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1 滝沢ﾊﾑ 8035 小林 祐介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 男 1997 栃木 男子200m 22.29
2 滝沢ﾊﾑ 8036 坂本 将希 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 男 1996 栃木 男子100m・PM 11.00 開華カップ100m 11.00
3 宇都宮記念病院 0 小寺 美沙季 ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ 女 1995 栃木 6月の森カップ100m 11.96
4 宇都宮記念病院 0 茂呂 柊汰 ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 男 2000 栃木 男子100m・PM 10.44 開華カップ100m 10.44
5 作新学院大 784 中里 将基 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 男 4 2000 栃木 男子200m 21.39 開華カップ100m 10.52
6 作新学院大 802 乾 渉夢 ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 男 2 2002 栃木 男子100m・PM 11.20
7 作新学院大 807 湯原 海斗 ﾕﾊﾗ ｶｲﾄ 男 2 2002 茨城 男子100m・AM 11.20 男子200m 22.70
8 作新学院大 805 細川 展世 ﾎｿｶﾜ ﾃﾝｾｲ 男 2 2002 茨城 高校一般男子110mH・AM 14.96 高校一般男子110mH・PM 14.96
9 作新学院大 800 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 男 2 2002 栃木 男子100m・PM 10.68

10 作新学院大 801 久保 翼 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 男 2 2002 栃木 男子100m・PM 11.20
11 作新学院大 810 中里 伊吹 ﾅｶｻﾞﾄ ｲﾌﾞｷ 男 2 2002 栃木 男子100m・AM 11.81 男子100m・PM 11.81
12 作新学院大 815 小林 優斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 男 1 2003 栃木 男子100m・AM 11.20 男子200m 22.90
13 作新学院大 816 和田 大輝 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男 1 2003 茨城 男子200m 22.23
14 作新学院大 5717 金澤 侑士 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 男 1 2004 茨城 男子200m 23.50
15 作新学院大 817 山田 吾 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ 男 1 2003 茨城 男子100m・PM 11.20
16 作新学院大 9195 福田 奈央 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 女 4 2001 栃木 6月の森カップ100m 11.90
17 作新学院大 9196 高橋 萌 ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 女 4 2000 栃木 女子100m・PM 13.00 6月の森カップ100m 13.00
18 作新学院大 9200 関根 こころ ｾｷﾈ ｺｺﾛ 女 3 2002 栃木 6月の森カップ100m 12.07
19 作新学院大 9204 瀬沼 有咲 ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 女 3 2001 栃木 6月の森カップ100m 12.20
20 作新学院大 9206 倉澤 みはな ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 女 1 2003 栃木 女子100m・AM 12.44 女子200m 25.56
21 作新学院大 814 木野内 京介 ｷﾉｳﾁ ｷｮｳｽｹ 男 1 2003 茨城 男子100m・PM 11.18 男子200m 22.13
22 白鴎大 3060 大沼 慶稀 ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ 男 3 2002 栃木 男子100m・PM 11.80
23 白鴎大 3061 櫛田 崇裕 ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男 4 2001 栃木 男子100m・AM 10.80 男子100m・PM 10.80 男子200m
24 白鴎大 3062 添田 悠真 ｿｴﾀ ﾕｳﾏ 男 4 2001 栃木 男子200m 23.50
25 白鴎大 3065 石井 源泰 ｲｼｲ ｹﾞﾝﾀｲ 男 2 2002 栃木 男子100m・AM 11.50 男子100m・PM 11.50
26 白鴎大 3067 女屋 恵太 ｵﾅﾔ ｹｲﾀ 男 2 2002 栃木 男子100m・AM 11.30 男子100m・PM 11.30
27 白鴎大 3073 村上 太一 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ 男 2 2002 栃木 男子100m・AM 12.00
28 白鴎大 5974 小川 茉洸 ｵｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 男 1 2003 栃木 男子100m・AM 11.60 男子200m 23.10
29 白鴎大 5976 門井 伶都 ｶﾄﾞｲ ﾚｲﾄ 男 1 2003 栃木 男子100m・AM 12.00 男子200m 23.50
30 宇都宮大 9375 箱石 菫 ﾊｺｲｼ ｽﾐﾚ 女 2 2001 栃木 女子100m・PM 13.00 高校一般女子100mH・PM 16.80
31 宇都宮大 1385 関谷 翼 ｾｷﾔ ﾂﾊﾞｻ 男 2 2002 栃木 男子100m・PM 11.50 男子200m 23.30
32 獨協医科大 7010 細川 奈於 ﾎｿｶﾜ ﾅｵ 男 4 1999 栃木 男子200m 24.00
33 元気寿司 8105 櫻井 朴也 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 男 1996 栃木 男子100m・PM 10.65
34 宇都宮南高 5116 神永 昂季 ｶﾐﾅｶﾞ ｺｳｷ 男 1 2006 栃木 男子200m
35 宇都宮南高 5117 濱野 翼 ﾊﾏﾉ ﾂﾊﾞｻ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 12.87
36 宇都宮清陵高 3133 関 虎暉 ｾｷ ﾄﾗｷ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 12.02
37 宇都宮女高 3014 大図 奈々葉 ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ 女 2 2005 栃木 女子100m・AM 12.36 女子100m・PM 12.36 女子200m 25.36
38 宇都宮女高 3073 大森 千慧 ｵｵﾓﾘ ﾁｻﾄ 女 2 2005 栃木 女子100m・AM
39 宇都宮女高 3074 鈴木 真凛 ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾝ 女 2 2005 栃木 女子100mYH 女子200m 30.36
40 宇都宮女高 3102 菅井 晴佳 ｽｶﾞｲ ﾊﾙｶ 女 2 2006 栃木 女子100m・AM 13.35 女子200m 27.46
41 宇都宮女高 3135 三浦 佳織 ﾐｳﾗ ｶｵﾘ 女 2 2005 栃木 女子100m・AM 14.34 女子200m
42 宇都宮女高 5033 山川 菜々子 ﾔﾏｶﾜ ﾅﾅｺ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 12.95 女子100m・PM 12.95 女子200m 26.73
43 宇都宮女高 5048 清水 優羽 ｼﾐｽﾞ ﾕｳ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 13.77 女子200m 27.09
44 宇都宮女高 5084 石﨑 希 ｲｼｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 女 1 2007 栃木 高校一般女子100mH・AM 16.53 女子100m・PM 13.46
45 宇都宮女高 5129 熊木 夢那 ｸﾏｷ ﾕﾅ 女 1 2006 栃木 女子100m・PM 女子100mYH
46 宇都宮白楊高 4280 増野 力叶 ﾏｽﾉ ﾘｷﾄ 男 3 2004 栃木 男子100m・PM 10.93 開華カップ100m 10.93
47 宇都宮白楊高 3245 安生 皓一 ｱﾝｼﾞｮｳ ｺｳｲﾁ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 12.22 男子100m・PM 男子200m 24.56
48 宇都宮白楊高 5229 岩田 修真 ｲﾜﾀ ｼｭｳﾏ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 11.56 男子100m・PM
49 宇都宮工業高 4156 渡邉 桜太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 男 3 2004 栃木 男子200m 23.00 開華カップ100m 11.40
50 宇都宮工業高 4352 根本 周 ﾈﾓﾄ ｼｭｳ 男 3 2004 栃木 男子100m・PM 11.70 開華カップ100m 11.60
51 宇都宮工業高 3215 田﨑 和都 ﾀｻｷ ﾘﾂ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 11.77 男子200m 23.50
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52 鹿沼東高 3093 鈴木 雄斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 12.10 男子200m
53 鹿沼東高 3094 福田 有利 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾘ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 11.52 男子100m・PM 11.52
54 鹿沼東高 3114 波木 皓成 ﾅﾐｷ ｺｳｾｲ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 13.15 男子200m 27.05
55 鹿沼東高 5174 池田 昊平 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 男 1 2007 栃木 男子100m・AM 男子100m・PM
56 鹿沼東高 5175 片見 楓 ｶﾀﾐ ｶｴﾃﾞ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 11.66 男子100m・PM 11.66
57 鹿沼東高 5176 平 凌大 ﾀｲﾗ ﾘｮｳﾀ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 男子200m
58 鹿沼東高 5177 髙野 蒼良 ﾀｶﾉ ｿﾗ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 男子100m・PM
59 鹿沼東高 5178 野村 樹 ﾉﾑﾗ ｲﾂｷ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 11.78 男子200m 24.45
60 鹿沼東高 5179 林 謡哉 ﾊﾔｼ ｳﾀﾔ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 12.40 男子100m・PM 12.40
61 鹿沼東高 5180 渡辺 雄斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 11.85 男子200m 23.87
62 鹿沼東高 5107 真田 陽向 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾅﾀ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM
63 石橋高 3010 野村 美月 ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 女 2 2005 栃木 高校一般女子100mH・AM 13.92 6月の森カップ100m 12.49
64 石橋高 3099 斎藤 隆誠 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 11.67 男子200m 23.42
65 石橋高 3113 福川 遼 ﾌｸｶﾞﾜ ﾘｮｳ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 12.72 男子200m 26.25
66 石橋高 5040 吉田 賢人 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 11.70 男子100m・PM 11.70
67 石橋高 5041 長瀬 巧磨 ﾅｶﾞｾ ﾀｸﾏ 男 1 2006 栃木 男子200m
68 小山高 5227 海老沼 綾佑 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 男子200m
69 小山南高 3070 池田 正行 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 男 2 2005 栃木 男子100m・PM 12.08 男子110mJH
70 小山南高 3071 上沢 勇人 ｳｴｻﾜ ﾕｳﾄ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 12.47 男子100m・PM 12.47
71 小山南高 3072 千葉 大輝 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 11.48 高校一般男子110mH・PM 16.00
72 小山南高 3073 堤 迅士斗 ﾂﾂﾐ ﾊｵﾄ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 12.41 高校一般男子110mH・PM 18.97
73 小山南高 3074 ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ 男 2 2006 栃木 男子100m・AM 12.48 男子100m・PM 12.48
74 小山南高 3075 石原 吏玖 ｲｼﾊﾗ ﾘｸ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 男子200m
75 小山南高 3076 金子 奨 ｶﾈｺ ｼｮｳ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 男子200m
76 小山南高 3077 髙嶋 漱太 ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 11.34 男子100m・PM 11.34
77 小山南高 3078 宮澤 乙樹 ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂｷ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 11.75 男子100m・PM 11.75
78 小山南高 3115 福田 鋭龍 ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 12.15 男子200m 24.88
79 小山南高 5059 長塚 来時 ﾅｶﾞﾂｶ ﾗｲｼﾞ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 12.06 男子200m 24.37
80 小山南高 5060 松﨑 翔大 ﾏﾂｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 男 1 2006 栃木 男子100m・PM 12.63 男子110mJH
81 小山南高 5061 大塚 幸希 ｵｵﾂｶ ｺｳｷ 男 1 2007 栃木 男子200m
82 小山南高 5062 武藤 丈也 ﾑﾄｳ ﾄﾓﾔ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 男子100m・PM
83 小山南高 5063 岸 一輝 ｷｼ ｲｯｷ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 12.38 男子200m 23.82
84 小山南高 5065 中澤 那智空 ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾁｱ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 男子200m 25.02
85 小山南高 5066 桃木 真弥 ﾓﾓｷ ｼﾝﾔ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 12.21 男子100m・PM 12.21
86 小山南高 5124 元吉 優雅 ﾓﾄﾖｼ ﾕｳｶﾞ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 12.41 男子200m 25.25
87 小山南高 5125 平沼 拓海 ﾋﾗﾇﾏ ﾀｸﾐ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 12.25 高校一般男子110mH・PM 17.31
88 小山南高 4065 桑原 あみか ｸﾜﾊﾗ ｱﾐｶ 女 3 2004 栃木 6月の森カップ100m 13.09
89 小山南高 4067 金沢 美希 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ 女 3 2004 栃木 6月の森カップ100m 13.48
90 小山南高 3035 畑山 凛音 ﾊﾀﾔﾏ ﾘｵ 女 2 2006 栃木 女子100m・AM 女子100mYH 女子200m 32.44
91 小山南高 3036 福井 紅音 ﾌｸｲ ｱｶﾈ 女 2 2006 栃木 女子100mYH
92 小山南高 3037 間中 美結 ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ 女 2 2006 栃木 女子100mYH
93 小山南高 3038 松本 芽久 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞ 女 2 2005 栃木 女子100mYH
94 小山南高 3117 椎名 美友 ｼｲﾅ ﾐﾕ 女 2 2006 栃木 女子100m・AM 14.67 女子100mYH 女子200m 30.05
95 小山南高 5046 池田 聖菜 ｲｹﾀﾞ ｾﾅ 女 1 2007 栃木 女子100m・AM 14.46 女子100mYH 女子200m 30.49
96 小山西高 3180 野村 健太 ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 10.93 男子100m・PM 10.93
97 小山西高 3181 田口 拓翔 ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 11.32 男子200m 23.11
98 小山西高 3100 齊藤 麗来 ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ 女 2 2006 栃木 女子100m・AM 13.18 女子200m 27.07
99 小山西高 3101 濱野 友鈴 ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ 女 2 2005 栃木 女子100m・AM 女子200m 26.11

100 小山西高 3244 味戸 克樹 ｱｼﾞﾄ ｶﾂｷ 男 2 2006 栃木 男子100m・AM 12.00
101 小山西高 3138 半田 真理 ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾘ 女 2 2006 栃木 女子100m・AM 13.86
102 小山西高 3172 小林 美咲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 女 2 2006 栃木 女子100m・AM 14.20 女子200m 29.50
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103 小山西高 5205 押山 隼太朗 ｵｼﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男 1 2007 栃木 男子100m・AM 12.40
104 小山西高 5037 黒岩 海翔 ｸﾛｲﾜ ｶｲﾄ 男 1 2006 栃木 高校一般男子110mH・AM 15.59
105 小山西高 5208 澤頭 将太 ｻﾜｶﾞｼﾗ ｼｮｳﾀ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 11.90 男子200m 23.60
106 小山西高 5038 蓼沼 悠翔 ﾀﾃﾇﾏ ﾕｳﾄ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 11.80 男子100m・PM 11.80
107 小山西高 5121 稲葉 優菜 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳﾅ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 13.26 女子100m・PM 13.26
108 小山西高 5120 椎名 夢美 ｼｲﾅ ﾕﾒﾐ 女 1 2006 栃木 女子200m
109 小山西高 50415041 樋山 凛花 ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 13.35 高校一般女子100mH・PM 16.15 女子100mYH 15.51
110 小山西高 5040 藤田 実優 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 12.51 女子100m・PM 12.51
111 小山西高 5042 松本 かんな ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 13.10 女子100m・PM 13.10
112 佐野高 5130 谷津 聖子 ﾔﾂ ｼｮｳｺ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 14.41 女子100m・PM 14.41
113 佐野東高 3243 須黒 太葉 ｽｸﾞﾛ ﾀｲﾖｳ 男 2 2005 栃木 男子100m・PM 12.56
114 佐野東高 3201 関谷 彰太 ｾｷﾔ ｼｮｳﾀ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 12.04
115 佐野東高 3330 田中 悠斗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 12.29
116 佐野東高 5163 堀江 兜気 ﾎﾘｴ ｶﾌﾞｷ 男 1 2006 栃木 男子100m・PM 12.22 開華カップ100m 12.22
117 佐野松桜高 3230 影山 匠 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｮｳ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM
118 佐野松桜高 5210 浅井 琉衣 ｱｻｲ ﾙｲ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM
119 佐野松桜高 5168 串田 咲斗 ｸｼﾀﾞ ｻｷﾄ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 11.80
120 佐野松桜高 5170 羽根田 夏樹 ﾊﾈﾀﾞ ﾅﾂｷ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM
121 佐野松桜高 5171 林 拓海 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM
122 足利高 3088 茂木 健悟 ﾓﾃｷﾞ ｹﾝｺﾞ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 12.02
123 足利高 3090 橋本 駿 ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 12.40
124 足利南高 3064 喜屋武 菜々実 ｷﾔﾝ ﾅﾅﾐ 女 2 2005 栃木 女子100m・AM 14.05
125 足利南高 3065 中村 彩花 ﾅｶﾑﾗ ｲﾛﾊ 女 2 2005 栃木 女子100m・AM 14.73
126 足利南高 5131 久保田 実希 ｸﾎﾞﾀ ﾐｷ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 15.24
127 真岡高 3150 飯野 智成 ｲｲﾉ ﾄﾓﾅﾘ 男 2 2005 栃木 開華カップ100m 12.50
128 真岡高 3148 磯島 有椰人 ｲｿｼﾏ ｱﾔﾄ 男 2 2005 栃木 開華カップ100m 11.17
129 真岡高 3147 猪瀬 琉斗 ｲﾉｾ ﾘｭｳﾄ 男 2 2005 栃木 開華カップ100m 11.90
130 真岡高 3146 人見 圭紀 ﾋﾄﾐ ｹｲｷ 男 2 2006 栃木 開華カップ100m 12.30
131 真岡高 3151 吉上 遼也 ﾖｼｶﾞﾐ ﾘｮｳﾔ 男 2 2005 栃木 開華カップ100m 12.30
132 真岡高 3235 髙橋 優心 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 男 2 2005 栃木 開華カップ100m 12.00
133 真岡高 3320 髙松 怜音 ﾀｶﾏﾂ ﾚｵﾝ 男 2 2005 栃木 開華カップ100m 11.60
134 真岡高 3321 鶴見 周 ﾂﾙﾐ ｱﾏﾈ 男 2 2005 栃木 開華カップ100m 12.30
135 真岡高 5144 柴山 航輝 ｼﾊﾞﾔﾏ ｺｳｷ 男 1 2006 栃木 開華カップ100m 12.00
136 真岡高 5147 秋山 幸輝 ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ 男 1 2006 栃木 開華カップ100m 12.30
137 真岡高 5146 石川 楊介 ｲｼｶﾜ ﾖｳｽｹ 男 1 2006 栃木 開華カップ100m 12.30
138 真岡高 5145 石巻 直斗 ｲｼﾏｷ ﾅｵﾄ 男 1 2006 栃木 開華カップ100m 12.30
139 真岡女高 3012 山口 奈那子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｺ 女 2 2005 栃木 高校一般女子100mH・AM 15.56 女子100m・PM 13.43
140 真岡女高 3028 田中 愛莉亜 ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 女 2 2005 栃木 女子100m・AM 13.78
141 真岡女高 3029 黒子 夏穂 ｸﾛｺ ﾅｵ 女 2 2005 栃木 女子100m・AM
142 真岡女高 3173 生井 陽菜乃 ﾅﾏｲ ﾋﾅﾉ 女 2 2005 栃木 女子100m・AM
143 真岡女高 5044 岩崎 吉江 ｲﾜｻﾞｷ ﾖｼｴ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 13.15
144 那須拓陽高 3109 相馬 健人 ｿｳﾏ ﾀｹﾋﾄ 男 2 2006 栃木 男子100m・AM 11.60 男子100m・PM 11.60 男子200m 23.40
145 那須拓陽高 3110 佐藤 煌鷹 ｻﾄｳ ｺｳﾖｳ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 11.53
146 那須拓陽高 3111 富永 啓斗 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 11.99
147 那須拓陽高 5199 深山 歩夢 ﾌｶﾔﾏ ｱﾕﾑ 男 1 2007 栃木 男子100m・AM 12.00
148 那須拓陽高 5204 山本 新太 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗﾀ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 12.90
149 さくら清修高 3058 齋須 愛菜 ｻｲｽ ｱｲﾅ 女 2 2005 栃木 女子100m・AM 13.8 女子200m 28.0
150 作新学院高 4027 後藤 夢真 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 男 3 2004 栃木 男子100m・AM 11.42
151 宇短附高 3280 菊地 優杜 ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 男 2 2005 栃木 男子100m・PM 11.64 開華カップ100m 11.64
152 宇短附高 3284 立堀 悠斗 ﾀﾂﾎﾞﾘ ﾕｳﾄ 男 2 2005 栃木 男子100m・PM 12.70 開華カップ100m 12.70
153 宇短附高 3062 石川 京史 ｲｼｶﾜ ｹｲｼ 男 2 2005 栃木 男子100m・PM 11.60 開華カップ100m 11.60
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154 宇短附高 5302 板井 旺龍 ｲﾀｲ ｵｳﾀﾂ 男 1 2006 栃木 男子200m 24.70 開華カップ100m 11.79
155 宇短附高 5303 森田 燿吏 ﾓﾘﾀ ｱｷﾅﾘ 男 1 2006 栃木 男子100m・PM 11.45 開華カップ100m 11.45
156 宇短附高 5305 福田 駈 ﾌｸﾀﾞ ｶｹﾙ 男 1 2007 栃木 男子100m・PM 11.74 開華カップ100m 11.74
157 宇短附高 3287 上野 太千 ｳｴﾉ ﾀｲﾁ 男 2 2005 栃木 男子100m・PM 12.35 開華カップ100m 12.35
158 白鴎大足利高 4036 上野 壮汰 ｳｴﾉ ｿｳﾀ 男 3 2004 栃木 男子100m・AM 10.83 男子100m・PM 10.83
159 白鴎大足利高 3010 五十畑 光 ｲｶﾊﾀ ﾋｶﾙ 男 2 2005 栃木 男子100m・AM 11.10 男子200m 22.80
160 白鴎大足利高 3013 風見 晄聖 ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ 男 2 2006 栃木 男子100m・AM 11.37 男子200m 23.16
161 白鴎大足利高 3016 渡辺 伸吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 男 2 2005 栃木 男子200m 22.90 開華カップ100m 11.18
162 白鴎大足利高 3260 高橋 暖空 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ 男 2 2005 栃木 男子100m・PM 11.51 男子200m 23.21
163 白鴎大足利高 5003 新井 颯斗 ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 11.76 男子200m 23.66
164 白鴎大足利高 5006 岡村 泰知 ｵｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 12.19 男子200m
165 白鴎大足利高 5009 髙金 翔 ﾀｶｶﾞﾈ ｼｮｳ 男 1 2006 栃木 男子200m 23.21 開華カップ100m 11.22
166 白鴎大足利高 5036 高橋 幸希 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 男 1 2006 栃木 男子100m・PM 11.80 男子200m 23.49
167 白鴎大足利高 5265 飯島 健太郎 ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 男 1 2006 栃木 男子100m・AM 11.61 男子200m 23.86
168 白鴎大足利高 4023 中里 百葉 ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾓﾊ 女 3 2004 栃木 6月の森カップ100m 12.79
169 白鴎大足利高 3016 小川 彩 ｵｶﾞﾜ ｱﾔ 女 2 2005 栃木 女子100m・AM 13.50
170 白鴎大足利高 3017 二宮 音彩 ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ 女 2 2006 栃木 女子100m・AM 12.30
171 白鴎大足利高 5012 覚本 千莉 ｶｸﾓﾄ ﾁﾘ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 12.39
172 白鴎大足利高 5013 神永 日向 ｶﾐﾅｶﾞ ﾋﾅﾀ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM
173 白鴎大足利高 5014 菅野 心愛 ｶﾝﾉ ｺｱ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 13.44 女子200m 27.08
174 白鴎大足利高 5016 小林 虹羽 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾈ 女 1 2007 栃木 女子100m・AM 13.29 女子200m 27.58
175 白鴎大足利高 5017 齊藤 るか ｻｲﾄｳ ﾙｶ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 13.50 女子200m 26.67
176 白鴎大足利高 5018 髙橋 玲緒 ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 高校一般女子100mH・AM 15.47
177 白鴎大足利高 5019 谷 飛香里 ﾀﾆ ﾋｶﾘ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 女子100mYH
178 白鴎大足利高 5020 町井 ひな ﾏﾁｲ ﾋﾅ 女 1 2007 栃木 女子100m・AM 13.28 女子200m 27.55
179 白鴎大足利高 5021 茂呂 果南 ﾓﾛ ｶﾅﾝ 女 1 2006 栃木 女子100m・AM 14.20
180 小山高専 8201 宮山 昇太郎 ﾐﾔﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 男 4 2004 栃木 男子200m
181 小山高専 3274 髙野 獅琉 ﾀｶﾉ ｼﾘｭｳ 男 2 2005 栃木 開華カップ100m 11.54
182 小山高専 3150 宮田 薫乃 ﾐﾔﾀ ﾕｷﾉ 女 2 2005 栃木 高校一般女子100mH・PM 17.03
183 小山高専 5161 長島 綾海 ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔﾐ 女 1 2006 栃木 6月の森カップ100m 14.56
184 栃木陸協 8210 野村 茂樹 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞｷ 男 1966 栃木 男子100m・AM 13.27 マスターズ男子60m 8.32 男子100m・PM 13.27
185 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 8401 阿久津 史彦 ｱｸﾂ ﾌﾐﾋｺ 男 1981 栃木 男子100m・PM 12.23 男子200m 25.22
186 一条中 1167 佐藤 空河 ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ 男 2007 栃木 男子100m・PM 11.20 開華カップ100m 11.20
187 落合中 118 髙橋 涼世 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｾｲ 男 2 2009 栃木 男子100m・AM 13.20
188 落合中 117 福田 潤稀 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂｷ 男 2 2008 栃木 男子200m 26.70
189 落合中 415 石井 詩乃 ｲｼｲ ｼﾉ 女 2 2008 栃木 女子200m 30.90
190 栃木陸協 8321 小久保 理央 ｺｸﾎﾞ ﾘｵ 男 2007 栃木 男子100m・AM 11.83 男子200m 23.55
191 栃木陸協 8510 小久保 蒼 ｺｸﾎﾞ ｱｵ 男 2009 栃木 男子100m・AM 13.17 男子200m 26.05
192 平成国際大 4896 高久 颯太 ﾀｶｸ ｿｳﾀ 男 2 2002 栃木 男子100m・AM 11.30 男子100m・PM 11.30
193 平成国際大 4874 渡邊 一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ 男 2 2003 群馬 男子100m・AM 11.30 男子100m・PM 11.30
194 平成国際大 4872 堀越 祐哉 ﾎﾘｺｼ ﾕｳﾔ 男 2 2002 群馬 男子100m・AM 11.30 男子100m・PM 11.30
195 平成国際大 4891 眞壁 雄也 ﾏｶﾍﾞ ﾕｳﾔ 男 2 2003 千葉 男子100m・PM 11.30 男子200m 22.18
196 平成国際大 4859 石崎 朱羅 ｲｼｻﾞｷ ｼｭﾗ 男 2 2002 埼玉 男子100m・AM 11.70 男子100m・PM 11.70
197 平成国際大 5560 落合 悠真 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 男 1 2003 栃木 男子100m・AM 11.70 高校一般男子110mH・PM 17.00
198 平成国際大 5569 高橋 玄 ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ 男 1 2003 群馬 男子100m・AM 11.21 男子100m・PM 11.21
199 平成国際大 4842 飯田 煕 ｲｲﾀﾞ ﾋｶﾙ 男 4 2001 埼玉 男子100m・AM 11.40 男子100m・PM 11.40 男子200m 22.60
200 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 8510 湯沢 康裕 ﾕｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 男 1978 栃木 男子100m・AM 12.52 男子100m・PM 12.52 男子200m 25.90
201 葛生ｱｽﾘｰﾄ 8073 金村 聖浩 ｶﾈﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 男 1970 栃木 男子100m・AM 13.80
202 栃木陸協 8206 高野 洋平 ﾀｶﾉ ﾖｳﾍｲ 男 1980 栃木 男子100m・AM 12.63
203 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 752 平澤 博士 ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛｼ 男 1957 栃木 男子100m・AM 14.62 マスターズ男子60m 9.21
204 高崎経済大 3932 後藤 公嘉 ｺﾞﾄｳ ｷﾐﾋﾛ 男 4 2000 岩手 高校一般男子110mH・AM 15.86 高校一般男子110mH・PM 15.86
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205 高崎経済大 3938 金子 拓真 ｶﾈｺ ﾀｸﾏ 男 4 2000 茨城 男子100m・AM 11.80 男子100m・PM 11.80
206 高崎経済大 3942 菅原 健矢 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾔ 男 3 2001 岩手 男子100m・AM 12.08 男子100m・PM 12.08
207 高崎経済大 3943 早川 倫弘 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 男 3 2001 群馬 男子100m・AM 11.34 男子100m・PM 11.34
208 高崎経済大 3946 植木 将太 ｳｴｷ ｼｮｳﾀ 男 3 2001 群馬 男子100m・AM 10.88 男子100m・PM 10.88 男子200m 22.20
209 高崎経済大 3934 中野 ﾔﾏﾄ ﾅｶﾉ ﾔﾏﾄ 男 4 2001 埼玉 高校一般男子110mH・AM 16.30 高校一般男子110mH・PM 16.30
210 群馬陸協 558 田中 恭平 ﾀﾅｶ ｷｮｳﾍｲ 男 1991 群馬 開華カップ100m 11.46
211 駿河台大 9606 平澤 絵美 ﾋﾗｻﾜ ｴﾐ 女 3 2001 群馬 女子100m・PM 13.17 6月の森カップ100m 13.17
212 Xronos 3401 内山 健也 ｳﾁﾔﾏ ｹﾝﾔ 男 1996 福島 男子100m・AM 12.24 男子100m・PM 12.24
213 Xronos 3402 車田 充 ｸﾙﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ 男 1990 福島 男子100m・AM 12.40 男子100m・PM 12.40
214 Xronos 3412 佐藤 秀明 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 男 1971 福島 マスターズ男子60m 7.80 男子100m・PM 12.50
215 Xronos 3403 鈴木 駿輔 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 男 1996 福島 男子100m・AM 11.90 男子100m・PM 11.90
216 Xronos 3404 中野 満貴 ﾅｶﾉ ﾐﾂｷ 男 1992 福島 男子100m・AM 12.00 男子100m・PM 12.00
217 Xronos 3405 宮村 航平 ﾐﾔﾑﾗ ｺｳﾍｲ 男 1996 福島 男子100m・AM 10.84 男子100m・PM 10.84
218 TYPE-R 3908 由井 玄太 ﾕｲ ｹﾞﾝﾀ 男 1985 山梨 男子100m・AM 12.21 男子100m・PM 12.21
219 岩手大 435 鈴木 智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 男 M1 1999 岩手 男子100m・AM 11.30 男子100m・PM 11.30 開華カップ100m 11.10
220 UNITE 314 菅 晃基 ｽｶﾞ ｺｳｷ 男 2002 埼玉 男子100m・AM 11.91 男子100m・PM 11.91
221 UNITE 2120 藤井 蓮 ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ 男 2002 埼玉 男子100m・AM 11.07 男子100m・PM 11.07
222 栃木陸協 8425 野中 富士雄 ﾉﾅｶ ﾌｼﾞｵ 男 1957 栃木 男子100m・AM 15.32
223 群大TF 667 横山 尚明 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ 男 1994 群馬 男子100m・AM 10.85 男子100m・PM 10.85 開華カップ100m 10.85
224 群大TF 682 中島 宏典 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 男 1992 群馬 男子100m・AM 11.10 男子100m・PM 11.10 開華カップ100m 11.10
225 Orion 8285 茂呂 歩夢 ﾓﾛ ｱﾕﾑ 男 2002 栃木 男子100m・PM 11.63 開華カップ100m 11.63
226 阿久津中 1079 佐藤 結奈 ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 女 3 2007 栃木 女子100m・AM 12.95 女子100m・PM 12.95
227 国際医療福祉大 8005 近藤 圭恭 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ 男 3 2001 栃木 男子200m 23.00
228 国際医療福祉大 8004 大森 拓真 ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾏ 男 3 2001 栃木 高校一般男子110mH・AM 15.13 男子100m・PM 12.06
229 国際医療福祉大 8384 清水 琉生 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ 男 1 2003 栃木 男子100m・AM 12.04
230 国際医療福祉大 8338 大関 孔明 ｵｵｾﾞｷ ｺｳﾒｲ 男 2 2002 栃木 男子100m・AM 11.99
231 NEXUS AC 1446 日置 勇斗 ﾋｵｷ ﾕｳﾄ 男 1998 大阪 男子100m・AM 11.10 男子100m・PM 11.10 男子200m 21.79
232 NEXUS AC 1451 林 大地 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 男 1998 大阪 男子100m・AM 10.80 男子100m・PM 10.80
233 滑川総合高 3487 坂上 天馬 ｻｶｳｴ ﾃﾝﾏ 男 3 2004 埼玉 男子100m・PM 11.16 開華カップ100m 11.16
234 滑川総合高 3505 横山 大新 ﾖｺﾔﾏ ﾀｲｼﾝ 男 2 2005 埼玉 男子100m・AM 11.87 男子100m・PM 11.87 男子200m 24.65
235 滑川総合高 3506 関口 竜 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｭｳ 男 2 2005 埼玉 男子100m・AM 11.87 高校一般男子110mH・AM 16.34 高校一般男子110mH・PM 16.34
236 滑川総合高 3498 斉藤 直人 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾄ 男 2 2005 埼玉 男子100m・PM 11.14 男子200m 22.41 開華カップ100m 11.14
237 滑川総合高 3492 小野山 優斗 ｵﾉﾔﾏ ﾕｳﾄ 男 1 2006 埼玉 男子100m・AM 12.43 男子100m・PM 12.43 男子200m 25.65
238 滑川総合高 3491 近藤 もこみ ｺﾝﾄﾞｳ ﾓｺﾐ 女 1 2006 埼玉 女子100m・PM 12.94 女子200m 26.67 6月の森カップ100m 12.94
239 滑川総合高 3492 高橋 陽花 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 女 1 2006 埼玉 女子100m・AM 14.40 女子100m・PM 14.40
240 滑川総合高 3493 清野 愛華 ｷﾖﾉ ｱｲｶ 女 1 2006 埼玉 女子100m・AM 15.20 女子100m・PM 15.20
241 滑川総合高 3493 杉山 聖哉 ｽｷﾞﾔﾏ ｾｲﾔ 男 1 2006 埼玉 男子100m・AM 25.65 男子100m・PM 12.43 男子200m 25.65
242 滑川総合高 3499 竹内 碧 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 男 1 2006 埼玉 男子100m・AM 25.65 男子100m・PM 12.43 男子200m 25.65
243 東京都立大 1471 橋本 真志 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 男 M2 1998 東京 開華カップ100m 10.44
244 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 8405 大谷 毅 ｵｵﾀﾆ ﾂﾖｼ 男 1955 栃木 男子100m・AM 14.05 マスターズ男子60m 8.73
245 壬生中 437 関 玲依 ｾｷ ﾚｲ 男 2 2008 栃木 男子100m・AM 12.44 男子100m・PM 12.44
246 壬生中 438 大関 謙友 ｵｵｾﾞｷ ｹﾝﾄ 男 2 2008 栃木 男子100m・AM 13.36 男子100m・PM 13.36
247 壬生中 439 栗田 晴義 ｸﾘﾀ ﾊﾙｷ 男 2 2008 栃木 男子100m・AM 13.41 男子100m・PM 13.41
248 壬生中 2250 増山 颯太 ﾏｼﾔﾏ ｿｳﾀ 男 1 2010 栃木 男子100m・AM 12.45
249 壬生中 2251 大宮司 健吾 ﾀﾞｲｸﾞｳｼﾞ ｹﾝｺﾞ 男 1 2009 栃木 男子100m・AM 13.83 男子100m・PM 13.83
250 壬生中 2253 臼井 淳太 ｳｽｲ ｼﾞｭﾝﾀ 男 1 2009 栃木 男子100m・AM 12.88
251 壬生中 2198 大出 茉結子 ｵｵﾃﾞ ﾏﾕｺ 女 1 2009 栃木 女子200m 30.50
252 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 8530 佐山 朋生 ｻﾔﾏ ﾄﾓｷ 男 3 2007 栃木 男子100m・AM 11.50 男子200m 23.70
253 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 8026 佐山 結季子 ｻﾔﾏ ﾕｷｺ 女 1 2009 栃木 女子100m・AM 14.03
254 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 8042 本橋 由衣 ﾓﾄﾊｼ ﾕｲ 女 1 2009 栃木 女子100m・AM 女子100m・PM
255 Setech 13051 真田 知幸 ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 男 1995 神奈川 男子100m・PM 10.67 男子200m 21.62 開華カップ100m 10.67
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256 Setech 13052 三田 優子 ﾐﾀ ﾕｳｺ 女 1997 神奈川 6月の森カップ100m 13.33
257 佐野南中 251 田邉 史絵 ﾀﾅﾍﾞ ｼｴ 女 2 2009 栃木 女子200m 27.65
258 佐野南中 382 田名網 愛結 ﾀﾅｱﾐ ﾐﾕ 女 2 2008 栃木 女子100mYH 20.62
259 佐野南中 252 椎 梨々香 ｼｲ ﾘﾘｶ 女 2 2008 栃木 女子100mYH 21.73
260 佐野南中 549 森野 楓汰 ﾓﾘﾉ ﾌｳﾀ 男 2 2008 栃木 男子100m・PM 12.03
261 佐野南中 539 五箇 彩人 ｺﾞｶ ｱﾔﾄ 男 2 2008 栃木 男子110mJH 17.82
262 佐野南中 548 須藤 聖斗 ｽﾄｳ ﾏｻﾄ 男 2 2008 栃木 男子100m・PM 12.44
263 栃木陸協 8521 五十嵐 真 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｺﾄ 男 1971 栃木 マスターズ男子60m 9.86
264 NINE TOCHIGI TC 8157 野上 善弘 ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 男 1989 栃木 男子200m 開華カップ100m
265 NINE TOCHIGI TC 8130 戸崎 みおな ﾄｻｷ ﾐｵﾅ 女 2 2008 栃木 女子100m・AM 女子100m・PM
266 EiferAC 996 岡野 涼太 ｵｶﾉ ﾘｮｳﾀ 男 2003 埼玉 男子100m・AM 11.56 男子100m・PM 11.56 男子200m 23.30
267 ﾁｰﾑTRANI 8029 高橋 小夜 ﾀｶﾊｼ ｻﾖ 女 1978 栃木 女子100m・PM 13.04 6月の森カップ100m 13.04
268 ﾁｰﾑTRANI 8153 相川 青澄 ｱｲｶﾜ ﾊﾙﾄ 男 2003 栃木 男子100m・AM 11.88 男子100m・PM 11.88
269 ﾁｰﾑTRANI 8152 大木 涼 ｵｵｷ ﾘｮｳ 男 1996 栃木 男子100m・PM 10.99 開華カップ100m 10.99
270 ﾁｰﾑTRANI 8154 高橋 裕和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 男 1978 栃木 男子100m・AM 11.65 マスターズ男子60m 7.21
271 ﾁｰﾑTRANI 8048 髙橋 悠 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 女 2009 栃木 女子100m・PM 12.74 6月の森カップ100m 12.74
272 城西大 1166 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 男 2 2002 栃木 男子100m・AM 10.42 男子100m・PM 10.42
273 昌平高 2806 宮下 凱 ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ 男 2 2005 埼玉 男子100m・AM 11.32
274 埼玉　陸協 3012 早川 行友 ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾄﾓ 男 1966 埼玉 男子100m・AM 12.49 男子100m・PM 12.49
275 SKD 2072 鈴木 康平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 男 1997 千葉 男子100m・AM 10.98 男子200m 22.90
276 SKD 2075 前川 曜佑 ﾏｴｶﾜ ﾖｳｽｹ 男 1996 千葉 男子100m・AM 11.40 男子200m 23.40
277 SKD 1474 髙山 仁志 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾄｼ 男 1996 千葉 男子100m・AM 11.67 男子100m・PM 11.67
278 SKD 2074 永山 雄登 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ 男 1997 千葉 男子100m・AM 11.28 男子100m・PM 11.28
279 SKD 3503 北條 雄基 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 男 1996 千葉 男子100m・AM 11.70 男子100m・PM 11.70
280 SKD 1472 静谷 悠希 ｼｽﾞﾔ ﾋﾛｷ 男 1997 千葉 男子100m・AM 12.45 男子100m・PM 12.45
281 ダブルスチール 13072 水口 政人 ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄ 男 1974 神奈川 男子100m・AM 11.32 マスターズ男子60m 7.27 男子100m・PM 11.32
282 ダブルスチール 13074 七森 孝之 ﾅﾅﾓﾘ ﾀｶｼ 男 1970 神奈川 男子100m・AM 11.85 マスターズ男子60m 7.50 男子100m・PM 11.85
283 ダブルスチール 13070 古賀 功亮 ｺｶﾞ ﾅﾙﾌｻ 男 1971 神奈川 男子100m・AM 11.85 男子100m・PM 11.85 男子200m 24.00
284 栃木陸協 8322 舘野 夢叶 ﾀﾃﾉ ﾕｳﾄ 男 2007 栃木 男子100m・AM 11.59 男子200m 22.99
285 栃木陸協 2313 舘野 旬 ﾀﾃﾉ ｼｭﾝ 男 2010 栃木 男子200m 30.00
286 花咲徳栄 4652 小白 陽太 ｺﾊｸ ﾖｳﾀ 男 2 2005 埼玉 男子200m 24.50
287 花咲徳栄 4651 髙橋 利空 ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 男 2 2005 埼玉 男子200m 23.60
288 花咲徳栄 4654 橋本 慶悟 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ 男 2 2005 埼玉 男子200m 22.60
289 花咲徳栄 4655 半井 優明 ﾅｶﾗｲ ﾕｳｱ 男 2 2005 埼玉 男子200m 23.20
290 花咲徳栄 4656 野澤 渉大 ﾉｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 男 2 2005 埼玉 男子200m 24.00
291 花咲徳栄 4657 内田 雄斗 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 男 2 2005 埼玉 男子200m 22.50
292 花咲徳栄 4659 松本 大翔 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ 男 2 2006 埼玉 男子200m 22.50
293 花咲徳栄 4666 奈柄 星 ﾅｶﾞﾗ ｾｲ 女 2 2005 埼玉 女子200m 29.99
294 花咲徳栄 4668 佐藤 愛夏 ｻﾄｳ ｱｲｶ 女 2 2005 埼玉 女子200m 28.30
295 花咲徳栄 4658 櫻井 寛太 ｻｸﾗｲ ｶﾝﾀ 男 1 2006 埼玉 男子200m 23.80
296 花咲徳栄 4660 白井 祥太 ｼﾗｲ ｼｮｳﾀ 男 1 2006 埼玉 男子200m 24.50
297 花咲徳栄 4661 白井 志樹 ｼﾗｲ ﾓﾄｷ 男 1 2006 埼玉 男子200m 23.50
298 花咲徳栄 4665 野澤 匡秀 ﾉｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 男 1 2006 埼玉 男子200m 24.80
299 花咲徳栄 4666 古橋 遥紀 ﾌﾙﾊｼ ﾊﾙｷ 男 1 2006 埼玉 男子200m 24.80
300 花咲徳栄 4678 堀越 心 ﾎﾘｺｼ ｺｺﾛ 男 1 2007 埼玉 男子200m 24.80
301 花咲徳栄 4653 青柳 美和 ｱｵﾔｷﾞ ﾐﾜ 女 1 2006 埼玉 女子200m 29.99
302 花咲徳栄 4651 新木 水姫 ｱﾗｷ ﾐｽﾞｷ 女 1 2006 埼玉 女子200m 26.70
303 花咲徳栄 4656 石川 由季乃 ｲｼｶﾜ ﾕｷﾉ 女 1 2006 埼玉 女子200m 29.50
304 花咲徳栄 4658 上野 星奈 ｳｴﾉ ｾｲﾅ 女 1 2007 埼玉 女子200m 26.99
305 花咲徳栄 4659 海老沼 美咲 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾐｻｷ 女 1 2006 埼玉 女子200m 28.50
306 花咲徳栄 4660 沖野 美羽 ｵｷﾉ ﾐｳ 女 1 2007 埼玉 女子200m 28.50
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307 花咲徳栄 4661 小澤 こころ ｵｻﾞﾜ ｺｺﾛ 女 1 2006 埼玉 女子200m 27.30
308 花咲徳栄 4669 小野 真梨杏 ｵﾉ ﾏﾘｱﾝ 女 1 2006 埼玉 女子200m 29.99
309 花咲徳栄 4671 佐藤 和奏 ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 女 1 2006 埼玉 女子200m 29.00
310 花咲徳栄 4652 柴崎 千奈 ｼﾊﾞｻｷ ﾁﾅ 女 1 2006 埼玉 女子200m 26.80
311 花咲徳栄 4672 須田 葵 ｽﾀﾞ ｱｵｲ 女 1 2006 埼玉 女子200m 27.30
312 花咲徳栄 4673 武石 美優 ﾀｹｲｼ ﾐﾕｳ 女 1 2006 埼玉 女子200m 26.50
313 花咲徳栄 4674 宮阪 優希 ﾐﾔｻｶ ﾕｷ 女 1 2006 埼玉 女子200m 26.80
314 花咲徳栄 4663 福田 倖太郎 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男 2 2006 埼玉 男子200m 24.50
315 花咲徳栄 4670 保科 匠吾 ﾎｼﾅ ｼｮｳｺﾞ 男 1 2006 埼玉 男子200m 24.80
316 花咲徳栄 4667 蜂谷 駿斗 ﾊﾁﾔ ﾊﾔﾄ 男 1 2006 埼玉 男子200m 26.00
317 花咲徳栄 4668 中條 翔太 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀ 男 1 2006 埼玉 男子200m 23.80
318 栃木西 179 久保 晴輝 ｸﾎﾞ ﾊﾙｷ 男 2 2008 栃木 男子100m・AM 13.0
319 栃木西 180 小池 祐樹 ｺｲｹ ﾕｳｷ 男 2 2008 栃木 男子100m・AM 13.5
320 栃木西 185 高野 広大 ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 男 2 2008 栃木 男子100m・AM 12.0
321 栃木西 177 田村 圭惟 ﾀﾑﾗ ｶｲ 男 2 2009 栃木 男子100m・AM 13.5
322 栃木西 190 長江 陽生 ﾅｶﾞｴ ﾊﾙｷ 男 2 2008 栃木 男子100m・AM 13.0
323 栃木西 2396 田中 優真 ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ 男 1 2009 栃木 男子100m・AM 14.0
324 栃木西 2390 灰野 琳太郎 ﾊｲﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 男 1 2010 栃木 男子100m・AM 13.5
325 栃木西 2391 橋爪 允紀 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾐﾂｷ 男 1 2009 栃木 男子100m・AM 12.3
326 栃木西 2400 林 寿陽 ﾊﾔｼ ﾄｼｱｷ 男 1 2010 栃木 男子100m・AM 13.0
327 栃木西 2392 吉澤 大雅 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 男 1 2009 栃木 男子100m・AM 12.5
328 栃木西 2395 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 男 1 2010 栃木 男子100m・AM 14.0
329 栃木西 118 首長 亜美 ｼｭﾅｶﾞ ｱﾐ 女 2 2009 栃木 女子100m・AM 13.5
330 栃木西 120 関口 美玖 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｸ 女 2 2008 栃木 女子100m・AM 14.5
331 栃木西 2301 大勝 結心 ｵｵｶﾂ ﾕｲ 女 1 2009 栃木 女子100m・AM 14.0
332 栃木西 2304 島田 欄 ｼﾏﾀﾞ ﾗﾝ 女 1 2010 栃木 女子100m・AM 13.5
333 栃木西 2306 渡辺 咲良 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ 女 1 2009 栃木 女子100m・AM 14.5
334 開智高校 4952 細田 懸 ﾎｿﾀﾞ ｶｹﾙ 男 2 2006 埼玉 男子100m・AM 12.11
335 開智高校 4953 久保 碧斗 ｸﾎﾞ ｱｵﾄ 男 2 2005 埼玉 男子100m・AM 12.69
336 開智高校 4954 岡安 爽汰 ｵｶﾔｽ ｿｳﾀ 男 1 2006 埼玉 高校一般男子110mH・AM 17.50
337 開智高校 4956 森 歩睦 ﾓﾘ ｱﾕﾑ 男 1 2006 埼玉 男子100m・AM 13.00
338 開智高校 4957 小林 敏士 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 男 1 2006 埼玉 男子100m・AM 11.96
339 開智高校 4953 渡邉 凛和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ 女 1 2006 埼玉 女子200m 28.26
340 大宮武蔵野高 3302 堀田 美里 ﾎﾘﾀ ﾐｻﾄ 女 1 2006 埼玉 女子100m・AM 15.00 女子100m・PM 14.90
341 大宮武蔵野高 3303 菅原 亜祐樹 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾕﾅ 女 1 2006 埼玉 高校一般女子100mH・AM 18.71 高校一般女子100mH・PM 18.71
342 仙台大 333 大上 直起 ｵｵｶﾐ ﾅｵｷ 男 M1 2000 岩手 男子100m・PM 10.39 開華カップ100m 10.39
343 仙台大 447 漆原 奏哉 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 男 1 2003 長野 高校一般男子110mH・AM 14.66 高校一般男子110mH・PM 14.66
344 仙台大 261 杉山 響輝 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 男 3 2001 宮城 男子100m・AM 10.89 男子100m・PM 10.89 男子200m 21.07
345 仙台大 313 高橋 洸成 ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 男 2 2003 宮城 男子100m・AM 11.03 男子100m・PM 11.03 男子200m 21.30
346 仙台大 256 樋口 泰誠 ﾋｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ 男 4 2000 山形 男子100m・AM 10.90 男子100m・PM 10.90
347 仙台大 257 岩田 和樹 ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 男 4 2001 山形 男子100m・AM 10.81 男子100m・PM 10.81
348 仙台大 262 小林 舜 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 男 3 2002 宮城 男子100m・AM 11.06 男子100m・PM 11.06
349 仙台大 266 松本 充広 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 男 3 2001 福島 男子100m・AM 10.95 男子100m・PM 10.95
350 仙台大 1150 芳賀 美咲 ﾊｶﾞ ﾐｻｷ 女 1 2003 宮城 高校一般女子100mH・AM 15.00 高校一般女子100mH・PM 15.00
351 仙台大 1148 眞坂 梨夢 ﾏｻｶ ﾘﾑ 女 1 2004 秋田 女子100m・AM 13.78 女子100m・PM 13.78
352 仙台大 1101 徳田 侑奈 ﾄｸﾀ ﾕｳﾅ 女 2 2002 岩手 女子100m・PM 12.68 6月の森カップ100m 12.68
353 仙台大 1147 金田 萌 ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ 女 1 2004 岩手 女子100m・PM 12.10 6月の森カップ100m 12.10
354 東理大 0 川原 悠暉 ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｷ 男 4 2001 神奈川 男子100m・PM 10.88 男子200m 21.99
355 埼玉陸協 731 佐藤 淳 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 男 1982 埼玉 男子100m・AM 11.8 マスターズ男子60m 7.32 男子100m・PM 11.8
356 GKA 4402 鹿島 由愛 ｶｼﾏ ﾕﾒ 女 2 2008 群馬 女子100m・AM 14.37 女子200m 29.00
357 GKA 1482 渋木 大誠 ｼﾌﾞｷ ﾀｲｾｲ 男 1 2009 群馬 男子100m・AM 12.78 男子200m 26.00
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358 GKA 3480 熱田 大輔 ｱﾂﾀ ﾀﾞｲｽｹ 男 2 2009 群馬 男子100m・AM 15.19 男子200m 32.00
359 GKA 3477 伊東 蒼平 ｲﾄｳ ｿｳﾍｲ 男 2 2008 群馬 男子100m・AM 13.44 男子200m 28.93
360 GKA 3478 伊東 蓮平 ｲﾄｳ ﾚﾝﾍﾟｲ 男 2 2008 群馬 男子100m・AM 12.91 男子200m 26.80
361 GKA 2363 高野 りか ｺｳﾉ ﾘｶ 女 1 2010 群馬 女子100m・AM 14.51 女子200m 33.00
362 GKA 463 島村 岳 ｼﾏﾑﾗ ｶﾞｸ 男 1 2006 群馬 男子100m・AM 11.60 男子200m 23.40
363 GKA 1487 小倉 広人 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾄ 男 1 2009 群馬 男子100m・AM 14.23 男子200m 33.0
364 UAC 8378 園田 拓海 ｿﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 男 23 1999 栃木 男子100m・PM 10.99 開華カップ100m 10.99
365 UAC 8393 鈴木 琢磨 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 男 25 1997 栃木 男子100m・AM 12.12 男子100m・PM 12.12
366 クリアソン 0 舘野 哲也 ﾀﾃﾉ ﾃﾂﾔ 男 1991 東京 男子100m・AM 11.12 男子200m 22.28
367 帝京平成大 1508 佐藤 貴志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 男 3 2002 栃木 男子100m・AM 11.16 男子200m 22.76
368 T M R C 8408 小堀 拓也 ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ 男 1959 栃木 男子100m・AM 13.0 マスターズ男子60m 8.0
369 駿河台大 1599 多川 恭輔 ﾀｶﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 男 4 2000 新潟 高校一般男子110mH・AM 14.60 高校一般男子110mH・PM 14.60
370 駿河台大 1592 三瓶 茉紘 ｻﾝﾍﾟｲ ﾏﾋﾛ 男 4 2001 福島 男子100m・AM 10.91 男子100m・PM 10.91 男子200m 22.56
371 駿河台大 5170 栗山 登羽 ｸﾘﾔﾏ ﾄﾜ 男 1 2004 茨城 男子100m・AM 11.25 男子100m・PM 11.25
372 駿河台大 5155 堀内 弦星 ﾎﾘｳﾁ ｹﾞﾝｾｲ 男 1 2003 静岡 男子100m・AM 10.88 男子100m・PM 10.88
373 駿河台大 1619 秋元 廉 ｱｷﾓﾄ ﾚﾝ 男 4 2000 栃木 男子100m・AM 10.99 男子100m・PM 10.99 男子200m 22.31
374 駿河台大 1601 山下 竜也 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ 男 4 2000 広島 男子100m・AM 10.95 男子100m・PM 10.95
375 駿河台大 5182 中里 碧翔 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ 男 1 2003 栃木 男子100m・AM 11.20 高校一般男子110mH・PM 14.56
376 駿河台大 1694 工藤 駿斗 ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 男 2 2002 茨城 男子100m・AM 11.10 男子100m・PM 11.10
377 駿河台大 1662 小宮 俊浩 ｺﾐﾔ ﾄｼﾋﾛ 男 2 2002 栃木 男子100m・AM 11.75 男子100m・PM 11.75
378 駿河台大 1603 越田 純一郎 ｺｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 男 4 2001 北海道 男子100m・AM 10.92 男子100m・PM 10.92
379 i-Link 1261 樋口 義雄 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｵ 男 1995 埼玉 男子100m・PM 11.06 開華カップ100m 11.06
380 OCOSITEI 8115 海老原 侑也 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 男 1993 栃木 男子100m・AM 12.00
381 OCOSITEI 8129 小林 柊次郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 男 1995 栃木 男子100m・AM 11.38 男子200m 23.50
382 OCOSITEI 8136 成田 圭佑 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 男 1996 栃木 男子100m・AM 11.41 男子100m・PM 11.41
383 OCOSITEI 8116 大嶋 裕樹 ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ 男 1995 栃木 男子200m 23.00
384 OCOSITEI 8394 林 拓己 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 男 1993 栃木 男子100m・AM 11.45 男子200m 24.00
385 群馬陸協 661 山本 大暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 男 1999 群馬 男子100m・AM 11.40 男子100m・PM 11.40
386 佐野北 110 髙橋龍空 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｸ 男 2 2009 栃木 男子100m・PM 11.72
387 なんくるないさ 0 上野 雄己 ｳｴﾉ ﾕｳｷ 男 1990 神奈川 男子100m・AM 11.29 男子100m・PM 11.29
388 栃木陸協 8291 小野 稟之輔 ｵﾉ ﾘﾝﾉｽｹ 男 2008 栃木 男子100m・AM 11.75


