久高 115 梶原 唯真 ｶｼﾞﾜﾗ ﾕﾏ 茨城 女 2 2005 女子4X400mR 4:04.57

254 茨城 東洋大牛久高 116 德永 妃翠 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋｽｲ 茨城 女 2 2005 女子4X400mR 4:04.57

255 茨城 日本ｳｪﾙﾈｽ大 126 合田 凌斗 ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 茨城  　男 2000 男子100m 10.64 男子4X100mR 41.34

256 茨城 日本ｳｪﾙﾈｽ大 127 小川 智也 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 茨城  　男 2001 男子200m 21.99 男子4X100mR 41.34 男子4X400mR 3:14.59

257 茨城 日本ｳｪﾙﾈｽ大 128 浦野 凱瑛 ｳﾗﾉ ｶｲﾖｳ 茨城  　男 2002 男子4X100mR 41.34

258 茨城 日本ｳｪﾙﾈｽ大 129 柿沼 芳 ｶｷﾇﾏ ｶｵﾙ 茨城  　男 1999 男子4X400mR 3:14.59

259 茨城 日本ｳｪﾙﾈｽ大 130 小暮 義之 ｺｸﾞﾚ ﾖｼﾕｷ 茨城  　男 1999 男子400m 48.66 男子4X400mR 3:14.59

260 茨城 日本ｳｪﾙﾈｽ大 131 會田 智也 ｱｲﾀ ﾄﾓﾔ 茨城  　男 1999 男子4X400mR 3:14.59

261 茨城 日本ｳｪﾙﾈｽ大 132 松本 諒 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 茨城  　男 1999 男子800m 1:52.57

262 茨城 日本ｳｪﾙﾈｽ大 133 佐々木 雄大 ｻｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ 茨城  　男 2002 男子400m 49.28 男子4X400mR 3:14.59

263 茨城 日本ｳｪﾙﾈｽ大 134 小林 健太朗 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城  　男 2000 男子4X100mR 41.34

264 茨城 日本ｳｪﾙﾈｽ大 135 藤咲 伊織 ﾌｼﾞｻｸ ｲｵﾘ 茨城  　男 2000 男子4X400mR 3:14.59

265 茨城 日本ｳｪﾙﾈｽ大 136 安富 虎汰 ﾔｽﾄﾐ ﾄﾗﾀ 茨城  　男 2000 男子4X100mR 41.34

266 茨城 日本ｳｪﾙﾈｽ大 137 平田 瑶 ﾋﾗﾀ ﾖｳ 茨城  　男 2001 男子4X100mR 41.34

267 茨城 日本ｳｪﾙﾈｽ大 117 伊藤 雪乃 ｲﾄｳ ﾕｷﾉ 茨城 女 2000 女子砲丸投 10m13

268 茨城 日本女子体育大 118 塚越 日菜 ﾂｶｺｼ ﾋﾅ 茨城 女 2000 女子走幅跳 5m53

269 茨城 日本女子体育大 119 佐々木 未来 ｻｻｷ ﾐｸ 茨城 女 2001 女子円盤投 35m88

270 茨城 日本体育大 138 今井 慎太郎 ｲﾏｲ ｼﾝﾀﾛｳ 茨城  　男 2000 男子円盤投 46m61

271 茨城 日本体育大 139 大内 智喬 ｵｵｳﾁ ﾄﾓﾀｶ 茨城  　男 2000 男子砲丸投 13m10

272 茨城 日本体育大 120 亀谷 実生 ｶﾒﾀﾆ ﾐｵ 茨城 女 2000 女子やり投 50m08

273 茨城 日本大 140 中根 大翔 ﾅｶﾈ ﾋﾛﾄ 茨城  　男 2001 男子やり投 63m91

274 茨城 日本大 141 大前 遼馬 ｵｵﾏｴ ﾘｮｳﾏ 茨城  　男 2002 男子走幅跳 7m10

275 茨城 日立 121 白川 恵理菜 ｼﾗｶﾜ ｴﾘﾅ 茨城 女 1997 女子5000m 17:19.23

276 茨城 日製日立 123 秋山 陽祐 ｱｷﾔﾏ ﾖｳｽｹ 茨城  　男 1986 男子10000m 32:40.78

277 茨城 日製日立 124 吉崎 佑 ﾖｼｻﾞｷ ﾀｽｸ 茨城  　男 1993 男子10000m 33:19.12

278 茨城 日製日立 125 斎藤 彰太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 茨城  　男 2002 男子3000mSC 9:33.77

279 茨城 法政大 147 松浦 謙聖 ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｾｲ 茨城  　男 2000 男子100m 10.53

280 茨城 立教大 126 神田 幸奈 ｶﾝﾀﾞ ﾕｷﾅ 茨城 女 2002 女子10000m 40:38.13

281 茨城 流通経済大 151 鴨志田 直紀 ｶﾓｼﾀﾞ ﾅｵｷ 茨城  　男 2001 男子走高跳 2m00

282 茨城 流通経済大 152 中里 一輝 ﾅｶｻﾞﾄ ｶｽﾞｷ 茨城  　男 2002 男子4X100mR 41.66

283 茨城 流通経済大 153 佐々木 孝介 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 茨城  　男 1999 男子やり投 59m37

284 茨城 流通経済大 154 佐伯 誠人 ｻｴｷ ﾏｺﾄ 茨城  　男 1999 男子十種競技 6267

285 茨城 流通経済大 155 林 晃生 ﾊﾔｼ ｺｳｷ 茨城  　男 2001 男子4X100mR 41.66

286 茨城 流通経済大 156 千葉 孝太郎 ﾁﾊﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茨城  　男 2000 男子棒高跳 4m83

287 茨城 流通経済大 157 遠藤 稜生 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｵ 茨城  　男 2000 男子4X100mR 41.66

288 茨城 流通経済大 158 五十嵐 伶音 ｲｶﾞﾗｼ ﾚｵﾝ 茨城  　男 1999 男子4X100mR 41.66 男子4X400mR 3:21.34

289 茨城 流通経済大 159 濱田 一 ﾊﾏﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城  　男 1999 男子ハンマー投 54m78

290 茨城 流通経済大 160 木内 颯太 ｷﾉｳﾁ ｿｳﾀ 茨城  　男 1999 男子4X100mR 41.66

291 茨城 流通経済大 161 石井 和希 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 茨城  　男 1999 男子やり投 65m37

292 茨城 流通経済大 162 関 海真 ｾｷ ｶｲﾏ 茨城  　男 2002 男子やり投 54m29

293 茨城 流通経済大 163 岩田 峻也 ｲﾜﾀ ﾄｼﾅﾘ 茨城  　男 2002 男子4X400mR 3:21.34

294 茨城 流通経済大 164 石田 遥一 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙ 茨城  　男 2002 男子4X100mR 41.66

295 茨城 流通経済大 165 木村 温貴 ｷﾑﾗ ﾊﾙｷ 茨城  　男 2001 男子4X400mR 3:21.34

296 茨城 流通経済大 166 豊田 恭平 ﾄﾖﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 茨城  　男 2001 男子4X400mR 3:21.34

297 茨城 流通経済大 167 井上 龍斗 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳﾄ 茨城  　男 2000 男子4X400mR 3:21.34

298 茨城 流通経済大 168 高橋 哲 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 茨城  　男 2000 男子4X400mR 3:21.34

299 茨城 流通経済大 127 渡邉 玲花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｶ 茨城 女 2001 女子4X400mR 4:10.83

300 茨城 流通経済大 128 根本 まなか ﾈﾓﾄ ﾏﾅｶ 茨城 女 2001 女子4X400mR 4:10.83
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301 茨城 流通経済大 129 江尻 由羅 ｴｼﾞﾘ ﾕｳﾗ 茨城 女 1999 女子4X400mR 4:10.83

302 茨城 流通経済大 130 市毛 美宇 ｲﾁｹﾞ ﾐｳ 茨城 女 2001 女子4X400mR 4:10.83

303 茨城 流通経済大 131 尾方 真奈美 ｵｶﾞﾀ ﾏﾅﾐ 茨城 女 2000 女子三段跳 11m34

304 茨城 流通経済大 132 中村 美月 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 茨城 女 2001 女子ハンマー投 44m64

305 茨城 龍ｹ崎市陸協 170 鈴木 滉平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 茨城  　男 1993 男子やり投 57m69

306 栃木 MKPJT 740 海老沼 太志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｲｼ 栃木  　男 1992 男子5000m 15:11.72

307 栃木 MKPJT 741 小西 亘 ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ 栃木  　男 1967 男子10000m 33:32.47

308 栃木 NINE TC 784 野上 善弘 ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木  　男 1989 男子5000m 15:16.54 男子10000m 32:08.93

309 栃木 NINE TC 785 丸山 航輝 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 栃木  　男 2000 男子5000m 15:07.21 男子10000m 32:03.18

310 栃木 NINE TC 786 淵本 光 ﾌﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ 栃木  　男 1999 男子10000m 32:59.01

311 栃木 NINE TC 712 鈴木 歌菫 ｽｽﾞｷ ｶｽﾐ 栃木 女 1998 女子10000m 40:57.90

312 栃木 OCOSITEI 742 丸山 将 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃木  　男 1988 男子400m 49.87

313 栃木 OCOSITEI 743 村田 遼介 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 栃木  　男 1995 男子走幅跳 7m31

314 栃木 OCOSITEI 744 谷川 健太 ﾀﾆｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 栃木  　男 1998 男子やり投 64m98

315 栃木 OCOSITEI 745 石黒 守一 ｲｼｸﾞﾛ ｼｭｳｲﾁ 栃木  　男 1998 男子やり投 55m61

316 栃木 OCOSITEI 746 小森 翔太 ｺﾓﾘ ｼｮｳﾀ 栃木  　男 1995 男子走高跳 1m95

317 栃木 OCOSITEI 747 海老原 侑也 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 栃木  　男 1993 男子三段跳 14m77

318 栃木 OCOSITEI 748 橿淵 京平 ｶｼﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 栃木  　男 1994 男子4X100mR 42.81

319 栃木 OCOSITEI 749 成田 圭佑 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 栃木  　男 1996 男子4X100mR 42.81

320 栃木 OCOSITEI 750 小林 英嵩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ 栃木  　男 2001 男子4X100mR 42.81

321 栃木 OCOSITEI 751 尾﨑 天佑 ｵｻﾞｷ ﾃﾝﾕｳ 栃木  　男 1996 男子4X100mR 42.81

322 栃木 OCOSITEI 752 尾島 京 ｵｼﾞﾏ ｷｮｳ 栃木  　男 2000 男子4X100mR 42.81

323 栃木 OCOSITEI 753 平石 雄大 ﾋﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木  　男 1993 男子4X100mR 42.81

324 栃木 OCOSITEI 754 加古 龍二朗 ｶｺ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 栃木  　男 1995 男子4X400mR 3:27.16

325 栃木 OCOSITEI 755 小林 柊次郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 栃木  　男 1995 男子4X400mR 3:27.16

326 栃木 OCOSITEI 756 小池 翔 ｺｲｹ ｶｹﾙ 栃木  　男 1996 男子4X400mR 3:27.16

327 栃木 OCOSITEI 757 岡本 堅 ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 栃木  　男 1994 男子4X400mR 3:27.16

328 栃木 OCOSITEI 758 大嶋 裕樹 ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ 栃木  　男 1995 男子4X400mR 3:27.16

329 栃木 OCOSITEI 759 土方 啓慎 ﾋｼﾞｶﾀ ﾋﾛﾉﾘ 栃木  　男 1997 男子4X400mR 3:27.16

330 栃木 SAC 769 永野 友斗 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾄ 栃木  　男 2002 男子やり投 54m96

331 栃木 SAC 770 新井 真秀 ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ 栃木  　男 1991 男子十種競技 4655

332 栃木 SAC 771 竹澤 海斗 ﾀｹｻﾞﾜ ｶｲﾄ 栃木  　男 2001 男子砲丸投 12m80

333 栃木 塩谷ﾁｬﾚﾝｼﾞ 691 香川 新 ｶｶﾞﾜ ｼﾝ 栃木  　男 1965 男子5000mW 26:30.98

334 栃木 TRAINI 709 遠藤 章成 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾅ 栃木 女 1997 女子円盤投 30m24

335 栃木 白鴎大 772 櫛田崇裕 ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 栃木  　男 3 2001 男子4X100mR 42.75 男子4X400mR 3:25.20

336 栃木 白鴎大 773 添田 悠真 ｿｴﾀ ﾕｳﾏ 栃木  　男 3 2001 男子4X100mR 42.75 男子4X400mR 3:25.20

337 栃木 白鴎大 774 垂石 悠吾 ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ 栃木  　男 2 2001 男子4X100mR 42.75 男子4X400mR 3:25.20

338 栃木 白鴎大 775 山本 翔真 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 栃木  　男 4 1999 男子4X100mR 42.75

339 栃木 白鴎大 776 毛塚 隆斗 ｹﾂｶ ﾘｭｳﾄ 栃木  　男 1 2002 男子4X100mR 42.75

340 栃木 白鴎大 777 高松 克輝 ﾀｶﾏﾂ ｶﾂﾞｷ 栃木  　男 4 2000 男子4X100mR 42.75

341 栃木 白鴎大 778 女屋 恵太 ｵﾅﾔ ｹｲﾀ 栃木  　男 1 2002 男子400m 50.68 男子4X400mR 3:25.20

342 栃木 白鴎大 779 石井 源泰 ｲｼｲ ｹﾞﾝﾀｲ 栃木  　男 1 2002 男子4X400mR 3:25.20

343 栃木 白鴎大 780 大竹 佑真 ｵｵﾀｹ ﾕｳﾏ 栃木  　男 3 2000 男子4X400mR 3:25.20

344 栃木 白鴎大 781 高根沢 楽 ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｶﾞｸ 栃木  　男 1 2002 男子110mH 15.31

345 栃木 白鴎大 782 岡崎 純也 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木  　男 3 2000 男子円盤投 33m12 男子ハンマー投 37m89

346 栃木 白鴎大 783 須藤 周 ｽﾄｳ ｼｭｳ 栃木  　男 1 2002 男子3000mSC 9:52.99

347 栃木 白鴎大 710 小島 亜海 ｺｼﾞﾏ ｱﾐ 栃木 女 1 2002 女子やり投 35m00

348 栃木 白鴎大 711 飯塚 遥香 ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾙｶ 栃木 女 1 2002 女子800m 2:20.19

349 栃木 白鴎大足利高 763 阿部 健 ｱﾍﾞ ｹﾝ 栃木  　男 3 2003 男子1500m 4:00.10

350 栃木 白鴎大足利高 764 松本 涼 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 栃木  　男 3 2003 男子100m 10.62

351 栃木 白鴎大足利高 765 丸山 大善 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 栃木  　男 2 2004 男子400mH 57.31

352 栃木 白鴎大足利高 766 渡辺 伸吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 栃木  　男 1 2005 男子400mH 54.90

353 栃木 白鴎大足利高 696 阿部 百花 ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 栃木 女 2 2004 女子4X100mR 47.57

354 栃木 白鴎大足利高 697 黒川 怜華 ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ 栃木 女 2 2004 女子400mH 1:04.86

355 栃木 白鴎大足利高 698 澤井 望乃 ｻﾜｲ ﾉﾉ 栃木 女 2 2004 女子1500m 5:45.94

356 栃木 白鴎大足利高 699 田村 舞子 ﾀﾑﾗ ﾏｲｺ 栃木 女 2 2004 女子走幅跳 5m40 女子4X100mR 47.57

357 栃木 白鴎大足利高 700 中里 百葉 ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾓﾊ 栃木 女 2 2004 女子100mH 14.29

358 栃木 白鴎大足利高 701 奈桐 瑞月 ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ 栃木 女 3 2004 女子400mH 1:02.25

359 栃木 白鴎大足利高 702 二宮 音彩 ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ 栃木 女 1 2006 女子4X100mR 47.57

360 栃木 白鴎大足利高 703 福田 蒼依 ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 栃木 女 2 2004 女子100m 12.40 女子4X100mR 47.57
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361 栃木 白鴎大足利高 704 福田 菜々子 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 栃木 女 2 2005 女子200m 25.54 女子4X100mR 47.57

362 栃木 白鴎大足利高 705 保坂 日菜 ﾎｻｶ ﾋﾅ 栃木 女 3 2003 女子4X100mR 47.57

363 栃木 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 728 別宮 拓実 ﾍﾞｯｸ ﾀｸﾐ 栃木  　男 1997 男子十種競技 7060

364 栃木 育英大 658 齋藤 優羽 ｻｲﾄｳ ﾕﾊ 栃木 女 2001 女子走高跳 1m60 女子棒高跳 3m30

365 栃木 宇都宮記念病院 670 齋藤 勇太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 栃木  　男 1996 男子三段跳 15m27

366 栃木 宇都宮記念病院 618 小寺 美沙季 ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ 栃木 女 1995 女子100m 12.15

367 栃木 宇都宮大 682 新野 孝典 ﾆｲﾉ ﾀｶﾉﾘ 栃木  　男 2 2002 男子110mH 15.48

368 栃木 宇都宮大 648 伊串 彩夢 ｲｸﾞｼ ｱﾕ 栃木 女 2 2001 女子走幅跳 5m22

369 栃木 宇都宮大 649 関根 聖良 ｾｷﾈ ｾｲﾗ 栃木 女 3 2000 女子走幅跳 5m10

370 栃木 宇都宮大 650 手塚 菜奈 ﾃﾂｶ ﾅﾅ 栃木 女 3 2000 女子走高跳 1m55

371 栃木 宇都宮大 651 長谷見 桜花 ﾊｾﾐ ｻｸﾗ 栃木 女 3 2000 女子5000m 19:25.00

372 栃木 宇都宮文星女高 595 粕谷 雫 ｶｽﾔ ｼｽﾞｸ 栃木 女 1 2005 女子1500m 4:39.29

373 栃木 宇都宮文星女高 596 蓬田 梨世蘭 ﾖﾓｷﾞﾀ ﾘｾﾗ 栃木 女 2 2004 女子1500m 4:42.91

374 栃木 宇都宮文星女高 597 深澤 雫月 ﾌｶｻﾜ ｼｽﾞｷ 栃木 女 1 2005 女子1500m 4:42.93

375 栃木 塩谷町役場 659 近藤 良亮 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 栃木  　男 1997 男子5000mW 19:27.85

376 栃木 関西福祉科学大 693 渡邉 里咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 栃木 女 1 2002 女子走高跳 1m60

377 栃木 吉本興業 767 がんばれ ゆうすけ ｶﾞﾝﾊﾞﾚ ﾕｳｽｹ 栃木  　男 1984 男子10000m 32:31:00.00

378 栃木 慶応義塾大 738 梅沢 龍輝 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 栃木  　男 3 2000 男子800m 1:52.39

379 栃木 元気寿司 669 櫻井 朴也 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 栃木  　男 1996 男子200m 21.77

380 栃木 佐野市役所 708 大山 茜里 ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ 栃木 女 1997 女子100mH 14.08

381 栃木 佐野日大高 676 坂上 凛璃 ｻｶｶﾞﾐ ﾘﾘ 栃木 女 1 2005 女子棒高跳 3m10

382 栃木 作新学院高 671 金井 晃希 ｶﾅｲ ｺｳｷ 栃木  　男 2 2005 男子三段跳 14m14

383 栃木 作新学院高 672 小池 啓斗 ｺｲｹ ｹｲﾄ 栃木  　男 3 2003 男子800m 2:02.80 男子1500m 4:00.80

384 栃木 作新学院高 673 村上 尚希 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｷ 栃木  　男 3 2003 男子1500m 4:02.40

385 栃木 作新学院高 619 大貫 那緒 ｵｵﾇｷ ﾅｵ 栃木 女 2 2004 女子200m 25.98 女子4X100mR 48.05

386 栃木 作新学院高 620 倉澤 みはな ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 栃木 女 3 2003 女子4X100mR 48.05

387 栃木 作新学院高 621 五月女 光 ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 栃木 女 2 2004 女子4X100mR 48.05

388 栃木 作新学院高 622 山口 優芽 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 栃木 女 3 2003 女子4X100mR 48.05

389 栃木 作新学院高 623 山口 沙希 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 栃木 女 2 2005 女子4X100mR 48.05

390 栃木 作新学院高 624 増田 朱華 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔｶ 栃木 女 1 2005 女子4X100mR 48.05

391 栃木 作新学院大 693 茂呂 柊汰 ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木  　男 4 2000 男子100m 10.52 男子4X100mR 41.00

392 栃木 作新学院大 694 中里 将基 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃木  　男 3 2000 男子200m 21.73 男子400m 47.46 男子4X400mR 3:17.50

393 栃木 作新学院大 695 粕尾 悠人 ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木  　男 2 2001 男子200m 22.24

394 栃木 作新学院大 696 川野辺 涼 ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ 栃木  　男 3 2000 男子400m 48.98 男子4X400mR 3:17.50

395 栃木 作新学院大 697 古島 匠稀 ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 栃木  　男 2 2001 男子400m 50.20 男子4X400mR 3:17.50

396 栃木 作新学院大 698 村上 潤 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 栃木  　男 2 2001 男子走幅跳 6m96

397 栃木 作新学院大 699 熊澤 尚央 ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ 栃木  　男 4 1999 男子4X100mR 41.00

398 栃木 作新学院大 700 橋本 柊 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ 栃木  　男 4 2000 男子4X100mR 41.00

399 栃木 作新学院大 701 稲垣 広弥 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 栃木  　男 3 2001 男子100m 10.80 男子4X100mR 41.00

400 栃木 作新学院大 702 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 栃木  　男 1 2002 男子4X100mR 41.00

401 栃木 作新学院大 703 大橋 広夢 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ 栃木  　男 1 2001 男子4X400mR 3:17.50

402 栃木 作新学院大 704 米川 航 ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ 栃木  　男 4 1999 男子4X400mR 3:17.50

403 栃木 作新学院大 705 渡部 航平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 栃木  　男 3 2000 男子4X400mR 3:17.50

404 栃木 作新学院大 706 大根田 翼 ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃木  　男 1 2002 男子4X100mR 41.00

405 栃木 作新学院大 659 関根 こころ ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木 女 2 2002 女子100m 12.24 女子4X100mR 46.76 女子4X400mR 3:58.43

406 栃木 作新学院大 660 市川 亜澄 ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木 女 2 2001 女子100m 12.23 女子200m 25.15 女子4X100mR 46.76 女子4X400mR 3:58.43

407 栃木 作新学院大 661 福田 奈央 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木 女 3 2001 女子100m 12.39 女子4X100mR 46.76

408 栃木 作新学院大 662 福田 捺巴 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃木 女 2 2001 女子200m 25.75 女子4X100mR 46.76

409 栃木 作新学院大 663 柴 凛 ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木 女 2 2001 女子400m 59.08 女子4X400mR 3:58.43

410 栃木 作新学院大 664 笹沼 若奈 ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃木 女 4 1999 女子100mH 13.70 女子4X100mR 46.76 女子4X400mR 3:58.43

411 栃木 作新学院大 665 黒岩 恭香 ｸﾛｲﾜ ｷｮｳｶ 栃木 女 4 1999 女子100mH 13.98

412 栃木 作新学院大 666 大橋 麻友 ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 栃木 女 2 2001 女子200m 26.14 女子4X400mR 3:58.43

413 栃木 作新学院大 667 高橋 萌 ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木 女 3 2000 女子4X400mR 3:58.43

414 栃木 鹿沼市役所 739 橿淵 和馬 ｶｼﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 栃木  　男 1999 男子走幅跳 7m11

415 栃木 鹿沼市役所 691 神山 綾音 ｶﾐﾔﾏ ｱﾔﾈ 栃木 女 1996 女子100m 12.24 女子走幅跳 5m92

416 栃木 駿河台大 730 平本 廉 ﾋﾗﾓﾄ ﾚﾝ 栃木  　男 1999 男子110mH 14.89 男子4X100mR 42.45

417 栃木 駿河台大 731 菊池 翼娑 ｷｸﾁ ﾂﾊﾞｻ 栃木  　男 2001 男子円盤投 30m35

418 栃木 駿河台大 732 呂比須 聖一 ﾛﾍﾟｽ ｾｲｲﾁ 栃木  　男 2000 男子800m 1:52.81

419 栃木 駿河台大 733 室井 颯太 ﾑﾛｲ ｿｳﾀ 栃木  　男 2001 男子三段跳 14m42 男子4X100mR 42.45

420 栃木 駿河台大 734 田村 桂 ﾀﾑﾗ ｹｲ 栃木  　男 2000 男子4X100mR 42.45
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421 栃木 駿河台大 735 直井 星汰 ﾅｵｲ ｼｮｳﾀ 栃木  　男 2001 男子4X100mR 42.45

422 栃木 駿河台大 736 秋元 廉 ｱｷﾓﾄ ﾚﾝ 栃木  　男 2000 男子4X100mR 42.45

423 栃木 駿河台大 737 小宮 俊浩 ｺﾐﾔ ﾄｼﾋﾛ 栃木  　男 2002 男子4X100mR 42.45

424 栃木 順天堂大 657 菅谷 拓海 ｽｶﾞﾔ ﾀｸﾐ 栃木  　男 2001 男子110mH 14.59

425 栃木 順天堂大 760 堀江 優也 ﾎﾘｴ ﾕｳﾔ 栃木  　男 3 2000 男子800m 1:57.30

426 栃木 順天堂大 768 吉田 龍生 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｷ 栃木  　男 2001 男子110mH 14.84

427 栃木 小山高専 688 犬飼 侑樹 ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 栃木  　男 3 2003 男子400mH 53.00

428 栃木 城西大 717 蛭間 雄也 ﾋﾙﾏ ﾕｳﾔ 栃木  　男 1999 男子走幅跳 7m52

429 栃木 城西大 677 秋葉 映怜那 ｱｷﾊﾞ ｴﾚﾅ 栃木 女 2002 女子三段跳 11m03

430 栃木 神奈川大 683 内藤 未唯 ﾅｲﾄｳ ﾐﾕ 栃木 女 2002 女子5000mW 24:21.18

431 栃木 青藍泰斗高 644 吉成 美羽 ﾖｼﾅﾘ ﾐｳ 栃木 女 3 2003 女子砲丸投 13m86 女子円盤投 34m85

432 栃木 青藍泰斗高 645 大野 明日美 ｵｵﾉ ｱｽﾐ 栃木 女 2 2005 女子砲丸投 12m65 女子ハンマー投 32m84

433 栃木 青藍泰斗高 646 塩濵 咲空 ｼｵﾊﾏ ｻﾗ 栃木 女 2 2004 女子砲丸投 12m06 女子ハンマー投 36m54

434 栃木 青藍泰斗高 647 結城 心湖 ﾕｳｷ ｺｺ 栃木 女 1 2005 女子砲丸投 9m57 女子ハンマー投 26m66

435 栃木 石川走友会 801 上村 純也 ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木  　男 1994 男子1500m 3:55.31

436 栃木 石川走友会 802 塩川 香弥 ｼｵｶﾜ ｺｳﾔ 栃木  　男 1995 男子1500m 3:55.22

437 栃木 早稲田大 762 小竹 理恩 ｺﾀｹ ﾘｵﾝ 栃木  　男 4 1999 男子200m 21.68 男子400m 46.92

438 栃木 足利大附属高 686 森田 祥大 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋﾛ 栃木  　男 2 2004 男子ハンマー投 22m03

439 栃木 足利大附属高 687 小此木 翔 ｵｺﾉｷﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃木  　男 2 2004 男子ハンマー投 21m08

440 栃木 第一酒造 708 中島 大輔 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 栃木  　男 1995 男子走高跳 2m00

441 栃木 第一酒造 709 能手 俊充 ﾉﾃ ﾄｼﾐﾂ 栃木  　男 1994 男子走高跳 2m00

442 栃木 第一酒造 710 大塚 主稀 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｷ 栃木  　男 1997 男子やり投 64m33

443 栃木 滝沢ﾊﾑ 711 松原 奨 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｮｳ 栃木  　男 1993 男子走幅跳 7m48 男子4X100mR 42.45

444 栃木 滝沢ﾊﾑ 712 浅子 隆一 ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ 栃木  　男 1997 男子400mH 52.36 男子4X100mR 42.45

445 栃木 滝沢ﾊﾑ 713 吉澤 尚哉 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 栃木  　男 1995 男子4X100mR 42.45

446 栃木 滝沢ﾊﾑ 714 小林 祐介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 栃木  　男 1997 男子4X100mR 42.45

447 栃木 滝沢ﾊﾑ 715 坂本 将希 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 栃木  　男 1996 男子4X100mR 42.45

448 栃木 筑波大 726 中西 慧太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 栃木  　男 1996 男子200m 21.95

449 栃木 筑波大 727 田崎 義規 ﾀｻｷ ﾖｼｷ 栃木  　男 2001 男子100m 10.78

450 栃木 東京工業大 799 伊藤 颯吾 ｲﾄｳ ｿｳｺﾞ 栃木  　男 2000 男子10000m 32:06.37

451 栃木 東京女子体育大 706 鈴木 彩菜 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ 栃木 女 1 2003 女子400m 1:01.63

452 栃木 栃木TFC 690 内山 麗 ｳﾁﾔﾏ ﾚｲ 栃木 女 1988 女子円盤投 36m34

453 栃木 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 656 森山 陽市 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 栃木  　男 1974 男子円盤投 33m19

454 栃木 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 598 大塚 祐季 ｵｵﾂｶ ﾕｷ 栃木 女 1990 女子棒高跳 2m70

455 栃木 栃木ｽﾎﾟ協 803 小椋 健司 ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾞ 栃木  　男 1995 男子やり投 81m63

456 栃木 栃木ｽﾎﾟ協 804 武田 歴次 ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 栃木  　男 1995 男子砲丸投 18m64

457 栃木 栃木ｽﾎﾟ協 725 諸田 実咲 ﾓﾛﾀ ﾐｻｷ 栃木 女 1998 女子棒高跳 4m20

458 栃木 栃木ｽﾎﾟ協 726 竹内 萌 ﾀｹｳﾁ ﾓｴ 栃木 女 1998 女子走高跳 1m78

459 栃木 栃木ｽﾎﾟ協 727 関口 清乃 ｾｷｸﾞﾁ ｷﾖﾉ 栃木 女 1997 女子ハンマー投 58m41

460 栃木 さくら清修高 674 安濟 大起 ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾞｲｷ 栃木  　男 2 2004 男子4X100mR 42.60

461 栃木 さくら清修高 675 田代 康介 ﾀｼﾛ ｺｳｽｹ 栃木  　男 2 2004 男子4X100mR 42.60

462 栃木 さくら清修高 676 星 竜磨 ﾎｼ ﾘｮｳﾏ 栃木  　男 2 2005 男子4X100mR 42.60

463 栃木 さくら清修高 677 棚瀨 朝斗 ﾀﾅｾ ｱｻﾄ 栃木  　男 2 2005 男子4X100mR 42.60

464 栃木 さくら清修高 678 川和 優也 ｶﾜﾜ ﾕｳﾔ 栃木  　男 1 2005 男子4X100mR 42.60

465 栃木 さくら清修高 679 森山 結斗 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ 栃木  　男 1 2005 男子4X100mR 42.60

466 栃木 さくら清修高 625 瀬川 琴音 ｾｶﾞﾜ ｺﾄﾈ 栃木 女 3 2003 女子走幅跳 5m35

467 栃木 さくら清修高 626 柄木田 菜々美 ｶﾗｷﾀ ﾅﾅﾐ 栃木 女 2 2004 女子円盤投 29m41

468 栃木 さくら清修高 627 鷹箸 紗英 ﾀｶﾉﾊｼ ｻｴ 栃木 女 2 2004 女子400mH 1:06.83 女子4X100mR 52.07

469 栃木 さくら清修高 628 髙森 優萌 ﾀｶﾓﾘ ﾕﾒ 栃木 女 1 2005 女子七種競技 3272

470 栃木 さくら清修高 629 野中 ﾆｺﾙ ﾉﾅｶ ﾆｺﾙ 栃木 女 2 2004 女子4X100mR 52.07

471 栃木 さくら清修高 630 大髙 凜果 ｵｵﾀｶ ﾘﾝｶ 栃木 女 2 2004 女子4X100mR 52.07

472 栃木 さくら清修高 631 川村 彩也 ｶﾜﾑﾗ ｻﾔ 栃木 女 2 2004 女子4X100mR 52.07

473 栃木 さくら清修高 632 齋須 愛菜 ｻｲｽ ｱｲﾅ 栃木 女 1 2005 女子4X100mR 52.07

474 栃木 さくら清修高 633 阿部 望叶 ｱﾍﾞ ﾐｶﾅ 栃木 女 1 2006 女子4X100mR 52.07

475 栃木 宇都宮工高 692 細川 未空翔 ﾎｿｶﾜ ﾐｸﾄ 栃木  　男 3 2003 男子走高跳 1m90

476 栃木 宇都宮高 685 鈴木 太陽 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ 栃木  　男 3 2003 男子5000m 15:20.09 男子3000mSC 9:10.68

477 栃木 宇都宮女子高 605 川﨑 璃子 ｶﾜｻｷ ﾘｺ 栃木 女 2 2004 女子4X100mR 50.27

478 栃木 宇都宮女子高 606 清水 咲希 ｼﾐｽﾞ ｻｷ 栃木 女 2 2004 女子400m 1:00.45

479 栃木 宇都宮女子高 607 野口 葵衣 ﾉｸﾞﾁ ｱｵｲ 栃木 女 2 2005 女子4X100mR 50.27

480 栃木 宇都宮女子高 608 浅川 颯希 ｱｻｶﾜ ｻﾂｷ 栃木 女 2 2004 女子4X400mR 4:04.54
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481 栃木 宇都宮女子高 609 長屋 咲希 ﾅｶﾞﾔ ｻｷ 栃木 女 2 2004 女子4X400mR 4:04.54

482 栃木 宇都宮女子高 610 昼間 琴美 ﾋﾙﾏ ｺﾄﾐ 栃木 女 2 2004 女子4X100mR 50.27

483 栃木 宇都宮女子高 611 池田 結菜 ｲｹﾀﾞ ﾕｲﾅ 栃木 女 1 2005 女子4X400mR 4:04.54

484 栃木 宇都宮女子高 612 大図 奈々葉 ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ 栃木 女 1 2005 女子4X400mR 4:04.54

485 栃木 宇都宮女子高 613 大森 千慧 ｵｵﾓﾘ ﾁｻﾄ 栃木 女 1 2005 女子4X100mR 50.27

486 栃木 宇都宮女子高 614 鈴木 真凛 ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾝ 栃木 女 1 2005 女子4X400mR 4:04.54

487 栃木 宇都宮女子高 615 菅井 晴佳 ｽｶﾞｲ ﾊﾙｶ 栃木 女 1 2006 女子4X100mR 50.27

488 栃木 宇都宮女子高 616 古寺 花菜 ｺﾃﾞﾗ ｶﾅ 栃木 女 1 2006 女子4X400mR 4:04.54

489 栃木 宇都宮女子高 617 三浦 佳織 ﾐｳﾗ ｶｵﾘ 栃木 女 1 2005 女子4X100mR 50.27

490 栃木 宇中女高 685 髙橋 彩葉 ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 栃木 女 2 2004 女子七種競技 3497

491 栃木 宇中女高 686 福田 蒼衣 ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 栃木 女 2 2005 女子三段跳 10m73

492 栃木 宇中女高 687 澤浦 希咲 ｻﾜｳﾗ ｷｻ 栃木 女 2 2004 女子三段跳 10m41

493 栃木 宇中女高 688 上野 小羽 ｳｴﾉ ｺﾊﾈ 栃木 女 2 2004 女子5000mW 32:03.93

494 栃木 宇中女高 689 松﨑 真優 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏﾕ 栃木 女 2 2005 女子5000mW 34:12.86

495 栃木 宇都宮南高 661 月橋 温音 ﾂｷﾊｼ ﾊﾙﾄ 栃木  　男 1 2005 男子4X400mR 3:29.95

496 栃木 宇都宮南高 662 壁屋 将義 ｶﾍﾞﾔ ﾏｻﾖｼ 栃木  　男 1 2005 男子4X400mR 3:29.95

497 栃木 宇都宮南高 663 榎 尚斗 ｴﾉｷ ﾅｵﾄ 栃木  　男 2 2004 男子4X400mR 3:29.95

498 栃木 宇都宮南高 664 芝田 正義 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾖｼ 栃木  　男 2 2004 男子4X400mR 3:29.95

499 栃木 宇都宮南高 665 川田 大輝 ｶﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 栃木  　男 2 2004 男子4X400mR 3:29.95

500 栃木 宇都宮南高 666 清水 隼己 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｷ 栃木  　男 2 2004 男子4X400mR 3:29.95

501 栃木 宇都宮白楊高 729 磯川 尚吾 ｲｿｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 栃木  　男 3 2003 男子やり投 54m22

502 栃木 宇都宮白楊高 684 小森 美佳 ｺﾓﾘ ﾐｶ 栃木 女 3 2004 女子800m 2:20.34

503 栃木 宇都宮北高 718 宮嶋 翔大 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 栃木  　男 3 2003 男子100m 10.60 男子200m 21.52

504 栃木 宇都宮北高 719 髙田 遼雅 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 栃木  　男 3 2004 男子走高跳 2m04

505 栃木 宇都宮北高 720 中原 優輔 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 栃木  　男 2 2004 男子4X400mR 3:30.63

506 栃木 宇都宮北高 721 鈴木 詠心 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ 栃木  　男 2 2004 男子4X400mR 3:30.63

507 栃木 宇都宮北高 722 渡邉 雅博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 栃木  　男 2 2004 男子4X400mR 3:30.63

508 栃木 宇都宮北高 723 仁田脇 翔太 ﾆﾀﾜｷ ｼｮｳﾀ 栃木  　男 2 2004 男子4X400mR 3:30.63

509 栃木 宇都宮北高 724 山脇 大空 ﾔﾏﾜｷ ﾀｸ 栃木  　男 2 2004 男子4X400mR 3:30.63

510 栃木 宇都宮北高 725 岡田 直樹 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 栃木  　男 1 2005 男子4X400mR 3:30.63

511 栃木 宇都宮北高 678 佐藤 蒼衣 ｻﾄｳ ｱｵｲ 栃木 女 2 2005 女子走幅跳 5m26 女子4X100mR 51.52

512 栃木 宇都宮北高 679 佐藤 杏実 ｻﾄｳ ｱﾐ 栃木 女 2 2004 女子4X100mR 51.52

513 栃木 宇都宮北高 680 手塚 七星 ﾃﾂﾞｶ ﾅﾅｾ 栃木 女 2 2004 女子4X100mR 51.52

514 栃木 宇都宮北高 681 福本 茉以 ﾌｸﾓﾄ ﾏｲ 栃木 女 2 2004 女子4X100mR 51.52

515 栃木 宇都宮北高 682 中野 伶香 ﾅｶﾉ ﾚｲｶ 栃木 女 2 2004 女子4X100mR 51.52

516 栃木 烏山高 707 猪野 快斗 ｲﾉ ｶｲﾄ 栃木  　男 3 2003 男子3000mSC 9:40.92

517 栃木 烏山高 668 舟生 靖菜 ﾌﾆｭｳ ﾔｽﾅ 栃木 女 2 2004 女子10000m 45:51.77

518 栃木 益子芳星高 653 小池 凜 ｺｲｹ ﾘﾝ 栃木 女 2 2004 女子400m 1:02.30

519 栃木 黒磯南高 599 藤田 陽南 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅ 栃木 女 2 2004 女子ハンマー投 35m04

520 栃木 黒磯南高 600 越路 結菜 ｺｼｼﾞ ﾕｲﾅ 栃木 女 2 2005 女子走高跳 1m55 女子三段跳 10m59

521 栃木 佐野高 654 加藤 瞳 ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 栃木 女 2 2004 女子三段跳 10m51

522 栃木 佐野高 655 新井 美月 ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 栃木 女 2 2004 女子棒高跳 2m20

523 栃木 佐野東高 694 片柳 沙弥 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｻﾔ 栃木 女 3 2003 女子3000mSC 13:38.40

524 栃木 鹿沼高 642 町田 珠実 ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾏﾐ 栃木 女 2 2005 女子100mH 14.92

525 栃木 鹿沼東高 656 野澤 朋加 ﾉｻﾞﾜ ﾄﾓｶ 栃木 女 2 2004 女子800m 2:23.96

526 栃木 鹿沼南高 586 伊澤 七星 ｲｻﾞﾜ ｷﾗﾗ 栃木 女 2 2014 女子砲丸投 10m31 女子円盤投 28m97

527 栃木 小山西高 680 中里 拓翔 ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｸﾄ 栃木  　男 2 2005 男子円盤投 31m28

528 栃木 小山西高 634 近藤 衣里唯 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘｲ 栃木 女 3 2003 女子やり投 36m02

529 栃木 小山西高 635 荒川 綾香 ｱﾗｶﾜ ｱﾔｶ 栃木 女 2 2004 女子4X400mR 4:24.19

530 栃木 小山西高 636 亀田 沙依 ｶﾒﾀﾞ ｻｴ 栃木 女 2 2004 女子4X400mR 4:24.19

531 栃木 小山西高 637 齊藤 麗来 ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ 栃木 女 1 2006 女子4X400mR 4:24.19

532 栃木 小山西高 638 濱野 友鈴 ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ 栃木 女 1 2005 女子4X400mR 4:24.19

533 栃木 小山西高 639 半田 真理 ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾘ 栃木 女 1 2006 女子4X400mR 4:24.19

534 栃木 小山西高 640 杉本 美彩妃 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｻｷ 栃木 女 1 2005 女子4X400mR 4:24.19

535 栃木 小山南高 787 伊藤 龍太郎 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 栃木  　男 3 2003 男子3000mSC 9:56.60

536 栃木 小山南高 788 岩田 章継 ｲﾜﾀ ｱｷﾂﾈ 栃木  　男 3 2003 男子4X400mR 3:30.73

537 栃木 小山南高 789 斎藤 琉生 ｻｲﾄｳ ﾙｲ 栃木  　男 2 2004 男子4X400mR 3:30.73

538 栃木 小山南高 790 西田 知生 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 栃木  　男 2 2004 男子4X400mR 3:30.73

539 栃木 小山南高 791 柴田 泰誠 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ 栃木  　男 2 2004 男子4X400mR 3:30.73

540 栃木 小山南高 792 千葉 大輝 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 栃木  　男 1 2005 男子4X400mR 3:30.73
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541 栃木 小山南高 793 石原 吏玖 ｲｼﾊﾗ ﾘｸ 栃木  　男 1 2005 男子4X400mR 3:30.73

542 栃木 小山南高 714 松本 明莉 ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ 栃木 女 3 2003 女子400mH 1:08.21

543 栃木 小山南高 715 横塚 夢珠 ﾖｺﾂｶ ﾕﾒｱ 栃木 女 3 2003 女子5000m 19:08.87

544 栃木 小山南高 716 桑原 あみか ｸﾜﾊﾗ ｱﾐｶ 栃木 女 2 2004 女子砲丸投 9m98

545 栃木 小山南高 717 熊倉 千佳 ｸﾏｸﾗ ﾁｶ 栃木 女 3 2003 女子4X400mR 4:11.82

546 栃木 小山南高 718 三橋 桃花 ﾐﾂﾊｼ ﾓﾓ 栃木 女 3 2003 女子4X400mR 4:11.82

547 栃木 小山南高 719 金沢 美希 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ 栃木 女 2 2004 女子4X400mR 4:11.82

548 栃木 小山南高 720 松本 芽久 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞ 栃木 女 1 2005 女子4X400mR 4:11.82

549 栃木 小山南高 721 間中 美結 ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ 栃木 女 1 2006 女子4X400mR 4:11.82

550 栃木 小山南高 722 椎名 美友 ｼｲﾅ ﾐﾕ 栃木 女 1 2006 女子4X400mR 4:11.82

551 栃木 小山北桜高 695 小林 ﾚｵﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵﾅ 栃木 女 3 2003 女子400mH 1:08.39

552 栃木 上三川高 643 佐藤 彩永 ｻﾄｳ ｱﾔﾅ 栃木 女 2 2005 女子円盤投 26m48

553 栃木 真岡工高 652 小野寺 芽依 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｲ 栃木 女 2 2004 女子ハンマー投 22m70 女子やり投 35m63

554 栃木 真岡高 655 日渡 陸斗 ﾋﾜﾀｼ ﾘｸﾄ 栃木  　男 2 2004 男子ハンマー投 43m99

555 栃木 真岡女子高 589 長島 結衣 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｲ 栃木 女 1 2005 女子400m 56.78 女子800m 2:09.64 女子4X400mR 4:07.52

556 栃木 真岡女子高 590 田代 菜々 ﾀｼﾛ ﾅﾅ 栃木 女 3 2003 女子4X400mR 4:07.52

557 栃木 真岡女子高 591 米田 凜音 ﾖﾈﾀﾞ ﾘﾉﾝ 栃木 女 2 2004 女子4X400mR 4:07.52

558 栃木 真岡女子高 592 鈴木 若菜 ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ 栃木 女 2 2005 女子4X400mR 4:07.52

559 栃木 真岡女子高 593 藤原 香凛 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾘﾝ 栃木 女 2 2004 女子4X400mR 4:07.52

560 栃木 真岡女子高 594 鈴木 咲良 ｽｽﾞｷ ｻﾗ 栃木 女 1 2005 女子4X400mR 4:07.52

561 栃木 真岡北陵高 683 上野 夢翔 ｳｴﾉ ﾕﾒﾄ 栃木  　男 2 2005 男子800m 1:57.45

562 栃木 真岡北陵高 684 今成 大地 ｲﾏﾅﾘ ﾀﾞｲﾁ 栃木  　男 2 2004 男子円盤投 29m00

563 栃木 石橋高 601 古内 心陽 ﾌﾙｳﾁ ｺﾊﾙ 栃木 女 2 2005 女子七種競技 3449

564 栃木 石橋高 602 野村 美月 ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 栃木 女 1 2005 女子100mH 14.51

565 栃木 石橋高 603 関口 実花 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｶ 栃木 女 1 2005 女子400mH 1:08.29

566 栃木 石橋高 604 冨田 翔子 ﾄﾐﾀ ｼｮｳｺ 栃木 女 1 2005 女子800m 2:25.00

567 栃木 大田原高 795 前田 龍生 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｷ 栃木  　男 3 2003 男子三段跳 13m96

568 栃木 大田原高 796 前田 琉司 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 栃木  　男 2 2004 男子3000mSC 9:37.59

569 栃木 大田原高 797 岩城 考雲 ｲﾜｷ ｺｳｳﾝ 栃木  　男 2 2004 男子5000mW 27:09.74

570 栃木 大田原高 798 増子 陽季 ﾏｼｺ ﾊﾙｷ 栃木  　男 2 2004 男子5000m 14:55.27

571 栃木 大田原女子高 723 藤巻 優来 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳﾗ 栃木 女 3 2003 女子棒高跳 3m40

572 栃木 大田原女子高 724 林 美幸 ﾊﾔｼ ﾐﾕｷ 栃木 女 2 2004 女子やり投 35m27

573 栃木 栃木女高 670 大阿久 結彩 ｵｵｱｸ ﾕｲ 栃木 女 2 2005 女子4X400mR 4:22.16

574 栃木 栃木女高 671 岡田 真尋 ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ 栃木 女 2 2004 女子4X400mR 4:22.16

575 栃木 栃木女高 672 縫村 遥花 ﾇｲﾑﾗ ﾊﾙｶ 栃木 女 2 2005 女子4X400mR 4:22.16

576 栃木 栃木女高 673 八重樫 燈 ﾔｴｶﾞｼ ｱｶﾘ 栃木 女 2 2004 女子4X400mR 4:22.16

577 栃木 栃木女高 674 淺野 凪咲 ｱｻﾉ ﾅｷﾞｻ 栃木 女 1 2006 女子4X400mR 4:22.16

578 栃木 栃木女高 675 戸倉 瑚凛 ﾄｸﾗ ｺﾘﾝ 栃木 女 1 2005 女子4X400mR 4:22.16

579 栃木 栃農高 667 葛西 公平 ｶｻｲ ｺｳﾍｲ 栃木  　男 3 2003 男子800m 1:55.95

580 栃木 那須拓陽高 669 加藤 海咲 ｶﾄｳ ﾐｻｷ 栃木 女 3 2004 女子走高跳 1m64 女子三段跳 10m72

581 栃木 矢板東高 681 平山 大将 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ 栃木  　男 3 2003 男子5000mW 22:57.83

582 栃木 矢板東高 641 兼子 咲楽 ｶﾈｺ ｻｸﾗ 栃木 女 2 2004 女子800m 2:19.76

583 栃木 栃木陸協 652 加藤 優陽 ｶﾄｳ ﾕｳﾋ 栃木  　男 1998 男子5000m 15:20.46

584 栃木 栃木陸協 653 首藤 貴之 ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ 栃木  　男 1986 男子110mH 14.87

585 栃木 栃木陸協 654 佐野 雅敏 ｻﾉ ﾏｻﾄｼ 栃木  　男 1982 男子400mH 58.35

586 栃木 栃木陸協 668 大島 一晟 ｵｵｼﾏ ｲｯｾｲ 栃木  　男 2001 男子走幅跳 7m19

587 栃木 栃木陸協 716 小島 奨生 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｷ 栃木  　男 1996 男子ハンマー投 38m10

588 栃木 栃木陸協 794 手塚 大地 ﾃﾂｶ ﾀﾞｲﾁ 栃木  　男 2002 男子走高跳 1m90

589 栃木 栃木陸協 800 伊藤 雅浩 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 栃木  　男 1964 男子5000mW 31:11.02

590 栃木 栃木陸協 585 但野 愛果 ﾀﾀﾞﾉ ｱｲｶ 栃木 女 2002 女子棒高跳 2m60

591 栃木 栃木陸協 657 小谷 萌子 ｵﾀﾞﾆ ﾓｴｺ 栃木 女 1993 女子走高跳 1m65

592 栃木 日本栄養給食協会 692 桑添 友花 ｸﾜｿﾞｴ ﾄﾓｶ 栃木 女 1999 女子やり投 54m35

593 栃木 日女体大 707 毛塚 玲奈 ｹﾂﾞｶ ﾚﾅ 栃木 女 2000 女子やり投 43m52

594 栃木 日本体育大 713 古山 美優 ｺﾔﾏ ﾐﾕｳ 栃木 女 1 2002 女子200m 25.90 女子400m 58.03

595 栃木 日本大 689 川俣 颯士 ｶﾜﾏﾀ ｿｳｼ 栃木  　男 1 2003 男子やり投 64m58

596 栃木 日本大 690 末柄 輝希 ｽｴｶﾞﾗ ｺｳｷ 栃木  　男 3 2001 男子5000mW 20:55.60

597 栃木 流通経済大 660 市村 駿 ｲﾁﾑﾗ ｼｭﾝ 栃木  　男 2000 男子1500m 3:57.15 男子3000mSC 9:08.66

598 栃木 流通経済大 761 出居 時 ｲﾃﾞｲ ﾄｷ 栃木  　男 2 2001 男子十種競技 5381

599 栃木 國學院栃木高 658 石川 峻士 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ 栃木  　男 3 2004 男子400mH 56.36

600 栃木 國學院栃木高 587 山﨑 瑠杏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｱﾝ 栃木 女 3 2003 女子1500m 4:43.72



11 / 43第94回関東陸上競技選手権大会（2021/08/20金～22日・カンセキスタジアムとちぎ）　エントリーリスト　2021/07/18版

〇　コンピュータ処理上、氏名・所属における一部の漢字表記について外字対応ができないものがあり、代替文字を用いておりますことをご了承ください。

〇　当資料に関する問い合わせ先：　records@jaaftochigi.jp

No. 地区 所属 ﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 ｶﾅ 所属地 性別 学年 生年 参加種目1 記録1 参加種目2 記録2 参加種目3 記録3 参加種目4 記録4 参加種目5 記録5

601 栃木 國學院栃木高 588 立川 千聖 ﾀﾁｶﾜ ﾁｻﾄ 栃木 女 2 2004 女子1500m 4:43.26 女子3000mSC 11:24.48

602 群馬 ALSOK群馬 173 堤 雄司 ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞ 群馬  　男 1989 男子円盤投 60m62

603 群馬 GAK 222 留目 陽輔 ﾄﾄﾞﾒ ﾖｳｽｹ 群馬  　男 2 2004 男子200m 22.15

604 群馬 ﾍﾞﾙAC 295 萩原 悠策 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｻｸ 群馬  　男 2000 男子棒高跳 5m00

605 群馬 四ﾂ葉中等教 310 西山 優志 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｼ 群馬  　男 3 2003 男子400m 49.37

606 群馬 四ﾂ葉中等教 311 富田 琉仁 ﾄﾐﾀ ﾙｲﾄ 群馬  　男 3 2003 男子5000mW 25:04.03

607 群馬 四ﾂ葉中等教 312 栗田 将実 ｸﾘﾀ ﾏｻﾐ 群馬  　男 2 2004 男子4X400mR 3:26.65

608 群馬 四ﾂ葉中等教 313 長谷川 耕晟 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 群馬  　男 2 2005 男子4X400mR 3:26.65

609 群馬 四ﾂ葉中等教 314 不破 快晴 ﾌﾜ ｶｲｾｲ 群馬  　男 2 2004 男子4X400mR 3:26.65

610 群馬 四ﾂ葉中等教 315 松原 功汰 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 群馬  　男 2 2004 男子4X400mR 3:26.65

611 群馬 四ﾂ葉中等教 316 本田 想真 ﾎﾝﾀﾞ ｿｳﾏ 群馬  　男 1 2005 男子4X400mR 3:26.65

612 群馬 四ﾂ葉中等教 317 佐藤 圭亮 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 群馬  　男 1 2005 男子4X400mR 3:26.65

613 群馬 四ﾂ葉中等教 267 久保田 優花 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｶ 群馬 女 3 2004 女子400m 59.48 女子800m 2:16.08

614 群馬 四ﾂ葉中等教 268 中里 菜々 ﾅｶｻﾞﾄ ﾅﾅ 群馬 女 1 2005 女子円盤投 30m08

615 群馬 伊勢崎第一中 152 岡田 陽奈 ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ 群馬 女 3 2006 女子走幅跳 5m40

616 群馬 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 179 若狭 友弥 ﾜｶｻ ﾄﾓﾔ 群馬  　男 1986 男子やり投 59m80

617 群馬 育英大 174 山口 翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ 群馬  　男 2 2001 男子円盤投 35m37

618 群馬 育英大 175 山本 竜也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 群馬  　男 2 2001 男子棒高跳 5m20

619 群馬 育英大 176 小林 拓己 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 群馬  　男 2 2001 男子棒高跳 5m20

620 群馬 育英大 177 髙橋 陸人 ﾀｶﾊｼ ﾘｸﾄ 群馬  　男 1 2002 男子棒高跳 5m00

621 群馬 育英大 178 勝山 康介 ｶﾂﾔﾏ ｺｳｽｹ 群馬  　男 1 2003 男子800m 1:54.68

622 群馬 育英大 138 岡本 風香 ｵｶﾓﾄ ﾌｳｶ 群馬 女 3 2001 女子棒高跳 3m50

623 群馬 宇都宮大 154 石上 莉絵 ｲｼｶﾞﾐ ﾘｴ 群馬 女 4 1999 女子走幅跳 5m46 女子三段跳 11m58

624 群馬 関東学園大 190 近江 清能 ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ 群馬  　男 2 2001 男子100m 10.70 男子4X100mR 41.60

625 群馬 関東学園大 191 根岸 明人 ﾈｷﾞｼ ｱｷﾋﾄ 群馬  　男 4 1999 男子4X100mR 41.60

626 群馬 関東学園大 192 星野 諒馬 ﾎｼﾉ ﾘｮｳﾏ 群馬  　男 4 1999 男子走幅跳 6m98 男子4X100mR 41.60

627 群馬 関東学園大 193 丸山 長輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｻｷ 群馬  　男 2 2001 男子4X100mR 41.60

628 群馬 関東学園大 194 中島 聖夜 ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲﾔ 群馬  　男 2 2001 男子4X100mR 41.60

629 群馬 関東学園大 195 新井 汰征 ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 群馬  　男 3 2000 男子400mH 53.31 男子4X100mR 41.60

630 群馬 関学大附高 168 髙橋 彩菜 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ 群馬 女 2 2005 女子砲丸投 10m63 女子ハンマー投 36m71

631 群馬 共愛学園高 196 高橋 玄 ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ 群馬  　男 3 2003 男子4X100mR 42.78

632 群馬 共愛学園高 197 松嶋 隆一朗 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 群馬  　男 3 2003 男子4X100mR 42.78

633 群馬 共愛学園高 198 水野 結喜 ﾐｽﾞﾉ ﾕｲｷ 群馬  　男 3 2004 男子4X100mR 42.78

634 群馬 共愛学園高 199 大渕 空良 ｵｵﾌﾞﾁ ｿﾗ 群馬  　男 2 2004 男子4X100mR 42.78

635 群馬 共愛学園高 200 土田 凌央 ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳ 群馬  　男 2 2004 男子4X100mR 42.78

636 群馬 共愛学園高 201 針ヶ谷 昂汰 ﾊﾘｶﾞﾔ ｺｳﾀ 群馬  　男 2 2004 男子4X100mR 42.78

637 群馬 共愛学園高 169 福田 桃子 ﾌｸﾀﾞ ﾓﾓｺ 群馬 女 2 2004 女子100m 12.12 女子4X100mR 47.62

638 群馬 共愛学園高 170 岡田 菜摘 ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 群馬 女 2 2005 女子100m 12.45 女子4X100mR 47.62

639 群馬 共愛学園高 171 石川 茜 ｲｼｶﾜ ｾﾝ 群馬 女 2 2004 女子100m 12.71 女子200m 25.75 女子4X100mR 47.62

640 群馬 共愛学園高 172 原田 果歩 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾎ 群馬 女 2 2004 女子400m 58.21 女子4X400mR 4:03.97

641 群馬 共愛学園高 173 齋藤 佳音 ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 群馬 女 3 2003 女子400m 59.47 女子4X400mR 4:03.97

642 群馬 共愛学園高 174 恩田 未來 ｵﾝﾀﾞ ﾐﾗｲ 群馬 女 2 2004 女子100mH 14.30 女子4X100mR 47.62

643 群馬 共愛学園高 175 吉澤 和愛 ﾖｼｻﾞﾜ ﾉｱ 群馬 女 2 2004 女子走高跳 1m50

644 群馬 共愛学園高 176 中川 莉里 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾘ 群馬 女 3 2003 女子三段跳 11m60

645 群馬 共愛学園高 177 鈴木 沙也佳 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 群馬 女 3 2003 女子4X100mR 47.62

646 群馬 共愛学園高 178 関口 晟奈 ｾｷｸﾞﾁ ｾﾅ 群馬 女 2 2004 女子4X100mR 47.62

647 群馬 共愛学園高 179 大山 桜花 ｵｵﾔﾏ ｻｸﾗ 群馬 女 3 2003 女子4X400mR 4:03.97

648 群馬 共愛学園高 180 石田 彩妃 ｲｼﾀﾞ ｻｷ 群馬 女 2 2004 女子4X400mR 4:03.97

649 群馬 共愛学園高 181 山本 七々 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ 群馬 女 2 2004 女子4X400mR 4:03.97

650 群馬 共愛学園高 182 石川 佑実 ｲｼｶﾜ ﾕﾐ 群馬 女 1 2005 女子4X400mR 4:03.97

651 群馬 桐生市陸協 206 石田 友和 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 群馬  　男 1978 男子5000m 15:25.99

652 群馬 桐生市陸協 207 水嶋 悠太 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾀ 群馬  　男 1995 男子走幅跳 7m64

653 群馬 桐生市商業高 193 森田 琉那 ﾓﾘﾀ ﾙﾅ 群馬 女 3 2004 女子4X100mR 49.39

654 群馬 桐生市商業高 194 阿久津 柚 ｱｸﾂ ﾕｽﾞ 群馬 女 3 2004 女子4X100mR 49.39

655 群馬 桐生市商業高 195 石川 茉穗 ｲｼｶﾜ ﾏﾎ 群馬 女 3 2003 女子4X100mR 49.39

656 群馬 桐生市商業高 196 木田 愛海 ｷﾀﾞ ｱｲﾐ 群馬 女 2 2004 女子4X100mR 49.39

657 群馬 桐生市商業高 197 佐口 心美 ｻｱｸﾞﾁ ｺｺﾐ 群馬 女 2 2005 女子4X100mR 49.39

658 群馬 桐生市商業高 198 今泉 心良 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｺｺﾛ 群馬 女 2 2004 女子4X100mR 49.39

659 群馬 桐生一高 202 金井 飛成 ｶﾅｲ ﾋﾅﾘ 群馬  　男 3 2003 男子砲丸投 12m97

660 群馬 桐生一高 203 髙橋 優斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 群馬  　男 3 2003 男子800m 1:54.26
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661 群馬 桐生一高 204 関根 拓真 ｾｷﾈ ﾀｸﾏ 群馬  　男 2 2004 男子走幅跳 6m93

662 群馬 群大TF 208 瀬田 博貴 ｾﾀ ﾋﾛｷ 群馬  　男 1996 男子100m 10.82 男子4X100mR 41.68

663 群馬 群大TF 209 横山 尚明 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ 群馬  　男 1994 男子4X100mR 41.68

664 群馬 群大TF 210 小倉 篤人 ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ 群馬  　男 1989 男子4X100mR 41.68

665 群馬 群大TF 211 遠藤 瑞貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 群馬  　男 1992 男子4X100mR 41.68

666 群馬 群大TF 212 岩野 康平 ｲﾜﾉ ｺｳﾍｲ 群馬  　男 1993 男子4X100mR 41.68

667 群馬 群大TF 213 鈴木 夢人 ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾄ 群馬  　男 1996 男子400mH 55.13

668 群馬 群大TF 199 清水 佳奈 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 群馬 女 1990 女子200m 26.58

669 群馬 群大TF荒牧 214 茶園 彬 ﾁｬｿﾞﾉ ｱｷﾗ 群馬  　男 1991 男子ハンマー投 45m47

670 群馬 伊勢崎清明高 139 清水 佑華 ｼﾐｽﾞ ﾕｶ 群馬 女 1 2005 女子800m 2:20.82 女子1500m 4:50.32

671 群馬 伊勢崎清明高 140 柴崎 愛弓 ｼﾊﾞｻｷ ｱﾕﾐ 群馬 女 1 2005 女子4X100mR 49.50

672 群馬 伊勢崎清明高 141 長谷川 夏希 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 群馬 女 1 2005 女子4X100mR 49.50

673 群馬 伊勢崎清明高 142 星野 紅羽 ﾎｼﾉ ｸﾚﾊ 群馬 女 1 2005 女子4X100mR 49.50

674 群馬 伊勢崎清明高 143 湯澤 香心 ﾕｻﾞﾜ ｶｺ 群馬 女 2 2005 女子4X100mR 49.50

675 群馬 伊勢崎清明高 144 松土 蒼空 ﾏﾂﾄﾞ ｿﾗ 群馬 女 2 2004 女子4X100mR 49.50

676 群馬 伊勢崎清明高 145 田中 亜姫 ﾀﾅｶ ｱｷ 群馬 女 1 2006 女子4X100mR 49.50

677 群馬 伊勢崎清明高 146 金谷 桃衣 ｶﾅﾔ ﾓﾓｲ 群馬 女 2 2004 女子4X400mR 4:07.50

678 群馬 伊勢崎清明高 147 高橋 穗乃香 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 群馬 女 2 2004 女子4X400mR 4:07.50

679 群馬 伊勢崎清明高 148 藤原 楓 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｱｴﾃﾞ 群馬 女 2 2004 女子4X400mR 4:07.50

680 群馬 伊勢崎清明高 149 小迫 葵 ｺｻﾞｺ ｱｱｵｲ 群馬 女 1 2006 女子4X400mR 4:07.50

681 群馬 伊勢崎清明高 150 萩原 叶実 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾅﾐ 群馬 女 1 2005 女子4X400mR 4:07.50

682 群馬 伊勢崎清明高 151 中村 七海 ﾅｶﾑﾗ ｳﾐ 群馬 女 1 2005 女子4X400mR 4:07.50

683 群馬 吉井高 265 武藤 蓮華 ﾑﾄｳ ﾚﾝｶ 群馬 女 2 2004 女子やり投 36m74

684 群馬 吉井高 266 佐藤 夢 ｻﾄｳ ﾕﾒ 群馬 女 3 2003 女子400mH 1:05.92

685 群馬 桐生高 205 髙田 悠生 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｾｲ 群馬  　男 3 2003 男子800m 1:54.11

686 群馬 桐生高 183 星野 真里奈 ﾎｼﾉ ﾏﾘﾅ 群馬 女 3 2003 女子400mH 1:08.02 女子4X400mR 4:09.30

687 群馬 桐生高 184 神山 凛奈 ｶﾐﾔﾏ ﾘﾝﾅ 群馬 女 3 2003 女子やり投 43m31

688 群馬 桐生高 185 福田 真子 ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ 群馬 女 2 2004 女子4X100mR 49.35 女子4X400mR 4:09.30

689 群馬 桐生高 186 阿久戸 南美 ｱｸﾄ ﾐﾅﾐ 群馬 女 1 2005 女子4X100mR 49.35 女子4X400mR 4:09.30

690 群馬 桐生高 187 四家 安純 ｼｹ ｱｽﾞﾐ 群馬 女 1 2006 女子4X100mR 49.35 女子4X400mR 4:09.30

691 群馬 桐生高 188 藤生 乃愛 ﾌｼﾞｳ ﾉｱ 群馬 女 3 2004 女子4X100mR 49.35

692 群馬 桐生高 189 羽鳥 早姫 ﾊﾄﾘ ｻｷ 群馬 女 2 2005 女子4X100mR 49.35

693 群馬 桐生高 190 足立 珠莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 群馬 女 1 2005 女子4X100mR 49.35

694 群馬 桐生高 191 丹羽 彩菜 ﾆﾜ ｱﾔﾅ 群馬 女 2 2004 女子4X400mR 4:09.30

695 群馬 桐生高 192 小林 未来 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 群馬 女 2 2004 女子4X400mR 4:09.30

696 群馬 吾妻中央高 172 松島 康太 ﾏﾂｼﾏ ｺｳﾀ 群馬  　男 3 2004 男子1500m 3:54.85

697 群馬 吾妻中央高 137 佐藤 真耶 ｻﾄｳ ﾏﾔ 群馬 女 3 2004 女子砲丸投 11m55 女子ハンマー投 42m78

698 群馬 高崎高 263 堀口 花道 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾅﾐﾁ 群馬  　男 3 2003 男子1500m 3:53.70 男子5000m 14:39.72

699 群馬 高崎高 264 井上 直紀 ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ 群馬  　男 3 2003 男子200m 21.60

700 群馬 高崎女子高 215 岡部 莉奈 ｵｶﾍﾞ ﾘﾅ 群馬 女 2 2004 女子砲丸投 9m93

701 群馬 高崎女子高 216 金井 萌華 ｶﾅｲ ﾓｴｶ 群馬 女 2 2004 女子走幅跳 5m33

702 群馬 高崎女子高 217 金城 幸芽 ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｳﾒ 群馬 女 2 2004 女子走幅跳 5m33 女子4X100mR 47.87

703 群馬 高崎女子高 218 松﨑 有美 ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾐ 群馬 女 2 2004 女子100mH 15.42 女子七種競技 4095 女子4X100mR 47.87

704 群馬 高崎女子高 219 田村 涼華 ﾀﾑﾗ ｽｽﾞｶ 群馬 女 2 2004 女子4X100mR 47.87 女子4X400mR 4:06.98

705 群馬 高崎女子高 220 黒木 里紗 ｸﾛｷ ﾘｻ 群馬 女 1 2005 女子4X100mR 47.87

706 群馬 高崎女子高 221 石槫 朱莉 ｲｼｸﾞﾚ ｱｶﾘ 群馬 女 2 2004 女子4X100mR 47.87

707 群馬 高崎女子高 222 田村 莉央 ﾀﾑﾗ ﾘｵ 群馬 女 1 2005 女子4X100mR 47.87

708 群馬 高崎女子高 223 田村 碧海 ﾀﾑﾗ ｱﾐ 群馬 女 2 2004 女子4X400mR 4:06.98

709 群馬 高崎女子高 224 戸塚 友惟 ﾄﾂﾞｶ ﾕｳｲ 群馬 女 2 2004 女子4X400mR 4:06.98

710 群馬 高崎女子高 225 櫻井 柚希 ｻｸﾗｲ ﾕｽﾞｷ 群馬 女 2 2005 女子4X400mR 4:06.98

711 群馬 高崎女子高 226 佐藤 李音 ｻﾄｳ ﾘｵ 群馬 女 1 2005 女子4X400mR 4:06.98

712 群馬 高崎女子高 227 多田 舞桜 ﾀﾀﾞ ﾏｵ 群馬 女 1 2005 女子4X400mR 4:06.98

713 群馬 高崎商業高 265 横山 剛 ﾖｺﾔﾏ ﾂﾖｼ 群馬  　男 3 2003 男子走高跳 1m95

714 群馬 高崎商業高 211 館 遥香 ﾀﾁ ﾊﾙｶ 群馬 女 3 2003 女子走高跳 1m64

715 群馬 高崎商業高 212 田村 美優 ﾀﾑﾗ ﾐﾕ 群馬 女 2 2004 女子走高跳 1m58

716 群馬 高崎商業高 213 関口 葉月 ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 群馬 女 3 2003 女子200m 26.16

717 群馬 高崎商業高 214 小暮 南 ｺｸﾞﾚ ﾐﾅﾐ 群馬 女 3 2003 女子七種競技 3997

718 群馬 勢多農林高 260 黒川 気吹 ｸﾛｶﾜ ｲﾌﾞｷ 群馬  　男 3 2003 男子ハンマー投 40m89

719 群馬 勢多農林高 209 岡田 美咲 ｵｶﾀﾞ ﾐｻｷ 群馬 女 2 2005 女子砲丸投 9m98 女子円盤投 28m92

720 群馬 前橋工業高 307 深澤 晴成 ﾌｶｻﾜ ﾊﾙﾅﾘ 群馬  　男 2 2004 男子5000mW 27:35.25
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721 群馬 前橋高 306 長井 颯馬 ﾅｶﾞｲ ﾌｳﾏ 群馬  　男 2 2004 男子110mH 15.10

722 群馬 前橋女高 263 村田 蒼空 ﾑﾗﾀ ｿﾗ 群馬 女 2 2004 女子棒高跳 3m90

723 群馬 前橋商業高 308 星野 愛弥 ﾎｼﾉ ﾏﾅﾔ 群馬  　男 3 2003 男子走幅跳 7m19 男子三段跳 14m08

724 群馬 前橋商業高 262 岡田 典子 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｺ 群馬 女 3 2003 女子100m 12.41

725 群馬 前橋西高 264 山田 麻椰 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾔ 群馬 女 2 2004 女子ハンマー投 38m05

726 群馬 前橋東高 309 髙橋 光希 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 群馬  　男 3 2003 男子円盤投 37m41

727 群馬 太田工業高 181 髙田 愛斗 ﾀｶﾀﾞ ﾏﾅﾄ 群馬  　男 3 2003 男子1500m 3:58.88

728 群馬 太田工業高 182 糸井 秀成 ｲﾄｲ ｼｭｳｾｲ 群馬  　男 3 2003 男子800m 1:52.48

729 群馬 太田女子高 155 山道 萌衣 ｻﾝﾄﾞｳ ﾒｲ 群馬 女 3 2003 女子砲丸投 12m56 女子円盤投 42m66

730 群馬 太田女子高 156 今 美里 ｺﾝ ﾐｻﾄ 群馬 女 2 2004 女子800m 2:16.14 女子1500m 4:30.62

731 群馬 太田女子高 157 山下 真奈 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅ 群馬 女 3 2003 女子1500m 4:41.39 女子5000m 18:02.17

732 群馬 太田女子高 158 中川 彩妃 ﾅｶｶﾞﾜ ｻｷ 群馬 女 2 2004 女子七種競技 3854

733 群馬 太田女子高 159 尾澤 優 ｵｻﾞﾜ ﾕｳ 群馬 女 1 2005 女子4X100mR 50.79

734 群馬 太田女子高 160 小野里 姫花 ｵﾉｻﾞﾄ ﾋﾒｶ 群馬 女 1 2005 女子4X100mR 50.79

735 群馬 太田女子高 161 前田 実咲 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｷ 群馬 女 1 2005 女子4X100mR 50.79

736 群馬 太田女子高 162 齋藤 美那 ｻｲﾄｳ ﾐﾅ 群馬 女 2 2004 女子4X100mR 50.79

737 群馬 太田女子高 163 瀬山 琴音 ｾﾔﾏ ｺﾄﾈ 群馬 女 2 2004 女子4X100mR 50.79

738 群馬 太田女子高 164 平船 来麗 ﾀｲﾗﾌﾞﾈ ﾗﾗ 群馬 女 2 2004 女子4X100mR 50.79

739 群馬 太田女子高 165 清水 一葉 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾊ 群馬 女 2 2004 女子5000mW 27:14.85

740 群馬 太田東高 183 金子 陸 ｶﾈｺ ﾘｸ 群馬  　男 2 2005 男子5000mW 26:43.73

741 群馬 太田東高 184 甲森 光一 ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ｺｳｲﾁ 群馬  　男 3 2004 男子4X400mR 3:24.32

742 群馬 太田東高 185 岡田 優太 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 群馬  　男 2 2004 男子4X400mR 3:24.32

743 群馬 太田東高 186 三木 真仁 ﾐｷ ﾏﾅﾄ 群馬  　男 2 2004 男子4X400mR 3:24.32

744 群馬 太田東高 187 山田 崇太 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 群馬  　男 1 2005 男子4X400mR 3:24.32

745 群馬 太田東高 188 海保 翔太 ｶｲﾎ ｼｮｳﾀ 群馬  　男 2 2004 男子4X400mR 3:24.32

746 群馬 太田東高 189 砂賀 聖亜 ｽﾅｶﾞ ｾｲｱ 群馬  　男 2 2004 男子4X400mR 3:24.32

747 群馬 中央中等教 267 芹澤 陸斗 ｾﾘｻﾞﾜ ﾘｸﾄ 群馬  　男 2 2004 男子砲丸投 11m56

748 群馬 藤岡中央高 290 寺田 航大 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 群馬  　男 3 2004 男子3000mSC 9:49.47

749 群馬 富岡高 236 髙橋 雛乃 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ 群馬 女 2 2004 女子1500m 4:42.44

750 群馬 群馬大 215 植村 勇太 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾀ 群馬  　男 2 2001 男子10000m 33:23.33

751 群馬 群馬大 216 植木 佑太郎 ｳｴｷ ﾕｳﾀﾛｳ 群馬  　男 2 1997 男子砲丸投 11m80

752 群馬 群馬大 217 室井 颯人 ﾑﾛｲ ﾊﾔﾄ 群馬  　男 4 1999 男子800m 1:55.19

753 群馬 群馬陸協 218 茂原 大悟 ﾓﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 群馬  　男 1997 男子5000m 14:02.58

754 群馬 高経大 210 星野 杏佳 ﾎｼﾉ ｷｮｳｶ 群馬 女 4 1999 女子三段跳 11m93

755 群馬 高崎市陸協 266 阿部 祥久 ｱﾍﾞ ｱｷﾋｻ 群馬  　男 1988 男子やり投 59m45

756 群馬 国際武道大 220 小川 倖弥 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾔ 群馬  　男 3 2000 男子やり投 52m52

757 群馬 国際武道大 221 角田 龍一 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 群馬  　男 3 2001 男子110mH 14.73

758 群馬 国士舘大 219 宇田 陸人 ｳﾀﾞ ﾘｸﾄ 群馬  　男 2 2001 男子三段跳 14m49

759 群馬 国士舘大 200 生方 愛結 ｳﾌﾞｶﾀ ｱﾕ 群馬 女 2 2001 女子200m 26.10

760 群馬 芝浦工大 223 髙橋 拓光 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 群馬  　男 3 2000 男子やり投 59m55

761 群馬 樹徳高 224 田嶋 涼太 ﾀｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 群馬  　男 2 2004 男子110mH 15.07 男子4X100mR 41.99

762 群馬 樹徳高 225 立川 泰我 ﾀﾁｶﾜ ﾀｲｶﾞ 群馬  　男 3 2004 男子砲丸投 11m41 男子円盤投 35m90

763 群馬 樹徳高 226 茂木 悠飛 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳﾋ 群馬  　男 3 2003 男子3000mSC 9:26.77

764 群馬 樹徳高 227 図子田 侑 ｽﾞｼﾀﾞ ﾕｳ 群馬  　男 3 2003 男子3000mSC 9:57.53

765 群馬 樹徳高 228 小暮 七斗 ｺｸﾞﾚ ﾅﾅﾄ 群馬  　男 3 2003 男子棒高跳 5m00 男子4X100mR 41.99 男子4X400mR 3:21.66

766 群馬 樹徳高 229 栗原 駿介 ｸﾘﾊﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ 群馬  　男 3 2003 男子4X100mR 41.99 男子4X400mR 3:21.66

767 群馬 樹徳高 230 金子 健太 ｶﾈｺ ｹﾝﾀ 群馬  　男 3 2004 男子4X100mR 41.99 男子4X400mR 3:21.66

768 群馬 樹徳高 231 米倉 拓 ﾖﾈｸﾗ ﾀｸﾐ 群馬  　男 1 2005 男子4X100mR 41.99 男子4X400mR 3:21.66

769 群馬 樹徳高 232 川島 徹 ｶﾜｼﾏ ﾄｵﾙ 群馬  　男 3 2003 男子4X100mR 41.99

770 群馬 樹徳高 233 村田 幸翼 ﾑﾗﾀ ｺｳｽｹ 群馬  　男 2 2004 男子5000m 15:10.16

771 群馬 樹徳高 234 石島 真夢 ｲｼｼﾞﾏ ﾏﾅﾑ 群馬  　男 3 2003 男子4X400mR 3:21.66

772 群馬 樹徳高 235 松島 将吾 ﾏﾂｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 群馬  　男 2 2004 男子4X400mR 3:21.66

773 群馬 樹徳高 201 今井 葉月 ｲﾏｲ ﾊﾂﾞｷ 群馬 女 1 2005 女子棒高跳 3m85

774 群馬 樹徳高 202 小林 莉緒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵﾝ 群馬 女 2 2004 女子100mH 15.78

775 群馬 樹徳高 203 萬場 美空 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾐｸ 群馬 女 1 2005 女子円盤投 29m70

776 群馬 樹徳高 204 石山 心蘭 ｲｼﾔﾏ ﾐﾗﾝ 群馬 女 2 2004 女子円盤投 32m02

777 群馬 駿河台大 258 中村 奏斗 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾄ 群馬  　男 2 2001 男子110mH 14.65

778 群馬 駿河台大 259 高橋 優 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 群馬  　男 1 2002 男子三段跳 14m42

779 群馬 駿河台大 207 田中 きよの ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 群馬 女 2 2002 女子100m 11.90 女子100mH 13.67

780 群馬 順天堂大 236 篠﨑 亮介 ｼﾉｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 群馬  　男 4 1999 男子円盤投 47m89
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781 群馬 上州AC 239 丸山 開陸 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾘ 群馬  　男 1998 男子5000m 15:23.25

782 群馬 上武大 240 佐藤 叶琉 ｻﾄｳ ｶﾅﾙ 群馬  　男 1 2002 男子やり投 56m94

783 群馬 上武大 241 武田 純平 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 群馬  　男 4 1999 男子やり投 58m34

784 群馬 上武大 242 伊藤 尚之 ｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ 群馬  　男 3 2000 男子走高跳 2m00

785 群馬 上武大 243 矢野 寛人 ﾔﾉ ﾋﾛﾄ 群馬  　男 1 2000 男子円盤投 39m53

786 群馬 上武大 244 近藤 友紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 群馬  　男 3 2000 男子5000mW 21:00.71

787 群馬 上武大 245 曽我 憲伸 ｿｶﾞ ｹﾝｼﾝ 群馬  　男 4 1999 男子走幅跳 7m16 男子三段跳 14m18

788 群馬 上武大 246 窪田 達也 ｸﾎﾞﾀ ﾀﾂﾔ 群馬  　男 4 1999 男子砲丸投 15m10

789 群馬 上武大 247 赤井 滉太郎 ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 群馬  　男 4 1999 男子400mH 54.14

790 群馬 上武大 248 田中 想大 ﾀﾅｶ ｿｳﾀﾞｲ 群馬  　男 1 2003 男子ハンマー投 53m90

791 群馬 上武大 249 ｴﾉﾋﾞ ﾎｾ ｴﾉﾋﾞ ﾎｾ 群馬  　男 M2 1997 男子ハンマー投 63m13

792 群馬 上武大 250 上薗 柊二 ｳｴｿﾞﾉ ｼｭｳｼﾞ 群馬  　男 3 2001 男子ハンマー投 52m73

793 群馬 上武大 251 神田 滉人 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 群馬  　男 4 1999 男子800m 1:52.05

794 群馬 上武大 252 白岩 純一 ｼﾗｲﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 群馬  　男 4 1999 男子4X400mR 3:22.10

795 群馬 上武大 253 芦野 遼 ｲｼﾉ ﾘｮｳ 群馬  　男 4 1999 男子4X400mR 3:22.10

796 群馬 上武大 254 佐藤 裕輝 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 群馬  　男 3 2000 男子4X400mR 3:22.10

797 群馬 上武大 255 済間 大誠 ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 群馬  　男 3 2000 男子4X400mR 3:22.10

798 群馬 上武大 256 日向 凌 ﾋﾅﾀ ﾘｮｳ 群馬  　男 2 2001 男子4X400mR 3:22.10

799 群馬 上武大 257 宮城 綺羅 ﾐﾔｷﾞ ｷﾗ 群馬  　男 1 2002 男子4X400mR 3:22.10

800 群馬 上武大 205 深沢 萌絵 ﾌｶｻﾜ ﾓｴ 群馬 女 3 2001 女子ハンマー投 46m27

801 群馬 上武大 206 依田 楓 ﾖﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 群馬 女 4 2000 女子400m 1:00.07 女子400mH 1:05.78

802 群馬 城西大 237 清水 僚太 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 群馬  　男 4 2000 男子100m 10.88 男子200m 21.71

803 群馬 城西大 238 小菅 永遠 ｺｽｹﾞ ﾄﾜ 群馬  　男 1 2002 男子400m 49.24

804 群馬 新潟医福大 287 佐藤 樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 群馬  　男 1 2002 男子三段跳 13m94

805 群馬 新潟医福大 237 後閑 南季 ｺﾞｶﾝ ﾅﾐｷ 群馬 女 1 2002 女子三段跳 11m30

806 群馬 新島学園高 238 阿部田 莉月 ｱﾍﾞﾀ ﾘﾂﾞｷ 群馬 女 3 2004 女子5000mW 25:35.37

807 群馬 新島学園高 239 今泉 千佳 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾁｶ 群馬 女 3 2003 女子1500m 4:50.13 女子5000m 18:43.69

808 群馬 新島学園高 240 高尾 美月 ﾀｶｵ ﾐﾂｷ 群馬 女 3 2004 女子5000mW 24:35.42

809 群馬 新島学園高 241 布施 彩奈 ﾌｾ ｾﾅ 群馬 女 3 2004 女子走幅跳 5m41 女子4X400mR 3:58.68

810 群馬 新島学園高 242 星野 心愛 ﾎｼﾉ ｺｺｱ 群馬 女 3 2003 女子100mH 14.92 女子400mH 1:03.09 女子4X400mR 3:58.68

811 群馬 新島学園高 243 白鳥 美羽 ｼﾗﾄﾘ ﾐﾊﾈ 群馬 女 2 2004 女子砲丸投 11m12 女子円盤投 31m74 女子やり投 35m09

812 群馬 新島学園高 244 高木 なるみ ﾀｶｷﾞ ﾅﾙﾐ 群馬 女 2 2004 女子400m 58.85 女子800m 2:10.74

813 群馬 新島学園高 245 樋口 里桜 ﾋｸﾞﾁ ﾘｵ 群馬 女 2 2005 女子5000mW 27:56.07

814 群馬 新島学園高 246 藤野 萌嘉 ﾌｼﾞﾉ ﾓｴｶ 群馬 女 2 2004 女子ハンマー投 41m69

815 群馬 新島学園高 247 黛 月菜 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾙﾅ 群馬 女 2 2005 女子やり投 37m15

816 群馬 新島学園高 248 山口 萌乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓｴﾉ 群馬 女 2 2004 女子400m 1:00.26 女子400mH 1:05.86

817 群馬 新島学園高 249 林 絹華 ﾊﾔｼ ｷﾇｶ 群馬 女 2 2005 女子4X400mR 3:58.68

818 群馬 新島学園高 250 松岡 愛優 ﾏﾂｵｶ ｱﾕ 群馬 女 2 2004 女子4X400mR 3:58.68

819 群馬 新島学園高 251 川田 夏鳴 ｶﾀﾞﾀﾞ ｶﾅﾙ 群馬 女 1 2005 女子4X400mR 3:58.68

820 群馬 新島学園高 252 矢島 好逢 ﾔｼﾞﾏ ｺﾉｱ 群馬 女 1 2006 女子4X400mR 3:58.68

821 群馬 聖学院大 208 外所 弓佳 ﾄﾄﾞｺﾛ ﾕﾐｶ 群馬 女 3 2000 女子5000mW 26:43.27

822 群馬 青学大 135 奥村 ﾕﾘ ｵｸﾑﾗ ﾕﾘ 群馬 女 4 2000 女子200m 24.83

823 群馬 青学大 136 塩田 夏鈴 ｼｵﾀﾞ ｶﾘﾝ 群馬 女 3 2000 女子100m 11.99

824 群馬 前橋育英高 297 松丸 健太朗 ﾏﾂﾏﾙ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬  　男 2 2004 男子400mH 53.39 男子4X100mR 42.24 男子4X400mR 3:17.98

825 群馬 前橋育英高 298 加邊 直哉 ｶﾍﾞ ﾅｵﾔ 群馬  　男 3 2003 男子400mH 55.61

826 群馬 前橋育英高 299 樋口 怜大 ﾋｸﾞﾁ ﾚｵ 群馬  　男 1 2005 男子4X100mR 42.24

827 群馬 前橋育英高 300 熊川 優輝 ｸﾏｶﾞﾜ ﾕｳｷ 群馬  　男 2 2004 男子4X100mR 42.24

828 群馬 前橋育英高 301 阪口 銀雅 ｻｶｸﾞﾁ ｷﾞﾝｶﾞ 群馬  　男 2 2004 男子4X100mR 42.24 男子4X400mR 3:17.98

829 群馬 前橋育英高 302 櫻井 凪人 ｻｸﾗｲ ﾅｷﾞﾄ 群馬  　男 2 2004 男子4X100mR 42.24 男子4X400mR 3:17.98

830 群馬 前橋育英高 303 神澤 昂輝 ｶﾝｻﾞﾜ ｺｳｷ 群馬  　男 3 2003 男子4X100mR 42.24 男子4X400mR 3:17.98

831 群馬 前橋育英高 304 宮崎 大和 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔﾏﾄ 群馬  　男 3 2003 男子4X400mR 3:17.98

832 群馬 前橋育英高 305 塚越 大輝 ﾂｶｺﾞｼ ﾀｲｷ 群馬  　男 2 2004 男子4X400mR 3:17.98

833 群馬 前橋育英高 255 柳川 美空 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾐｸｳ 群馬 女 1 2006 女子棒高跳 4m00 女子4X100mR 49.08

834 群馬 前橋育英高 256 近藤 千夏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｶ 群馬 女 3 2003 女子やり投 39m65

835 群馬 前橋育英高 257 柿沼 希月 ｶｷﾇﾏ ｷﾂﾞｷ 群馬 女 1 2005 女子4X100mR 49.08

836 群馬 前橋育英高 258 須賀 愛彩 ｽｶﾞ ｱｲｻ 群馬 女 2 2004 女子4X100mR 49.08

837 群馬 前橋育英高 259 須田 七夕夏 ｽﾀﾞ ﾅﾅｶ 群馬 女 2 2004 女子4X100mR 49.08

838 群馬 前橋育英高 260 長沼 望未 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾉｿﾞﾐ 群馬 女 1 2005 女子4X100mR 49.08

839 群馬 前橋育英高 261 佐藤 ありさ ｻﾄｳ ｱﾘｻ 群馬 女 1 2005 女子4X100mR 49.08

840 群馬 桂萱中 167 小池 紬 ｺｲｹ ﾂﾑｷﾞ 群馬 女 3 2006 女子棒高跳 3m20
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No. 地区 所属 ﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 ｶﾅ 所属地 性別 学年 生年 参加種目1 記録1 参加種目2 記録2 参加種目3 記録3 参加種目4 記録4 参加種目5 記録5

841 群馬 市立前橋高 180 佐藤 卓巳 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 群馬  　男 1 2005 男子走高跳 2m03

842 群馬 太田市陸協 166 森 悠華 ﾓﾘ ﾕｳﾅ 群馬 女 2002 女子5000mW 29:04.67

843 群馬 市立太田高 153 松久 優希 ﾏﾂﾋｻ ﾕｳｷ 群馬 女 2 2004 女子走高跳 1m60

844 群馬 大東文化大 261 師田 誠也 ﾓﾛﾀ ｾｲﾔ 群馬  　男 3 2001 男子100m 10.87

845 群馬 大東文化大 262 渡邉 彰太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 群馬  　男 2 2001 男子400m 47.71

846 群馬 中央大 228 諸田 祐佳 ﾓﾛﾀ ﾕｶ 群馬 女 2 2001 女子棒高跳 3m70

847 群馬 中央大 229 小林 秋穂 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾎ 群馬 女 4 1999 女子ハンマー投 48m26

848 群馬 登利平AC 285 久保田 征孝 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 群馬  　男 1995 男子走高跳 2m00

849 群馬 東海大 268 園田 竜治 ｿﾉﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 群馬  　男 2 2002 男子400m 48.73

850 群馬 東海大 230 兼本 李依 ｶﾈﾓﾄ ｷｴ 群馬 女 3 2000 女子走幅跳 5m38 女子三段跳 11m37

851 群馬 東京学芸大 269 久保田 亞央 ｸﾎﾞﾀ ｱｵ 群馬  　男 2 2001 男子砲丸投 13m00

852 群馬 東京学芸大 270 阿部 桃李 ｱﾍﾞ ﾄｳﾘ 群馬  　男 1 2002 男子400mH 56.08

853 群馬 東京学芸大 231 小川 紗瑛 ｵｶﾞﾜ ｻｴ 群馬 女 4 1999 女子400mH 1:03.46

854 群馬 東京学芸大 232 木村 玲菜 ｷﾑﾗ ﾚﾅ 群馬 女 3 2000 女子800m 2:15.82

855 群馬 東京女子体育大 234 篠原 結衣 ｼﾉﾊﾗ ﾕｲ 群馬 女 4 1999 女子800m 2:15.76

856 群馬 東京農大 271 池田 琉央 ｲｹﾀﾞ ﾘｵ 群馬  　男 1 2002 男子100m 10.91 男子4X100mR 41.47

857 群馬 東京農大 272 三留 伊織 ﾐﾄﾒ ｲｵﾘ 群馬  　男 2 2002 男子4X100mR 41.47

858 群馬 東京農大 273 金井 太陽 ｶﾅｲ ﾀｲﾖｳ 群馬  　男 2 2002 男子4X100mR 41.47

859 群馬 東京農大 274 田村 健 ﾀﾑﾗ ｹﾝ 群馬  　男 4 2000 男子4X100mR 41.47

860 群馬 東農大二高 275 鈴木 悠元 ｽｽﾞｷ ﾋｻﾖｼ 群馬  　男 3 2003 男子110mH 14.78

861 群馬 東農大二高 276 原田 真聡 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 群馬  　男 2 2004 男子400m 49.21

862 群馬 東農大二高 277 佐藤 智也 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 群馬  　男 3 2003 男子200m 21.61 男子4X400mR 3:23.72

863 群馬 東農大二高 278 中村 大空 ﾅｶﾑﾗ ｿﾗ 群馬  　男 2 2004 男子走幅跳 7m20

864 群馬 東農大二高 279 齋藤 佳太 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 群馬  　男 3 2004 男子4X400mR 3:23.72

865 群馬 東農大二高 280 神谷 幸澄 ｶﾐﾔ ﾕｷﾄ 群馬  　男 3 2003 男子4X400mR 3:23.72

866 群馬 東農大二高 281 ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ 大和 ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ ﾔﾏﾄ 群馬  　男 2 2004 男子4X400mR 3:23.72

867 群馬 東農大二高 282 福島 空 ﾌｸｼﾏ ｿﾗ 群馬  　男 2 2004 男子4X400mR 3:23.72

868 群馬 東農大二高 283 関口 璃紅 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｸ 群馬  　男 1 2004 男子4X400mR 3:23.72

869 群馬 東農大二高 235 田村 茉優 ﾀﾑﾗ ﾏﾕ 群馬 女 3 2003 女子走高跳 1m64

870 群馬 東洋大 284 小板橋 良太 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ 群馬  　男 4 2000 男子110mH 14.54

871 群馬 同志社大 233 中島 菫 ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐﾚ 群馬 女 4 1999 女子三段跳 11m22

872 群馬 日女体大 253 小川 琳奈 ｵｶﾞﾜ ﾘﾝﾅ 群馬 女 3 2001 女子走高跳 1m55

873 群馬 日本体育大 288 柄澤 智哉 ｶﾗｻﾜ ﾄﾓﾔ 群馬  　男 1 2002 男子棒高跳 5m40

874 群馬 日本大 289 岩崎 秀星 ｲﾜｻｷ ｼｭｳｾｲ 群馬  　男 3 2000 男子三段跳 14m11

875 群馬 文教大 291 太﨑 秀隆 ﾀｻｷ ﾎﾀｶ 群馬  　男 2 2001 男子ハンマー投 58m23

876 群馬 平成国際大 292 持田 優太 ﾓﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 群馬  　男 2 2002 男子走高跳 2m00

877 群馬 平成国際大 293 松本 龍英 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｴｲ 群馬  　男 1 2003 男子400m 50.27

878 群馬 平成国際大 294 藤生 光 ﾌｼﾞｳ ﾋｶﾙ 群馬  　男 1 2002 男子100m 10.62 男子200m 21.77

879 群馬 法政大 296 並木 乃聖 ﾅﾐｷ ﾀﾞｲｾｲ 群馬  　男 1 2002 男子200m 21.85

880 群馬 法政大 254 齋藤 碧彩 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 群馬 女 4 1999 女子100mH 14.21

881 群馬 名古屋大 286 大平 海史 ｵｵﾋﾗ ｶｲｼ 群馬  　男 2 2001 男子走高跳 2m12

882 群馬 緑走ｸﾗﾌﾞ 318 廣木 大地 ﾋﾛｷ ﾀﾞｲﾁ 群馬  　男 1993 男子5000m 14:47.87

883 埼玉 Bloom 431 栁沢 慶太 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ 埼玉  　男 1994 男子4X100mR 42.03 男子4X400mR 3:20.25

884 埼玉 Bloom 432 石井 裕也 ｲｼｲ ﾕｳﾔ 埼玉  　男 1995 男子4X100mR 42.03

885 埼玉 Bloom 433 斉藤 幸太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 埼玉  　男 1994 男子4X100mR 42.03

886 埼玉 Bloom 434 大谷 俊貴 ｵｵﾀﾆ ﾄｼﾀｶ 埼玉  　男 1993 男子4X100mR 42.03

887 埼玉 Bloom 435 溝橋 亮太 ﾐｿﾞﾊｼ ﾘｮｳﾀ 埼玉  　男 1993 男子4X100mR 42.03

888 埼玉 Bloom 436 神田 悠介 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｽｹ 埼玉  　男 1994 男子4X100mR 42.03

889 埼玉 Bloom 437 布施 昂樹 ﾌｾ ｺｳｷ 埼玉  　男 2002 男子4X400mR 3:20.25

890 埼玉 Bloom 438 西田 卓充 ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 埼玉  　男 1995 男子4X400mR 3:20.25

891 埼玉 Bloom 439 皆木 佑太 ﾐﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 埼玉  　男 1993 男子4X400mR 3:20.25

892 埼玉 Bloom 440 木村 勇貴 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 埼玉  　男 1995 男子4X400mR 3:20.25

893 埼玉 Bloom 441 那倉 拓実 ﾅｸﾞﾗ ﾀｸﾐ 埼玉  　男 1995 男子4X400mR 3:20.25

894 埼玉 EiferAC 366 多田 直生 ﾀﾀﾞ ﾅｵｷ 埼玉  　男 1998 男子三段跳 14m37

895 埼玉 EiferAC 367 関口 大輝 ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 埼玉  　男 1998 男子100m 10.82

896 埼玉 EiferAC 368 関 昌憲 ｾｷ ﾏｻﾉﾘ 埼玉  　男 1998 男子三段跳 13m96

897 埼玉 EiferAC 369 河内 敦登 ｶﾜﾁ ｱﾂﾄ 埼玉  　男 1999 男子やり投 61m09

898 埼玉 EiferAC 370 野口 英希 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 埼玉  　男 1999 男子5000m 15:19.52

899 埼玉 EiferAC 312 浜田 真衣 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｲ 埼玉 女 1998 女子200m 25.12

900 埼玉 MBC 470 辻 将也 ﾂｼﾞ ﾏｻﾔ 埼玉  　男 1989 男子走幅跳 6m87
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901 埼玉 MBC 471 秋野 真理 ｱｷﾉ ｼﾝﾘ 埼玉  　男 1990 男子砲丸投 13m25 男子円盤投 38m60

902 埼玉 S&K 291 福嶋 美緒 ﾌｸｼﾏ ﾐｵ 埼玉 女 1995 女子100m 12.12 女子200m 25.25

903 埼玉 STS 340 須加 幸生 ｽｶ ｻﾁｵ 埼玉  　男 1990 男子ハンマー投 55m10

904 埼玉 STS 341 坂入 健太 ｻｶｲﾘ ｹﾝﾀ 埼玉  　男 1994 男子円盤投 38m62

905 埼玉 UNITE 351 大瀧 颯馬 ｵｵﾀｷ ｿｳﾏ 埼玉  　男 1996 男子4X400mR 3:18.13

906 埼玉 UNITE 352 佐藤 拓也 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 埼玉  　男 1993 男子4X400mR 3:18.13

907 埼玉 UNITE 353 中野 裕翔 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄ 埼玉  　男 1998 男子4X400mR 3:18.13

908 埼玉 UNITE 354 相良 和希 ｻｶﾞﾗ ｶｽﾞｷ 埼玉  　男 1996 男子4X400mR 3:18.13

909 埼玉 UNITE 355 本間 聖人 ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾄ 埼玉  　男 1999 男子4X400mR 3:18.13

910 埼玉 UNITE 356 三田 真也 ﾐﾀ ｼﾝﾔ 埼玉  　男 1995 男子200m 21.53

911 埼玉 UNITE 357 田中 進悟 ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ 埼玉  　男 1989 男子4X400mR 3:18.13

912 埼玉 いずみ高 286 田畠 杏純 ﾀﾊﾞﾀ ｱｽﾐ 埼玉 女 3 2003 女子棒高跳 3m20

913 埼玉 おごせ石川眼科 413 弓削田 眞理子 ﾕｹﾞﾀ ﾏﾘｺ 埼玉 女 1958 女子10000m 37:57.95

914 埼玉 ﾆﾄﾘ 414 鈴木 葵 ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 埼玉 女 2000 女子5000m 16:51.10

915 埼玉 ふじみ野高 294 杉山 きゆう ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾕｳ 埼玉 女 3 2003 女子走高跳 1m55

916 埼玉 ﾜｾﾀﾞｸﾗﾌﾞ 279 中澤 希緒 ﾅｶｻﾞﾜ ｷｵ 埼玉 女 1994 女子三段跳 12m43

917 埼玉 伊奈学園総合高 373 栗原 駿 ｸﾘﾊﾞﾗ ｼｭﾝ 埼玉  　男 2 2004 男子4X100mR 41.72

918 埼玉 伊奈学園総合高 374 秋谷 優斗 ｱｷﾔ ﾕｳﾄ 埼玉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.72

919 埼玉 伊奈学園総合高 375 阿保 昊太 ｱﾎﾞ ｺｳﾀ 埼玉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.72

920 埼玉 伊奈学園総合高 376 田中 秀哉 ﾀﾅｶ ｼｭｳﾔ 埼玉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.72

921 埼玉 伊奈学園総合高 377 橋本 大智 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 埼玉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.72

922 埼玉 伊奈学園総合高 378 石井 創 ｲｼｲ ｿｳ 埼玉  　男 2 2004 男子4X100mR 41.72

923 埼玉 伊奈学園総合高 319 桑原 明菜 ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ 埼玉 女 3 2003 女子200m 25.30

924 埼玉 伊奈学園総合高 320 内田 実咲 ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 埼玉 女 2 2005 女子走幅跳 5m69

925 埼玉 伊奈学園総合高 321 楠 明莉 ｸｽ ｱｶﾘ 埼玉 女 2 2005 女子4X400mR 3:50.86

926 埼玉 伊奈学園総合高 322 加藤 優 ｶﾄｳ ﾕｳ 埼玉 女 2 2004 女子4X400mR 3:50.86

927 埼玉 伊奈学園総合高 323 伊東 花夏 ｲﾄｳ ﾊﾅ 埼玉 女 1 2005 女子4X400mR 3:50.86

928 埼玉 伊奈学園総合高 324 新井 華子 ｱﾗｲ ﾊﾅｺ 埼玉 女 1 2005 女子4X400mR 3:50.86

929 埼玉 伊奈学園総合高 325 齊藤 愛望 ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 埼玉 女 2 2004 女子4X400mR 3:50.86

930 埼玉 伊奈学園総合高 326 佐々木 彩乃 ｻｻｷ ｱﾔﾉ 埼玉 女 1 2005 女子4X400mR 3:50.86

931 埼玉 羽生一高 344 金子 幸世 ｶﾈｺ ｺｳｾｲ 埼玉  　男 3 2003 男子5000mW 24:05.09

932 埼玉 浦和南高 345 根本 樹 ﾈﾓﾄ ｲﾂｷ 埼玉  　男 3 2003 男子1500m 4:01.20

933 埼玉 花咲徳栄高 412 工藤 晴斗 ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 埼玉  　男 2 2005 男子110mH 14.85

934 埼玉 花咲徳栄高 360 柿﨑 眸 ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ 埼玉 女 3 2003 女子400m 58.50

935 埼玉 花咲徳栄高 361 石井 花奈 ｲｼｲ ﾊﾅ 埼玉 女 2 2004 女子4X100mR 48.10 女子4X400mR 3:57.56

936 埼玉 花咲徳栄高 362 大口 未結花 ｵｵｸﾞﾁ ﾐﾕｶ 埼玉 女 2 2004 女子4X100mR 48.10 女子4X400mR 3:57.56

937 埼玉 花咲徳栄高 363 岡田 裕佳 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ 埼玉 女 2 2004 女子4X100mR 48.10 女子4X400mR 3:57.56

938 埼玉 花咲徳栄高 364 小杉 友美 ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾐ 埼玉 女 2 2004 女子4X100mR 48.10 女子4X400mR 3:57.56

939 埼玉 花咲徳栄高 365 島田 麻央 ｼﾏﾀﾞ ﾏｵ 埼玉 女 2 2004 女子4X400mR 3:57.56

940 埼玉 花咲徳栄高 366 華岡 ひかり ﾊﾅｵｶ ﾋｶﾘ 埼玉 女 1 2005 女子4X100mR 48.10

941 埼玉 花咲徳栄高 367 冨所 星那 ﾄﾄﾞｺﾛ ｾｲﾅ 埼玉 女 1 2005 女子4X100mR 48.10

942 埼玉 花咲徳栄高 368 佐藤 愛夏 ｻﾄｳ ｱｲｶ 埼玉 女 1 2005 女子4X400mR 3:57.56

943 埼玉 滑川総合高 319 小瀧 諒介 ｺﾀｷ ﾘｮｳｽｹ 埼玉  　男 2 2004 男子10000m 36:32.96

944 埼玉 滑川総合高 320 須田 魁世 ｽﾀﾞ ｶｲｾｲ 埼玉  　男 3 2003 男子10000m 35:43.87

945 埼玉 関東学園大 371 坂本 康輔 ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 埼玉  　男 2002 男子400m 48.35

946 埼玉 熊谷女高 415 柏原 優花 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｶ 埼玉 女 2 2005 女子5000mW 25:12.89

947 埼玉 熊谷女高 416 内山 はる菜 ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾅ 埼玉 女 3 2004 女子10000m 40:43.89

948 埼玉 栗橋北彩高 327 田中 夢桜 ﾀﾅｶ ﾕﾗ 埼玉 女 2 2004 女子やり投 39m65

949 埼玉 国際学院高 287 橋本 結空 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ 埼玉 女 2 2004 女子走幅跳 5m83 女子七種競技 4486

950 埼玉 国際武道大 379 佐藤 弘人 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 埼玉  　男 2000 男子やり投 63m84

951 埼玉 国際武道大 380 塚本 宙央 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ 埼玉  　男 2000 男子棒高跳 4m60

952 埼玉 国際武道大 381 吉川 遼祐 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 埼玉  　男 2001 男子走幅跳 7m29

953 埼玉 斎藤商事 442 皆川 龍仁 ﾐﾅｶﾜ ﾘｭｳﾄ 埼玉  　男 1998 男子800m 1:50.73

954 埼玉 埼玉医大G 348 中嶋 善寛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 埼玉  　男 1993 男子やり投 76m13

955 埼玉 埼玉医大G 349 奥野 風摩 ｵｸﾉ ﾌｳﾏ 埼玉  　男 1995 男子砲丸投 14m99

956 埼玉 埼玉栄高 476 福田 凱璃 ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾘ 埼玉  　男 3 2003 男子4X100mR 41.13

957 埼玉 埼玉栄高 477 神田 陽太 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 埼玉  　男 3 2003 男子4X100mR 41.13

958 埼玉 埼玉栄高 478 平野 倖大 ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾞｲ 埼玉  　男 2 2005 男子4X100mR 41.13

959 埼玉 埼玉栄高 479 深瀨 遥斗 ﾌｶｾ ﾊﾙﾄ 埼玉  　男 2 2004 男子4X100mR 41.13

960 埼玉 埼玉栄高 480 加来 優斗 ｶｸ ﾕｳﾄ 埼玉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.13
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961 埼玉 埼玉栄高 481 三浦 海瑠 ﾐｳﾗ ｶｲﾙ 埼玉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.13

962 埼玉 埼玉栄高 482 野中 瑛心 ﾉﾅｶ ｴｲｼﾝ 埼玉  　男 2 2004 男子110mH 14.70

963 埼玉 埼玉栄高 296 岡野 弥幸 ｵｶﾉ ﾐｻｷ 埼玉 女 3 2003 女子走高跳 1m76

964 埼玉 埼玉栄高 297 大谷 くる美 ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ 埼玉 女 3 2003 女子100m 11.91

965 埼玉 埼玉栄高 298 中本 葵 ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ 埼玉 女 3 2003 女子100m 11.87

966 埼玉 埼玉栄高 299 田口 真悠 ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 埼玉 女 3 2003 女子100mH 13.96

967 埼玉 埼玉栄高 300 ﾀﾈﾙ 舞璃乃 ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ 埼玉 女 3 2003 女子400m 54.54 女子400mH 59.07

968 埼玉 埼玉滑川走友会 382 金子 遼 ｶﾈｺ ﾘｮｳ 埼玉  　男 1990 男子10000m 34:09.11

969 埼玉 埼玉滑川走友会 383 森田 和裕 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉  　男 1997 男子5000m 15:32.92

970 埼玉 埼玉大TC 346 小林 秀輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｽｹ 埼玉  　男 1995 男子走高跳 2m01

971 埼玉 埼玉大TC 347 矢口 幸平 ﾔｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 埼玉  　男 1994 男子円盤投 39m93

972 埼玉 埼玉大 394 大野 史佳 ｵｵﾉ ﾌﾐｶ 埼玉 女 3 2000 女子砲丸投 16m04

973 埼玉 埼玉大 428 山西 桃子 ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ 埼玉 女 2001 女子100mH 14.38

974 埼玉 埼玉陸協 322 林 優太 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 埼玉  　男 1998 男子砲丸投 13m68

975 埼玉 埼玉陸協 329 新井 雄斗 ｱﾗｲ ﾕｳﾄ 埼玉  　男 1993 男子10000m 34:57.68

976 埼玉 埼玉陸協 343 森本 真敏 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 埼玉  　男 1985 男子ハンマー投 55m86

977 埼玉 埼玉陸協 372 野中 直道 ﾉﾅｶ ﾅｵﾐﾁ 埼玉  　男 1990 男子ハンマー投 55m71

978 埼玉 埼玉陸協 384 宮本 嶺 ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲ 埼玉  　男 2002 男子棒高跳 5m01

979 埼玉 埼玉陸協 468 門田 凜太郎 ｶﾄﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 埼玉  　男 2001 男子1500m 4:00.06

980 埼玉 埼玉陸協 472 荒幡 寛人 ｱﾗﾊﾀ ﾋﾛﾄ 埼玉  　男 1997 男子1500m 3:57.06

981 埼玉 埼玉陸協 473 中島 貴大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 埼玉  　男 1990 男子走幅跳 7m45

982 埼玉 埼玉陸協 284 土谷 綾 ﾂﾁﾔ ｱﾔ 埼玉 女 1987 女子やり投 39m73

983 埼玉 桜美林大 365 川原 歩 ｶﾜﾊﾗ ｱﾕﾑ 埼玉  　男 1999 男子110mH 14.93

984 埼玉 山梨学院大 392 大野 瑞奈 ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 埼玉 女 2002 女子400mH 57.73

985 埼玉 山梨学院大 393 豊泉 百々花 ﾄﾖｲｽﾞﾐ ﾓﾓｶ 埼玉 女 2000 女子400mH 1:03.04

986 埼玉 市立浦和高 283 大野 結以 ｵｵﾉ ﾕｲ 埼玉 女 3 2003 女子800m 2:11.59

987 埼玉 春高会 465 大塚 真之介 ｵｵﾂｶ ｼﾝﾉｽｹ 埼玉  　男 1987 男子ハンマー投 49m80

988 埼玉 春日部東高 398 黛 渓太 ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ 埼玉  　男 3 2003 男子4X400mR 3:20.96

989 埼玉 春日部東高 399 染谷 捷太 ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ 埼玉  　男 3 2003 男子4X400mR 3:20.96

990 埼玉 春日部東高 400 草野 拓登 ｸｻﾉ ﾀｸﾄ 埼玉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:20.96

991 埼玉 春日部東高 401 堤 大翔 ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ 埼玉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:20.96

992 埼玉 春日部東高 402 新井 颯真 ｱﾗｲ ｿｳﾏ 埼玉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:20.96

993 埼玉 春日部東高 403 馬場 俊太朗 ﾊﾞﾊﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 埼玉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:20.96

994 埼玉 春日部東高 353 後藤 智南 ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ 埼玉 女 3 2003 女子100mH 14.50

995 埼玉 春日部東高 354 安達 妃菜 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ 埼玉 女 2 2004 女子4X100mR 48.05

996 埼玉 春日部東高 355 戸張 萌笑 ﾄﾊﾞﾘ ﾓｴ 埼玉 女 2 2004 女子4X100mR 48.05

997 埼玉 春日部東高 356 細川 夏音 ﾎｿｶﾜ ｶﾉﾝ 埼玉 女 2 2004 女子4X100mR 48.05

998 埼玉 春日部東高 357 羽龍 円 ﾊﾘｭｳ ﾏﾄﾞｶ 埼玉 女 2 2005 女子4X100mR 48.05

999 埼玉 春日部東高 358 元木 花夢奈 ﾓﾄｷ ｶﾝﾅ 埼玉 女 1 2005 女子4X100mR 48.05

1000 埼玉 春日部東高 359 古山 萌香 ﾌﾙﾔﾏ ﾓｴｶ 埼玉 女 1 2005 女子4X100mR 48.05

1001 埼玉 駿河台大 385 志賀 優晟 ｼｶﾞ ﾕｳｾｲ 埼玉  　男 2000 男子400m 47.32 男子4X400mR 3:09.94

1002 埼玉 駿河台大 386 明石 昂樹 ｱｶｼ ｺｳｷ 埼玉  　男 2000 男子400m 48.61 男子4X400mR 3:09.94

1003 埼玉 駿河台大 387 杉田 諒 ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳ 埼玉  　男 2001 男子400m 47.34 男子4X400mR 3:09.94

1004 埼玉 駿河台大 388 勝 優虎 ｶﾂ ﾕｳﾄ 埼玉  　男 2001 男子400m 47.53 男子4X400mR 3:09.94

1005 埼玉 駿河台大 389 志賀 康晟 ｼｶﾞ ｺｳｾｲ 埼玉  　男 2002 男子400m 48.68

1006 埼玉 駿河台大 390 加治屋 柊吾 ｶｼﾞﾔ ｼｭｳｺﾞ 埼玉  　男 2002 男子800m 1:53.45

1007 埼玉 駿河台大 391 坂上 幹斗 ｻｶｶﾞﾐ ﾐｷﾄ 埼玉  　男 2002 男子400mH 54.56

1008 埼玉 駿河台大 392 能仲 涼 ﾉﾅｶ ﾘｮｳ 埼玉  　男 2000 男子三段跳 14m22

1009 埼玉 駿河台大 393 片桐 悠介 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｽｹ 埼玉  　男 2001 男子三段跳 13m89

1010 埼玉 駿河台大 394 坂上 喬麻 ｻｶｳｴ ｷｮｳﾏ 埼玉  　男 2002 男子円盤投 38m89

1011 埼玉 駿河台大 395 島田 翔 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳ 埼玉  　男 2000 男子やり投 59m17

1012 埼玉 駿河台大 396 増田 裕仁 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 埼玉  　男 2000 男子4X400mR 3:09.94

1013 埼玉 駿河台大 397 安部 怜央 ｱﾝﾍﾞ ﾘｮｳ 埼玉  　男 2001 男子4X400mR 3:09.94

1014 埼玉 駿河台大 347 田口 陽菜 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾅ 埼玉 女 2002 女子走幅跳 5m56 女子三段跳 11m96

1015 埼玉 駿大AC 469 浦山 和也 ｳﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 埼玉  　男 1997 男子走高跳 2m04

1016 埼玉 順天堂大 361 三上 椋平 ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ 埼玉  　男 1998 男子800m 1:55.41

1017 埼玉 順天堂大 362 岡田 大輝 ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ 埼玉  　男 2001 男子砲丸投 14m19 男子ハンマー投 59m59

1018 埼玉 順天堂大 363 森田 祐生 ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 埼玉  　男 2002 男子棒高跳 4m50

1019 埼玉 順天堂大 364 土屋 勇貴 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 埼玉  　男 2001 男子800m 1:54.18

1020 埼玉 順天堂大 306 磯田 実華 ｲｿﾀﾞ ﾐｶ 埼玉 女 1999 女子ハンマー投 50m31
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1021 埼玉 順天堂大 307 荻原 ちづる ｵｷﾞﾜﾗ ﾁﾂﾞﾙ 埼玉 女 2002 女子1500m 4:34.12

1022 埼玉 順天堂大 308 小暮 真緒 ｺｸﾞﾚ ﾏｵ 埼玉 女 2002 女子1500m 4:24.36

1023 埼玉 順天堂大 309 松田 真菜 ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅ 埼玉 女 2000 女子800m 2:19.42

1024 埼玉 順天堂大 310 今村 美緒 ｲﾏﾑﾗ ﾐｵ 埼玉 女 2002 女子800m 2:18.59

1025 埼玉 順天堂大 311 絹村 莉子 ｷﾇﾑﾗ ﾘｺ 埼玉 女 2002 女子棒高跳 3m60

1026 埼玉 所沢西高 412 佐藤 美雨 ｻﾄｳ ﾐｳ 埼玉 女 3 2003 女子砲丸投 11m15

1027 埼玉 所沢北高 330 小山 洋生 ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ 埼玉  　男 3 2003 男子5000m 14:51.71

1028 埼玉 所沢北高 331 辻 啓太 ﾂｼﾞ ｹｲﾀ 埼玉  　男 3 2003 男子4X400mR 3:20.03

1029 埼玉 所沢北高 332 石田 翔太 ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 埼玉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:20.03

1030 埼玉 所沢北高 333 町田 達哉 ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ 埼玉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:20.03

1031 埼玉 所沢北高 334 吉田 悠人 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 埼玉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:20.03

1032 埼玉 所沢北高 335 橋本 健太 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀ 埼玉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:20.03

1033 埼玉 所沢北高 336 伊藤 旬輝 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 埼玉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:20.03

1034 埼玉 所沢北高 281 石井 夏海 ｲｼｲ ﾅﾂﾐ 埼玉 女 3 2003 女子400mH 1:04.64

1035 埼玉 所沢北高 282 中村 仁胡 ﾅｶﾑﾗ ﾆｺ 埼玉 女 1 2005 女子走高跳 1m61

1036 埼玉 小金井精機 295 良知 なつ美 ﾗﾁ ﾅﾂﾐ 埼玉 女 1996 女子100m 12.30

1037 埼玉 小川町陸協 359 髙橋 風成 ﾀｶﾊｼ ｶｻﾞﾅﾘ 埼玉  　男 1995 男子1500m 3:56.00

1038 埼玉 尚美大 404 下村 康喜 ｼﾓﾑﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 埼玉  　男 2001 男子走高跳 2m07

1039 埼玉 尚美大 405 佐々木 悠 ｻｻｷ ﾕｳ 埼玉  　男 2002 男子200m 21.69 男子4X100mR 42.11

1040 埼玉 尚美大 406 田島 昇樹 ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｷ 埼玉  　男 1999 男子4X100mR 42.11

1041 埼玉 尚美大 407 桑名 隆雅 ｸﾜﾅ ﾘｭｳｶﾞ 埼玉  　男 2000 男子4X100mR 42.11

1042 埼玉 尚美大 408 中澤 快斗 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｲﾄ 埼玉  　男 2002 男子4X100mR 42.11

1043 埼玉 尚美大 409 和田 望夢 ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 埼玉  　男 2002 男子4X100mR 42.11

1044 埼玉 尚美大 410 西 優紀 ﾆｼ ﾕｳｷ 埼玉  　男 2002 男子4X100mR 42.11

1045 埼玉 昌平高 328 髙橋 侑希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 埼玉 女 3 2003 女子200m 25.09

1046 埼玉 昌平高 329 土屋 柚歌 ﾂﾁﾔ ﾕｽﾞｶ 埼玉 女 3 2003 女子400mH 1:03.62

1047 埼玉 昌平高 330 櫻井 架希 ｻｸﾗｲ ｶﾉﾝ 埼玉 女 3 2003 女子走高跳 1m64

1048 埼玉 昌平高 331 大竹 陽咲 ｵｵﾀｹ ﾋｻｷ 埼玉 女 3 2003 女子4X400mR 3:53.92

1049 埼玉 昌平高 332 海藤 夏姫 ｶｲﾄｳ ﾅﾂｷ 埼玉 女 3 2003 女子4X400mR 3:53.92

1050 埼玉 昌平高 333 海老原 聖花 ｴﾋﾞﾊﾗ ｾｲｶ 埼玉 女 3 2003 女子4X400mR 3:53.92

1051 埼玉 昌平高 334 赤沢ｱｺｽｱ はな ｱｶｻﾞﾜｱｺｽｱ ﾊﾅ 埼玉 女 2 2004 女子100mH 14.53

1052 埼玉 昌平高 335 猪股 佑衣 ｲﾉﾏﾀ ﾕｲ 埼玉 女 2 2004 女子4X100mR 48.44

1053 埼玉 昌平高 336 鈴木 麻衣香 ｽｽﾞｷ ﾏｲｶ 埼玉 女 2 2004 女子4X400mR 3:53.92

1054 埼玉 昌平高 337 園田 和遥 ｿﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 埼玉 女 2 2004 女子4X100mR 48.44

1055 埼玉 昌平高 338 赤堀 空来 ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ 埼玉 女 1 2005 女子4X100mR 48.44

1056 埼玉 昌平高 339 伊藤 愛華 ｲﾄｳ ｱｲｶ 埼玉 女 1 2005 女子4X100mR 48.44

1057 埼玉 昌平高 340 ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ 埼玉 女 1 2005 女子4X100mR 48.44

1058 埼玉 昌平高 341 小林 穂花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 埼玉 女 1 2005 女子4X100mR 48.44

1059 埼玉 昌平高 342 新井 保和菜 ｱﾗｲ ﾎﾜﾅ 埼玉 女 3 2003 女子800m 2:15.03

1060 埼玉 昌平高 343 杉山 琴梨 ｽｷﾞﾔﾏ ｺﾄﾘ 埼玉 女 1 2005 女子4X400mR 3:53.92

1061 埼玉 昌平高 344 山中 美咲 ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ 埼玉 女 1 2005 女子4X400mR 3:53.92

1062 埼玉 松山高 413 田端 良壮 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｱｷ 埼玉  　男 3 2004 男子3000mSC 9:31.10

1063 埼玉 松山高 414 佐藤 彩人 ｻﾄｳ ｱﾔﾄ 埼玉  　男 2 2004 男子棒高跳 4m00

1064 埼玉 城西大 419 一瀬 星和 ｲﾁﾉｾ ｾｲﾜ 埼玉  　男 1999 男子400mH 52.57

1065 埼玉 城西大 420 佐々木 理 ｻｻｷ ｵｻﾑ 埼玉  　男 2000 男子棒高跳 4m50

1066 埼玉 城西大 390 木澤 仁海 ｷｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 埼玉 女 2001 女子棒高跳 3m60

1067 埼玉 進修館高 285 栗田 美咲 ｸﾘﾀ ﾐｻｷ 埼玉 女 3 2003 女子円盤投 36m20 女子ハンマー投 49m43

1068 埼玉 成城大 350 今井 琉誠 ｲﾏｲ ﾘｭｳｾｲ 埼玉  　男 3 1999 男子110mH 14.63

1069 埼玉 星野高 339 北野 晴海 ｷﾀﾉ ﾊﾙﾐ 埼玉  　男 3 2003 男子3000mSC 9:12.57

1070 埼玉 星野高 289 馬場 優美 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾐ 埼玉 女 2 2004 女子400m 59.44

1071 埼玉 聖学院大 402 前野 来実 ﾏｴﾉ ｸﾙﾐ 埼玉 女 2000 女子200m 24.99 女子4X100mR 47.70

1072 埼玉 聖学院大 403 藤代 あすか ﾌｼﾞｼﾛ ｱｽｶ 埼玉 女 2000 女子100mH 13.75 女子4X100mR 47.70

1073 埼玉 聖学院大 404 池沢 沙織 ｲｹｻﾞﾜ ｻｵﾘ 埼玉 女 2000 女子800m 2:15.49

1074 埼玉 聖学院大 405 渋谷 七未 ｼﾌﾞﾔ ﾅﾅﾐ 埼玉 女 2001 女子5000mW 25:17.05

1075 埼玉 聖学院大 406 水城 伽奈子 ﾐｽﾞｷ ｶﾅｺ 埼玉 女 1999 女子三段跳 12m26 女子4X100mR 47.70

1076 埼玉 聖学院大 407 谷本 ｱｲｳ ﾀﾆﾓﾄ ｱｲｳ 埼玉 女 2002 女子円盤投 35m33

1077 埼玉 聖学院大 408 山中 比美己 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾋﾞｷ 埼玉 女 2000 女子4X100mR 47.70

1078 埼玉 聖学院大 409 小柳 奈々美 ｺﾔﾅｷﾞ ﾅﾅﾐ 埼玉 女 2002 女子4X100mR 47.70

1079 埼玉 聖学院大 410 川嵜 美花 ｶﾜｻｷ ﾐｶ 埼玉 女 2002 女子4X100mR 47.70

1080 埼玉 聖望高 288 榎本 ﾘｻ ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 埼玉 女 3 2003 女子走高跳 1m63
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1081 埼玉 西武台AC 324 神田 朝日 ｶﾝﾀﾞ ｱｻﾋ 埼玉  　男 1992 男子5000m 15:11.72 男子3000mSC 9:16.05

1082 埼玉 西武台AC 272 安場 利菜 ﾔｽﾊﾞ ﾘﾅ 埼玉 女 1996 女子やり投 51m04

1083 埼玉 西武台AC 273 二方 恵里奈 ﾌﾀｶﾀ ｴﾘﾅ 埼玉 女 1994 女子やり投 43m26

1084 埼玉 西武台AC 274 相澤 希実 ｱｲｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 埼玉 女 2002 女子砲丸投 10m99

1085 埼玉 西武台高 325 益井 晴輝 ﾏｽｲ ﾊﾙｷ 埼玉  　男 2 2004 男子円盤投 38m85

1086 埼玉 西武台高 275 西村 実桜 ﾆｼﾑﾗ ﾐｵｳ 埼玉 女 3 2003 女子円盤投 37m39

1087 埼玉 西武台高 276 大澤 雪乃 ｵｵｻﾜ ﾕｷﾉ 埼玉 女 3 2003 女子砲丸投 12m10

1088 埼玉 西武台高 277 笠原 梨緒 ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 埼玉 女 3 2003 女子砲丸投 11m29 女子ハンマー投 48m27

1089 埼玉 西武台高 278 大沼 結菜 ｵｵﾇﾏ ﾕﾅ 埼玉 女 3 2003 女子円盤投 35m19

1090 埼玉 西武文理AC 327 笛木 知朗 ﾌｴｷ ﾄﾓﾛｳ 埼玉  　男 1998 男子砲丸投 12m98 男子円盤投 41m35

1091 埼玉 川越市陸協 338 遠藤 誠也 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ 埼玉  　男 1996 男子砲丸投 13m14

1092 埼玉 川越市陸協 474 井下 裕貴 ｲﾉｼﾀ ﾕｳｷ 埼玉  　男 1995 男子1500m 3:54.58 男子5000m 14:07.97

1093 埼玉 川越市陸協 475 飯田 豊 ｲｲﾀﾞ ﾕﾀｶ 埼玉  　男 1997 男子5000m 14:51.36

1094 埼玉 川口市立高 416 佐倉 由樹 ｻｸﾗ ﾖｼｷ 埼玉  　男 3 2003 男子800m 1:52.58

1095 埼玉 川口市立高 417 川尻 太一 ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ 埼玉  　男 2 2004 男子400mH 53.24

1096 埼玉 川口市立高 418 小瀬 堅大 ｺｾ ｹﾝﾀ 埼玉  　男 2 2004 男子800m 1:51.31

1097 埼玉 川口市立高 388 阪井 文音 ｻｶｲ ｱﾔﾈ 埼玉 女 3 2004 女子走幅跳 5m58

1098 埼玉 川口市立高 389 大川 美紀 ｵｵｶﾜ ﾐｷ 埼玉 女 2 2004 女子3000mSC 12:25.84

1099 埼玉 川口北高 290 小林 瞳子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｺ 埼玉 女 3 2003 女子400mH 1:09.36

1100 埼玉 早稲田大 421 佐野 陽 ｻﾉ ﾋﾅﾀ 埼玉  　男 1999 男子100m 10.43 男子200m 21.42

1101 埼玉 早稲田大 422 西 裕大 ﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 埼玉  　男 2000 男子200m 21.24

1102 埼玉 早大同 446 久保田 健介 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｽｹ 埼玉  　男 2000 男子110mH 14.45

1103 埼玉 早大同 447 神田 真生 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻｷ 埼玉  　男 1999 男子4X100mR 41.30 男子4X400mR 3:20.22

1104 埼玉 早大同 448 石井 皓貴 ｲｼｲ ｺｳｷ 埼玉  　男 2000 男子4X100mR 41.30 男子4X400mR 3:20.22

1105 埼玉 早大同 449 坂本 昂平 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 埼玉  　男 2000 男子4X100mR 41.30 男子4X400mR 3:20.22

1106 埼玉 早大同 450 江頭 祥生 ｴｶﾞｼﾗ ﾖｼｵ 埼玉  　男 2000 男子4X100mR 41.30

1107 埼玉 早大同 451 杉澤 光流 ｽｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 埼玉  　男 2002 男子4X100mR 41.30

1108 埼玉 早大同 452 所谷 茂 ﾄｺﾛﾀﾞﾆ ｼｹﾞﾙ 埼玉  　男 1999 男子4X100mR 41.30

1109 埼玉 早大同 453 岡本 新 ｵｶﾓﾄ ｱﾗﾀ 埼玉  　男 2001 男子4X400mR 3:20.22

1110 埼玉 早大同 454 小池 祥平 ｺｲｹ ｼｮｳﾍｲ 埼玉  　男 2002 男子4X400mR 3:20.22

1111 埼玉 早大同 455 松谷 息吹 ﾏﾂﾀﾆ ｲﾌﾞｷ 埼玉  　男 2002 男子4X400mR 3:20.22

1112 埼玉 早大同 395 玉井 理子 ﾀﾏｲ ﾘｺ 埼玉 女 2001 女子4X400mR 4:03.93

1113 埼玉 早大同 396 大村 ひなた ｵｵﾑﾗ ﾋﾅﾀ 埼玉 女 2000 女子4X400mR 4:03.93

1114 埼玉 早大同 397 西村 琴葉 ﾆｼﾑﾗ ｺﾄﾊ 埼玉 女 1999 女子4X400mR 4:03.93

1115 埼玉 早大同 398 爲田 夏実 ﾀﾒﾀﾞ ﾅﾂﾐ 埼玉 女 2002 女子4X400mR 4:03.93

1116 埼玉 早大同 399 小宮山 菜月 ｺﾐﾔﾏ ﾅﾂｷ 埼玉 女 2002 女子4X400mR 4:03.93

1117 埼玉 早大同 400 本田 蒼依 ﾎﾝﾀﾞ ｱｵｲ 埼玉 女 2002 女子4X400mR 4:03.93

1118 埼玉 大宮東高 418 松野 小梅 ﾏﾂﾉ ｺｳﾒ 埼玉 女 2 2005 女子4X100mR 46.81

1119 埼玉 大宮東高 419 篠 かれん ｼﾉ ｶﾚﾝ 埼玉 女 2 2005 女子4X100mR 46.81

1120 埼玉 大宮東高 420 長島 ありさ ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ 埼玉 女 2 2004 女子4X100mR 46.81

1121 埼玉 大宮東高 421 山内 そよ ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ 埼玉 女 2 2004 女子200m 24.78 女子4X100mR 46.81

1122 埼玉 大宮東高 422 太田 愛美 ｵｵﾀ ｱｲﾐ 埼玉 女 3 2003 女子ハンマー投 44m47

1123 埼玉 大宮東高 423 土田 涼夏 ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ 埼玉 女 3 2003 女子100m 12.09

1124 埼玉 大宮東高 424 山崎 結子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ 埼玉 女 3 2003 女子100m 12.11

1125 埼玉 大宮東高 425 舘田 木香 ﾀﾃﾀﾞ ﾓｶ 埼玉 女 2 2004 女子4X100mR 46.81

1126 埼玉 大宮東高 426 西田 礼菜 ﾆｼﾀﾞ ﾚｲﾅ 埼玉 女 2 2004 女子4X100mR 46.81

1127 埼玉 大宮北高 323 棚井 将輝 ﾀﾅｲ ﾏｻｷ 埼玉  　男 3 2003 男子三段跳 14m44

1128 埼玉 大東文化大 423 中井 脩太 ﾅｶｲ ｼｭｳﾀ 埼玉  　男 2001 男子400mH 51.36

1129 埼玉 大東文化大 424 倉林 雄大 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 埼玉  　男 2001 男子走高跳 2m01

1130 埼玉 大東文化大 425 門井 大夢 ｶﾄﾞｲ ﾋﾛﾑ 埼玉  　男 2002 男子400mH 54.09

1131 埼玉 大東文化大 426 齊藤 光来 ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 埼玉  　男 2000 男子100m 10.58

1132 埼玉 大東文化大 391 大橋 愛可 ｵｵﾊｼ ﾏﾅｶ 埼玉 女 2001 女子100m 12.19

1133 埼玉 中央大 445 金澤 和志 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｼ 埼玉  　男 2000 男子走幅跳 7m51

1134 埼玉 津田塾大 401 松本 みなみ ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅﾐ 埼玉 女 2000 女子5000mW 25:01.56

1135 埼玉 東海大 444 冨田 健人 ﾄﾐﾀ ｹﾝﾄ 埼玉  　男 1999 男子三段跳 14m29

1136 埼玉 東海大 427 佐藤 天寧 ｻﾄｳ ｱﾏﾈ 埼玉 女 2001 女子100m 12.18

1137 埼玉 東京学芸大 280 小山田 環 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀﾏｷ 埼玉 女 3 2000 女子100mH 13.84

1138 埼玉 東京女子体育大 313 諏佐 みなみ ｽｻ ﾐﾅﾐ 埼玉 女 1999 女子400mH 1:02.27

1139 埼玉 東京女子体育大 314 西村 夏帆 ﾆｼﾑﾗ ｶﾎ 埼玉 女 1999 女子100mH 14.45

1140 埼玉 東京女子体育大 315 吉野 なな ﾖｼﾉ ﾅﾅ 埼玉 女 1999 女子三段跳 12m41
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1141 埼玉 東京女子体育大 316 中村 未華 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾊﾙ 埼玉 女 2000 女子砲丸投 12m81

1142 埼玉 東京女子体育大 317 宮森 優羽 ﾐﾔﾓﾘ ﾕｳ 埼玉 女 2000 女子円盤投 44m60

1143 埼玉 東京女子体育大 318 佐藤 有華 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 埼玉 女 2003 女子400m 57.93

1144 埼玉 東洋大 342 長山 達彦 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ 埼玉  　男 1999 男子5000mW 21:00.15

1145 埼玉 東洋大 427 相澤 海斗 ｱｲｻﾞﾜ ｶｲﾄ 埼玉  　男 2000 男子走幅跳 7m49

1146 埼玉 東洋大 428 塚本 ｼﾞｬｽﾃｨﾝ惇平 ﾂｶﾓﾄ ｼﾞｬｽﾃｨﾝｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 埼玉  　男 2001 男子100m 10.43

1147 埼玉 東洋大 429 設楽 王我 ｼﾀﾗ ｵｳｶﾞ 埼玉  　男 2001 男子100m 10.46

1148 埼玉 日女体大 369 瀧澤 瑞季 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 埼玉 女 1999 女子400mH 1:01.82 女子4X400mR 3:57.44

1149 埼玉 日女体大 370 根岸 愛奈 ﾈｷﾞｼ ｱｲﾅ 埼玉 女 1999 女子やり投 42m14

1150 埼玉 日女体大 371 大久保 清楓 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾔｶ 埼玉 女 2000 女子4X100mR 48.40

1151 埼玉 日女体大 372 北川 莉奈 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ 埼玉 女 2000 女子三段跳 12m24

1152 埼玉 日女体大 373 上野 夏羽 ｳｴﾉ ﾅﾉﾊ 埼玉 女 2001 女子400m 58.98 女子4X400mR 3:57.44

1153 埼玉 日女体大 374 天野 智香 ｱﾏﾉ ﾁｶ 埼玉 女 2002 女子4X100mR 48.40 女子4X400mR 3:57.44

1154 埼玉 日女体大 375 小笠原 遥 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ 埼玉 女 2000 女子4X400mR 3:57.44

1155 埼玉 日女体大 376 倉地 陽南 ｸﾗﾁ ﾋﾅ 埼玉 女 2001 女子棒高跳 3m40

1156 埼玉 日女体大 377 遠藤 夢佳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾒｶ 埼玉 女 2002 女子4X100mR 48.40

1157 埼玉 日女体大 378 菊池 柚葵 ｷｸﾁ ﾕｽﾞｷ 埼玉 女 2002 女子4X100mR 48.40 女子4X400mR 3:57.44

1158 埼玉 日女体大 379 大谷 永愛 ｵｵﾀﾆ ﾄｱ 埼玉 女 2002 女子4X400mR 3:57.44

1159 埼玉 日女体大 380 栁川 佑奈 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾅ 埼玉 女 2000 女子4X100mR 48.40

1160 埼玉 日女体大 381 高岡 千穂 ﾀｶｵｶ ﾁﾎ 埼玉 女 2002 女子4X100mR 48.40

1161 埼玉 日体大 360 岡田 望 ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 埼玉  　男 2002 男子走高跳 2m01

1162 埼玉 日体大 301 安達 芽衣 ｱﾀﾞﾁ ﾒｲ 埼玉 女 2000 女子砲丸投 13m95 女子円盤投 48m20

1163 埼玉 日体大 302 鴨下 若菜 ｶﾓｼﾀ ﾜｶﾅ 埼玉 女 2001 女子走幅跳 5m54 女子三段跳 12m41

1164 埼玉 日体大 303 西 玲衣 ﾆｼ ﾚｲ 埼玉 女 2001 女子ハンマー投 51m93

1165 埼玉 日体大 304 橋本 直 ﾊｼﾓﾄ ｽﾅｵ 埼玉 女 2000 女子棒高跳 3m50

1166 埼玉 日体大 305 和田 沙也夏 ﾜﾀﾞ ｻﾔｶ 埼玉 女 1999 女子棒高跳 3m85

1167 埼玉 入間向陽高 358 石田 直也 ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 埼玉  　男 3 2003 男子400mH 54.14

1168 埼玉 白岡高 337 小山 優人 ｺﾔﾏ ﾕｳﾄ 埼玉  　男 2 2005 男子棒高跳 4m40

1169 埼玉 不動岡ｸﾗﾌﾞ 411 藤崎 雄太 ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳﾀ 埼玉  　男 1986 男子110mH 14.61

1170 埼玉 不動岡高 345 関口 彩貴 ｾｷｸﾞﾁ ｻｷ 埼玉 女 3 2003 女子棒高跳 3m60

1171 埼玉 不動岡高 346 町田 瑠璃華 ﾏﾁﾀﾞ ﾙﾘｶ 埼玉 女 1 2005 女子走高跳 1m55

1172 埼玉 武南高 458 吉田 旭善 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙﾖｼ 埼玉  　男 3 2003 男子4X100mR 41.03

1173 埼玉 武南高 459 加藤 奨啓 ｶﾄｳ ｼｮｳｹｲ 埼玉  　男 3 2003 男子4X100mR 41.03

1174 埼玉 武南高 460 伊藤 空 ｲﾄｳ ｿﾗ 埼玉  　男 2 2004 男子4X100mR 41.03

1175 埼玉 武南高 461 下田 海斗 ｼﾓﾀﾞ ｶｲﾄ 埼玉  　男 2 2004 男子4X100mR 41.03

1176 埼玉 武南高 462 富樫 竜輝 ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ 埼玉  　男 2 2004 男子100m 10.59 男子200m 21.53 男子4X100mR 41.03

1177 埼玉 武南高 463 中田 陽 ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙ 埼玉  　男 2 2005 男子走高跳 2m05

1178 埼玉 武南高 464 棚澤 樹 ﾀﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ 埼玉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.03

1179 埼玉 武南高 411 岡田 萌花 ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ 埼玉 女 3 2003 女子走高跳 1m73

1180 埼玉 平国大 466 西郷 翔 ｻｲｺﾞｳ ｼｮｳ 埼玉  　男 1999 男子100m 10.73

1181 埼玉 平国大 467 松尾 一輝 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 埼玉  　男 1999 男子走幅跳 6m84

1182 埼玉 平国大 417 竹花 未珠 ﾀｹﾊﾅ ﾐｼｭ 埼玉 女 2002 女子ハンマー投 42m21

1183 埼玉 片柳中 456 髙橋 涼哉 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾔ 埼玉  　男 3 2006 男子棒高跳 4m30

1184 埼玉 法政大 457 齊藤 一樹 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 埼玉  　男 1999 男子やり投 69m54

1185 埼玉 豊岡高 415 伊藤 新 ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 埼玉  　男 3 2003 男子3000mSC 9:16.67

1186 埼玉 豊岡高 382 藤咲 心菜 ﾌｼﾞｻｷ ｺｺﾅ 埼玉 女 2 2004 女子4X400mR 4:00.97

1187 埼玉 豊岡高 383 本橋 璃子 ﾓﾄﾊｼ ﾘｺ 埼玉 女 2 2004 女子4X400mR 4:00.97

1188 埼玉 豊岡高 384 吉永 葉月 ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾂﾞｷ 埼玉 女 2 2004 女子4X400mR 4:00.97

1189 埼玉 豊岡高 385 遠藤 彩華 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 埼玉 女 2 2004 女子4X400mR 4:00.97

1190 埼玉 豊岡高 386 三橋 陽菜 ﾐﾂﾊｼ ﾋﾅ 埼玉 女 2 2005 女子4X400mR 4:00.97

1191 埼玉 豊岡高 387 田口 彩葉 ﾀｸﾞﾁ ｲﾛﾊ 埼玉 女 1 2005 女子4X400mR 4:00.97

1192 埼玉 防衛医大 326 田代 旺生 ﾀｼﾛ ﾋﾛｷ 埼玉  　男 5 1998 男子1500m 3:56.17

1193 埼玉 本庄一高 269 神谷 咲希 ｶﾐﾔ ｻｷ 埼玉 女 2 2004 女子10000m 40:15.86

1194 埼玉 本庄一高 270 綿貫 理生 ﾜﾀﾇｷ ﾘｳ 埼玉 女 1 2005 女子10000m 39:51.52

1195 埼玉 本庄一高 271 青木 里央菜 ｱｵｷ ﾘｵﾅ 埼玉 女 1 2005 女子10000m 40:26.31

1196 埼玉 本庄東高 348 齊藤 日歩美 ｻｲﾄｳ ﾋﾌﾐ 埼玉 女 3 2004 女子5000m 17:22.07

1197 埼玉 本庄東高 349 野地 琳々星 ﾉｼﾞ ﾘﾘﾅ 埼玉 女 3 2004 女子5000mW 23:49.12

1198 埼玉 本庄東高 350 吉野 莉菜 ﾖｼﾉ ﾘﾅ 埼玉 女 3 2004 女子10000m 40:05.16

1199 埼玉 本庄東高 351 小島 恵奈 ｺｼﾞﾏ ｴﾅ 埼玉 女 2 2004 女子5000mW 24:36.40

1200 埼玉 本庄東高 352 松岡 真姫 ﾏﾂｵｶ ﾏｷ 埼玉 女 2 2004 女子5000m 18:05.98
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1201 埼玉 名古屋大 328 中村 龍彦 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾋｺ 埼玉  　男 3 2000 男子ハンマー投 49m46

1202 埼玉 友誠館 321 佐藤 喜寛 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 埼玉  　男 1987 男子十種競技 3643

1203 埼玉 陸歩ｸﾗﾌﾞ 293 高橋 七琉 ﾀｶﾊｼ ﾅﾙ 埼玉 女 2002 女子5000mW 25:08.58

1204 埼玉 立教大 292 福田 舞菜 ﾌｸﾀﾞ ﾏｲﾅ 埼玉 女 2 2001 女子800m 2:14.81

1205 埼玉 流通経済大 430 小海 秀剛 ｺｳﾐ ﾋﾃﾞﾀｹ 埼玉  　男 2000 男子800m 1:52.46

1206 埼玉 蓮田松韻高 443 川村 侑矢 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ 埼玉  　男 2 2004 男子5000mW 23:11.10

1207 千葉 Accel 483 相山慶太郎 ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 千葉  　男 1994 男子4X400mR 3:14.10

1208 千葉 Accel 484 飯塚 啓伍 ｲｲﾂﾞｶ ｹｲｺﾞ 千葉  　男 1995 男子4X400mR 3:14.10

1209 千葉 Accel 485 板鼻 航平 ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ 千葉  　男 1994 男子400m 46.56

1210 千葉 Accel 486 内川 佳祐 ｳﾁｶﾜ ｹｲｽｹ 千葉  　男 1995 男子走幅跳 7m16

1211 千葉 Accel 487 大久保 公彦 ｵｵｸﾎﾞ ｷﾐﾋｺ 千葉  　男 1997 男子4X100mR 40.70

1212 千葉 Accel 488 大西 正裕 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 千葉  　男 1987 男子4X400mR 3:14.10

1213 千葉 Accel 489 奥野 遼平 ｵｸﾉ ﾘｮｳﾍｲ 千葉  　男 1994 男子4X100mR 40.70

1214 千葉 Accel 490 草野 誓也 ｸｻﾉ ｾｲﾔ 千葉  　男 1988 男子100m 10.44

1215 千葉 Accel 491 栗本 恭宏 ｸﾘﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 千葉  　男 1998 男子砲丸投 14m46

1216 千葉 Accel 492 小池 雄作 ｺｲｹ ﾕｳｻｸ 千葉  　男 1993 男子4X100mR 40.70

1217 千葉 Accel 493 小澤 優太 ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 千葉  　男 1997 男子100m 10.63 男子200m 21.39

1218 千葉 Accel 494 富山 弘貴 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 千葉  　男 1998 男子110mH 14.46

1219 千葉 Accel 495 根岸 紀仁 ﾈｷﾞｼ ﾉﾘﾋﾄ 千葉  　男 1992 男子4X100mR 40.70

1220 千葉 Accel 496 平井 健一 ﾋﾗｲ ｹﾝｲﾁ 千葉  　男 1988 男子400mH 53.10

1221 千葉 Accel 497 平岡 誠大 ﾋﾗｵｶ ﾀｶﾋﾛ 千葉  　男 1997 男子4X100mR 40.70

1222 千葉 Accel 498 笛木 靖宏 ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ 千葉  　男 1985 男子4X400mR 3:14.10

1223 千葉 Accel 499 椋下 響介 ﾑｸｼﾀ ｷｮｳｽｹ 千葉  　男 1992 男子4X400mR 3:14.10

1224 千葉 Accel 500 山下 和也 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 千葉  　男 1998 男子4X100mR 40.70

1225 千葉 Accel 501 若菜 優太 ﾜｶﾅ ﾕｳﾀ 千葉  　男 1987 男子4X400mR 3:14.10

1226 千葉 SPARK 508 ﾋﾞﾘﾔﾊﾟﾆﾔ ﾀﾞﾆｴﾙ ﾋﾞﾘﾔﾊﾟﾆﾔ ﾀﾞﾆｴﾙ 千葉  　男 1995 男子100m 10.85 男子200m 21.72

1227 千葉 STAC 509 今井 俊彰 ｲﾏｲ ﾄｼｱｷ 千葉  　男 1987 男子三段跳 15m11

1228 千葉 STAC 429 筆野 友里 ﾌﾃﾞﾉ ﾕﾘ 千葉 女 1989 女子三段跳 12m22

1229 千葉 RUDOLF 502 庄司 貴紀 ｼｮｳｼﾞ ﾀｶﾉﾘ 千葉  　男 1996 男子4X400mR 3:14.27

1230 千葉 RUDOLF 503 中川 滋貴 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞｷ 千葉  　男 1995 男子400m 49.07 男子4X400mR 3:14.27

1231 千葉 RUDOLF 504 平井 健仁 ﾋﾗｲ ﾀｹﾋﾄ 千葉  　男 1998 男子4X400mR 3:14.27

1232 千葉 RUDOLF 505 平山 裕太 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾀ 千葉  　男 1996 男子4X400mR 3:14.27

1233 千葉 RUDOLF 506 前山 陽軌 ﾏｴﾔﾏ ﾊﾙｷ 千葉  　男 1996 男子4X400mR 3:14.27

1234 千葉 RUDOLF 507 山木 伝説 ﾔﾏｷ ｶｹﾙ 千葉  　男 1996 男子400m 45.69 男子4X400mR 3:14.27

1235 千葉 いんば学舎 510 山瀬 貴雅 ﾔﾏｾ ﾀｶﾏｻ 千葉  　男 1991 男子円盤投 50m37

1236 千葉 ｵｷHD 511 高橋 幸二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 千葉  　男 1986 男子5000m 14:57.58 男子10000m 32:17.35

1237 千葉 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 484 青山 瑠衣 ｱｵﾔﾏ ﾙｲ 千葉 女 1989 女子5000m 17:04.60 女子10000m 35:58.64

1238 千葉 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 485 大西 響 ｵｵﾆｼ ﾋﾋﾞｷ 千葉 女 1999 女子5000m 16:25.42

1239 千葉 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 486 猿見田 裕香 ｻﾙﾐﾀﾞ ﾕｶ 千葉 女 1999 女子5000m 15:56.94

1240 千葉 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 487 白石 由佳子 ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ 千葉 女 1998 女子1500m 4:33.36

1241 千葉 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 488 鷲見 梓沙 ｽﾐ ｱｽﾞｻ 千葉 女 1996 女子1500m 4:31.02

1242 千葉 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 489 髙木 結加 ﾀｶｷ ﾕｲｶ 千葉 女 1995 女子1500m 4:26.79 女子5000m 15:52.91

1243 千葉 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 490 和久 夢来 ﾜｸ ﾐﾗｲ 千葉 女 1995 女子10000m 33:23.57

1244 千葉 育英大 492 仲上 真友 ﾅｶｶﾞﾐ ﾏﾕ 千葉 女 2001 女子棒高跳 3m60

1245 千葉 一橋大 522 福井 隆真 ﾌｸｲ ﾘｭｳﾏ 千葉  　男 2000 男子5000mW 20:38.21

1246 千葉 浦安市陸協 430 甲斐 好美 ｶｲ ｺﾉﾐ 千葉 女 1993 女子走幅跳 6m02

1247 千葉 横浜国立大 493 白土 茶実 ｼﾗﾄ ﾁｬﾐ 千葉 女 2003 女子走幅跳 5m61 女子三段跳 11m84

1248 千葉 千葉敬愛高 544 樋口 遥 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 千葉 女 3 2003 女子棒高跳 3m25

1249 千葉 玉川大 494 鈴木 優佳 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 千葉 女 2001 女子七種競技 4070

1250 千葉 敬愛学園高 525 吉留 龍之介 ﾖｼﾄﾒ ﾘｭｳﾉｽｹ 千葉  　男 3 2003 男子400m 49.08

1251 千葉 国際武道大 526 北野 龍也 ｷﾀﾉ ﾘｭｳﾔ 千葉  　男 2001 男子棒高跳 4m50

1252 千葉 国際武道大 527 小島 瑛生 ｺｼﾞﾏ ｴｲｷ 千葉  　男 2002 男子棒高跳 4m50

1253 千葉 国際武道大 528 平賀 凌人 ﾋﾗｶﾞ ﾘｮｳﾄ 千葉  　男 1999 男子800m 1:55.61

1254 千葉 国際武道大AC 529 宮本 隼汰 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾔﾀ 千葉  　男 1998 男子走高跳 1m90

1255 千葉 国士舘大 530 梅村 隆 ｳﾒﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 千葉  　男 2001 男子三段跳 14m76

1256 千葉 国士舘大 531 久田 洸生 ﾋｻﾀﾞ ｺｳｷ 千葉  　男 2000 男子やり投 62m78

1257 千葉 市立船橋高 532 伊藤 晴 ｲﾄｳ ﾊﾙ 千葉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.00 男子4X400mR 3:16.27

1258 千葉 市立船橋高 533 井上 海人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 千葉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:16.27

1259 千葉 市立船橋高 534 遠藤 竜己 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 千葉  　男 2 2004 男子4X100mR 41.00

1260 千葉 市立船橋高 535 斎藤 拓巳ｱﾝﾄﾞﾚｲ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐｱﾝﾄﾞﾚｲ 千葉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:16.27
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1261 千葉 市立船橋高 536 鈴木 爽生 ｽｽﾞｷ ｿｳｷ 千葉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.00

1262 千葉 市立船橋高 537 田中 裕太 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 千葉  　男 3 2003 男子110mH 14.68

1263 千葉 市立船橋高 538 常泉 光佑 ﾂﾈｲｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 千葉  　男 3 2003 男子走幅跳 7m45 男子三段跳 15m08

1264 千葉 市立船橋高 539 豊田 恭也 ﾄﾖﾀﾞ ｷｮｳﾔ 千葉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.00

1265 千葉 市立船橋高 540 春名 一汰 ﾊﾙﾅ ｲｯﾀ 千葉  　男 2 2004 男子4X100mR 41.00

1266 千葉 市立船橋高 541 福田 悠介 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 千葉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:16.27

1267 千葉 市立船橋高 542 藤橋 亮太郎 ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.00 男子4X400mR 3:16.27

1268 千葉 市立船橋高 543 松村 匠真 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾏ 千葉  　男 3 2003 男子走幅跳 7m42 男子三段跳 14m72

1269 千葉 市立船橋高 544 守 祐陽 ﾓﾘ ﾕｳﾋ 千葉  　男 3 2003 男子100m 10.38 男子200m 21.21

1270 千葉 市立船橋高 545 山﨑 真央 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｵ 千葉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:16.27

1271 千葉 市立船橋高 546 山下 遥也 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾔ 千葉  　男 2 2005 男子200m 21.19

1272 千葉 市立船橋高 510 大澤 綾菜 ｵｵｻﾜ ｱﾔﾅ 千葉 女 3 2003 女子200m 25.29 女子400m 57.03

1273 千葉 市立船橋高 511 亀田 紘花 ｶﾒﾀﾞ ﾋﾛｶ 千葉 女 2 2005 女子4X400mR 3:58.27

1274 千葉 市立船橋高 512 小澤 美咲 ｺｻﾞﾜ ﾐｻｷ 千葉 女 2 2004 女子4X400mR 3:58.27

1275 千葉 市立船橋高 513 佐々木 千翔 ｻｻｷ ﾁｶ 千葉 女 2 2004 女子走幅跳 5m94 女子三段跳 11m98

1276 千葉 市立船橋高 514 佐藤 葵唯 ｻﾄｳ ｱｵｲ 千葉 女 2 2004 女子100m 11.86 女子200m 24.34 女子4X100mR 46.81 女子4X400mR 3:58.27

1277 千葉 市立船橋高 515 佐藤 希美 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 千葉 女 3 2003 女子三段跳 12m01

1278 千葉 市立船橋高 516 品村 百香 ｼﾅﾑﾗ ﾓﾓｶ 千葉 女 1 2006 女子4X100mR 46.81

1279 千葉 市立船橋高 517 篠原 美咲 ｼﾉﾊﾗ ﾐｻｷ 千葉 女 2 2004 女子200m 25.17 女子4X100mR 46.81 女子4X400mR 3:58.27

1280 千葉 市立船橋高 518 志水 芹菜 ｼﾐｽﾞ ｾﾘﾅ 千葉 女 1 2005 女子100mH 14.13 女子4X400mR 3:58.27

1281 千葉 市立船橋高 519 供田 柚香 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｶ 千葉 女 2 2005 女子100m 12.11 女子4X100mR 46.81

1282 千葉 市立船橋高 520 橋本 季咲 ﾊｼﾓﾄ ｷｻｷ 千葉 女 2 2004 女子七種競技 4162

1283 千葉 市立船橋高 521 樋口 葵 ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 千葉 女 1 2005 女子100m 12.08 女子4X100mR 46.81

1284 千葉 市立船橋高 522 星野 美優 ﾎｼﾉ ﾐﾕ 千葉 女 1 2006 女子4X400mR 3:58.27

1285 千葉 市立船橋高 523 松下 陽香 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙｶ 千葉 女 3 2003 女子やり投 45m74

1286 千葉 市立船橋高 524 山田 裕未 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 千葉 女 2 2004 女子100mH 13.67 女子4X100mR 46.81

1287 千葉 渋谷学園幕張高 529 大石 礼音 ｵｵｲｼ ｱﾔﾈ 千葉 女 2 2004 女子100m 12.14

1288 千葉 駿河台大 548 加瀬 祥希 ｶｾ ﾖｼｷ 千葉  　男 2001 男子三段跳 14m79

1289 千葉 駿河台大 549 手島 一好 ﾃｼﾏ ｶｽﾞﾖｼ 千葉  　男 2001 男子走高跳 1m95

1290 千葉 順天堂大 550 赤司 健慎 ｱｶｼ ｹﾝｼﾝ 千葉  　男 1998 男子十種競技 5905

1291 千葉 順天堂大 551 鵜澤 葉月 ｳｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 千葉  　男 2000 男子800m 1:50.69

1292 千葉 順天堂大 552 反町 比呂人 ｿﾘﾏﾁ ﾋﾛﾄ 千葉  　男 2001 男子5000mW 22:23.63

1293 千葉 順天堂大 553 宮部 灯哉 ﾐﾔﾍﾞ ﾄｳﾔ 千葉  　男 2002 男子走幅跳 7m29

1294 千葉 順天堂大 530 伊藤 麻衣 ｲﾄｳ ﾏｲ 千葉 女 2002 女子ハンマー投 44m40

1295 千葉 順天堂大 531 小野 汐音 ｵﾉ ｼｵﾝ 千葉 女 2000 女子800m 2:14.40 女子1500m 4:32.79

1296 千葉 順天堂大 532 清野 かな子 ｾｲﾉ ｶﾅｺ 千葉 女 2000 女子走高跳 1m61

1297 千葉 順天堂大 533 髙橋 七海 ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ 千葉 女 1999 女子ハンマー投 47m54

1298 千葉 順天堂大 534 武井 凛 ﾀｹｲ ﾘﾝ 千葉 女 2002 女子棒高跳 3m20

1299 千葉 松戸市陸協 554 松井 俊介 ﾏﾂｲ ｼｭﾝｽｹ 千葉  　男 1991 男子1500m 3:56.84 男子5000m 14:32.45

1300 千葉 松戸市陸協 555 三野 貴史 ﾐﾉ ﾀｶｼ 千葉  　男 1993 男子1500m 3:52.39

1301 千葉 松戸市陸協 556 蓑和 廣太朗 ﾐﾉﾜ ｺｳﾀﾛｳ 千葉  　男 1990 男子1500m 3:50.69

1302 千葉 市立松戸高 504 相原 未来歌 ｱｲﾊﾗ ﾐｸｶ 千葉 女 2 2004 女子4X400mR 3:55.23

1303 千葉 市立松戸高 505 有銘 瑞稀 ｱﾘﾒ ﾐｽﾞｷ 千葉 女 2 2004 女子4X400mR 3:55.23

1304 千葉 市立松戸高 506 櫛山 小雪 ｸｼﾔﾏ ｺﾕｷ 千葉 女 1 2005 女子4X400mR 3:55.23

1305 千葉 市立松戸高 507 田中 華 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 千葉 女 2 2005 女子4X400mR 3:55.23

1306 千葉 市立松戸高 508 永山 知実 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾐ 千葉 女 2 2004 女子4X400mR 3:55.23

1307 千葉 市立松戸高 509 山口 咲月 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾂｷ 千葉 女 1 2005 女子4X400mR 3:55.23

1308 千葉 城西大 557 直井 一樹 ﾅｵｲ ｶｽﾞｷ 千葉  　男 2000 男子棒高跳 4m90

1309 千葉 成田高 558 伊橋 璃矩 ｲﾊｼ ﾘｸ 千葉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.34

1310 千葉 成田高 559 岩上 建太 ｲﾜｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 千葉  　男 2 2004 男子4X100mR 41.34

1311 千葉 成田高 560 植木 優太 ｳｴｷ ﾕｳﾀ 千葉  　男 3 2003 男子走幅跳 7m47 男子4X100mR 41.34

1312 千葉 成田高 561 梅原 優太郎 ｳﾒﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉  　男 2 2004 男子走高跳 2m07

1313 千葉 成田高 562 太田 瑞渉 ｵｵﾀ ﾐｽﾞﾎ 千葉  　男 1 2005 男子4X400mR 3:14.46

1314 千葉 成田高 563 久保田 航生 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｷ 千葉  　男 1 2005 男子4X400mR 3:14.46

1315 千葉 成田高 564 酒匂 康輝 ｻｺｳ ｺｳｷ 千葉  　男 3 2003 男子4X400mR 3:14.46

1316 千葉 成田高 565 篠塚 浩斗 ｼﾉﾂｶ ﾋﾛﾄ 千葉  　男 3 2004 男子棒高跳 5m02

1317 千葉 成田高 566 鈴木 拓実 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 千葉  　男 1 2005 男子棒高跳 4m50

1318 千葉 成田高 567 芹川 和秀 ｾﾘｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 千葉  　男 2 2004 男子4X100mR 41.34

1319 千葉 成田高 568 髙須 楓翔 ﾀｶｽ ﾌｳﾄ 千葉  　男 2 2004 男子200m 21.18 男子4X100mR 41.34 男子4X400mR 3:14.46

1320 千葉 成田高 569 濵田 周 ﾊﾏﾀﾞ ｼｭｳ 千葉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:14.46
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1321 千葉 成田高 570 松嶋 飛希 ﾏﾂｼﾏ ﾀｶｷ 千葉  　男 3 2004 男子4X100mR 41.34 男子4X400mR 3:14.46

1322 千葉 成田高 453 泉谷 尚希 ｲｽﾞﾀﾆ ﾅｵｷ 千葉 女 2 2004 女子400m 57.76 女子4X100mR 48.97 女子4X400mR 3:52.64

1323 千葉 成田高 454 伊藤 莉緒 ｲﾄｳ ﾘｵ 千葉 女 3 2003 女子三段跳 12m05

1324 千葉 成田高 455 ｵﾎﾞﾙﾃﾞｨ 衣乃帆 ｵﾎﾞﾙﾃﾞｨ ｴﾉﾎ 千葉 女 1 2005 女子砲丸投 12m61

1325 千葉 成田高 456 久留戸 律早 ｸﾙﾄ ﾘｻ 千葉 女 3 2003 女子400mH 1:02.20 女子4X400mR 3:52.64

1326 千葉 成田高 457 越川 美咲 ｺｼｶﾜ ﾐｻｷ 千葉 女 3 2003 女子200m 25.00 女子4X400mR 3:52.64

1327 千葉 成田高 458 坂本 真優 ｻｱﾓﾄ ﾏﾕ 千葉 女 1 2005 女子4X100mR 48.97

1328 千葉 成田高 459 白土 莉紅 ｼﾗﾄ ﾘｺ 千葉 女 2 2004 女子100mH 14.04 女子走幅跳 5m76

1329 千葉 成田高 460 玉置 彩乃 ﾀﾏｷ ｱﾔﾉ 千葉 女 1 2005 女子4X100mR 48.97

1330 千葉 成田高 461 塚本 萌乃 ﾂｶﾓﾄ ﾓｴﾉ 千葉 女 3 2004 女子400mH 1:00.55

1331 千葉 成田高 462 藤田 真美加 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾐｶ 千葉 女 3 2003 女子5000mW 23:32.74

1332 千葉 成田高 463 町田 愛莉 ﾏﾁﾀﾞ ｱｲﾘ 千葉 女 2 2004 女子4X100mR 48.97

1333 千葉 成田高 464 森澤 優佳 ﾓﾘｻﾜ ﾕｳｶ 千葉 女 1 2005 女子4X100mR 48.97

1334 千葉 成田高 465 伊藤 愛理 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 千葉 女 1 2005 女子4X400mR 3:52.64

1335 千葉 成田高 466 梅澤 李心 ｳﾒｻﾞﾜ ﾘｺ 千葉 女 1 2006 女子4X100mR 48.97

1336 千葉 成田高 467 林 杏朱 ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 千葉 女 1 2005 女子4X400mR 3:52.64

1337 千葉 成田高 468 藤代 采花 ﾌｼﾞｼﾛ ｱﾔｶ 千葉 女 3 2004 女子4X400mR 3:52.64

1338 千葉 清和大 571 直井 綾汰 ﾅｵｲ ﾘｮｳﾀ 千葉  　男 2001 男子棒高跳 4m80

1339 千葉 清和大 572 中山 仁 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞﾝ 千葉  　男 2000 男子棒高跳 5m00

1340 千葉 清和大 536 加藤 実穂 ｶﾄｳ ﾐﾎ 千葉 女 2002 女子5000mW 25:52.81

1341 千葉 清和大 537 山田 青空 ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ 千葉 女 2001 女子棒高跳 3m20

1342 千葉 聖徳大 538 大西 夏帆 ｵｵﾆｼ ｶﾎ 千葉 女 2000 女子10000m 38:16.58

1343 千葉 聖徳大 539 吉岡 瞳 ﾖｼｵｶ ﾋﾄﾐ 千葉 女 2002 女子10000m 37:45.64

1344 千葉 西武台千葉高 573 小松 恵達 ｺﾏﾂ ｹｲﾀﾂ 千葉  　男 3 2003 男子1500m 3:53.77

1345 千葉 西武台千葉高 574 濱中 尊 ﾊﾏﾅｶ ﾐｺﾄ 千葉  　男 2 2004 男子1500m 3:56.28

1346 千葉 西武台千葉高 575 宮田 陸人 ﾐﾔﾀ ﾘｸﾄ 千葉  　男 2 2004 男子やり投 66m64

1347 千葉 西武台千葉高 431 ｱｹﾝﾀ ｸﾞﾛﾘｱ ｱｹﾝﾀ ｸﾞﾛﾘｱ 千葉 女 2 2004 女子400m 57.28

1348 千葉 西武台千葉高 432 池田 真綾 ｲｹﾀﾞ ﾏｱﾔ 千葉 女 2 2004 女子4X100mR 48.06

1349 千葉 西武台千葉高 433 石井 颯來 ｲｼｲ ｿﾗ 千葉 女 1 2006 女子4X100mR 48.06

1350 千葉 西武台千葉高 434 上野 留実 ｳｴﾉ ﾙﾐ 千葉 女 1 2005 女子4X400mR 3:54.11

1351 千葉 西武台千葉高 435 岡田 怜奈 ｵｶﾀﾞ ﾚﾅ 千葉 女 2 2004 女子4X400mR 3:54.11

1352 千葉 西武台千葉高 436 鬼頭 瀬里菜 ｷﾄｳ ｾﾘﾅ 千葉 女 2 2004 女子4X100mR 48.06 女子4X400mR 3:54.11

1353 千葉 西武台千葉高 437 島村 友朱可 ｼﾏﾑﾗ ﾕｽﾞｶ 千葉 女 3 2004 女子円盤投 37m51

1354 千葉 西武台千葉高 438 髙野 綾乃 ﾀｶﾉ ｱﾔﾉ 千葉 女 2 2004 女子200m 25.11

1355 千葉 西武台千葉高 439 竹村 璃麻 ﾀｹﾑﾗ ﾘｵ 千葉 女 1 2005 女子4X400mR 3:54.11

1356 千葉 西武台千葉高 440 富井 双葉 ﾄﾐｲ ﾌﾀﾊﾞ 千葉 女 1 2006 女子4X100mR 48.06

1357 千葉 西武台千葉高 441 西尾 悠子 ﾆｼｵ ﾕｳｺ 千葉 女 1 2003 女子4X400mR 3:54.11

1358 千葉 西武台千葉高 442 西野 未倖 ﾆｼﾉ ﾐﾕｷ 千葉 女 1 2005 女子4X100mR 48.06 女子4X400mR 3:54.11

1359 千葉 西武台千葉高 443 増田 茅陽 ﾏｽﾀﾞ ﾁﾊﾙ 千葉 女 3 2003 女子4X100mR 48.06

1360 千葉 西武台千葉高 444 山田 美咲 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ 千葉 女 3 2003

1361 千葉 青山学院大 540 川窪 萌夏 ｶﾜｸﾎﾞ ﾓｴｶ 千葉 女 2002 女子400m 57.32

1362 千葉 青山学院大 541 若月 優実 ﾜｶﾂｷ ﾕｳﾐ 千葉 女 2000 女子800m 2:11.63

1363 千葉 千葉興業銀行 542 松本 紗依 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾖﾘ 千葉 女 1997 女子5000mW 23:46.53

1364 千葉 千葉興業銀行 543 矢来 舞香 ﾔｷﾞ ﾏｲｶ 千葉 女 1999 女子5000mW 22:46.73

1365 千葉 安房高 491 鈴木 彩生 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 千葉 女 1 2005 女子棒高跳 3m51

1366 千葉 我孫子高 523 寺西 満輝 ﾃﾗﾆｼ ﾐﾂｷ 千葉  　男 3 2003 男子800m 1:54.89

1367 千葉 我孫子高 524 那須 智太 ﾅｽ ﾄﾓﾋﾛ 千葉  　男 3 2004 男子5000mW 21:59.36

1368 千葉 君津高 495 大塚 千優 ｵｵﾂｶ ﾁﾋﾛ 千葉 女 2 2005 女子4X400mR 4:03.36

1369 千葉 君津高 496 片岡 天音 ｶﾀｵｶ ｱﾏﾈ 千葉 女 3 2003 女子4X400mR 4:03.36

1370 千葉 君津高 497 鈴木 日菜 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 千葉 女 2 2004 女子800m 2:15.26

1371 千葉 君津高 498 髙品 花 ﾀｶｼﾅ ﾊﾙ 千葉 女 1 2005 女子4X400mR 4:03.36

1372 千葉 君津高 499 古谷 真奈未 ﾌﾙﾔ ﾏﾅﾐ 千葉 女 2 2004 女子4X400mR 4:03.36

1373 千葉 君津高 500 柳川 冴月 ﾔﾅｶﾞﾜ ｻﾂｷ 千葉 女 3 2003 女子4X400mR 4:03.36

1374 千葉 君津高 501 山口 恋佳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝｶ 千葉 女 2 2004 女子4X400mR 4:03.36

1375 千葉 国府台高 502 島倉 あゆ美 ｼﾏｸﾗ ｱﾕﾐ 千葉 女 2 2005 女子800m 2:17.95

1376 千葉 成東高 535 佐藤 雅紀 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 千葉 女 3 2003 女子やり投 44m99

1377 千葉 大多喜高 595 中村 碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 千葉  　男 3 2003 男子5000m 14:54.65

1378 千葉 東金商高 561 越川 萌永 ｺｼｶﾜ ﾓｴ 千葉 女 3 2004 女子5000mW 26:24.33

1379 千葉 柏南高 629 山脇 康生 ﾔﾏﾜｷ ｺｳｾｲ 千葉  　男 3 2003 男子3000mSC 9:49.25

1380 千葉 八千代高 630 阿部 竜希 ｱﾍﾞ ﾀﾂｷ 千葉  　男 3 2003 男子4X400mR 3:18.67
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1381 千葉 八千代高 631 小竹 博之 ｺﾀｹ ﾋﾛﾕｷ 千葉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:18.67

1382 千葉 八千代高 632 須藤 壮太 ｽﾄﾞｳ ｿｳﾀ 千葉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:18.67

1383 千葉 八千代高 633 土岐 孝太朗 ﾄｷ ｺｳﾀﾛｳ 千葉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:18.67

1384 千葉 八千代高 634 宮﨑 尚人 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵﾄ 千葉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:18.67

1385 千葉 八千代高 635 安田 遼太郎 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:18.67

1386 千葉 八千代高 469 浅山 南 ｱｻﾔﾏ ﾐﾅﾐ 千葉 女 3 2003 女子4X100mR 47.84

1387 千葉 八千代高 470 安達 麻里奈 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾅ 千葉 女 3 2004 女子4X400mR 3:53.85

1388 千葉 八千代高 471 有野 萄子 ｱﾘﾝ ﾄｳｺ 千葉 女 2 2005 女子4X100mR 47.84

1389 千葉 八千代高 472 伊藤 梨里 ｲﾄｳ ﾘﾘ 千葉 女 2 2005 女子4X400mR 3:53.85

1390 千葉 八千代高 473 今村 紅愛 ｲﾏﾑﾗ ｸﾚｱ 千葉 女 3 2003 女子七種競技 3971

1391 千葉 八千代高 474 上田 紗椰 ｳｴﾀﾞ ｻﾔ 千葉 女 3 2003 女子走幅跳 5m64 女子4X100mR 47.84

1392 千葉 八千代高 475 崎村 はんな ｻｷﾑﾗ ﾊﾝﾅ 千葉 女 2 2004 女子4X400mR 3:53.85

1393 千葉 八千代高 476 高木 亮佳 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｶ 千葉 女 3 2003 女子4X100mR 47.84

1394 千葉 八千代高 477 竹林 千珠 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾁｽﾞ 千葉 女 1 2005 女子4X100mR 47.84

1395 千葉 八千代高 478 只腰 萌恵 ﾀﾀﾞｺｼ ﾓｴ 千葉 女 1 2005 女子4X400mR 3:53.85

1396 千葉 八千代高 479 田村 那菜実 ﾀﾑﾗ ﾅﾅﾐ 千葉 女 2 2004 女子4X400mR 3:53.85

1397 千葉 八千代高 480 濵野 美咲 ﾊﾏﾉ ﾐｻｷ 千葉 女 2 2004 女子100m 11.95

1398 千葉 八千代高 481 森田 優子 ﾓﾘﾀ ﾕｳｺ 千葉 女 1 2006 女子4X400mR 3:53.85

1399 千葉 八千代高 482 八木 菜摘 ﾔｷﾞ ﾅﾂﾐ 千葉 女 2 2004 女子200m 25.23

1400 千葉 八千代高 483 横山 茜 ﾖｺﾔﾏ ｱｶﾈ 千葉 女 3 2003 女子4X100mR 47.84

1401 千葉 幕張総合高 640 星野 浩明 ﾎｼﾉ ﾋﾛｱｷ 千葉  　男 2 2004 男子砲丸投 11m57

1402 千葉 幕張総合高 575 小松原 菜南 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾅﾐ 千葉 女 2 2004 女子砲丸投 12m87

1403 千葉 幕張総合高 576 山田 彩夏 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾅ 千葉 女 3 2003 女子砲丸投 13m16 女子円盤投 34m94

1404 千葉 流山南高 579 坂野 聖心 ﾊﾞﾝﾉ ﾐｺﾄ 千葉 女 1 2005 女子3000mSC 11:40.18

1405 千葉 流山南高 580 若狹 那々子 ﾜｶｻ ﾅﾅｺ 千葉 女 2 2005 女子3000mSC 10:59.71

1406 千葉 市立稲毛高 503 髙橋 綾音 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾈ 千葉 女 2 2005 女子3000mSC 11:31.70

1407 千葉 千葉大 576 高井 隼大 ﾀｶｲ ﾊﾔﾄ 千葉  　男 2000 男子三段跳 14m71

1408 千葉 千葉大 545 川島 都妃 ｶﾜｼﾏ ﾐﾔﾋﾞ 千葉 女 1999 女子400mH 1:03.21

1409 千葉 千葉大ｸﾗﾌﾞ 577 飯島 篤史 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾂｼ 千葉  　男 1982 男子十種競技 5929

1410 千葉 千葉陸協 578 池田 直貴 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 千葉  　男 1997 男子走高跳 2m00

1411 千葉 千葉陸協 579 瀬下 善教 ｾｼﾞﾓ ﾖｼﾉﾘ 千葉  　男 1982 男子円盤投 42m80

1412 千葉 千葉陸協 546 髙科 侑公子 ﾀｶｼﾅ ﾕｷｺ 千葉 女 2002 女子ハンマー投 33m83

1413 千葉 千葉黎明高 580 伊澤 虎汰 ｲｻﾞﾜ ｺｳﾀ 千葉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.43

1414 千葉 千葉黎明高 581 宇野澤 陸斗 ｳﾉｻﾞﾜ ﾘｸﾄ 千葉  　男 1 2006 男子4X100mR 41.43

1415 千葉 千葉黎明高 582 大木 祥太朗 ｵｵｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉  　男 3 2003 男子100m 10.55

1416 千葉 千葉黎明高 583 大野 陽斗 ｵｵﾉ ｱｷﾄ 千葉  　男 3 2003 男子4X400mR 3:18.18

1417 千葉 千葉黎明高 584 齋藤 虎太郎 ｻｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ 千葉  　男 3 2003 男子4X100mR 41.43

1418 千葉 千葉黎明高 585 佐藤 聖也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 千葉  　男 2 2004 男子4X100mR 41.43 男子4X400mR 3:18.18

1419 千葉 千葉黎明高 586 平野 豪琉 ﾋﾗﾉ ﾀｹﾙ 千葉  　男 1 2005 男子4X400mR 3:18.18

1420 千葉 千葉黎明高 587 堀 ひかる ﾎﾘ ﾋｶﾙ 千葉  　男 1 2005 男子4X100mR 41.43 男子4X400mR 3:18.18

1421 千葉 千葉黎明高 588 御簾納 音穂 ﾐｽﾉｳ ﾈｵ 千葉  　男 2 2004 男子4X400mR 3:18.18

1422 千葉 千葉黎明高 589 宮原 蓮 ﾐﾔﾊﾗ ﾚﾝ 千葉  　男 2 2004 男子4X100mR 41.43 男子4X400mR 3:18.18

1423 千葉 早稲田大 591 青栁 柾希 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻｷ 千葉  　男 1999 男子走幅跳 7m58

1424 千葉 早稲田大 592 秀島 来 ﾋﾃﾞｼﾏ ﾗｲ 千葉  　男 2001 男子200m 21.40

1425 千葉 早稲田大 593 眞々田 洸大 ﾏﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 千葉  　男 2002 男子400m 47.73

1426 千葉 早稲田大 594 森戸 信陽 ﾓﾘﾄ ﾉﾌﾞｱｷ 千葉  　男 1999 男子110mH 14.15

1427 千葉 早稲田大 547 村上 夏美 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂﾐ 千葉 女 1999 女子400m 56.09 女子800m 2:13.86

1428 千葉 筑波大 596 加藤 優尚 ｶﾄｳ ﾏｻﾅｵ 千葉  　男 1998 男子400mH 51.78

1429 千葉 筑波大 597 古澤 慎也 ﾌﾙｻﾜ ｼﾝﾔ 千葉  　男 2002 男子400m 48.47

1430 千葉 中央大 598 神戸 鴻朗希 ｶﾝﾍﾞ ﾋﾛｷ 千葉  　男 1999 男子4X100mR 40.74

1431 千葉 中央大 599 小宮山 拓 ｺﾐﾔﾏ ﾀｸ 千葉  　男 2001 男子200m 21.42 男子4X100mR 40.74

1432 千葉 中央大 600 成澤 秀人 ﾅﾘｻﾜ ﾋﾃﾞﾄ 千葉  　男 2002 男子4X100mR 40.74

1433 千葉 中央大 601 西村 遼平 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 千葉  　男 1999 男子4X100mR 40.74

1434 千葉 中央大 602 藤原 寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 千葉  　男 2003 男子100m 10.46 男子200m 21.25 男子4X100mR 40.74

1435 千葉 中央大 603 本井 裕人 ﾓﾄｲ ﾕｳﾄ 千葉  　男 2002 男子4X100mR 40.74

1436 千葉 中央大 604 吉田 力 ﾖｼﾀﾞ ﾁｶﾗ 千葉  　男 2002 男子800m 1:55.74

1437 千葉 東亜道路工業 605 平尾 裕希 ﾋﾗｵ ﾕｳｷ 千葉  　男 1996 男子100m 10.52

1438 千葉 東海大 606 天岳 直樹 ｱﾏｵｶ ﾅｵｷ 千葉  　男 2000 男子110mH 14.40

1439 千葉 東海大 607 入佐 隼人 ｲﾘｻ ﾊﾔﾄ 千葉  　男 2001 男子400mH 54.54

1440 千葉 東海大 608 小島 匡人 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 千葉  　男 1999 男子100m 10.64
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1441 千葉 東海大 609 髙橋 航平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 千葉  　男 2001 男子110mH 14.62 男子400mH 54.54

1442 千葉 東海大 610 富沢 亮介 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 千葉  　男 2001 男子200m 21.35

1443 千葉 東海大 611 根本 誉 ﾈﾓﾄ ﾎﾏﾚ 千葉  　男 2002 男子三段跳 14m64

1444 千葉 東海大 612 山口 智弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 千葉  　男 1999 男子やり投 69m79

1445 千葉 東海大浦安高 613 鈴木 奥介 ｽｽﾞｷ ｵｳｽｹ 千葉  　男 2 2004 男子800m 1:53.49

1446 千葉 東海大浦安高 614 長谷川 巧光 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 千葉  　男 2 2004 男子100m 11.20

1447 千葉 東海大浦安高 548 板垣 唯来 ｲﾀｶﾞｷ ﾕﾗ 千葉 女 2 2005 女子100m 12.06 女子4X100mR 47.26

1448 千葉 東海大浦安高 549 稲﨑 日南 ｲﾅｻﾞｷ ﾋﾅ 千葉 女 3 2003 女子400m 56.86 女子4X100mR 47.26

1449 千葉 東海大浦安高 550 上原 彩香 ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 千葉 女 2 2004 女子円盤投 32m68

1450 千葉 東海大浦安高 551 内海 真緒 ｳﾂﾐ ﾏｵ 千葉 女 3 2003 女子走高跳 1m70

1451 千葉 東海大浦安高 552 大中 彩音 ｵｵﾅｶ ｱﾔﾈ 千葉 女 3 2003 女子走幅跳 5m71

1452 千葉 東海大浦安高 553 金山 由依 ｶﾅﾔﾏ ﾕｲ 千葉 女 2 2004 女子100mH 14.13

1453 千葉 東海大浦安高 554 國場 歩美 ｸﾆﾊﾞ ｱﾕﾐ 千葉 女 2 2004 女子4X100mR 47.26

1454 千葉 東海大浦安高 555 小出 未空 ｺｲﾃﾞ ﾐｸ 千葉 女 2 2004 女子4X100mR 47.26

1455 千葉 東海大浦安高 556 中屋 結郁 ﾅｶﾔ ﾕｲ 千葉 女 1 2005 女子4X100mR 47.26

1456 千葉 東海大浦安高 557 渡辺 千奈津 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾅﾂ 千葉 女 3 2003 女子4X100mR 47.26

1457 千葉 東海大望洋高 615 平野 暁大 ﾋﾗﾉ ｱｷﾋﾛ 千葉  　男 3 2003 男子200m 21.26

1458 千葉 東海大望洋高 616 前川 悠雅 ﾏｴｶﾜ ﾕｳｶﾞ 千葉  　男 3 2003 男子5000mW 23:47.30

1459 千葉 東海大望洋高 617 三辻 友哉 ﾐﾂｼﾞ ﾄﾓﾔ 千葉  　男 2 2004 男子200m 21.69

1460 千葉 東海大北海道 618 土居 闘矢 ﾄﾞｲ ﾄｳﾔ 千葉  　男 2002 男子砲丸投 12m53

1461 千葉 東京学館高 619 川奈 優叶 ｶﾜﾅ ﾕｳﾄ 千葉  　男 3 2003 男子砲丸投 11m28

1462 千葉 東京学館高 445 秋山 心優 ｱｷﾔﾏ ﾐﾕ 千葉 女 1 2005 女子4X100mR 48.99

1463 千葉 東京学館高 446 市川 優空 ｲﾁｶﾜ ﾕﾗ 千葉 女 2 2004 女子4X100mR 48.99

1464 千葉 東京学館高 447 笹川 珀奈 ｻｻｶﾞﾜ ﾊﾅ 千葉 女 1 2005 女子4X100mR 48.99

1465 千葉 東京学館高 448 鈴木 萌々花 ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 千葉 女 2 2004 女子ハンマー投 41m56

1466 千葉 東京学館高 449 浪川 愛加 ﾅﾐｶﾜ ﾏﾅｶ 千葉 女 1 2005 女子4X100mR 48.99

1467 千葉 東京学館高 450 西山 由佳里 ﾆｼﾔﾏ ﾕｶﾘ 千葉 女 1 2005 女子4X100mR 48.99

1468 千葉 東京学館高 451 宮﨑 梨緒 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｵ 千葉 女 2 2005 女子砲丸投 11m93 女子円盤投 33m67 女子ハンマー投 45m06

1469 千葉 東京学館高 452 渡邉 菜央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 千葉 女 1 2005 女子4X100mR 48.99

1470 千葉 東京学館船橋高 513 髙橋 大希 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 千葉  　男 2 2004 男子砲丸投 10m80

1471 千葉 東京学館船橋高 558 牧田 利乙夢 ﾏｷﾀ ﾘｵﾝ 千葉 女 3 2003 女子砲丸投 11m58

1472 千葉 東京学館船橋高 559 与儀 真鈴 ﾖｷﾞ ﾏﾘﾝ 千葉 女 2 2004 女子走高跳 1m67

1473 千葉 東京学芸大 560 岩佐 茉結子 ｲﾜｻ ﾏﾕｺ 千葉 女 2002 女子100mH 13.44

1474 千葉 東京理科大 620 加藤 颯太 ｶﾄｳ ｿｳﾀ 千葉  　男 1999 男子十種競技 5784

1475 千葉 二松学舎柏高 621 松原 由怜 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼﾄｷ 千葉  　男 3 2003 男子円盤投 41m23

1476 千葉 二松学舎柏高 622 吉田 陽成 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｾｲ 千葉  　男 3 2003 男子やり投 58m25

1477 千葉 日本女体大 564 神坂 莉子 ｶﾐｻｶ ﾘｺ 千葉 女 1999 女子走高跳 1m70

1478 千葉 日本女体大 565 森谷 結衣 ﾓﾘﾔ ﾕｲ 千葉 女 2002 女子400mH 1:03.28

1479 千葉 日本製鉄君津 623 田中 良幸 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ 千葉  　男 1989 男子5000m 14:47.54

1480 千葉 日本体育大 624 植草 雄貴 ｳｴｸｻ ﾕｳｷ 千葉  　男 1999 男子110mH 14.16 男子4X100mR 41.38

1481 千葉 日本体育大 625 今野 大生 ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ 千葉  　男 2001 男子4X100mR 41.38

1482 千葉 日本体育大 626 鈴木 颯 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 千葉  　男 2002 男子やり投 54m43

1483 千葉 日本体育大 627 永井 嵩人 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾄ 千葉  　男 2002 男子4X100mR 41.38

1484 千葉 日本体育大 628 増本 大吾 ﾏｽﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 千葉  　男 2000 男子4X100mR 41.38

1485 千葉 日本体育大 566 金澤 優希 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｷ 千葉 女 1999 女子やり投 44m90

1486 千葉 日本体育大 567 篠塚 美咲 ｼﾉｽﾞｶ ﾐｻｷ 千葉 女 2003 女子砲丸投 12m75 女子円盤投 46m20

1487 千葉 日体大柏高 562 田中 伊万里 ﾀﾅｶ ｲﾏﾘ 千葉 女 3 2003 女子400mH 1:04.18

1488 千葉 日体大柏高 563 富樫 真尋 ﾄｶﾞｼ ﾏﾋﾛ 千葉 女 3 2004 女子円盤投 36m10

1489 千葉 日本大 514 海鋒 泰輝 ｶｲﾎｺ ｺｳｷ 千葉  　男 2000 男子走幅跳 7m50

1490 千葉 日本大 515 佐々木 駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 千葉  　男 2002 男子400mH 54.38

1491 千葉 日本大 516 住谷 龍 ｽﾐﾔ ﾘｮｳ 千葉  　男 2001 男子400m 48.48

1492 千葉 日本大 517 丸山 裕己 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 千葉  　男 2000 男子ハンマー投 56m90

1493 千葉 日本大 518 三田寺 虎琉 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 千葉  　男 2002 男子200m 21.13

1494 千葉 日本大 519 宮島 大貴 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 千葉  　男 2001 男子やり投 56m07

1495 千葉 日本大 520 山本 竜大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 千葉  　男 1997 男子400m 47.76

1496 千葉 日本大 568 梅原 遥奈 ｳﾒﾊﾗ ﾊﾙﾅ 千葉 女 2000 女子走高跳 1m67

1497 千葉 日本大 569 杉村 奏笑 ｽｷﾞﾑﾗ ｶﾅｴ 千葉 女 1999 女子走幅跳 5m89

1498 千葉 日本大 570 鈴木 初菜 ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 千葉 女 2000 女子走幅跳 5m39 女子三段跳 11m65

1499 千葉 日本大 571 高橋 花瑠 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ 千葉 女 2002 女子走高跳 1m61 女子三段跳 12m22

1500 千葉 市立柏高 512 北村 魁士 ｷﾀﾑﾗ ｶｲｼ 千葉  　男 3 2003 男子800m 1:50.12
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1501 千葉 市立柏高 525 青木 柚葉 ｱｵｷ ﾕｽﾞﾊ 千葉 女 3 2003 女子5000m 18:19.43 女子10000m 37:46.64

1502 千葉 市立柏高 526 荏原 羽珠 ｴﾊﾞﾗ ｳﾐ 千葉 女 2 2005 女子10000m 37:58.24

1503 千葉 市立柏高 527 菊池 ゆとり ｷｸﾁ ﾕﾄﾘ 千葉 女 3 2003 女子1500m 4:38.29 女子5000m 17:57.74

1504 千葉 市立柏高 528 山内 咲 ﾔﾏｳﾁ ｻｷ 千葉 女 3 2004 女子5000mW 26:04.33

1505 千葉 八千代松陰高 636 ﾁｭｸﾈﾚ ｼﾞｮｴﾙ優人 ﾁｭｸﾈﾚ ｼﾞｮｴﾙﾕｳﾄ 千葉  　男 2 2004 男子走高跳 2m14

1506 千葉 八千代松陰高 637 惠 和將 ﾒｸﾞﾐ ｶｽﾞﾏｻ 千葉  　男 3 2003 男子走高跳 1m98

1507 千葉 八千代松陰高 638 盛岡 優喜 ﾓﾘｵｶ ﾕｳｷ 千葉  　男 3 2003 男子400mH 52.87

1508 千葉 八千代松陰高 572 榎本 妃ﾉ香 ｴﾉﾓﾄ ﾉﾉｶ 千葉 女 3 2004 女子100mH 14.25 女子400mH 1:04.05

1509 千葉 八千代松陰高 573 塩川 菜穂 ｼｵｶﾜ ﾅﾎ 千葉 女 3 2003 女子400mH 1:03.38

1510 千葉 福岡大 574 山﨑 柚希 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷ 千葉 女 2002 女子棒高跳 3m50

1511 千葉 平成国際大 639 木村 太一 ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ 千葉  　男 2000 男子5000mW 22:41.87

1512 千葉 木更津総合高 641 佐藤 夢真 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 千葉  　男 3 2003 男子ハンマー投 44m56

1513 千葉 木更津総合高 642 室井 裕貴 ﾑﾛｲ ﾕｳｷ 千葉  　男 3 2003 男子ハンマー投 45m77

1514 千葉 陸桜会千葉 521 堀川 晴海 ﾎﾘｶﾜ ﾊﾙﾐ 千葉  　男 1995 男子棒高跳 5m40

1515 千葉 陸桜会千葉 577 桑原 愛 ｸﾜﾊﾗ ｱｲ 千葉 女 1989 女子やり投 41m50

1516 千葉 立教大 643 木村 尊 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 千葉  　男 1999 男子800m 1:51.98

1517 千葉 立教大 644 藤田 海 ﾌｼﾞ ﾀｶｲ 千葉  　男 2001 男子円盤投 42m29

1518 千葉 立教大 645 前田 夏輝 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 千葉  　男 2002 男子100m 10.51 男子200m 21.69

1519 千葉 立教大 578 河田 実由 ｶﾜﾀ ﾐｭｳ 千葉 女 2000 女子800m 2:12.04

1520 千葉 流通経済大 646 井口 颯太 ｲｸﾞﾁ ｿｳﾀ 千葉  　男 2002 男子円盤投 36m42 男子ハンマー投 47m93

1521 千葉 流通経済大 647 大橋 駿音 ｵｵﾊｼ ﾊﾔﾄ 千葉  　男 2000 男子走高跳 1m95

1522 千葉 流通経済大 648 加瀬 翔太郎 ｶｾ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉  　男 2002 男子やり投 59m36

1523 千葉 流通経済大 649 川口 雄太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 千葉  　男 2002 男子ハンマー投 45m69

1524 千葉 流通経済大 650 髙科 貴寛 ﾀｶｼﾅ ｱﾂﾋﾄ 千葉  　男 2000 男子円盤投 43m28 男子ハンマー投 54m49

1525 千葉 流通経済大 651 髙橋 優斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 千葉  　男 2002 男子砲丸投 12m85

1526 千葉 流通経済大 581 井手尾 月寧 ｲﾃﾞｵ ﾙﾈ 千葉 女 2001 女子ハンマー投 46m02

1527 千葉 流通経済大 582 鈴木 さくら ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 千葉 女 1999 女子やり投 42m82

1528 千葉 流通経済大 583 山下 わか菜 ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ 千葉 女 2003 女子やり投 43m37

1529 千葉 翔凜高 584 小池 杏奈 ｺｲｹ ｱﾝﾅ 千葉 女 3 2003 女子1500m 4:44.53

1530 千葉 市立銚子高 547 七五三 昌樹 ｼﾒ ﾏｻｷ 千葉  　男 3 2003 男子5000mW 22:47.60

1531 千葉 船橋法典高 590 関根 陸人 ｾｷﾈ ﾘｸﾄ 千葉  　男 2 2005 男子1500m 3:57.10

1532 神奈川 FABLA 936 小倉 亮介 ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳｽｹ 神奈川  　男 1996 男子100m 10.55

1533 神奈川 HappinessAC 915 濟藤 未夢 ｻｲﾄｳ ﾐﾕ 神奈川 女 1999 女子100mH 14.16

1534 神奈川 MORE 1046 高橋 竜平 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 神奈川  　男 1996 男子800m 1:52.01 男子4X400mR 3:17.34

1535 神奈川 MORE 1047 服部 直 ﾊｯﾄﾘ ｽﾅｵ 神奈川  　男 1987 男子800m 1:53.23 男子4X400mR 3:17.34

1536 神奈川 MORE 1048 南 陽平 ﾐﾅﾐ ﾖｳﾍｲ 神奈川  　男 1999 男子1500m 3:57.46

1537 神奈川 MORE 1049 鷹見 聡 ﾀｶﾐ ｻﾄｼ 神奈川  　男 1987 男子4X400mR 3:17.34

1538 神奈川 MORE 1050 江原 由弘 ｴﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 神奈川  　男 1994 男子4X400mR 3:17.34

1539 神奈川 MORE 1051 高山 将弘 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 神奈川  　男 1992 男子4X400mR 3:17.34

1540 神奈川 MORE 1052 関原 稔記 ｾｷﾊﾗ ﾄｼｷ 神奈川  　男 1995 男子4X400mR 3:17.34

1541 神奈川 SAC 1010 中川 亮太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 神奈川  　男 1998 男子400m 49.37

1542 神奈川 SAC 1011 安藤 秀行 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川  　男 1995 男子800m 1:54.11

1543 神奈川 SAC 1012 林 大生 ﾊﾔｼ ﾀｲｾｲ 神奈川  　男 1996 男子4X400mR 3:15.69

1544 神奈川 SAC 1013 中机 陽彦 ﾅｶﾂｸｴ ﾊﾙﾋｺ 神奈川  　男 1998 男子4X400mR 3:15.69

1545 神奈川 SAC 1014 中元 栄太 ﾅｶﾓﾄ ｴｲﾀ 神奈川  　男 2002 男子4X400mR 3:15.69

1546 神奈川 SAC 1015 井ﾉ川 充 ｲﾉｶﾜ ﾐﾂﾙ 神奈川  　男 1997 男子4X400mR 3:15.69

1547 神奈川 SAC 1016 井町 航大 ｲﾏﾁ ｺｳﾀﾞｲ 神奈川  　男 2001 男子4X400mR 3:15.69

1548 神奈川 SAC 1017 島津 竜生 ｼﾏﾂﾞ ﾘｭｳｾｲ 神奈川  　男 2001 男子4X400mR 3:15.69

1549 神奈川 Setech AC 940 小林 拓己 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 神奈川  　男 1994 男子走高跳 2m05

1550 神奈川 Setech AC 992 天野 皓平 ｱﾏﾉ ｺｳﾍｲ 神奈川  　男 1994 男子4X100mR 41.37

1551 神奈川 Setech AC 993 直井 貴哉 ﾅｵｲ ﾀｶﾔ 神奈川  　男 1997 男子4X100mR 41.37

1552 神奈川 Setech AC 994 真田 知幸 ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川  　男 1995 男子4X100mR 41.37

1553 神奈川 Setech AC 995 村上 陽哉 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾔ 神奈川  　男 1998 男子4X100mR 41.37

1554 神奈川 Setech AC 996 泉 悠太 ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ 神奈川  　男 1993 男子4X100mR 41.37

1555 神奈川 Setech AC 997 森山 史孝 ﾓﾘﾔﾏ ｼｺｳ 神奈川  　男 1996 男子4X100mR 41.37

1556 神奈川 SNE Athletes 943 石田 優希 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川  　男 1998 男子5000mW 23:35.67

1557 神奈川 ｱｽﾚﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 832 清水 真帆 ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ 神奈川 女 1994 女子七種競技 4977

1558 神奈川 ｱﾏｷﾞ 939 石橋 和也 ｲｼﾊﾞｼ ｶｽｽﾞﾔ 神奈川  　男 1999 男子棒高跳 5m40

1559 神奈川 お茶の水女子大 838 中 梨緒 ﾅｶ ﾘｵ 神奈川 女 2000 女子5000mW 29:25.19

1560 神奈川 ﾀﾞｲﾃｯｸｽ.AT 935 青山 夏実 ｱｵﾔﾏ ﾅﾂﾐ 神奈川 女 1997 女子走高跳 1m74
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1561 神奈川 ﾆｯﾊﾟﾂ 829 竜田 夏苗 ﾀﾂﾀ ｶﾅｴ 神奈川 女 1992 女子棒高跳 4m10

1562 神奈川 ﾆｯﾊﾟﾂ 830 平加 有梨奈 ﾋﾗｶ ﾕﾘﾅ 神奈川 女 1991 女子走幅跳 5m87

1563 神奈川 ﾆｯﾊﾟﾂ 831 宮坂 楓 ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ 神奈川 女 1992 女子三段跳 12m15

1564 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 998 宮崎 章光 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾐﾂ 神奈川  　男 1995 男子走幅跳 6m92

1565 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 999 鵜澤 祐聖 ｳｻﾞﾜ ﾖｼﾏｻ 神奈川  　男 1995 男子円盤投 35m27

1566 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 1000 碓井 涼 ｳｽｲ ﾘｮｳ 神奈川  　男 1992 男子4X400mR 3:18.01

1567 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 1001 竹山 尚杜 ﾀｹﾔﾏ ﾅｵﾄ 神奈川  　男 1992 男子4X400mR 3:18.01

1568 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 1002 玉田 修平 ﾀﾏﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 神奈川  　男 1994 男子4X400mR 3:18.01

1569 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 1003 紀平 直人 ｷﾋﾗ ﾅｵﾄ 神奈川  　男 1994 男子4X400mR 3:18.01

1570 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 1004 長内 海翔 ｵｻﾅｲ ｶｲﾄ 神奈川  　男 2002 男子4X400mR 3:18.01

1571 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 1005 竹下 雅之 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾕｷ 神奈川  　男 1992 男子4X400mR 3:18.01

1572 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 917 児島 里菜 ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ 神奈川 女 1994 女子走幅跳 5m61

1573 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 918 伴 佳恵 ﾊﾞﾝ ｶｴ 神奈川 女 1984 女子4X100mR 49.78 女子4X400mR 3:59.19

1574 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 919 竹原 由梨 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾘ 神奈川 女 1995 女子4X100mR 49.78 女子4X400mR 3:59.19

1575 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 920 河津 茉佑 ｶﾜﾂﾞ ﾏﾕ 神奈川 女 1997 女子4X100mR 49.78 女子4X400mR 3:59.19

1576 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 921 鎌田 怜花 ｶﾏﾀﾞ ﾚｲｶ 神奈川 女 1994 女子4X100mR 49.78 女子4X400mR 3:59.19

1577 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 922 木本 美佐子 ｷﾓﾄ ﾐｻｺ 神奈川 女 1989 女子4X100mR 49.78

1578 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 923 土屋 文香 ﾂﾁﾔ ﾌﾐｶ 神奈川 女 1992 女子4X100mR 49.78

1579 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 924 徳永 昌子 ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳｺ 神奈川 女 1992 女子4X400mR 3:59.19

1580 神奈川 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 925 植村 友美 ｳｴﾑﾗ ﾄﾓﾐ 神奈川 女 1988 女子4X400mR 3:59.19

1581 神奈川 旭丘高 935 大島 希 ｵｵｼﾏ ﾉｿﾞﾑ 神奈川  　男 3 2003 男子3000mSC 9:48.09

1582 神奈川 綾瀬高 957 中村 啓 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾗｷ 神奈川  　男 3 2003 男子円盤投 35m42

1583 神奈川 伊勢原市陸協 1040 高山 直哉 ｺｳﾔﾏ ﾅｵﾔ 神奈川  　男 1993 男子5000m 15:07.21

1584 神奈川 荏田高 884 三木 朱璃 ﾐｷ ｱｶﾘ 神奈川 女 3 2003 女子4X400mR 4:00.85

1585 神奈川 荏田高 885 荒井 麻那 ｱﾗｲ ﾏﾅ 神奈川 女 3 2003 女子4X100mR 49.32

1586 神奈川 荏田高 886 髙栁 百合花 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕﾘｶ 神奈川 女 3 2003 女子4X100mR 49.32

1587 神奈川 荏田高 887 福島 由季 ﾌｸｼﾏ ﾕｷ 神奈川 女 3 2003 女子4X100mR 49.32 女子4X400mR 4:00.85

1588 神奈川 荏田高 888 奥野 日和 ｵｸﾉ ﾋﾖﾘ 神奈川 女 3 2003 女子4X400mR 4:00.85

1589 神奈川 荏田高 889 内野 麻衣 ｳﾁﾉ ﾏｲ 神奈川 女 1 2005 女子4X100mR 49.32

1590 神奈川 荏田高 890 山崎 夏美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾐ 神奈川 女 1 2005 女子4X100mR 49.32

1591 神奈川 荏田高 891 柴﨑 小春 ｼﾊﾞｻｷ ｺﾊﾙ 神奈川 女 2 2004 女子4X100mR 49.32

1592 神奈川 荏田高 892 緑川 いづみ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｲﾂﾞﾐ 神奈川 女 2 2004 女子4X400mR 4:00.85

1593 神奈川 荏田高 893 鳴海 星愛 ﾅﾙﾐ ｾｲﾗ 神奈川 女 2 2004 女子4X400mR 4:00.85

1594 神奈川 荏田高 894 眞貝 梨子 ｼﾝｶﾞｲ ﾘｺ 神奈川 女 2 2004 女子4X400mR 4:00.85

1595 神奈川 横須賀学院高 904 大竹 悠加 ｵｵﾀｹ ﾊﾙｶ 神奈川 女 3 2003 女子走高跳 1m68

1596 神奈川 横須賀高 1045 折居 幸成 ｵﾘｲ ｺｳｾｲ 神奈川  　男 3 2003 男子1500m 3:54.24

1597 神奈川 横須賀高 936 佐野 みのり ｻﾉ ﾐﾉﾘ 神奈川 女 2 2004 女子1500m 4:52.03

1598 神奈川 横須賀大津高 883 大熊 紗弥 ｵｵｸﾏ ｻﾔ 神奈川 女 2 2005 女子砲丸投 10m49 女子円盤投 34m93

1599 神奈川 横浜学園高 853 山田 きらり ﾔﾏﾀﾞ ｷﾗﾘ 神奈川 女 3 2004 女子走幅跳 5m80

1600 神奈川 横浜国立大 989 前田 優太朗 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川  　男 1999 男子三段跳 14m57

1601 神奈川 横浜国立大 990 下山 翔平 ｼﾓﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 神奈川  　男 2000 男子砲丸投 13m90 男子円盤投 37m11

1602 神奈川 横浜国大AC 979 久治 佑樹 ﾋｻｼﾞ ﾕｳｷ 神奈川  　男 1988 男子ハンマー投 41m28

1603 神奈川 横浜市陸協 947 叶井 優人 ｶﾅｲ ﾕｲﾄ 神奈川  　男 2000 男子十種競技 5755

1604 神奈川 横浜市陸協 991 伊藤 孝太郎 ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川  　男 1998 男子100m 10.56 男子200m 20.89

1605 神奈川 横浜市陸協 1008 大森 進吾 ｵｵﾓﾘ ｼﾝｺﾞ 神奈川  　男 1979 男子ハンマー投 41m97

1606 神奈川 市立金沢高 967 伊藤 祐斗 ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 神奈川  　男 3 2003 男子1500m 3:56.96

1607 神奈川 横浜清風高 952 鈴木 大 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲ 神奈川  　男 1 2005 男子棒高跳 4m60

1608 神奈川 横浜清風高 845 阿部 恵梨夏 ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 神奈川 女 3 2003 女子棒高跳 3m60

1609 神奈川 横浜清風高 846 松﨑 美結菜 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾕﾅ 神奈川 女 2 2004 女子棒高跳 3m20

1610 神奈川 横浜清風高 847 中尾 美樹 ﾅｶｵ ﾐｷ 神奈川 女 3 2003 女子三段跳 12m14

1611 神奈川 関東学院大 988 武藤 琉斗 ﾑﾄｳ ﾘｭｳﾄ 神奈川  　男 2001 男子3000mSC 9:32.11

1612 神奈川 京都大 1029 澤田 剛 ｻﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 神奈川  　男 1996 男子やり投 64m57

1613 神奈川 桐蔭横浜大 984 堀田 祥史 ﾎｯﾀ ｼｮｳｼﾞ 神奈川  　男 2003 男子三段跳 14m41

1614 神奈川 桐蔭横浜大 985 池場 俊一 ｲｹﾊﾞ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川  　男 2000 男子ハンマー投 43m60

1615 神奈川 桐蔭横浜大 986 井上 瑠 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳ 神奈川  　男 2002 男子やり投 58m30

1616 神奈川 金沢総合高 1039 兼平 涼一 ｶﾈﾋﾗ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川  　男 3 2003 男子ハンマー投 46m71

1617 神奈川 慶應義塾大 1030 岩政 亮汰 ｲﾜﾏｻ ﾘｮｳﾀ 神奈川  　男 1998 男子400m 48.01

1618 神奈川 慶應義塾大 1031 鈴木 悠真 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 神奈川  　男 2001 男子400mH 53.01

1619 神奈川 慶應義塾大 1032 関 汰玖真 ｾｷ ﾀｸﾏ 神奈川  　男 1999 男子400mH 53.45

1620 神奈川 慶應義塾大 1033 藤木 健人 ﾌｼﾞｷ ｹﾝﾄ 神奈川  　男 2000 男子4X100mR 41.00
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1621 神奈川 慶應義塾大 1034 大島 瑠星 ｵｵｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 神奈川  　男 1999 男子4X100mR 41.00

1622 神奈川 慶應義塾大 1035 菅原 佳澄 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 神奈川  　男 2001 男子4X100mR 41.00

1623 神奈川 慶應義塾大 1036 阿部 一輝 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ 神奈川  　男 1999 男子4X100mR 41.00

1624 神奈川 慶應義塾大 1037 越宗 洋暁 ｺｼﾑﾈ ﾋﾛｱｷ 神奈川  　男 1999 男子4X100mR 41.00

1625 神奈川 慶應義塾大 1038 岡村 大喜 ｵｶﾑﾗ ﾀｲｷ 神奈川  　男 2003 男子4X100mR 41.00

1626 神奈川 慶應義塾大 926 神田 陽向 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 神奈川 女 2002 女子800m 2:14.87

1627 神奈川 慶應義塾大 927 守屋 明穂 ﾓﾘﾔ ｱｷﾎ 神奈川 女 1999 女子800m 2:15.25

1628 神奈川 慶應義塾大 928 岩屋 佑未奈 ｲﾜﾔ ﾕﾐﾅ 神奈川 女 2001 女子七種競技 4644

1629 神奈川 公文国際高 895 漆原 万利子 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾏﾘｺ 神奈川 女 3 2003 女子やり投 33m13

1630 神奈川 港北高 862 古屋 美和都 ﾌﾙﾔ ﾐﾅﾄ 神奈川 女 3 2003 女子4X100mR 48.97

1631 神奈川 港北高 863 八田 さくら ﾊｯﾀ ｻｸﾗ 神奈川 女 2 2004 女子4X100mR 48.97 女子4X400mR 4:03.32

1632 神奈川 港北高 864 浅尾 晴香 ｱｻｵ ﾊﾙｶ 神奈川 女 2 2005 女子4X100mR 48.97 女子4X400mR 4:03.32

1633 神奈川 港北高 865 金子 葵 ｶﾈｺ ｱｵｲ 神奈川 女 2 2004 女子4X100mR 48.97 女子4X400mR 4:03.32

1634 神奈川 港北高 866 鳥澤 凪生 ﾄﾘｻﾜ ﾅｵ 神奈川 女 2 2005 女子4X100mR 48.97

1635 神奈川 港北高 867 澁谷 美海 ｼﾌﾞﾔ ﾐｳ 神奈川 女 1 2005 女子4X100mR 48.97

1636 神奈川 港北高 868 穂積 美怜 ﾎｽﾞﾐ ﾐｻﾄ 神奈川 女 2 2004 女子4X400mR 4:03.32

1637 神奈川 港北高 869 鈴木 釉菜 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 神奈川 女 1 2006 女子4X400mR 4:03.32

1638 神奈川 港北高 870 飯田 琴弓 ｲｲﾀﾞ ｺﾄﾐ 神奈川 女 1 2005 女子4X400mR 4:03.32

1639 神奈川 国際武道大 948 小野 瑛希 ｵﾉ ｴｲｷ 神奈川  　男 2002 男子ハンマー投 53m35

1640 神奈川 国士舘大 987 吉田 就 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅｳ 神奈川  　男 2002 男子110mH 14.61

1641 神奈川 国士舘大 912 齋藤 愛 ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 神奈川 女 2001 女子400mH 1:03.12

1642 神奈川 国士舘大 913 小川 あやめ ｵｶﾞﾜ ｱﾔﾒ 神奈川 女 1999 女子三段跳 12m15

1643 神奈川 国士舘大 914 大迫 晴香 ｵｵｻｺ ﾊﾙｶ 神奈川 女 2001 女子円盤投 47m53

1644 神奈川 国士舘大 933 清水 美沙 ｼﾐｽﾞ ﾐｻ 神奈川 女 1999 女子100m 12.20

1645 神奈川 座間高 828 井本 梓 ｲﾓﾄ ｱﾂﾞｻ 神奈川 女 2 2005 女子800m 2:18.22

1646 神奈川 三浦学苑高 953 中野 蒼心 ﾅｶﾉ ｿｳｼﾝ 神奈川  　男 3 2003 男子5000m 14:57.46

1647 神奈川 三浦学苑高 954 鈴木 稜 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 神奈川  　男 3 2004 男子3000mSC 9:24.01

1648 神奈川 三浦学苑高 955 齋藤 心音 ｻｲﾄｳ ﾊｱﾄ 神奈川  　男 3 2003 男子砲丸投 12m92

1649 神奈川 三浦学苑高 848 松浦 陽菜 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾅ 神奈川 女 1 2004 女子5000m 17:57.70

1650 神奈川 三浦学苑高 849 的場 美遼 ﾏﾄﾊﾞ ﾐﾘｮｳ 神奈川 女 2 2004 女子10000m 40:17.10

1651 神奈川 三浦学苑高 850 鴨田 優姫 ｶﾓﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川 女 1 2005 女子砲丸投 11m00

1652 神奈川 駿河台大 1043 山口 輝恭 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾙﾔｽ 神奈川  　男 2001 男子走高跳 1m95

1653 神奈川 順天堂大 1054 鷲尾 智樹 ﾜｼｵ ﾄﾓｷ 神奈川  　男 1999 男子100m 10.72

1654 神奈川 順天堂大 1055 中野 隼斗 ﾅｶﾉ ﾊﾔﾄ 神奈川  　男 2001 男子棒高跳 5m20

1655 神奈川 順天堂大 1056 齋藤 祥太郎 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 神奈川  　男 2001 男子円盤投 46m34

1656 神奈川 順天堂大 937 土岐 優花 ﾄｷ ﾕｳｶ 神奈川 女 2002 女子800m 2:10.75

1657 神奈川 順天堂大 938 中村 紗華 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 神奈川 女 1999 女子三段跳 12m56

1658 神奈川 順天堂大 939 鈴木 美花 ｽｽﾞｷ ﾐｶ 神奈川 女 2001 女子ハンマー投 45m72

1659 神奈川 小田原市役所 1006 須藤 拓海 ｽﾄｳ ﾀｸﾐ 神奈川  　男 1998 男子5000m 15:03.51

1660 神奈川 小田原市役所 1007 樽木 将吾 ﾀﾙｷ ｼｮｳｺﾞ 神奈川  　男 1991 男子10000m 30:59.19

1661 神奈川 小田原城北工高 932 中込 佑多 ﾅｶｺﾞﾒ ﾕｳﾀ 神奈川  　男 3 2003 男子ハンマー投 39m01

1662 神奈川 湘南工科大 950 齊藤 元 ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝ 神奈川  　男 1999 男子1500m 3:57.72

1663 神奈川 湘南工科大 951 鎌田 虎太郎 ｶﾏﾀ ｺﾀﾛｳ 神奈川  　男 2001 男子3000mSC 9:17.10

1664 神奈川 湘南工大附高 956 小笠原 涼太 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 神奈川  　男 3 2003 男子5000m 15:04.21

1665 神奈川 湘南工大附高 851 伊藤 未桜 ｲﾄｳ ﾐｵ 神奈川 女 3 2003 女子100mH 14.46 女子400mH 1:02.73

1666 神奈川 上智大 1041 武藤 佳暉 ﾑﾄｳ ﾖｼｷ 神奈川  　男 1999 男子5000mW 23:54.97

1667 神奈川 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ 944 富張 裕紀 ﾄﾐﾊﾘ ﾕｳｷ 神奈川  　男 1983 男子10000m 31:12.84

1668 神奈川 神奈川大 970 正岡 惇 ﾏｻｵｶ ｱﾂｼ 神奈川  　男 2001 男子走幅跳 7m09

1669 神奈川 神奈川大 971 伊藤 颯汰 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 神奈川  　男 2000 男子4X100mR 41.23

1670 神奈川 神奈川大 972 小坂元 真翔 ｺｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾄ 神奈川  　男 2001 男子4X100mR 41.23

1671 神奈川 神奈川大 973 越 一真 ｺｼ ｶｽﾞﾏ 神奈川  　男 1999 男子4X100mR 41.23

1672 神奈川 神奈川大 974 関口 尚暉 ｾｷｸﾞﾁ ﾅｵｷ 神奈川  　男 2000 男子4X100mR 41.23

1673 神奈川 神奈川大 975 中里 優介 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｳｽｹ 神奈川  　男 2000 男子4X100mR 41.23

1674 神奈川 神奈川大 976 板垣 暢紘 ｲﾀｶﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川  　男 2000 男子4X100mR 41.23

1675 神奈川 神奈川大 905 佐竹 楓 ｻﾀｹ ｶｴﾃﾞ 神奈川 女 1999 女子走幅跳 5m74

1676 神奈川 神奈川大 906 浦田 光来 ｳﾗﾀ ﾐﾗｲ 神奈川 女 1999 女子円盤投 37m56

1677 神奈川 神奈川大 907 上野 千寛 ｳｴﾉ ﾁﾋﾛ 神奈川 女 2001 女子やり投 43m18

1678 神奈川 秦野高 852 新井 沙希 ｱﾗｲ ｻｷ 神奈川 女 3 2004 女子5000m 17:39.70

1679 神奈川 秦野市消防本部 826 土方 ありさ ﾋｼﾞｶﾀ ｱﾘｻ 神奈川 女 1992 女子ハンマー投 43m68

1680 神奈川 菅高 1071 川上 凜太朗 ｶﾜｶﾐ ﾘﾝﾀﾛｳ 神奈川  　男 3 2003 男子200m 21.42
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1681 神奈川 菅高 1072 宮本 遥斗 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ 神奈川  　男 3 2003 男子三段跳 13m94

1682 神奈川 青山学院大 949 安田 隼人 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ 神奈川  　男 2001 男子100m 10.67

1683 神奈川 川崎市陸協 942 稱原 慎平 ｼｮｳﾊﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 神奈川  　男 1995 男子走高跳 2m03

1684 神奈川 川崎市陸協 1044 伊藤 徹太 ｲﾄｳ ﾃｯﾀ 神奈川  　男 2000 男子200m 21.49

1685 神奈川 川崎市立橘高 854 吉沢 花菜 ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾅ 神奈川 女 2 2004 女子砲丸投 12m92 女子やり投 40m74

1686 神奈川 川和高 900 山本 凜 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ 神奈川 女 2 2004 女子400m 58.23

1687 神奈川 ｷﾞｵﾝｽAC 937 髙橋 武 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 神奈川  　男 1996 男子走幅跳 7m15

1688 神奈川 相模原市陸協 934 中嶋 亮太 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 神奈川  　男 1982 男子やり投 60m94

1689 神奈川 相模原総合高 969 中川 靖悟 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲｺﾞ 神奈川  　男 3 2003 男子5000mW 21:23.98

1690 神奈川 相模原弥栄高 958 前田 慶士 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｼﾞ 神奈川  　男 2 2004 男子1500m 3:57.89

1691 神奈川 相模原弥栄高 959 濵中 悠 ﾊﾏﾅｶ ﾕｳ 神奈川  　男 3 2003 男子走高跳 2m03

1692 神奈川 相模原弥栄高 855 ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｷｭｰﾜﾅｰ ｱﾈｲｼﾞｬ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｷｭｰﾜﾅｰ･ｱﾈｲｼﾞｬ 神奈川 女 3 2003 女子200m 25.46 女子400m 57.05 女子4X400mR 3:55.08

1693 神奈川 相模原弥栄高 856 坂本 小夏 ｻｶﾓﾄ ｺﾅﾂ 神奈川 女 2 2004 女子4X400mR 3:55.08

1694 神奈川 相模原弥栄高 857 藤澤 花菜 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾅ 神奈川 女 2 2004 女子4X400mR 3:55.08

1695 神奈川 相模原弥栄高 858 松谷 知晴 ﾏﾂﾀﾆ ﾁﾊﾙ 神奈川 女 2 2004 女子4X400mR 3:55.08

1696 神奈川 相模原弥栄高 859 相澤 陽 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙ 神奈川 女 2 2004 女子4X400mR 3:55.08

1697 神奈川 相模原弥栄高 860 鈴木 遥夏 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 神奈川 女 1 2005 女子4X400mR 3:55.08

1698 神奈川 相洋高 960 藤 太樹 ﾄｳ ﾀｲｷ 神奈川  　男 3 2003 男子400m 48.23

1699 神奈川 相洋高 961 中谷 颯汰 ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾀ 神奈川  　男 2 2004 男子4X400mR 3:14.45

1700 神奈川 相洋高 962 室井 雄文 ﾑﾛｲ ｶﾂﾐ 神奈川  　男 2 2004 男子4X400mR 3:14.45

1701 神奈川 相洋高 963 八柳 誠志 ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾄﾓﾕｷ 神奈川  　男 1 2005 男子4X400mR 3:14.45

1702 神奈川 相洋高 964 渡邊 洸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳ 神奈川  　男 1 2005 男子4X400mR 3:14.45

1703 神奈川 相洋高 965 民谷 頼里 ﾀﾐﾔ ﾗｲﾘ 神奈川  　男 1 2005 男子4X400mR 3:14.45

1704 神奈川 相洋高 966 石澤 和弥 ｲｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 神奈川  　男 1 2005 男子4X400mR 3:14.45

1705 神奈川 相洋高 871 服部 咲季 ﾊｯﾄﾘ ｻｷ 神奈川 女 3 2004 女子400m 56.37

1706 神奈川 相洋高 872 藤 陽由 ﾄｳ ﾋﾖﾘ 神奈川 女 1 2005 女子800m 2:15.75 女子4X400mR 3:51.41

1707 神奈川 相洋高 873 山﨑 凪咲 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 神奈川 女 2 2004 女子400mH 1:02.69 女子4X400mR 3:51.41

1708 神奈川 相洋高 874 奥 珠杏 ｵｸ ｼﾞｭｱﾝ 神奈川 女 2 2004 女子4X100mR 48.03

1709 神奈川 相洋高 875 光井 梨乃 ﾐﾂｲ ﾘﾉ 神奈川 女 2 2004 女子4X100mR 48.03 女子4X400mR 3:51.41

1710 神奈川 相洋高 876 古舘 美結 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾐﾕ 神奈川 女 2 2005 女子4X100mR 48.03

1711 神奈川 相洋高 877 正本 紅 ﾏｻﾓﾄ ｺｳ 神奈川 女 1 2005 女子4X100mR 48.03

1712 神奈川 相洋高 878 北村 優衣 ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ 神奈川 女 2 2004 女子4X100mR 48.03

1713 神奈川 相洋高 879 二宮 ひかり ﾆﾉﾐﾔ ﾋｶﾘ 神奈川 女 2 2004 女子4X100mR 48.03

1714 神奈川 相洋高 880 鵜木 さやか ｳﾉｷ ｻﾔｶ 神奈川 女 2 2004 女子4X400mR 3:51.41

1715 神奈川 相洋高 881 増田 晴夏 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 神奈川 女 2 2004 女子4X400mR 3:51.41

1716 神奈川 相洋高 882 原 妃夏琉 ﾊﾗ ﾋｶﾙ 神奈川 女 1 2005 女子4X400mR 3:51.41

1717 神奈川 足柄下郡陸協 827 松森 玲奈 ﾏﾂﾓﾘ ﾚｲﾅ 神奈川 女 2002 女子走幅跳 5m48

1718 神奈川 大松運輸 916 喜田 奈南子 ｷﾀﾞ ﾅﾅｺ 神奈川 女 1998 女子100m 11.98 女子200m 24.82

1719 神奈川 大船高 839 千野 玲衣 ﾁﾉ ﾚｲ 神奈川 女 3 2003 女子4X100mR 49.52

1720 神奈川 大船高 840 鴨志田 和佳奈 ｶﾓｼﾀﾞ ﾜｶﾅ 神奈川 女 3 2003 女子4X100mR 49.52

1721 神奈川 大船高 841 山本 菊花 ﾔﾏﾓﾄ ｷｸｶ 神奈川 女 2 2004 女子4X100mR 49.52

1722 神奈川 大船高 842 佐藤 愛羅 ｻﾄｳ ｱｲﾗ 神奈川 女 2 2004 女子4X100mR 49.52

1723 神奈川 大船高 843 和田 望来 ﾜﾀﾞ ﾐﾗｲ 神奈川 女 2 2005 女子4X100mR 49.52

1724 神奈川 大船高 844 河越 美優希 ｶﾜｺﾞｴ ﾐﾕｷ 神奈川 女 1 2006 女子4X100mR 49.52

1725 神奈川 中央大 938 渡辺 康太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 神奈川  　男 2001 男子やり投 62m44

1726 神奈川 中央大 1069 藤井 和寿 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾄｼ 神奈川  　男 2002 男子100m 10.59

1727 神奈川 中大附横浜高 896 清水 美甫 ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ 神奈川 女 2 2004 女子400mH 1:03.22

1728 神奈川 中大附横浜高 897 東 玲実 ﾋｶﾞｼ ﾚﾐ 神奈川 女 3 2003 女子3000mSC 11:57.64

1729 神奈川 中大附横浜高 898 府川 日菜多 ﾌｶﾜ ﾋﾅﾀ 神奈川 女 2 2004 女子5000mW 25:55.87

1730 神奈川 帝京大 1053 山田 健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 神奈川  　男 2001 男子砲丸投 13m21

1731 神奈川 東海大 980 久保田 竜成 ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 神奈川  　男 2000 男子110mH 14.51

1732 神奈川 東海大 981 畠山 剛 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾂﾖｼ 神奈川  　男 2000 男子三段跳 14m84

1733 神奈川 東海大 982 原 慎一 ﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 神奈川  　男 2000 男子やり投 65m41

1734 神奈川 東海大 983 渡辺 颯介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｽｹ 神奈川  　男 2000 男子十種競技 6097

1735 神奈川 東海大 911 川瀬 未菜美 ｶﾜｾ ﾐﾅﾐ 神奈川 女 2002 女子走幅跳 5m55

1736 神奈川 東海大相模高 945 笹路 まひな ｻｻｼﾞ ﾏﾋﾅ 神奈川 女 3 2003 女子100m 12.18 女子200m 24.98 女子4X100mR 47.26 女子4X400mR 3:54.60

1737 神奈川 東海大相模高 946 長田 香音 ｵｻﾀﾞ ｶﾉﾝ 神奈川 女 3 2003 女子100m 12.25 女子4X100mR 47.26

1738 神奈川 東海大相模高 947 井田 希々佳 ｲﾀﾞ ﾉﾉｶ 神奈川 女 2 2003 女子砲丸投 10m52

1739 神奈川 東海大相模高 948 井上 七海 ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ 神奈川 女 2 2004 女子4X100mR 47.26

1740 神奈川 東海大相模高 949 山田 瑛乃 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾉ 神奈川 女 2 2004 女子4X100mR 47.26 女子4X400mR 3:54.60
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1741 神奈川 東海大相模高 950 和田 久美子 ﾜﾀﾞ ｸﾐｺ 神奈川 女 2 2004 女子4X400mR 3:54.60

1742 神奈川 東海大相模高 951 鈴野 ゆり ｽｽﾞﾉ ﾕﾘ 神奈川 女 2 2004 女子4X400mR 3:54.60

1743 神奈川 東海大相模高 952 輪島 由佳 ﾜｼﾞﾏ ﾕｶ 神奈川 女 3 2003 女子4X400mR 3:54.60

1744 神奈川 東海大相模高 953 石川 日菜 ｲｼｶﾜ ﾋﾅ 神奈川 女 3 2003 女子4X100mR 47.26

1745 神奈川 東海大相模高 954 澤田 伶菜 ｻﾜﾀﾞ ﾚｴﾅ 神奈川 女 3 2003 女子4X100mR 47.26 女子4X400mR 3:54.60

1746 神奈川 東京学芸大 977 雨宮 大樹 ｱﾒﾐﾔ ﾀｲｷ 神奈川  　男 1999 男子十種競技 6573

1747 神奈川 東京学芸大 908 山野邊 真佑 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾏﾕ 神奈川 女 2002 女子七種競技 4388

1748 神奈川 東京経済大 1070 南 和希 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞｷ 神奈川  　男 1999 男子砲丸投 13m60

1749 神奈川 東京女子体育大 833 梶原 真由 ｶｼﾞﾜﾗ ﾏﾕ 神奈川 女 2003 女子3000mSC 12:01.42

1750 神奈川 東京女子体育大 834 磯谷 ありさ ｲｿｶﾞｲ ｱﾘｻ 神奈川 女 2001 女子三段跳 11m72

1751 神奈川 東京女子体育大 835 佐々木 梨乃 ｻｻｷ ﾘﾉ 神奈川 女 1999 女子三段跳 11m68

1752 神奈川 東京女子体育大 836 鶴見 真紀 ﾂﾙﾐ ﾏｷ 神奈川 女 1999 女子ハンマー投 36m14

1753 神奈川 東京農業大 1068 小田 佳喜 ｵﾀﾞ ﾖｼｷ 神奈川  　男 2002 男子400m 48.64

1754 神奈川 藤沢工科高 968 ﾌﾞﾗｯｹﾝ 晋二 海 ﾌﾞﾗｯｹﾝ ｼﾝｼﾞ ｶｲ 神奈川  　男 3 2003 男子800m 1:52.36

1755 神奈川 藤沢市陸協 1027 中西 修平 ﾅｶﾆｼ ｼｭｳﾍｲ 神奈川  　男 1997 男子走幅跳 7m27

1756 神奈川 同志社大 955 徳原 京香 ﾄｸﾊﾗ ｷｮｳｶ 神奈川 女 1999 女子400mH 1:01.04

1757 神奈川 日本女子体育大 929 前原 由佳 ﾏｴﾊﾗ ﾕｶ 神奈川 女 2002 女子400mH 1:03.32

1758 神奈川 日本女子体育大 930 北原 千愛 ｷﾀﾊﾗ ﾁｱｷ 神奈川 女 1999 女子走高跳 1m73

1759 神奈川 日本女子体育大 931 安西 彩乃 ｱﾝｻﾞｲ ｱﾔﾉ 神奈川 女 2002 女子走高跳 1m66

1760 神奈川 日本女子体育大 932 西澤 海来 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｸ 神奈川 女 1999 女子三段跳 12m37

1761 神奈川 日本体育大 978 河須崎 翔斗 ｶﾜｽｻﾞｷ ｼｮｳﾄ 神奈川  　男 2002 男子走幅跳 6m72

1762 神奈川 日本体育大 1009 安藤 郁 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｵﾙ 神奈川  　男 2000 男子200m 21.69

1763 神奈川 日本体育大 1042 古賀 翔吾 ｺｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 神奈川  　男 2001 男子400mH 53.85

1764 神奈川 日本体育大 909 高木 一美 ﾀｶｷﾞ ﾋﾄﾐ 神奈川 女 2002 女子ハンマー投 47m28

1765 神奈川 日本大 837 菊池 涼香 ｷｸﾁ ｽｽﾞｶ 神奈川 女 2000 女子走高跳 1m65

1766 神奈川 日油 945 尾﨑 俊祐 ｵｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 神奈川  　男 1995 男子110mH 14.12

1767 神奈川 鳩印G&T川崎 946 行場 竹彦 ｷﾞｮｳﾊﾞ ﾀｹﾋｺ 神奈川  　男 1985 男子5000m 14:52.81

1768 神奈川 平塚学園高 901 箱井 杏音 ﾊｺｲ ｱｶﾈ 神奈川 女 3 2003 女子ハンマー投 44m87

1769 神奈川 平塚江南高 902 桑原 安那 ｸﾜﾊﾗ ｱﾝﾅ 神奈川 女 1 2005 女子砲丸投 10m72

1770 神奈川 平塚江南高 903 前田 祐香 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｶ 神奈川 女 3 2003 女子やり投 37m15

1771 神奈川 平塚市陸協 941 大坂 将央 ｵｵｻｶ ﾏｻｵ 神奈川  　男 1993 男子砲丸投 15m54

1772 神奈川 保土ケ谷高 1028 岩下 賢弥 ｲﾜｼﾀ ｹﾝﾔ 神奈川  　男 2 2005 男子5000mW 22:34.65

1773 神奈川 法政大 1057 濱野 兼多 ﾊﾏﾉ ｹﾝﾀ 神奈川  　男 2001 男子400m 47.99 男子4X400mR 3:12.88

1774 神奈川 法政大 1058 宮下 朝光 ﾐﾔｼﾀ ｱｻﾋ 神奈川  　男 2001 男子800m 1:53.22

1775 神奈川 法政大 1059 伊藤 将大 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 神奈川  　男 1999 男子400mH 53.62 男子4X400mR 3:12.88

1776 神奈川 法政大 1060 秋山 裕樹 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 神奈川  　男 2000 男子三段跳 15m57

1777 神奈川 法政大 1061 岩撫 健太郎 ｲﾜﾅﾃﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川  　男 2002 男子円盤投 42m80

1778 神奈川 法政大 1062 名城 勇輝 ﾅｼﾛ ﾕｳｷ 神奈川  　男 1999 男子円盤投 40m00

1779 神奈川 法政大 1063 河合 聡宏 ｶﾜｲ ﾄｼﾋﾛ 神奈川  　男 2002 男子4X400mR 3:12.88

1780 神奈川 法政大 1064 澤田 夏輝 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 神奈川  　男 2000 男子4X400mR 3:12.88

1781 神奈川 法政大 1065 荒川 大輝 ｱﾗｶﾜ ﾀﾞｲｷ 神奈川  　男 1999 男子4X400mR 3:12.88

1782 神奈川 法政大 1066 村石 怜司 ﾑﾗｲｼ ﾚｲｼﾞ 神奈川  　男 2000 男子4X400mR 3:12.88

1783 神奈川 法政大 940 佐藤 瑠歩 ｻﾄｳ ﾙﾎ 神奈川 女 2002 女子200m 25.12

1784 神奈川 法政大 941 川越 美咲 ｶﾜｺﾞｴ ﾐｻｷ 神奈川 女 2003 女子100mH 14.22

1785 神奈川 法政大 942 橘 雛姫 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾅｷ 神奈川 女 2002 女子走高跳 1m65

1786 神奈川 法政大 943 向井 瑠子 ﾑｶｲ ﾙｼ 神奈川 女 2000 女子棒高跳 3m20

1787 神奈川 法政大 944 藤田 真実子 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾐｺ 神奈川 女 2000 女子円盤投 37m57

1788 神奈川 法政二高 861 早乙女 南月 ｻｵﾄﾒ ﾅﾂｷ 神奈川 女 3 2003 女子ハンマー投 46m90

1789 神奈川 法政二高 934 仲川 葵 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｲ 神奈川 女 2 2004 女子棒高跳 2m70

1790 神奈川 法大Ⅱ部 1018 宮代 裕貴 ﾐﾔｼﾛ ﾋﾛｷ 神奈川  　男 2001 男子110mH 14.80 男子400mH 53.71

1791 神奈川 法大Ⅱ部 1019 小野 蒼一郎 ｵﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ 神奈川  　男 2000 男子3000mSC 9:41.05

1792 神奈川 法大Ⅱ部 1020 佐々木 良輔 ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ 神奈川  　男 2000 男子やり投 58m04

1793 神奈川 法大Ⅱ部 1021 鴨志田 巽 ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ 神奈川  　男 2001 男子4X100mR 41.38

1794 神奈川 法大Ⅱ部 1022 鈴木 斜恩 ｽｽﾞｷ ｼｬｵﾝ 神奈川  　男 2002 男子4X100mR 41.38

1795 神奈川 法大Ⅱ部 1023 田中 壮樹 ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 神奈川  　男 2000 男子4X100mR 41.38

1796 神奈川 法大Ⅱ部 1024 香西 秀昭 ｺｳｻﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川  　男 2001 男子4X100mR 41.38

1797 神奈川 法大Ⅱ部 1025 榎本 翔 ｴﾉﾓﾄ ｼｮｳ 神奈川  　男 2001 男子4X100mR 41.38

1798 神奈川 法大Ⅱ部 1026 佐藤 天 ｻﾄｳ ｶｹﾙ 神奈川  　男 2002 男子4X100mR 41.38

1799 神奈川 防衛大学校 933 鍬本 聡大 ｸﾜﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ 神奈川  　男 1999 男子棒高跳 4m50

1800 神奈川 麻溝台高 899 大木 彩芽 ｵｵｷ ｱﾔﾒ 神奈川 女 3 2003 女子やり投 38m76
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1801 神奈川 明治大 910 石井 あや ｲｼｲ ｱﾔ 神奈川 女 1999 女子走幅跳 5m67

1802 神奈川 明大同好会 1067 芳沢 暢浩 ﾖｼｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川  　男 2001 男子800m 1:52.45

1803 山梨 ｺﾞﾝｽﾎﾟAC 806 近藤 大聖 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 山梨  　男 1996 男子走幅跳 6m62

1804 山梨 ｺﾞﾝｽﾎﾟAC 807 高野 斗夢 ﾀｶﾉ ﾄﾑ 山梨  　男 2004 男子円盤投 34m97

1805 山梨 KENNY 728 剱持 ｸﾘｱ ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 山梨 女 1997 女子三段跳 11m66

1806 山梨 KENNY 729 小林 里帆 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨 女 1997 女子100mH 14.28

1807 山梨 KENNY 730 近藤 祐未 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山梨 女 1996 女子走幅跳 5m45

1808 山梨 Takers 731 小林 未加子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶｺ 山梨 女 1994 女子走高跳 1m55

1809 山梨 Utility M 895 前田 新太 ﾏｴﾀ ﾞｱﾗﾀ 山梨  　男 2001 男子5000m 15:43.84

1810 山梨 よっちゃばれAC 816 澤登 大河 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 山梨  　男 24 1997 男子400mH 56.91

1811 山梨 愛知教育大 817 山本 武 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 山梨  　男 M1 1998 男子400mH 51.13

1812 山梨 玉川大 826 栁澤晋太郎 ﾔﾅｷﾞｻﾜｼﾝﾀﾛｳ 山梨  　男 2001 男子十種競技 4570

1813 山梨 甲府工業AC 828 樋口 祥哉 ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 山梨  　男 2002 男子十種競技 5613

1814 山梨 甲府城西高 751 伊藤 凜 ｲﾄｳ ﾘﾝ 山梨 女 2 2004 女子5000mW 32:08.76

1815 山梨 甲府西高 829 小林 竜士朗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾛｳ 山梨  　男 2 2004 男子110mH 15.17

1816 山梨 甲府西高 830 鴨作 明育 ｶﾓｻｸ ｱｽｸ 山梨  　男 2 2005 男子3000mSC 10:24.10

1817 山梨 山梨さえき 764 戸谷 温海 ﾄﾀﾆ ｱﾂﾐ 山梨 女 1998 女子800m 2:14.11

1818 山梨 山梨ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ 834 横森 友朗 ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ 山梨  　男 1998 男子三段跳 15m69

1819 山梨 山梨学院高教 805 依田 崇弘 ﾖﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 山梨  　男 1983 男子10000m 32:53.04

1820 山梨 山梨学院高 835 小柳 竣平 ｺﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨  　男 2 2004 男子走高跳 1m86

1821 山梨 山梨学院高 836 笠原 昇真 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾏ 山梨  　男 2 2004 男子4X400mR 3:30.60

1822 山梨 山梨学院高 837 上遠野 裕信 ｶﾄｳﾉ ﾕｳｼﾝ 山梨  　男 2 2004 男子4X400mR 3:30.60

1823 山梨 山梨学院高 838 花輪 皇磨 ﾊﾅﾜ ｵｳﾏ 山梨  　男 1 2005 男子4X400mR 3:30.60

1824 山梨 山梨学院高 839 坂本 隆汰 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 山梨  　男 1 2005 男子4X400mR 3:30.60

1825 山梨 山梨学院高 840 蘇我 涼介 ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨  　男 1 2006 男子4X400mR 3:30.60

1826 山梨 山梨学院高 841 雨宮 暖杜 ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙﾄ 山梨  　男 1 2005 男子4X400mR 3:30.60

1827 山梨 山梨学院大 842 田中 翔大 ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨  　男 2002 男子三段跳 15m13

1828 山梨 山梨学院大 843 飯野 隼斗 ｲｲﾉ ﾊﾔﾄ 山梨  　男 2002 男子400mH 58.86

1829 山梨 山梨学院大 844 長尾 行浩 ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾋﾛ 山梨  　男 2001 男子走幅跳 7m69

1830 山梨 山梨学院大 845 小幡 隆史 ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨  　男 1999 男子100m 11.01

1831 山梨 山梨学院大 846 中村 僚 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨  　男 1999 男子400m 48.97

1832 山梨 山梨学院大 847 村松 星哉 ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨  　男 2001 男子400m 51.89

1833 山梨 山梨学院大 848 村本 龍彦 ﾑﾗﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ 山梨  　男 2001 男子1500m 3:49.10

1834 山梨 山梨学院大 849 福場 仁之甫 ﾌｸﾊﾞ ｼﾞﾝﾉｽｹ 山梨  　男 2003 男子5000mW 22:23.98

1835 山梨 山梨学院大 850 馬場 晃大 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾀﾞｲ 山梨  　男 2001 男子5000m 15:50.77

1836 山梨 山梨学院大 765 大森 仁貴 ｵｵﾓﾘ ﾆｷ 山梨 女 1999 女子100m 12.22 女子200m 25.42 女子4X100mR 48.58

1837 山梨 山梨学院大 766 藤崎 ありす ﾌｼﾞｻｷ ｱﾘｽ 山梨 女 2001 女子200m 25.27 女子400m 58.25 女子4X100mR 48.58 女子4X400mR 3:58.10

1838 山梨 山梨学院大 767 阿部 月姫 ｱﾍﾞ ﾂｷﾒ 山梨 女 2001 女子砲丸投 9m20

1839 山梨 山梨学院大 768 小林 萌恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 山梨 女 2000 女子100m 12.61 女子4X100mR 48.58 女子4X400mR 3:58.10

1840 山梨 山梨学院大 769 東海林 幸 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨 女 2002 女子七種競技 4513

1841 山梨 山梨学院大 770 武田 杏 ﾀｹﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 山梨 女 2000 女子400m 59.93 女子4X400mR 3:58.10

1842 山梨 山梨学院大 771 小林 杏樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 山梨 女 2001 女子走幅跳 5m43

1843 山梨 山梨学院大 772 山田 千詠 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｴ 山梨 女 2001 女子400m 59.74 女子4X100mR 48.58 女子4X400mR 3:58.10

1844 山梨 山梨学院大 773 三吉 南緒 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 女 2000 女子100mH 14.26

1845 山梨 山梨学院大 774 帶金 莉子 ｵﾋﾞｶﾞﾈ ﾘｺ 山梨 女 2002 女子4X100mR 48.58

1846 山梨 YGU.AC 814 志村 竜星 ｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨  　男 1999 男子1500m 4:02.36 男子5000m 15:18.96

1847 山梨 YGU.AC 815 前川 航陽 ﾏｴｶﾜ ｺｳﾖｳ 山梨  　男 1999 男子800m 2:01.43

1848 山梨 吉田高 739 雨宮 里奈 ｱﾒﾐﾔ ﾘﾅ 山梨 女 3 2003 女子走高跳 1m50

1849 山梨 巨摩高 818 石原 秀星 ｲｼﾊﾗ ｼｭｳｾｲ 山梨  　男 3 2003 男子110mH 14.91

1850 山梨 巨摩高 819 仲田 真悟 ﾅｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山梨  　男 3 2003 男子800m 1:57.29

1851 山梨 巨摩高 820 渡邉 航太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨  　男 2 2005 男子砲丸投 11m23 男子円盤投 29m41 男子4X100mR 43.09

1852 山梨 巨摩高 821 金丸 樹 ｶﾈﾏﾙ ｲﾂｷ 山梨  　男 2 2005 男子三段跳 12m96 男子4X100mR 43.09

1853 山梨 巨摩高 822 足立 蒼河 ｱﾀﾞﾁ ｿｳｶﾞ 山梨  　男 1 2005 男子走幅跳 6m48 男子4X100mR 43.09

1854 山梨 巨摩高 823 依田 來人 ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ 山梨  　男 2 2004 男子4X100mR 43.09

1855 山梨 巨摩高 824 中込 志弥 ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｷﾔ 山梨  　男 1 2005 男子4X100mR 43.09

1856 山梨 巨摩高 825 望月 一心 ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｯｼﾝ 山梨  　男 2 2005 男子4X100mR 43.09

1857 山梨 巨摩高 740 名執 真生 ﾅﾄﾘ ﾏｵ 山梨 女 2 2005 女子砲丸投 9m69 女子円盤投 26m49 女子やり投 31m99 女子4X100mR 50.28 女子4X400mR 4:15.63

1858 山梨 巨摩高 741 奥田 愛 ｵｸﾀﾞ ｱｲ 山梨 女 2 2004 女子200m 26.70 女子4X100mR 50.28 女子4X400mR 4:15.63

1859 山梨 巨摩高 742 山形 栞莉 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｵﾘ 山梨 女 2 2004 女子ハンマー投 18m54

1860 山梨 巨摩高 743 田中 黎 ﾀﾅｶ ﾚｲ 山梨 女 2 2004 女子棒高跳 2m50
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1861 山梨 巨摩高 744 丹澤 夏実 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 山梨 女 1 2005 女子1500m 5:11.44

1862 山梨 巨摩高 745 近藤 羽純 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊｽﾐ 山梨 女 2 2004 女子4X100mR 50.28 女子4X400mR 4:15.63

1863 山梨 巨摩高 746 佐久間 咲来 ｻｸﾏ ｻｷ 山梨 女 2 2005 女子4X100mR 50.28 女子4X400mR 4:15.63

1864 山梨 巨摩高 747 鶴田 菜月 ﾂﾙﾀ ﾅﾂｷ 山梨 女 2 2004 女子4X400mR 4:15.63

1865 山梨 巨摩高 748 古屋 結香 ﾌﾙﾔ ﾕｲｶ 山梨 女 1 2005 女子4X400mR 4:15.63

1866 山梨 巨摩高 749 吉澤 美咲 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨 女 1 2005 女子4X100mR 50.28

1867 山梨 巨摩高 750 井上 みらい ｲﾉｳｴ ﾐﾗｲ 山梨 女 1 2005 女子4X100mR 50.28

1868 山梨 甲府工高 827 安藤 裕志 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 山梨  　男 2 2005 男子棒高跳 4m00

1869 山梨 甲府東高 831 朴 承韓 ﾊﾟｸ ｽﾝﾊﾝ 山梨  　男 2 2004 男子ハンマー投 36m01

1870 山梨 甲府南高 832 荻野 聖也 ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ 山梨  　男 3 2003 男子走幅跳 7m06

1871 山梨 甲府南高 833 長坂一宝 ﾅｶﾞｻｶ ｲﾁﾀｶ 山梨  　男 2 2004 男子400mH 58.06

1872 山梨 甲府南高 752 市川真也子 ｲﾁｶﾜ ﾏﾔｺ 山梨 女 3 2004 女子100mH 14.52

1873 山梨 甲府南高 753 浦濱佳代 ｳﾗﾊﾏ ｶﾖ 山梨 女 2 2004 女子4X100mR 49.30 女子4X400mR 4:15.38

1874 山梨 甲府南高 754 大場彩花 ｵｵﾊﾞ ｱﾔｶ 山梨 女 2 2004 女子砲丸投 8m70 女子ハンマー投 31m48

1875 山梨 甲府南高 755 功刀麻琴 ｸﾇｷﾞ ﾏｺﾄ 山梨 女 2 2004 女子砲丸投 8m85 女子円盤投 24m75

1876 山梨 甲府南高 756 田口紗羽 ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾞﾊ 山梨 女 2 2004 女子4X100mR 49.30

1877 山梨 甲府南高 757 南 葵 ﾐﾅﾐ ｱｵｲ 山梨 女 2 2005 女子棒高跳 2m70 女子4X100mR 49.30 女子4X400mR 4:15.38

1878 山梨 甲府南高 758 今井美柚 ｲﾏｲ ﾐﾕｳ 山梨 女 2 2004 女子円盤投 24m73 女子ハンマー投 19m27

1879 山梨 甲府南高 759 河野仁美 ｺｳﾉ ﾋﾄﾐ 山梨 女 2 2004 女子棒高跳 2m20

1880 山梨 甲府南高 760 有泉咲希 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｻｷ 山梨 女 1 2005 女子400mH 1:10.34 女子4X400mR 4:15.38

1881 山梨 甲府南高 761 小池琉南 ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨 女 1 2005 女子800m 2:20.26 女子4X100mR 49.30 女子4X400mR 4:15.38

1882 山梨 甲府南高 762 杉井咲心 ｽｷﾞｲ ｻｺ 山梨 女 1 2005 女子400mH 1:12.27 女子4X100mR 49.30 女子4X400mR 4:15.38

1883 山梨 甲府南高 763 菱山那柚 ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨 女 2 2004 女子4X100mR 49.30 女子4X400mR 4:15.38

1884 山梨 上野原高 880 古谷 瑛人 ﾌﾙﾔ ｱｷﾄ 山梨  　男 3 2003 男子やり投 48m24

1885 山梨 上野原高 881 和智 一真 ﾜﾁ ｶｽﾞﾏ 山梨  　男 3 2003 男子砲丸投 9m85

1886 山梨 上野原高 882 亀井 翔 ｶﾒｲ ｼｮｳ 山梨  　男 1 2005 男子砲丸投 11m63 男子円盤投 32m36

1887 山梨 上野原高 788 佐藤 ほなみ ｻﾄｳ ﾎﾅﾐ 山梨 女 3 2003 女子砲丸投 9m25 女子円盤投 28m82 女子ハンマー投 24m49

1888 山梨 笛吹高 793 山口 ひかり ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 山梨 女 2 2004 女子800m 2:24.96

1889 山梨 笛吹高 794 澤田 琉杏 ｻﾜﾀﾞ ﾙｱﾝ 山梨 女 3 2003 女子800m 2:26.43

1890 山梨 韮崎高 915 大八木 達 ｵｵﾔｷﾞ ﾄｵﾙ 山梨  　男 3 2003 男子400m 48.57

1891 山梨 韮崎高 916 櫻井 久也 ｻｸﾗｲ ﾋｻﾔ 山梨  　男 3 2003 男子三段跳 13m34

1892 山梨 韮崎高 917 秋山 凌大 ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨  　男 2 2004 男子4X400mR 3:26.31

1893 山梨 韮崎高 918 小林 龍一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ 山梨  　男 2 2004 男子4X400mR 3:26.31

1894 山梨 韮崎高 919 三井 笙太朗 ﾐﾂｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨  　男 2 2004 男子4X400mR 3:26.31

1895 山梨 韮崎高 920 河西 将生 ｶｻｲ ｼｮｳ 山梨  　男 2 2004 男子4X400mR 3:26.31

1896 山梨 韮崎高 921 細田 康生 ﾎｿﾀﾞ ｺｳｾｲ 山梨  　男 2 2004 男子4X400mR 3:26.31

1897 山梨 韮崎高 922 入月 誠ﾉ助 ｲﾘﾂﾞｷ ｾｲﾉｽｹ 山梨  　男 1 2005 男子4X400mR 3:26.31

1898 山梨 韮崎高 809 堀部 優衣 ﾎﾘﾍﾞ ﾕｲ 山梨 女 3 2003 女子100m 12.38 女子200m 25.21 女子4X100mR 49.65 女子4X400mR 4:08.16

1899 山梨 韮崎高 810 五味 奈々 ｺﾞﾐ ﾅﾅ 山梨 女 3 2003 女子4X100mR 49.65 女子4X400mR 4:08.16

1900 山梨 韮崎高 811 細田 奈那 ﾎｿﾀﾞ ﾅﾅ 山梨 女 3 2003 女子1500m 4:55.49

1901 山梨 韮崎高 812 長嶺 実果 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐｶ 山梨 女 3 2003 女子1500m 5:09.55

1902 山梨 韮崎高 813 柿島 珊瑚 ｶｷｼﾏ ｻﾝｺﾞ 山梨 女 2 2004 女子1500m 4:49.14

1903 山梨 韮崎高 814 白倉 歩実 ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨 女 2 2004 女子4X100mR 49.65 女子4X400mR 4:08.16

1904 山梨 韮崎高 815 影山 麻禮 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏﾚｲ 山梨 女 2 2004 女子4X100mR 49.65 女子4X400mR 4:08.16

1905 山梨 韮崎高 816 輿水 優来 ｺｼﾐｽﾞ ﾕﾗ 山梨 女 2 2004 女子4X100mR 49.65 女子4X400mR 4:08.16

1906 山梨 韮崎高 817 落合 倫 ｵﾁｱｲ ﾘﾝ 山梨 女 1 2005 女子4X400mR 4:08.16

1907 山梨 韮崎高 818 飯野 真由 ｲｲﾉ ﾏﾕ 山梨 女 1 2005 女子4X100mR 49.65

1908 山梨 韮崎高 819 中込 百音 ﾅｶｺﾞﾐ ﾓﾓﾈ 山梨 女 1 2006 女子1500m 5:06.90

1909 山梨 白根高 820 村松 優衣 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｲ 山梨 女 3 2003 女子砲丸投 8m59 女子やり投 31m12

1910 山梨 山梨大 851 神谷 翔矢 ｶﾐﾔ ｼｮｳﾔ 山梨  　男 2 2001 男子100m 11.00

1911 山梨 山梨大 852 佐藤 遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 山梨  　男 2 2001 男子走高跳 1m95

1912 山梨 山梨大 853 大槻 秀人 ｵｵﾂｷ ｼｭｳﾄ 山梨  　男 3 1999 男子400m 50.30

1913 山梨 山梨大 775 萩原 恵里菜 ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ 山梨 女 1 2002 女子円盤投 28m74

1914 山梨 梨大医陸 854 麻野 康基 ｱｻﾉ ｺｳｷ 山梨  　男 1996 男子4X400mR 3:33.67

1915 山梨 梨大医陸 855 加藤 孝明 ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ 山梨  　男 2000 男子4X400mR 3:33.67

1916 山梨 梨大医陸 856 山川 理毅 ﾔﾏｶﾜ ﾘｷ 山梨  　男 1996 男子4X400mR 3:33.67

1917 山梨 梨大医陸 857 山本 龍 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 山梨  　男 2000 男子4X400mR 3:33.67

1918 山梨 梨大医陸 858 米田 一聖 ﾖﾈﾀﾞ ｲｯｾｲ 山梨  　男 2001 男子4X400mR 3:33.67

1919 山梨 山梨陸協 859 三嶋 翔太 ﾐｼﾏ ｼｮｳﾀ 山梨  　男 1991 男子100m 10.92 男子200m 22.74

1920 山梨 駿河台大 860 土屋 拓斗 ﾂﾁﾔ ﾀｺﾄ 山梨  　男 1999 男子100m 10.94 男子4X100mR 42.56
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1921 山梨 駿河台大 861 松野 滉大 ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨  　男 2000 男子4X100mR 42.56

1922 山梨 駿河台大 862 五味 勇太 ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨  　男 2000 男子4X100mR 42.56

1923 山梨 駿河台大 863 仲上 公賀 ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ 山梨  　男 2002 男子4X100mR 42.56

1924 山梨 駿河台大 864 澤登 柊衣 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾄｳｲ 山梨  　男 2002 男子走高跳 1m85

1925 山梨 駿台甲府高 865 宮川 玲 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚｲ 山梨  　男 3 2003 男子4X100mR 42.44 男子4X400mR 3:24.84

1926 山梨 駿台甲府高 866 飯田 一真 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 山梨  　男 3 2003 男子4X100mR 42.44

1927 山梨 駿台甲府高 867 池田 怜矢 ｲｹﾀﾞ ﾚｲﾔ 山梨  　男 3 2003 男子800m 1:59.08

1928 山梨 駿台甲府高 868 川窪 康生 ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 山梨  　男 3 2003 男子やり投 52m75

1929 山梨 駿台甲府高 869 川住 優輔 ｶﾜｽﾐ ﾕｳｽｹ 山梨  　男 3 2003 男子400mH 54.35 男子4X400mR 3:24.84

1930 山梨 駿台甲府高 870 橘田 幸成 ｷｯﾀ ｺｳｾｲ 山梨  　男 3 2003 男子走高跳 2m00

1931 山梨 駿台甲府高 871 林 知広 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 山梨  　男 3 2003 男子110mH 15.96 男子400mH 57.26

1932 山梨 駿台甲府高 872 降矢 智弘 ﾌﾘﾔ ﾁﾋﾛ 山梨  　男 3 2003 男子4X400mR 3:24.84

1933 山梨 駿台甲府高 873 村松 海人 ﾑﾗﾏﾂ ｶｲﾄ 山梨  　男 3 2003 男子100m 10.99 男子4X100mR 42.44

1934 山梨 駿台甲府高 874 櫻井 翔太 ｻｳﾗｲ ｼｮｳﾀ 山梨  　男 2 2004 男子4X100mR 42.44

1935 山梨 駿台甲府高 875 鶴田 大貴 ﾂﾙﾀ ﾀﾞｲｷ 山梨  　男 2 2004 男子4X100mR 42.44

1936 山梨 駿台甲府高 876 中井 希 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ 山梨  　男 1 2005 男子400m 51.97 男子4X400mR 3:24.84

1937 山梨 駿台甲府高 877 保坂 凜 ﾎｻｶ ﾘﾝ 山梨  　男 1 2006 男子200m 21.97 男子4X100mR 42.44 男子4X400mR 3:24.84

1938 山梨 駿台甲府高 878 望月 太雅 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｶﾞ 山梨  　男 2 2004 男子4X400mR 3:24.84

1939 山梨 駿台甲府高 776 萩原 けい奈 ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山梨 女 3 2003 女子走幅跳 5m55 女子三段跳 11m80 女子4X100mR 48.63

1940 山梨 駿台甲府高 777 廣瀬 麻耶 ﾋﾛｾ ﾏﾔ 山梨 女 3 2003 女子100mH 14.50 女子4X100mR 48.63 女子4X400mR 4:05.42

1941 山梨 駿台甲府高 778 齊藤 美貴 ｻｲﾄｳ ﾐｷ 山梨 女 3 2003 女子100mH 15.62 女子4X100mR 48.63

1942 山梨 駿台甲府高 779 八巻 一紗 ﾔﾏｷ ｶｽﾞｻ 山梨 女 3 2003 女子七種競技 3799

1943 山梨 駿台甲府高 780 塩谷 花音 ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ 山梨 女 2 2004 女子100m 12.54 女子200m 26.07 女子4X100mR 48.63 女子4X400mR 4:05.42

1944 山梨 駿台甲府高 781 小川 莉世 ｵｶﾞﾜ ﾘｾ 山梨 女 2 2005 女子400m 1:00.76 女子4X400mR 4:05.42

1945 山梨 駿台甲府高 782 小野 瑞希 ｵﾉ ﾐｽﾞｷ 山梨 女 2 2004 女子4X100mR 48.63 女子4X400mR 4:05.42

1946 山梨 駿台甲府高 783 城山 愛衣 ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ 山梨 女 2 2004 女子400mH 1:05.86 女子4X400mR 4:05.42

1947 山梨 駿台甲府高 784 熊野 楓彩 ｸﾏﾉ ﾌｳｱ 山梨 女 1 2005 女子七種競技 2865

1948 山梨 駿台甲府高 785 長濱 愛里咲 ﾅｶﾞﾊﾏ ｱﾘｻ 山梨 女 1 2005 女子棒高跳 3m00

1949 山梨 駿台甲府高 786 野澤 虹遥 ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅﾊ 山梨 女 1 2005 女子4X400mR 4:05.42

1950 山梨 駿台甲府高 787 野澤 空遥 ﾉｻﾞﾜ ｿﾗﾊ 山梨 女 1 2005 女子4X100mR 48.63

1951 山梨 順天堂大 879 土屋稜翔 ﾂﾁﾔﾘｸﾄ 山梨  　男 2002 男子やり投 52m32

1952 山梨 昭和AC 931 秋山 智哉 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨  　男 1996 男子走高跳 190m00

1953 山梨 身延AC 883 加賀美 昌宏 ｶｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 山梨  　男 1988 男子砲丸投 11m32

1954 山梨 身延AC 884 高橋 大地 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 山梨  　男 1989 男子ハンマー投 47m07

1955 山梨 身延AC 885 高橋 亨光 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨  　男 1992 男子110mH 16.00

1956 山梨 身延AC 886 野口 怜恩 ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨  　男 2000 男子200m 22.61

1957 山梨 身延AC 789 石川 果歩 ｲｼｶﾜ ｶﾎ 山梨 女 1995 女子ハンマー投 38m63

1958 山梨 身延高 887 若林 航希 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 山梨  　男 2 2005 男子5000mW 27:44.55 男子4X400mR 3:29.41

1959 山梨 身延高 888 松木 涼介 ﾏﾂｷ ﾘｮｳｽｹ 山梨  　男 2 2004 男子5000mW 27:57.58 男子4X400mR 3:29.41

1960 山梨 身延高 889 草場 孜温 ｸｻﾊﾞ ｼｵﾝ 山梨  　男 1 2005 男子砲丸投 10m24

1961 山梨 身延高 890 小森 直吏 ｺﾓﾘ ｽｸﾞﾘ 山梨  　男 3 2003 男子砲丸投 13m94

1962 山梨 身延高 891 篠原 頼 ｼﾉﾊﾗ ﾗｲ 山梨  　男 2 2004 男子4X400mR 3:29.41

1963 山梨 身延高 892 白川 翔 ｼﾗｶﾜ ｼｮｳ 山梨  　男 2 2004 男子4X400mR 3:29.41

1964 山梨 身延高 893 金丸 滉佑 ｶﾈﾏﾙ ｺｳｽｹ 山梨  　男 2 2004 男子4X400mR 3:29.41

1965 山梨 身延高 894 佐野 和 ｻﾉ ﾔﾏﾄ 山梨  　男 2 2004 男子4X400mR 3:29.41

1966 山梨 身延高 790 佐野 あすか ｻﾉ ｱｽｶ 山梨 女 1 2005 女子5000mW 36:42.74

1967 山梨 身延高 791 山本 真凜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾝ 山梨 女 2 2004 女子円盤投 25m45 女子ハンマー投 39m71

1968 山梨 早川陸上クラブ 896 村田 雅弥 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾔ 山梨  　男 1993 男子円盤投 38m40

1969 山梨 TYPE-R 808 由井 玄太 ﾕｲ ｹﾞﾝﾀ 山梨  　男 1985 男子4X100mR 43.75

1970 山梨 TYPE-R 809 森實 高毅 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨  　男 1994 男子4X100mR 43.75

1971 山梨 TYPE-R 810 矢ヶ崎 哲夫 ﾔｶﾞｻｷ ﾃﾂｵ 山梨  　男 1968 男子4X100mR 43.75

1972 山梨 TYPE-R 811 深澤 拓真 ﾌｶﾜﾜ ﾀｸﾏ 山梨  　男 高2 2003 男子4X100mR 43.75

1973 山梨 TYPE-R 812 飛知和 零 ﾋﾁﾜ ﾚｲ 山梨  　男 中3 2006 男子4X100mR 43.75

1974 山梨 TYPE-R 813 鮎沢 拓澄 ｱﾕｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 山梨  　男 中3 2006 男子4X100mR 43.75

1975 山梨 TYPE-R 732 高島 愛理 ﾀｶｼﾏ ｱｲﾘ 山梨 女 1990 女子4X100mR 49.78

1976 山梨 TYPE-R 733 伊藤 里紗 ｲﾄｳ ﾘｻ 山梨 女 1995 女子走幅跳 5m36 女子三段跳 11m22

1977 山梨 TYPE-R 734 矢ヶ崎 来瞳 ﾔｶﾞｻｷ ｸﾙﾐ 山梨 女 高3 2003 女子100m 12.50 女子4X100mR 49.78

1978 山梨 TYPE-R 735 岩間 彩芽 ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 山梨 女 中3 2006 女子100m 12.37 女子200m 25.73 女子4X100mR 49.78

1979 山梨 TYPE-R 736 田口 真羽 ﾀｸﾞﾁ ﾏﾅﾊ 山梨 女 中3 2006 女子4X100mR 49.78

1980 山梨 TYPE-R 737 窪田 玲奈 ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾅ 山梨 女 中3 2006 女子4X100mR 49.78
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1981 山梨 TYPE-R 738 村山 陽菜 ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙﾅ 山梨 女 中2 2007 女子4X100mR 49.78

1982 山梨 中京大 897 小沢 生成 ｵｻﾞﾜ ｷﾅﾘ 山梨  　男 1 2003 男子ハンマー投 48m89

1983 山梨 長谷川体育 792 剱持早紀 ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 女 1994 女子三段跳 13m01

1984 山梨 都留興譲館高 898 古屋 俊輔 ﾌﾙﾔ ｼｭﾝｽｹ 山梨  　男 2 2004 男子やり投 55m51

1985 山梨 都留興譲館高 899 西村 卓 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ 山梨  　男 3 2003 男子4X100mR 44.07 男子4X400mR 3:34.20

1986 山梨 都留興譲館高 900 仲野 堅亮 ﾅｶﾉ ｹﾝｽｹ 山梨  　男 2 2004 男子4X100mR 44.07 男子4X400mR 3:34.20

1987 山梨 都留興譲館高 901 安留 海翔 ﾔｽﾄﾞﾒ ｶｲﾄ 山梨  　男 2 2004 男子4X100mR 44.07 男子4X400mR 3:34.20

1988 山梨 都留興譲館高 902 鈴木 聖琉 ｽｽﾞｷ ｾｲﾙ 山梨  　男 2 2004 男子4X100mR 44.07 男子4X400mR 3:34.20

1989 山梨 都留興譲館高 903 清水 煌生 ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 山梨  　男 2 2004 男子4X400mR 3:34.20

1990 山梨 都留興譲館高 904 富田 陽希 ﾄﾐﾀ ﾊﾙｷ 山梨  　男 2 2005 男子4X400mR 3:34.20

1991 山梨 都留興譲館高 905 佐藤 翔真 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 山梨  　男 1 2005 男子4X100mR 44.07

1992 山梨 都留興譲館高 906 髙橋 賴旦 ﾀｶﾊｼ ﾖﾘｱｻ 山梨  　男 1 2005 男子4X100mR 44.07

1993 山梨 都留興譲館高 795 梶原 愛香 ｶｼﾞﾜﾗｱｲｶ 山梨 女 3 2003 女子5000mW 32:01.99

1994 山梨 都留興譲館高 796 越石 莉子 ｺｼｲｼﾘｺ 山梨 女 2 2004 女子やり投 34m92

1995 山梨 都留高 907 由井 響 ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 山梨  　男 2 2004 男子100m 10.74 男子200m 21.91

1996 山梨 都留高 908 田邊 太一 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 山梨  　男 2 2004 男子200m 22.40

1997 山梨 都留高 909 内藤 恭祐 ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 山梨  　男 2 2004 男子110mH 15.62

1998 山梨 都留高 910 花村 楓來 ﾊﾅﾑﾗ ﾌｳｷ 山梨  　男 2 2004 男子110mH 15.95

1999 山梨 都留高 797 樋口 実桜 ﾋｸﾞﾁ ﾐｵ 山梨 女 2 2004 女子走幅跳 5m43 女子三段跳 11m14

2000 山梨 都留文大 911 磯部 晃太郎 ｲｿﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 山梨  　男 4 2000 男子走幅跳 7m46

2001 山梨 都留文大 912 土屋 俊貴 ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ 山梨  　男 2 2001 男子走高跳 1m95

2002 山梨 都留文大 798 髙尾 夏鈴 ﾀｶｵ ｶﾘﾝ 山梨 女 3 2000 女子400m 59.06 女子800m 2:20.28

2003 山梨 都留文大 799 水野 笑香 ﾐｽﾞﾉ ｴﾐｶ 山梨 女 2 2001 女子400m 1:00.78

2004 山梨 都留文大 800 杓谷 帆乃香 ｼｬｸﾔ ﾎﾉｶ 山梨 女 1 2002 女子走高跳 1m45

2005 山梨 都留文大 801 髙橋 みく ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 山梨 女 3 2000 女子三段跳 10m44

2006 山梨 日体大 808 細田弥々 ﾎｿﾀﾞﾔﾔ 山梨 女 1 2002 女子走高跳 1m74

2007 山梨 日大明誠高 913 藤田 太一 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾁ 山梨  　男 3 2003 男子400m 50.87

2008 山梨 日大明誠高 802 西川 恵美 ﾆｼｶﾜ ｴﾐ 山梨 女 3 2003 女子4X400mR 4:28.02

2009 山梨 日大明誠高 803 有海 知佳 ｱﾘｳﾐ ﾁｶ 山梨 女 2 2004 女子4X400mR 4:28.02

2010 山梨 日大明誠高 804 三樹 楓 ﾐｷ ｶｴﾃﾞ 山梨 女 2 2004 女子4X400mR 4:28.02

2011 山梨 日大明誠高 805 古谷 桃実 ﾌﾙﾔ ﾓﾓﾐ 山梨 女 2 2004 女子4X400mR 4:28.02

2012 山梨 日大明誠高 806 小俣 美波 ｵﾏﾀ ﾐﾅﾐ 山梨 女 1 2005 女子4X400mR 4:28.02

2013 山梨 日大明誠高 807 高家 華 ﾀｶﾔ ﾊﾅ 山梨 女 1 2006 女子4X400mR 4:28.02

2014 山梨 韮崎工業高 914 有泉 駿 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｼｭﾝ 山梨  　男 3 2003 男子走幅跳 6m38

2015 山梨 富士山の銘水 821 比嘉 和希 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 山梨 女 1998 女子400mH 58.83

2016 山梨 富士山の銘水 822 田中 陽夏莉 ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 山梨 女 1998 女子100mH 13.55

2017 山梨 富士北稜高 923 平井 凜空 ﾋﾗｲ ﾘﾝｸ 山梨  　男 3 2003 男子5000m 15:29.28 男子3000mSC 9:27.46

2018 山梨 富士北稜高 924 天野 康太 ｱﾏﾉ ｺｳﾀ 山梨  　男 3 2003 男子4X100mR 44.03

2019 山梨 富士北稜高 925 小佐野 貴久 ｵｻﾉ ﾀｶﾋｻ 山梨  　男 3 2004 男子4X100mR 44.03

2020 山梨 富士北稜高 926 川村 涼介 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 山梨  　男 3 2003 男子4X100mR 44.03

2021 山梨 富士北稜高 927 宮下 颯太 ﾐﾔｼﾀ ｿｳﾀ 山梨  　男 3 2004 男子4X100mR 44.03

2022 山梨 富士北稜高 928 關川 誠也 ｾｷｶﾞﾜ ｾｲﾔ 山梨  　男 2 2004 男子4X100mR 44.03

2023 山梨 富士北稜高 929 高根 大和 ﾀｶﾈ ﾔﾏﾄ 山梨  　男 2 2004 男子4X100mR 44.03

2024 山梨 富士北稜高 823 小林 桃果 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 山梨 女 3 2003 女子棒高跳 2m30

2025 山梨 富士北稜高 824 宮下 結衣 ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨 女 3 2004 女子やり投 28m19

2026 山梨 富士北稜高 825 米山 いおり ﾖﾈﾔﾏ ｲｵﾘ 山梨 女 2 2004 女子走高跳 1m45

2027 山梨 流通経済大 930 佐野 立弥 ｻﾉ ﾘﾂﾔ 山梨  　男 2000 男子5000mW 23:59.56



競技一覧

競技名 申込数 競技名 申込数

男子100m 45 女子100m 42

男子200m 45 女子200m 39

男子400m 43 女子400m 38

男子800m 41 女子800m 40

男子1500m 34 女子1500m 29

男子5000m 37 女子5000m 21

男子10000m 20 女子10000m 21

男子110mH(1.067m_9.14m) 40 女子100mH(0.838m_8.5m) 40

男子400mH(0.914m_35.0m) 41 女子400mH(0.762m_35.0m) 43

男子3000mSC(0.914m) 27 女子3000mSC(0.762m) 8

男子5000mW 31 女子5000mW 28

男子4X100mR 40 女子4X100mR 43

男子4X400mR 41 女子4X400mR 41

男子走高跳 41 女子走高跳 43

男子棒高跳 32 女子棒高跳 40

男子走幅跳 42 女子走幅跳 43

男子三段跳 39 女子三段跳 44

男子砲丸投(7.26kg) 37 女子砲丸投(4.0kg) 42

男子円盤投(2.0kg) 39 女子円盤投(1.0kg) 40

男子ハンマー投(7.26kg) 38 女子ハンマー投(4.0kg) 42

男子やり投(800g) 41 女子やり投(600g) 37

男子十種競技 15 女子七種競技 19
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所属一覧

所属

ｺｰﾄﾞ 所属地 男子 女子 合計 男子 女子 合計

1 Break Through Project 茨城 6 6 1 1 ﾌﾞﾚｲｸｽﾙｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ Break Through Project

2 FORZA 茨城 4 4 ﾌｫﾙﾂｧ FORZA

3 RUNS 茨城 1 1 ﾗﾝｽﾞ RUNS

4 つくば秀英高 茨城 2 5 7 1 1 ﾂｸﾊﾞｼｭｳｴｲｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ つくば秀英高等学校

5 ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞTC 茨城 1 1 ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞﾃｨｰｼｰ ドラゴンズTC

6 ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼﾞ 茨城 1 1 ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼﾞ ドリームステージ

7 ﾋﾞｰｲﾝｸﾞ 茨城 1 1 2 ﾋﾞｰｲﾝｸﾞ ビーイング

8 阿見AC 茨城 6 6 1 1 ｱﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 阿見アスリートクラブ

9 為桜AC 茨城 1 1 ｲｵｳｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 為桜アスレチッククラブ

10 茨城ｷﾘｽﾄ高 茨城 11 16 27 1 2 3 ｲﾊﾞﾗｷｷﾘｽﾄｷｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城キリスト教学園高等学校

11 茨城ｷﾘｽﾄ大 茨城 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｷﾘｽﾄｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 茨城キリスト教大学

12 伊奈高 茨城 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂｲﾅｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立伊奈高等学校

13 下館二高 茨城 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂｼﾓﾀﾞﾃﾀﾞｲﾆｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立下館第二高等学校

14 牛久高 茨城 2 2 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂｳｼｸｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立牛久高等学校

15 古河中等高 茨城 1 1 2 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂｺｶﾞﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ 茨城県立古河中等教育学校

16 三和高 茨城 1 1 2 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂｻﾝﾜｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立三和高等学校

17 取手松陽高 茨城 6 6 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾄﾘﾃﾞｼｮｳﾖｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立取手松陽高等学校

18 守谷高 茨城 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾓﾘﾔｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立守谷高等学校

19 水海道一高 茨城 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾐﾂｶｲﾄﾞｳﾀﾞｲｲﾁｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立水海道第一高等学校

20 水戸工業高 茨城 5 5 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾐﾄｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立水戸工業高等学校

21 水戸桜ノ牧高 茨城 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾐﾄｻｸﾗﾉﾏｷｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校

22 水戸商業高 茨城 6 6 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾐﾄｼｮｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立水戸商業高等学校

23 水戸一高 茨城 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾐﾄﾀﾞｲｲﾁｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立水戸第一高等学校

24 水戸二高 茨城 6 6 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾐﾄﾀﾞｲﾆｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立水戸第二高等学校

25 多賀高 茨城 2 8 10 2 2 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾀｶﾞｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立多賀高等学校

26 竹園高 茨城 5 5 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾀｹｿﾞﾉｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立竹園高等学校

27 土浦湖北高 茨城 1 8 9 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾂﾁｳﾗｺﾎｸｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立土浦湖北高等学校

28 東海高 茨城 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾄｳｶｲｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立東海高等学校

29 日立工業高 茨城 2 2 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾋﾀﾁｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立日立工業高等学校

30 日立一高 茨城 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾋﾀﾁﾀﾞｲｲﾁｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立日立第一高等学校

31 波崎高 茨城 2 1 3 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾊｻｷｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立波崎高等学校

32 八千代高 茨城 1 1 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾔﾁﾖｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立八千代高等学校

33 鉾田一高 茨城 1 2 3 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾎｺﾀﾀﾞｲｲﾁｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立鉾田第一高等学校

34 鉾田二高 茨城 2 2 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾎｺﾀﾀﾞｲﾆｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立鉾田第二高等学校

35 竜ヶ崎二高 茨城 1 1 2 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾘｭｳｶﾞｻｷﾀﾞｲﾆｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立竜ヶ崎第二高等学校

36 緑岡高 茨城 1 1 2 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂﾐﾄﾞﾘｵｶｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立緑岡高等学校

37 茨城大 茨城 3 9 12 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲｶﾞｸ 茨城大学

38 茨城陸協 茨城 7 7 ｲﾊﾞﾗｷﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 茨城陸上競技協会

39 茨城茗友ｸﾗﾌﾞ 茨城 2 2 4 ｲﾊﾞﾗｷﾒｲﾕｳｸﾗﾌﾞ 茨城茗友クラブ

40 霞ヶ浦高 茨城 1 1 2 ｶｽﾐｶﾞｳﾗｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 霞ヶ浦高等学校

41 我流AC 茨城 2 1 3 ｶﾞﾘｭｳｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 我流アスリートクラブ

42 笠松走友会 茨城 2 2 ｶｻﾏﾂｿｳﾕｳｶｲ 笠松走友会

43 京都大 茨城 1 1 ｷｮｳﾄﾀﾞｲｶﾞｸ 京都大学

44 江戸川学園取手高 茨城 1 1 ｴﾄﾞｶﾞﾜｶﾞｸｴﾝﾄﾘﾃﾞｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 江戸川学園取手高等学校

45 高崎経済大 茨城 1 1 ﾀｶｻｷｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 高崎経済大学

46 国際武道大 茨城 2 1 3 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 国際武道大学

47 国士舘大 茨城 2 2 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 国士舘大学

48 埼玉大 茨城 1 1 2 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲｶﾞｸ 埼玉大学

49 作新学院大 茨城 5 5 1 1 ｻｸｼﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 作新学院大学

50 山梨学院大 茨城 1 1 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 山梨学院大学

51 鹿島学園高 茨城 7 7 1 1 ｶｼﾏｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 鹿島学園高等学校

52 駿河台大 茨城 2 2 4 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 駿河台大学

53 順天堂大 茨城 3 3 6 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 順天堂大学

54 城西国際大 茨城 1 1 ｼﾞｮｳｻｲｺｸｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ 城西国際大学

55 城西大 茨城 2 2 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ 城西大学

56 常総学院高 茨城 1 1 ｼﾞｮｳｿｳｶﾞｸｲﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 常総学院高等学校

57 常磐大高 茨城 1 1 ﾄｷﾜﾀﾞｲｶﾞｸｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 常磐大学高等学校

58 水戸AC 茨城 2 2 ﾐﾄｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 水戸アスリートクラブ

59 水戸ﾗﾝﾅｰ塾 茨城 1 1 ﾐﾄﾗﾝﾅｰｼﾞｭｸ 水戸ランナー塾

60 水戸啓明高 茨城 1 1 ﾐﾄｹｲﾒｲｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 水戸啓明高等学校

61 川村学園女子大 茨城 1 1 ｶﾜﾑﾗｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ 川村学園女子大学

62 早稲田大 茨城 1 1 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 早稲田大学

63 筑波ｳｨﾝﾄﾞAC 茨城 3 3 ﾂｸﾊﾞｳｲﾝﾄﾞｴｰｼｰ 筑波ウィンドＡＣ

64 筑波大 茨城 3 3 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 筑波大学

65 筑波大同好会 茨城 11 1 12 1 1 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾘｸｼﾞｮｳﾄﾞｳｺｳｶｲ 筑波大学陸上同好会

66 中央大 茨城 1 1 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ 中央大学

67 中京大 茨城 1 1 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 中京大学

68 東海大 茨城 1 1 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ 東海大学

所属名 所属名カナ 所属正式名
競技者申込人数 チーム申込数
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69 東京女子体育大 茨城 1 1 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 東京女子体育大学

70 東洋大牛久高 茨城 15 10 25 2 1 3 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｳｼｸｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 東洋大学附属牛久高等学校

71 日本ｳｪﾙﾈｽ大 茨城 12 1 13 2 2 ﾆﾎﾝｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 日本ウェルネススポーツ大学

72 日本女子体育大 茨城 2 2 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 日本女子体育大学

73 日本体育大 茨城 2 1 3 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 日本体育大学

74 日本大 茨城 2 2 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 日本大学

75 日立 茨城 1 1 ﾋﾀﾁｼﾞｮｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞﾌﾞ 日立女子陸上競技部

76 日製日立 茨城 3 3 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮﾋﾀﾁｼﾞｷﾞｮｳｼｮ 日立製作所日立事業所

77 法政大 茨城 1 1 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 法政大学

78 立教大 茨城 1 1 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 立教大学

79 流通経済大 茨城 18 6 24 2 1 3 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 流通経済大学

80 龍ｹ崎市陸協 茨城 1 1 ﾘｭｳｶﾞｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 龍ケ崎市陸上競技協会

81 MKPJT 栃木 2 2 ｴﾑｹｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ＭＫプロジェクト

82 NINE TC 栃木 3 1 4 ﾅｲﾝﾄﾁｷﾞﾃｨｰｼｰ NINE TOCHIGI TC

83 OCOSITEI 栃木 18 18 2 2 ｵｺｼﾃｲ OCOSITEI

84 SAC 栃木 3 3 ｻﾉｴｽｴｰｼｰ SAC

85 塩谷ﾁｬﾚﾝｼﾞ 栃木 1 1 ｼｵﾔﾁｬﾚﾝｼﾞ SHIOYA CHALLENGE

86 TRAINI 栃木 1 1 ﾄﾚｰﾆｰ TRAINI

87 白鴎大 栃木 12 2 14 2 2 ﾊｸｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ 白鴎大学

88 白鴎大足利高 栃木 4 10 14 1 1 ﾊｸｵｳﾀﾞｲｶﾞｸｱｼｶｶﾞｺｳｺﾞｳｶﾞｯｺｳ 白鴎大学足利高等学校

89 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 栃木 1 1 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ビッグツリースポーツクラブ

90 育英大 栃木 1 1 ｲｸｴｲﾀﾞｲｶﾞｸ 育英大学

91 宇都宮記念病院 栃木 1 1 2 ｳﾂﾉﾐﾔｷﾈﾝﾋﾞｮｳｲﾝ 宇都宮記念病院

92 宇都宮大 栃木 1 4 5 ｳﾂﾉﾐﾔﾀﾞｲｶﾞｸ 宇都宮大学

93 宇都宮文星女高 栃木 3 3 ｳﾂﾉﾐﾔﾌﾞﾝｾｲｼﾞｮｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 宇都宮文星女子高等学校

94 塩谷町役場 栃木 1 1 ｼｵﾔﾏﾁﾔｸﾊﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞﾌﾞ 塩谷町役場陸上競技部

95 関西福祉科学大 栃木 1 1 ｶﾝｻｲﾌｸｼｶｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸ 関西福祉科学大学

96 吉本興業 栃木 1 1 ﾖｼﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ 吉本興業

97 慶応義塾大 栃木 1 1 ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ 慶應義塾大学

98 元気寿司 栃木 1 1 ｹﾞﾝｷｽﾞｼｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 元気寿司株式会社

99 佐野市役所 栃木 1 1 ｻﾉｼﾔｸｼｮ 佐野市役所

100 佐野日大高 栃木 1 1 ｻﾉﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 佐野日本大学高等学校

101 作新学院高 栃木 3 6 9 1 1 ｻｸｼﾝｶﾞｸｲﾝｺｳﾄｳｶﾞｺｳ 作新学院高等学校

102 作新学院大 栃木 14 9 23 2 2 4 ｻｸｼﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 作新学院大学

103 鹿沼市役所 栃木 1 1 2 ｶﾇﾏｼﾔｸｼｮ 鹿沼市役所

104 駿河台大 栃木 8 8 1 1 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 駿河台大学

105 順天堂大 栃木 3 3 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 順天堂大学

106 小山高専 栃木 1 1 ｵﾔﾏｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝｶﾞｯｺｳ 小山工業高等専門学校

107 城西大 栃木 1 1 2 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ 城西大学

108 神奈川大 栃木 1 1 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 神奈川大学

109 青藍泰斗高 栃木 4 4 ｾｲﾗﾝﾀｲﾄｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 青藍泰斗高等学校

110 石川走友会 栃木 2 2 ｲｼｶﾜｿｳﾕｳｶｲ 石川走友会

111 早稲田大 栃木 1 1 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 早稲田大学

112 足利大附属高 栃木 2 2 ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 足利大学附属高等学校

113 第一酒造 栃木 3 3 ﾀﾞｲｲﾁｼｭｿﾞｳ 第一酒造

114 滝沢ﾊﾑ 栃木 5 5 1 1 ﾀｷｻﾞﾜﾊﾑｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 滝沢ハム株式会社

115 筑波大 栃木 2 2 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 筑波大学

116 東京工業大 栃木 1 1 ﾄｳｷｮｳｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 東京工業大学

117 東京女子体育大 栃木 1 1 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 東京女子体育大学

118 栃木TFC 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞﾃｨｰｴﾌｼｰ 栃木TFC

119 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 栃木 1 1 2 ﾄﾁｷﾞﾏｽﾀｰｽﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 栃木マスターズ陸上クラブ

120 栃木ｽﾎﾟ協 栃木 2 3 5 ﾄﾁｷﾞｹﾝｽﾎﾟｰﾂｷｮｳｶｲ 栃木県スポーツ協会

121 さくら清修高 栃木 6 9 15 1 1 2 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｻｸﾗｾｲｼｭｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立さくら清修高等学校

122 宇都宮工高 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｳﾂﾉﾐﾔｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立宇都宮工業高等学校

123 宇都宮高 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｳﾂﾉﾐﾔｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立宇都宮高等学校

124 宇都宮女子高 栃木 13 13 2 2 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｳﾂﾉﾐﾔｼﾞｮｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺ 栃木県立宇都宮女子高等学校

125 宇中女高 栃木 5 5 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｳﾂﾉﾐﾔﾁｭｳｵｳｼﾞｮｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立宇都宮中央女子高等学校

126 宇都宮南高 栃木 6 6 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｳﾂﾉﾐﾔﾐﾅﾐｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立宇都宮南高等学校

127 宇都宮白楊高 栃木 1 1 2 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｳﾂﾉﾐﾔﾊｸﾖｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立宇都宮白楊高等学校

128 宇都宮北高 栃木 8 5 13 1 1 2 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｳﾂﾉﾐﾔｷﾀｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立宇都宮北高等学校

129 烏山高 栃木 1 1 2 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｶﾗｽﾔﾏｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立烏山高等学校

130 益子芳星高 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂﾏｼｺﾎｳｾｲｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立益子芳星高等学校

131 黒磯南高 栃木 2 2 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｸﾛｲｿﾐﾅﾐｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立黒磯南高等学校

132 佐野高 栃木 2 2 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｻﾉｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立佐野高等学校

133 佐野東高 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｻﾉﾋｶﾞｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立佐野東高等学校

134 鹿沼高 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｶﾇﾏｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立鹿沼高等学校

135 鹿沼東高 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｶﾇﾏﾋｶﾞｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立鹿沼東高等学校

136 鹿沼南高 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｶﾇﾏﾐﾅﾐｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立鹿沼南高等学校
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137 小山西高 栃木 1 7 8 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｵﾔﾏﾆｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立小山西高等学校

138 小山南高 栃木 7 9 16 1 1 2 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｵﾔﾏﾐﾅﾐｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立小山南高等学校

139 小山北桜高 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｵﾔﾏﾎｸｵｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立小山北桜高等学校

140 上三川高 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｶﾐﾉｶﾜｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立上三川高等学校

141 真岡工高 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂﾓｵｶｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立真岡工業高等学校

142 真岡高 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂﾓｵｶｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立真岡高等学校

143 真岡女子高 栃木 6 6 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂﾓｵｶｼﾞｮｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立真岡女子高等学校

144 真岡北陵高 栃木 2 2 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂﾓｵｶﾎｸﾘｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立真岡北陵高等学校

145 石橋高 栃木 4 4 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｲｼﾊﾞｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立石橋高等学校

146 大田原高 栃木 4 4 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｵｵﾀﾜﾗｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立大田原高等学校

147 大田原女子高 栃木 2 2 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｵｵﾀﾜﾗｼﾞｮｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立大田原女子高等学校

148 栃木女高 栃木 6 6 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂﾄﾁｷﾞｼﾞｮｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立栃木女子高等学校

149 栃農高 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂﾄﾁｷﾞﾉｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立栃木農業高等学校

150 那須拓陽高 栃木 1 1 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂﾅｽﾀｸﾖｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立那須拓陽高等学校

151 矢板東高 栃木 1 1 2 ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂﾔｲﾀﾋｶﾞｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 栃木県立矢板東高等学校

152 栃木陸協 栃木 7 2 9 ﾄﾁｷﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 栃木陸上競技協会

153 日本栄養給食協会 栃木 1 1 ﾆﾎﾝｴｲﾖｳｷｭｳｷｮｸｷｮｳｶｲ 日本栄養給食協会

154 日女体大 栃木 1 1 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 日本女子体育大学

155 日本体育大 栃木 1 1 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 日本体育大学

156 日本大 栃木 2 2 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 日本大学

157 流通経済大 栃木 2 2 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 流通経済大学

158 國學院栃木高 栃木 1 2 3 ｺｸｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾄﾁｷﾞｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 國學院大學栃木高等学校

159 ALSOK群馬 群馬 1 1 ｱﾙｿｯｸｸﾞﾝﾏ ALSOK群馬

160 GAK 群馬 1 1 ｼﾞｰｴｰｹｰ ぐんま国際アカデミー高等部

161 ﾍﾞﾙAC 群馬 1 1 ﾍﾞﾙｴｰｼｰ ﾍﾞﾙｱｽﾚﾁｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝAC

162 四ﾂ葉中等教 群馬 8 2 10 1 1 ﾖﾂﾊﾞﾁｭｳﾄｳｷｮｳ 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校

163 伊勢崎第一中 群馬 1 1 ｲｾｻｷﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ 伊勢崎市立第一中学校

164 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 群馬 1 1 ｲｾｻｸｸﾗﾌﾞ 伊勢崎陸上クラブ

165 育英大 群馬 5 1 6 ｲｸｴｲﾀﾞｲ 育英大学

166 宇都宮大 群馬 1 1 ｳﾂﾉﾐﾔﾀﾞｲ 宇都宮大学

167 関東学園大 群馬 6 6 1 1 ｶﾝﾄｳｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲ 関東学園大学

168 関学大附高 群馬 1 1 ｶﾝｶﾞｸﾀﾞｲﾌｺｳ 関東学園大学附属高等学校

169 共愛学園高 群馬 6 14 20 1 2 3 ｷｮｳｱｲｶﾞｸｴﾝｺｳ 共愛学園高等学校

170 桐生市陸協 群馬 2 2 ｷﾘｭｳｼﾘｯｷｮｳ 桐生市陸上競技協会

171 桐生市商業高 群馬 6 6 1 1 ｷﾘｭｳｼｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ 桐生市立商業高等学校

172 桐生一高 群馬 3 3 ｷﾘｭｳｲﾁｺｳ 桐生第一高等学校

173 群大TF 群馬 6 1 7 1 1 ｸﾞﾝﾀﾞｲﾃｨｰｴﾌ 群大TF

174 群大TF荒牧 群馬 1 1 ｸﾞﾝﾀﾞｲﾃｨｰｴﾌｱﾗﾏｷ 群大TF荒牧ｸﾗﾌﾞ

175 伊勢崎清明高 群馬 13 13 2 2 ｲｾｻｷｾｲﾒｲｺｳ 群馬県立伊勢崎清明高等学校

176 吉井高 群馬 2 2 ﾖｼｲｺｳ 群馬県立吉井高等学校

177 桐生高 群馬 1 10 11 2 2 ｷﾘｭｳｺｳ 群馬県立桐生高等学校

178 吾妻中央高 群馬 1 1 2 ｱｶﾞﾂﾏﾁｭｳｵｳｺｳ 群馬県立吾妻中央高等学校

179 高崎高 群馬 2 2 ﾀｶｻｷｺｳ 群馬県立高崎高等学校

180 高崎女子高 群馬 13 13 2 2 ﾀｶｻｷｼﾞｮｼｺｳ 群馬県立高崎女子高等学校

181 高崎商業高 群馬 1 4 5 ﾀｶｻｷｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ 群馬県立高崎商業高等学校

182 勢多農林高 群馬 1 1 2 ｾﾀﾉｳﾘﾝｺｳ 群馬県立勢多農林高校

183 前橋工業高 群馬 1 1 ﾏｴﾊﾞｼｺｳｷﾞｮｳｺｳ 群馬県立前橋工業高等学校

184 前橋高 群馬 1 1 ﾏｴﾊﾞｼｺｳ 群馬県立前橋高等学校

185 前橋女高 群馬 1 1 ﾏｴﾊﾞｼｼﾞｮｺｳ 群馬県立前橋女子高等学校

186 前橋商業高 群馬 1 1 2 ﾏｴﾊﾞｼｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ 群馬県立前橋商業高等学校

187 前橋西高 群馬 1 1 ﾏｴﾊﾞｼﾆｼｺｳ 群馬県立前橋西高等学校

188 前橋東高 群馬 1 1 ﾏｴﾊﾞｼﾋｶﾞｼｺｳ 群馬県立前橋東高等学校

189 太田工業高 群馬 2 2 ｵｵﾀｺｳｷﾞｮｳｺｳ 群馬県立太田工業高等学校

190 太田女子高 群馬 11 11 1 1 ｵｵﾀｼﾞｮｼｺｳ 群馬県立太田女子高等学校

191 太田東高 群馬 7 7 1 1 ｵｵﾀﾋｶﾞｼｺｳ 群馬県立太田東高等学校

192 中央中等教 群馬 1 1 ﾁｭｳｵｳﾁｭｳﾄｳｷｮｳ 群馬県立中央中等教育学校

193 藤岡中央高 群馬 1 1 ﾌｼﾞｵｶﾁｭｳｵｳｺｳ 群馬県立藤岡中央高等学校

194 富岡高 群馬 1 1 ﾄﾐｵｶｺｳ 群馬県立富岡高等学校

195 群馬大 群馬 3 3 ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲ 群馬大学

196 群馬陸協 群馬 1 1 ｸﾞﾝﾏﾘｯｷｮｳ 群馬陸上競技協会

197 高経大 群馬 1 1 ﾀｶｹｲﾀﾞｲ 高崎経済大学

198 高崎市陸協 群馬 1 1 ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ 高崎市陸上競技協会

199 国際武道大 群馬 2 2 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 国際武道大学

200 国士舘大 群馬 1 1 2 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 国士舘大学

201 芝浦工大 群馬 1 1 ｼﾊﾞｳﾗｺｳﾀﾞｲ 芝浦工業大学

202 樹徳高 群馬 12 4 16 2 2 ｼﾞｭﾄｸｺｳ 樹徳高等学校

203 駿河台大 群馬 2 1 3 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲ 駿河台大学

204 順天堂大 群馬 1 1 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾀﾞｲ 順天堂大学
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205 上州AC 群馬 1 1 ｼﾞｮｳｼｭｳｴｰｼｰ 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

206 上武大 群馬 18 2 20 1 1 ｼﾞｮｳﾌﾞﾀﾞｲ 上武大学

207 城西大 群馬 2 2 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲ 城西大学

208 新潟医福大 群馬 1 1 2 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸﾀﾞｲ 新潟医療福祉大学

209 新島学園高 群馬 15 15 1 1 ﾆｲｼﾞﾏｶﾞｸｴﾝｺｳ 新島学園高等学校

210 聖学院大 群馬 1 1 ｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 聖学院大学

211 青学大 群馬 2 2 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 青山学院大学

212 前橋育英高 群馬 9 7 16 2 1 3 ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴｲｺｳ 前橋育英高等学校

213 桂萱中 群馬 1 1 ｶｲｶﾞﾔﾁｭｳ 前橋市立桂萱中学校

214 市立前橋高 群馬 1 1 ｲﾁﾘﾂﾏｴﾊﾞｼｺｳ 前橋市立前橋高等学校

215 太田市陸協 群馬 1 1 ｵｵﾀｼﾘｯｷｮｳ 太田市陸上競技協会

216 市立太田高 群馬 1 1 ｲﾁﾘﾂｵｵﾀｺｳ 太田市立太田高等学校

217 大東文化大 群馬 2 2 ﾀﾞｲﾄｳﾀﾞｲ 大東文化大学

218 中央大 群馬 2 2 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 中央大学

219 登利平AC 群馬 1 1 ﾄﾘﾍｲｴｰｼｰ 登利平ＡＣ

220 東海大 群馬 1 1 2 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 東海大学

221 東京学芸大 群馬 2 2 4 ﾄｳｶﾞｸﾀﾞｲ 東京学芸大学

222 東京女子体育大 群馬 1 1 ﾄｳｼﾞｮﾀｲﾀﾞｲ 東京女子体育大学

223 東京農大 群馬 4 4 1 1 ﾄｳｷｮｳﾉｳﾀﾞｲ 東京農業大学

224 東農大二高 群馬 9 1 10 1 1 ﾄｳﾉｳﾀﾞｲﾆｺｳ 東京農業大学第二高等学校

225 東洋大 群馬 1 1 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 東洋大学

226 同志社大 群馬 1 1 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ 同志社大学

227 日女体大 群馬 1 1 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀﾞｲ 日本女子体育大学

228 日本体育大 群馬 1 1 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 日本体育大学

229 日本大 群馬 1 1 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 日本大学

230 文教大 群馬 1 1 ﾌﾞﾝｷｮｳﾀﾞｲ 文教大学

231 平成国際大 群馬 3 3 ﾍｲｾｲｺｸｻｲﾀﾞｲ 平成国際大学

232 法政大 群馬 1 1 2 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 法政大学

233 名古屋大 群馬 1 1 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 名古屋大学

234 緑走ｸﾗﾌﾞ 群馬 1 1 ﾘｮｸｿｳｸﾗﾌﾞ 緑走クラブ

235 Bloom 埼玉 11 11 2 2 ﾌﾞﾙｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ Bloom

236 EiferAC 埼玉 5 1 6 ｱｲﾌｧｰｴｰｼｰ EiferAC

237 MBC 埼玉 2 2 ｴﾑﾋﾞｰｼｰ MBC

238 S&K 埼玉 1 1 ｴｽｱﾝﾄﾞｹｰ S&K

239 STS 埼玉 2 2 ｴｽﾃｨｴｽ STS

240 UNITE 埼玉 7 7 1 1 ﾕﾅｲﾄ UNITE

241 いずみ高 埼玉 1 1 ｲｽﾞﾐｺｳｺｳ いずみ高等学校

242 おごせ石川眼科 埼玉 1 1 ｵｺﾞｾｲｼｶﾜｶﾞﾝｶ おごせ石川眼科

243 ﾆﾄﾘ 埼玉 1 1 ﾆﾄﾘ ニトリ

244 ふじみ野高 埼玉 1 1 ﾌｼﾞﾐﾉｺｳ ふじみ野高等学校

245 ﾜｾﾀﾞｸﾗﾌﾞ 埼玉 1 1 ﾜｾﾀﾞｸﾗﾌﾞ ワセダクラブ

246 伊奈学園総合高 埼玉 6 8 14 1 1 2 ｲﾅｶﾞｸｴﾝｿｳｺﾞｳｺｳｺｳ 伊奈学園総合高等学校

247 羽生一高 埼玉 1 1 ﾊﾆｭｳｲﾁｺｳ 羽生一高等学校

248 浦和南高 埼玉 1 1 ｳﾗﾜﾐﾅﾐｺｳ 浦和南高等学校

249 花咲徳栄高 埼玉 1 9 10 2 2 ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙｺｳ 花咲徳栄高等学校

250 滑川総合高 埼玉 2 2 ﾅﾒｶﾞﾜｿｳｺﾞｳｺｳ 滑川総合高等学校

251 関東学園大 埼玉 1 1 ｶﾝﾄｳｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 関東学園大学

252 熊谷女高 埼玉 2 2 ｸﾏｶﾞﾔｼﾞｮｼｺｳｺｳ 熊谷女子高等学校

253 栗橋北彩高 埼玉 1 1 ｸﾘﾊｼﾎｸｻｲｺｳ 栗橋北彩高等学校

254 国際学院高 埼玉 1 1 ｺｸｻｲｶﾞｸｲﾝｺｳｺｳ 国際学院高等学校

255 国際武道大 埼玉 3 3 ﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 国際武道大学

256 斎藤商事 埼玉 1 1 ｻｲﾄｳｼｮｳｼﾞ 斎藤商事

257 埼玉医大G 埼玉 2 2 ｻｲﾀﾏｲｶﾀﾞｲｶﾞｸｸﾞﾙｰﾌﾟ 埼玉医大G

258 埼玉栄高 埼玉 7 5 12 1 1 ｻｲﾀﾏｻｶｴｺｳ 埼玉栄高等学校

259 埼玉滑川走友会 埼玉 2 2 ｻｲﾀﾏﾅﾒｶﾞﾜｿｳﾕｳｶｲ 埼玉滑川走友会

260 埼玉大TC 埼玉 2 2 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲﾃｨｰｼｲｰ 埼玉大ＴＣ

261 埼玉大 埼玉 2 2 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ 埼玉大学

262 埼玉陸協 埼玉 8 1 9 ｻｲﾀﾏﾘｯｷｮｳ 埼玉陸上競技協会

263 桜美林大 埼玉 1 1 ｵｳﾋﾞﾘﾝﾀﾞｲ 桜美林大学

264 山梨学院大 埼玉 2 2 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝ 山梨学院大学

265 市立浦和高 埼玉 1 1 ｲﾁﾘﾂｳﾗﾜ 市立浦和高等学校

266 春高会 埼玉 1 1 ｶｽｺｳｶｲ 春高会

267 春日部東高 埼玉 6 7 13 1 1 2 ｶｽｶﾍﾞﾋｶﾞｼｺｳ 春日部東高等学校

268 駿河台大 埼玉 13 1 14 1 1 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 駿河台大学

269 駿大AC 埼玉 1 1 ｽﾝﾀﾞｲAC 駿大ＡＣ

270 順天堂大 埼玉 4 6 10 ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 順天堂大学

271 所沢西高 埼玉 1 1 ﾄｺﾛｻﾞﾜﾆｼ 所沢西高等学校

272 所沢北高 埼玉 7 2 9 1 1 ﾄｺﾛｻﾞﾜｷﾀｺｳ 所沢北高等学校
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273 小金井精機 埼玉 1 1 ｺｶﾞﾈｲｾｲｷ 小金井精機

274 小川町陸協 埼玉 1 1 ｵｶﾞﾜﾏﾁﾘﾂｷﾖｳ 小川町陸上競技協会

275 尚美大 埼玉 7 7 1 1 ｼｮｳﾋﾞﾀﾞｲ 尚美大学

276 昌平高 埼玉 17 17 2 2 ｼｮｳﾍｲ 昌平高等学校

277 松山高 埼玉 2 2 ﾏﾂﾔﾏｺｳｺｳ 松山高等学校

278 城西大 埼玉 2 1 3 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲ 城西大学

279 進修館高 埼玉 1 1 ｼﾝｼｭｳｶﾝｺｳ 進修館高等学校

280 成城大 埼玉 1 1 ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 成城大学

281 星野高 埼玉 1 1 2 ﾎｼﾉｺｳ 星野高等学校

282 聖学院大 埼玉 9 9 1 1 ｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 聖学院大学

283 聖望高 埼玉 1 1 ｾｲﾎﾞｳ 聖望高等学校

284 西武台AC 埼玉 1 3 4 ｾｲﾌﾞﾀﾞｲｴｰｼｰ 西武台AC

285 西武台高 埼玉 1 4 5 ｾｲﾌﾞﾀﾞｲｺｳ 西武台高等学校

286 西武文理AC 埼玉 1 1 ｾｲﾌﾞﾌﾞﾝﾘｴｰｼｰ 西武文理AC

287 川越市陸協 埼玉 3 3 ｶﾜｺﾞｴﾘｯｷｮｳ 川越市陸上競技協会

288 川口市立高 埼玉 3 2 5 ｶﾜｸﾞﾁｼﾘﾂｺｳ 川口市立高等学校

289 川口北高 埼玉 1 1 ｶﾜｸﾞﾁｷﾀｺｳ 川口北高等学校

290 早稲田大 埼玉 2 2 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 早稲田大学

291 早大同 埼玉 10 6 16 2 1 3 ｿｳﾀﾞｲﾄﾞｳ 早稲田大学同好会

292 大宮東高 埼玉 9 9 1 1 ｵｵﾐﾔﾋｶﾞｼｺｳ 大宮東高等学校

293 大宮北高 埼玉 1 1 ｵｵﾐﾔｷﾀｺｳ 大宮北高等学校

294 大東文化大 埼玉 4 1 5 ﾀﾞｲﾄｳﾌﾞﾝｶﾀﾞｲｶﾞｸ 大東文化大学

295 中央大 埼玉 1 1 ﾁｭｳﾀﾞｲ 中央大学

296 津田塾大 埼玉 1 1 ﾂﾀﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ 津田塾大学

297 東海大 埼玉 1 1 2 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 東海大学

298 東京学芸大 埼玉 1 1 ﾄｳｶﾞｸﾀﾞｲ 東京学芸大学

299 東京女子体育大 埼玉 6 6 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲﾀﾞｲ 東京女子体育大学

300 東洋大 埼玉 4 4 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 東洋大学

301 日女体大 埼玉 13 13 2 2 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀﾞｲ 日本女子体育大学

302 日体大 埼玉 1 5 6 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 日本体育大学

303 入間向陽高 埼玉 1 1 ｲﾙﾏｺｳﾖｳｺｳ 入間向陽高等学校

304 白岡高 埼玉 1 1 ｼﾗｵｶｺｳｺｳ 白岡高等学校

305 不動岡ｸﾗﾌﾞ 埼玉 1 1 ﾌﾄﾞｳｵｶｸﾗﾌﾞ 不動岡クラブ

306 不動岡高 埼玉 2 2 ﾌﾄﾞｳｵｶｺｳ 不動岡高等学校

307 武南高 埼玉 7 1 8 1 1 ﾌﾞﾅﾝｺｳ 武南高等学校

308 平国大 埼玉 2 1 3 ﾍｲｺｸﾀﾞｲ 平成国際大学

309 片柳中 埼玉 1 1 ｶﾀﾔﾅｷﾞﾁｭｳ 片柳中学校

310 法政大 埼玉 1 1 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 法政大学

311 豊岡高 埼玉 1 6 7 1 1 ﾄﾖｵｶ 豊岡高等学校

312 防衛医大 埼玉 1 1 ﾎﾞｳｴｲｲﾀﾞｲ 防衛医大

313 本庄一高 埼玉 3 3 ﾎﾝｼﾞｮｳｲﾁｺｳ 本庄一高等学校

314 本庄東高 埼玉 5 5 ﾎﾝｼﾞｮｳﾋｶﾞｼｺｳ 本庄東高等学校

315 名古屋大 埼玉 1 1 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲｶﾞｸ 名古屋大学

316 友誠館 埼玉 1 1 ﾕｳｾｲｶﾝ 友誠館

317 陸歩ｸﾗﾌﾞ 埼玉 1 1 ﾘｯﾎﾟｸﾗﾌﾞ 陸歩クラブ

318 立教大 埼玉 1 1 ﾘﾂﾀﾞｲ 立教大学

319 流通経済大 埼玉 1 1 ﾘｭｳｹｲﾀﾞｲ 流通経済大学

320 蓮田松韻高 埼玉 1 1 ﾊｽﾀﾞｼｮｳｲﾝｺｳｺｳ 蓮田松韻高等学校

321 Accel 千葉 19 19 2 2 ｱｸｾﾙﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ Accel Track Club

322 SPARK 千葉 1 1 ｽﾊﾟｰｸ ＳＰＡＲＫ

323 STAC 千葉 1 1 2 ｽﾀｯｸﾁﾊﾞ STAC 千葉

324 RUDOLF 千葉 6 6 1 1 ﾁｰﾑ ﾙﾄﾞﾙﾌ TEAM RUDOLF

325 いんば学舎 千葉 1 1 ｲﾝﾊﾞｶﾞｸｼｬ いんば学舎

326 ｵｷHD 千葉 1 1 ｵｷ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ オキ・ホールディングス

327 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 千葉 7 7 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ ユニバーサルエンターテインメント

328 育英大 千葉 1 1 ｲｸｴｲﾀﾞｲｶﾞｸ 育英大学

329 一橋大 千葉 1 1 ﾋﾄﾂﾊﾞｼﾀﾞｲｶﾞｸ 一橋大学

330 浦安市陸協 千葉 1 1 ｳﾗﾔｽｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 浦安市陸上競技協会

331 横浜国立大 千葉 1 1 ﾖｺﾊﾏｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 横浜横浜国立大学

332 千葉敬愛高 千葉 1 1 ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝﾁﾊﾞｹｲｱｲｶﾞｸｴﾝ ﾁﾊﾞｹｲｱｲｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 学校法人千葉敬愛学園　千葉敬愛高等学校

333 玉川大 千葉 1 1 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 玉川大学

334 敬愛学園高 千葉 1 1 ｹｲｱｲｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 敬愛学園高等学校

335 国際武道大 千葉 3 3 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 国際武道大学

336 国際武道大AC 千葉 1 1 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸｴｰｼｰ 国際武道大学A.C.

337 国士舘大 千葉 2 2 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 国士舘大学

338 市立船橋高 千葉 15 15 30 2 2 4 ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼｺｳｺｳ 市立船橋高等学校

339 渋谷学園幕張高 千葉 1 1 ｼﾌﾞﾔｷｮｳｲｸｶﾞｸｴﾝﾏｸﾊﾘｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 渋谷教育学園幕張高等学校

340 駿河台大 千葉 2 2 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 駿河台大学
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341 順天堂大 千葉 4 5 9 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 順天堂大学

342 松戸市陸協 千葉 3 3 ﾏﾂﾄﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 松戸市陸上競技協会

343 市立松戸高 千葉 6 6 1 1 ﾏﾂﾄﾞｼﾘﾂﾏﾂﾄﾞｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 松戸市立松戸高等学校

344 城西大 千葉 1 1 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ 城西大学

345 成田高 千葉 13 16 29 2 2 4 ﾅﾘﾀｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 成田高等学校

346 清和大 千葉 2 2 4 ｾｲﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 清和大学

347 聖徳大 千葉 2 2 ｾｲﾄｸﾀﾞｲｶﾞｸ 聖徳大学

348 西武台千葉高 千葉 3 14 17 2 2 ｾｲﾌﾞﾀﾞｲﾁﾊﾞｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 西武台千葉高等学校

349 青山学院大 千葉 2 2 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 青山学院大学

350 千葉興業銀行 千葉 2 2 ﾁﾊﾞｺｳｷﾞｮｳｷﾞﾝｺｳ 千葉興業銀行

351 安房高 千葉 1 1 ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂｱﾜｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉県立安房高等学校

352 我孫子高 千葉 2 2 ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂｱﾋﾞｺｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉県立我孫子高等学校

353 君津高 千葉 7 7 1 1 ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂｷﾐﾂｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉県立君津高等学校

354 国府台高 千葉 1 1 ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂｺｳﾉﾀﾞｲｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉県立国府台高等学校

355 成東高 千葉 1 1 ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂﾅﾙﾄｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉県立成東高等学校

356 大多喜高 千葉 1 1 ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂｵｵﾀｷｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉県立大多喜高等学校

357 東金商高 千葉 1 1 ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂﾄｳｶﾞﾈｼｮｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉県立東金商業高等学校

358 柏南高 千葉 1 1 ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂｶｼﾜﾐﾅﾐｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉県立柏南高等学校

359 八千代高 千葉 6 15 21 1 2 3 ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂﾔﾁﾖｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉県立八千代高等学校

360 幕張総合高 千葉 1 2 3 ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂﾏｸﾊﾘｿｳｺﾞｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉県立幕張総合高等学校

361 流山南高 千葉 2 2 ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂﾅｶﾞﾚﾔﾏﾐﾅﾐｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉県立流山南高等学校

362 市立稲毛高 千葉 1 1 ﾁﾊﾞｼﾘﾂｲﾅｹﾞｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉市立稲毛高等学校

363 千葉大 千葉 1 1 2 ﾁﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 千葉大学

364 千葉大ｸﾗﾌﾞ 千葉 1 1 ﾁﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸｸﾗﾌﾞ 千葉大学クラブ

365 千葉陸協 千葉 2 1 3 ﾁﾊﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 千葉陸上競技協会

366 千葉黎明高 千葉 10 10 2 2 ﾁﾊﾞﾚｲﾒｲｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉黎明高等学校

367 早稲田大 千葉 4 1 5 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 早稲田大学

368 筑波大 千葉 2 2 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 筑波大学

369 中央大 千葉 7 7 1 1 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ 中央大学

370 東亜道路工業 千葉 1 1 ﾄｳｱﾄﾞｳﾛｺｳｷﾞｮｳ 東亜道路工業

371 東海大 千葉 7 7 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ 東海大学

372 東海大浦安高 千葉 2 10 12 1 1 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｳﾗﾔｽｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 東海大学付属浦安高等学校

373 東海大望洋高 千葉 3 3 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｲﾁﾊﾗﾎﾞｳﾖｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 東海大学付属市原望洋高等学校

374 東海大北海道 千葉 1 1 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾎｯｶｲﾄﾞｳ 東海大学北海道

375 東京学館高 千葉 1 8 9 1 1 ﾄｳｷｮｳｶﾞｯｶﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 東京学館高等学校

376 東京学館船橋高 千葉 1 2 3 ﾄｳｷｮｳｶﾞｯｶﾝﾌﾅﾊﾞｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 東京学館船橋高等学校

377 東京学芸大 千葉 1 1 ﾄｳｷｮｳｶﾞｸｹﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 東京学芸大学

378 東京理科大 千葉 1 1 ﾄｳｷｮｳﾘｶﾀﾞｲｶﾞｸ 東京理科大学

379 二松学舎柏高 千葉 2 2 ﾆｼｮｳｶﾞｸｼｬﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｶｼﾜｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 二松学舎大学附属柏高等学校

380 日本女体大 千葉 2 2 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 日本女子体育大学

381 日本製鉄君津 千葉 1 1 ﾆｯﾎﾟﾝｾｲﾃﾂｷﾐﾂ 日本製鉄君津

382 日本体育大 千葉 5 2 7 1 1 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 日本体育大学

383 日体大柏高 千葉 2 2 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸｶｼﾜｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 日本体育大学柏高等学校

384 日本大 千葉 7 4 11 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 日本大学

385 市立柏高 千葉 1 4 5 ｶｼﾜｼﾘﾂｶｼﾜｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 柏市立柏高等学校

386 八千代松陰高 千葉 3 2 5 ﾔﾁﾖｼｮｳｲﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 八千代松陰高等学校

387 福岡大 千葉 1 1 ﾌｸｵｶﾀﾞｲｶﾞｸ 福岡大学

388 平成国際大 千葉 1 1 ﾍｲｾｲｺｸｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ 平成国際大学

389 木更津総合高 千葉 2 2 ｷｻﾗﾂﾞｿｳｺﾞｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 木更津総合高等学校

390 陸桜会千葉 千葉 1 1 2 ﾘｸｵｳｶｲﾁﾊﾞ 陸桜会千葉

391 立教大 千葉 3 1 4 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 立教大学

392 流通経済大 千葉 6 3 9 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 流通経済大学

393 翔凜高 千葉 1 1 ｼｮｳﾘﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 翔凛高等学校

394 市立銚子高 千葉 1 1 ｼﾘﾂﾁｮｳｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 市立銚子高等学校

395 船橋法典高 千葉 1 1 ﾁﾊﾞﾚｲﾒｲｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 千葉黎明高等学校

396 FABLA 神奈川 1 1 ﾌｧﾌﾞﾗ FABLA

397 HappinessAC 神奈川 1 1 ﾊﾋﾟﾈｽｴｰｼｰ HappinessAC

398 MORE 神奈川 7 7 1 1 ﾓｱｰ MORE

399 SAC 神奈川 8 8 1 1 ｻｯｸ SAC

400 Setech AC 神奈川 7 7 1 1 ｾﾃｯｸｴｰｼｰ Setech AC

401 SNE Athletes 神奈川 1 1 ｴｽｴﾇｲｰｱｽﾘｰﾂ SNE Athletes

402 ｱｽﾚﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 神奈川 1 1 ｱｽﾚﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ ｱｽﾚﾃｨｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

403 ｱﾏｷﾞ 神奈川 1 1 ｱﾏｷﾞ ｱﾏｷﾞ

404 お茶の水女子大 神奈川 1 1 ｵﾁｬﾉﾐｽﾞｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ お茶の水女子大学

405 ﾀﾞｲﾃｯｸｽ.AT 神奈川 1 1 ﾀﾞｲﾃｯｸｽｱｽﾚﾁｯｸｽﾁｰﾑ ﾀﾞｲﾃｯｸｽｱｽﾚﾁｯｸｽﾁｰﾑ

406 ﾆｯﾊﾟﾂ 神奈川 3 3 ﾆｯﾊﾟﾂ ﾆｯﾊﾟﾂ

407 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 神奈川 8 9 17 1 2 3 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ ﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ ｸﾗﾌﾞ ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ ﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ ｸﾗﾌﾞ

408 旭丘高 神奈川 1 1 ｱｻﾋｶﾞｵｶｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 旭丘高等学校
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409 綾瀬高 神奈川 1 1 ｱﾔｾｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 綾瀬高等学校

410 伊勢原市陸協 神奈川 1 1 ｲｾﾊﾗｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 伊勢原市陸上競技協会

411 荏田高 神奈川 11 11 2 2 ｴﾀﾞｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 荏田高等学校

412 横須賀学院高 神奈川 1 1 ﾖｺｽｶｶﾞｸｲﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 横須賀学院高等学校

413 横須賀高 神奈川 1 1 2 ﾖｺｽｶｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 横須賀高等学校

414 横須賀大津高 神奈川 1 1 ﾖｺｽｶｵｵﾂｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 横須賀大津高等学校

415 横浜学園高 神奈川 1 1 ﾖｺﾊﾏｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 横浜学園高等学校

416 横浜国立大 神奈川 2 2 ﾖｺﾊﾏｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 横浜国立大学

417 横浜国大AC 神奈川 1 1 ﾖｺﾊﾏｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸｴｰｼｰ 横浜国立大学AC

418 横浜市陸協 神奈川 3 3 ﾖｺﾊﾏｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 横浜市陸上競技協会

419 市立金沢高 神奈川 1 1 ﾖｺﾊﾏｼﾘﾂｶﾅｻﾞﾜｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 横浜市立金沢高等学校

420 横浜清風高 神奈川 1 3 4 ﾖｺﾊﾏｾｲﾌｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 横浜清風高等学校

421 関東学院大 神奈川 1 1 ｶﾝﾄｳｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 関東学院大学

422 京都大 神奈川 1 1 ｷｮｳﾄﾀﾞｲｶﾞｸ 京都大学

423 桐蔭横浜大 神奈川 3 3 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏﾀﾞｲｶﾞｸ 桐蔭横浜大学

424 金沢総合高 神奈川 1 1 ｶﾅｻﾞﾜｿｳｺﾞｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 金沢総合高等学校

425 慶應義塾大 神奈川 9 3 12 1 1 ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ 慶應義塾大学

426 公文国際高 神奈川 1 1 ｸﾓﾝｺｸｻｲｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳﾌﾞ 公文国際学園高等部

427 港北高 神奈川 9 9 2 2 ｺｳﾎｸｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 港北高等学校

428 国際武道大 神奈川 1 1 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 国際武道大学

429 国士舘大 神奈川 1 4 5 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 国士舘大学

430 座間高 神奈川 1 1 ｻﾞﾏｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 座間高等学校

431 三浦学苑高 神奈川 3 3 6 ﾐｳﾗｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 三浦学苑高等学校

432 駿河台大 神奈川 1 1 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 駿河台大学

433 順天堂大 神奈川 3 3 6 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 順天堂大学

434 小田原市役所 神奈川 2 2 ｵﾀﾞﾜﾗｼﾔｸｼｮ 小田原市役所

435 小田原城北工高 神奈川 1 1 ｵﾀﾞﾜﾗｼﾞｮｳﾎｸｺｳｷﾞｮｳｺｳｵｳｶﾞｯｺｳ 小田原城北工業高等学校

436 湘南工科大 神奈川 2 2 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶﾀﾞｲｶﾞｸ 湘南工科大学

437 湘南工大附高 神奈川 1 1 2 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 湘南工科大学附属高等学校

438 上智大 神奈川 1 1 ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲｶﾞｸ 上智大学

439 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ 神奈川 1 1 ｶﾅｶﾞﾜﾏｽﾀｰｽﾞ 神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ

440 神奈川大 神奈川 7 3 10 1 1 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 神奈川大学

441 秦野高 神奈川 1 1 ﾊﾀﾞﾉｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 秦野高等学校

442 秦野市消防本部 神奈川 1 1 ﾊﾀﾞﾉｼｼｮｳﾎﾞｳﾎﾝﾌﾞ 秦野市消防本部

443 菅高 神奈川 2 2 ｽｹﾞｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 菅高等学校

444 青山学院大 神奈川 1 1 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 青山学院大学

445 川崎市陸協 神奈川 2 2 ｶﾜｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 川崎市陸上競技協会

446 川崎市立橘高 神奈川 1 1 ｶﾜｻｷｼﾘﾂﾀﾁﾊﾞﾅｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 川崎市立橘高等学校

447 川和高 神奈川 1 1 ｶﾜﾜｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 川和高等学校

448 ｷﾞｵﾝｽAC 神奈川 1 1 ｻｶﾞﾐﾊﾗｷﾞｵﾝｽﾀｼﾞｱﾑｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 相模原ｷﾞｵﾝｽﾀｼﾞｱﾑｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

449 相模原市陸協 神奈川 1 1 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 相模原市陸上競技協会

450 相模原総合高 神奈川 1 1 ｻｶﾞﾐﾊﾗｿｳｺﾞｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 相模原総合高等学校

451 相模原弥栄高 神奈川 2 6 8 1 1 ｻｶﾞﾐﾊﾗﾔｴｲｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 相模原弥栄高等学校

452 相洋高 神奈川 7 12 19 1 2 3 ｿｳﾖｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 相洋高等学校

453 足柄下郡陸協 神奈川 1 1 ｱｼｶﾞﾗｼﾓｸﾞﾝﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 足柄下郡陸上競技協会

454 大松運輸 神奈川 1 1 ﾀﾞｲﾏﾂｳﾝﾕ 大松運輸

455 大船高 神奈川 6 6 1 1 ｵｵﾌﾅｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 大船高等学校

456 中央大 神奈川 2 2 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ 中央大学

457 中大附横浜高 神奈川 3 3 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾖｺﾊﾏｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 中央大学附属横浜高等学校

458 帝京大 神奈川 1 1 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 帝京大学

459 東海大 神奈川 4 1 5 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ 東海大学

460 東海大相模高 神奈川 10 10 2 2 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｻｶﾞﾐｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 東海大学付属相模高等学校

461 東京学芸大 神奈川 1 1 2 ﾄｳｷｮｳｶﾞｸｹﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 東京学芸大学

462 東京経済大 神奈川 1 1 ﾄｳｷｮｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 東京経済大学

463 東京女子体育大 神奈川 4 4 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 東京女子体育大学

464 東京農業大 神奈川 1 1 ﾄｳｷｮｳﾉｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 東京農業大学

465 藤沢工科高 神奈川 1 1 ﾌｼﾞｻﾜｺｳｶｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 藤沢工科高等学校

466 藤沢市陸協 神奈川 1 1 ﾌｼﾞｻﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 藤沢市陸上競技協会

467 同志社大 神奈川 1 1 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲｶﾞｸ 同志社大学

468 日本女子体育大 神奈川 4 4 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 日本女子体育大学

469 日本体育大 神奈川 3 1 4 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 日本体育大学

470 日本大 神奈川 1 1 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 日本大学

471 日油 神奈川 1 1 ﾆﾁﾕ 日油

472 鳩印G&T川崎 神奈川 1 1 ﾊﾄｼﾞﾙｼｼﾞｰｱﾝﾄﾞﾃｨｰｶﾜｻｷ 鳩印G&T川崎

473 平塚学園高 神奈川 1 1 ﾋﾗﾂｶｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 平塚学園高等学校

474 平塚江南高 神奈川 2 2 ﾋﾗﾂｶｺｳﾅﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 平塚江南高等学校

475 平塚市陸協 神奈川 1 1 ﾋﾗﾂｶｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 平塚市陸上競技協会

476 保土ケ谷高 神奈川 1 1 ﾎﾄﾞｶﾞﾔｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 保土ケ谷高等学校
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477 法政大 神奈川 10 5 15 1 1 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 法政大学

478 法政二高 神奈川 2 2 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲﾆｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 法政大学第二高等学校

479 法大Ⅱ部 神奈川 9 9 1 1 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲﾆﾀｲｲｸｶｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞﾌﾞ 法政大学第二体育会陸上競技部

480 防衛大学校 神奈川 1 1 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲｶﾞｸｺｳ 防衛大学校

481 麻溝台高 神奈川 1 1 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 麻溝台高等学校

482 明治大 神奈川 1 1 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 明治大学

483 明大同好会 神奈川 1 1 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾀｲｲｸﾄﾞｳｺｳｶｲﾚﾝｺﾞｳｶｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞﾌﾞ 明治大学体育同好会連合会陸上競技部

484 ｺﾞﾝｽﾎﾟAC 山梨 2 2 ｺﾞﾝｽﾎﾟｰﾂｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ GON SPORTS ATHLETE CLUB

485 KENNY 山梨 3 3 ｹﾆｰｴｰｼｰ KENNYa.c.

486 Takers 山梨 1 1 ﾃｲｶｰｽﾞ Takers

487 Utility M 山梨 1 1 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ ｴﾑ Utility M

488 よっちゃばれAC 山梨 1 1 ﾖｯﾁｬﾊﾞﾚｴｰｼｰ よっちゃばれAC

489 愛知教育大 山梨 1 1 ｱｲﾁｷｮｳｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 愛知教育大学

490 玉川大 山梨 1 1 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 玉川大学

491 甲府工業AC 山梨 1 1 ｺｳﾌｺｳｷﾞｮｳ ｴｰｼｰ 甲府工業AC

492 甲府城西高 山梨 1 1 ｺｳﾌｼﾞｮｳｻｲｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 甲府城西高等学校

493 甲府西高 山梨 2 2 ｺｳﾌﾆｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 甲府西高等学校

494 山梨さえき 山梨 1 1 ﾔﾏﾅｼｻｴｷ 山梨さえき

495 山梨ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ 山梨 1 1 ﾔﾏﾅｼｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ 山梨ジャンパーズ

496 山梨学院高教 山梨 1 1 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝｺｳｺｳｷｮｳｲﾝ 山梨学院高校教員

497 山梨学院高 山梨 7 7 1 1 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 山梨学院高等学校

498 山梨学院大 山梨 9 10 19 2 2 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 山梨学院大学

499 YGU.AC 山梨 2 2 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 山梨学院大学陸上クラブ

500 吉田高 山梨 1 1 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂﾖｼﾀﾞｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 山梨県立吉田高等学校

501 巨摩高 山梨 8 11 19 1 2 3 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂｺﾏｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 山梨県立巨摩高等学校

502 甲府工高 山梨 1 1 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂｺｳﾌｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 山梨県立甲府工業高等学校

503 甲府東高 山梨 1 1 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂｺｳﾌﾋｶﾞｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 山梨県立甲府東高等学校

504 甲府南高 山梨 2 12 14 2 2 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂｺｳﾌﾐﾅﾐｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 山梨県立甲府南高等学校

505 上野原高 山梨 3 1 4 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂｳｴﾉﾊﾗｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 山梨県立上野原高等学校

506 笛吹高 山梨 2 2 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂﾌｴﾌｷｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 山梨県立笛吹高等学校

507 韮崎高 山梨 8 11 19 1 2 3 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂﾆﾗｻｷｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 山梨県立韮崎高等学校

508 白根高 山梨 1 1 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂｼﾗﾈｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 山梨県立白根高等学校

509 山梨大 山梨 3 1 4 ﾔﾏﾅｼﾀﾞｲｶﾞｸ 山梨大学

510 梨大医陸 山梨 5 5 1 1 ﾔﾏﾅｼﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾘｸｼﾞｮｳﾌﾞ 山梨大学医学部陸上部

511 山梨陸協 山梨 1 1 ﾔﾏﾅｼﾘｯｷｮｳ 山梨陸上競技協会

512 駿河台大 山梨 5 5 1 1 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 駿河台大学

513 駿台甲府高 山梨 14 12 26 2 2 4 ｽﾝﾀﾞｲｺｳﾌｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 駿台甲府高等学校

514 順天堂大 山梨 1 1 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 順天堂大学

515 昭和AC 山梨 1 1 ｼｮｳﾜｴｰｼｰ 昭和AC

516 身延AC 山梨 4 1 5 ﾐﾉﾌﾞ ｴｰ ｼｰ 身延ＡＣ

517 身延高 山梨 8 2 10 1 1 ﾐﾉﾌﾞｺｳｺｳ 身延高校

518 早川陸上クラブ 山梨 1 1 ﾊﾔｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 早川陸上クラブ

519 TYPE-R 山梨 6 7 13 1 1 2 ﾀﾝｷｮﾘｸﾗﾌﾞ ﾀｲﾌﾟｱｰﾙ 短距離倶楽部TYPE-R

520 中京大 山梨 1 1 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 中京大学

521 長谷川体育 山梨 1 1 ﾊｾｶﾞﾜﾀｲｲｸｼｾﾂ 長谷川体育施設

522 都留興譲館高 山梨 9 2 11 2 2 ﾂﾙｺｳｼﾞｮｳｶﾝｺｳｺｳ 都留興譲館高校

523 都留高 山梨 4 1 5 ﾂﾙｺｳｺｳ 都留高校

524 都留文大 山梨 2 4 6 ﾂﾙﾌﾞﾝｶﾀﾞｲｶﾞｸ 都留文科大学

525 日体大 山梨 1 1 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 日本体育大学

526 日大明誠高 山梨 1 6 7 1 1 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾒｲｾｲｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 日本大学明誠高等学校

527 韮崎工業高 山梨 1 1 ﾆﾗｻｷｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ 韮崎工業高校

528 富士山の銘水 山梨 2 2 ﾌｼﾞｻﾝﾉﾒｲｽｲ 富士山の銘水

529 富士北稜高 山梨 7 3 10 1 1 ﾌｼﾞﾎｸﾘｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 富士北稜高等学校

530 流通経済大 山梨 1 1 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 流通経済大学
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