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ﾋﾞﾌﾞｽ 地区 氏名 ｶﾅ 所属 学年 生年 性別 種目1 記録1 種目2 記録2 リレー1 リレー2

1 1 北海道 髙橋 佑輔 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 北海道ﾊｲﾃｸAC 1996 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 13.65 男子4X100mR

2 1 北海道 村尾 宥稀 ﾑﾗｵ ﾕｳｷ LinkTop 1998 男子 成年男子10000mW 43:50.83

3 1 北海道 小野寺 将太 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ 順天堂大 M1 1999 男子 成年男子400mH(0.914m) 50.09

4 1 北海道 森 周志 ﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ 中央大 4 2000 男子 成年男子300m 33.27 男子4X100mR

5 1 北海道 菅原 将人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 恵庭南高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 55m41

6 1 北海道 武藤 優飛 ﾑﾄｳ ﾕｳﾋ 北海高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 37.12

7 1 北海道 橘 弘栄 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｴｲ 北海道栄高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.54 男子4X100mR

8 1 北海道 ｴｹ ｼﾞｭﾆｱ瑠音 ｴｹ ｼﾞｭﾆｱﾙｵ 北海道栄高 3 2004 男子 少年男子A300m 男子4X100mR

9 1 北海道 水野 琉之介 ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 立命館慶祥高 2 2005 男子 男子4X100mR

10 1 北海道 中尾 泰思 ﾅｶｵ ﾀｲｼ 北海道栄高 3 2005 男子 少年男子A走幅跳 7m41

11 1 北海道 宮澤 朝凪 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾅｷﾞ TONDEN.AC 2005 男子 少年男子共通800m 1:53.14

12 1 北海道 松本 琢夢 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾑ 白樺学園高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.03 男子4X100mR

13 1 北海道 兼本 洸埜 ｶﾈﾓﾄ ｱｷﾔ 厚真スロー 2007 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 45m56

14 1 北海道 後藤 大輔 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 美幌北中 3 2008 男子 少年男子B走幅跳 6m90

15 1 北海道 京谷 萌子 ｷｮｳﾔ ﾓｴｺ 北海道ﾊｲﾃｸAC 1991 女子 成年女子走高跳 1m70

16 1 北海道 北口 榛花 ｷﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ JAL 1998 女子 成年女子やり投(600g) 63m93

17 1 北海道 小玉 葵水 ｺﾀﾞﾏ ｱﾐ 東海大北海道 4 2000 女子 成年女子走幅跳 6m25

18 1 北海道 御家瀬 緑 ﾐｶｾ ﾐﾄﾞﾘ 住友電工 2001 女子 女子4X100mR

19 1 北海道 若松 亜美 ﾜｶﾏﾂ ｱﾐ 北教大岩見沢 3 2001 女子 成年女子棒高跳 3m80

20 1 北海道 久保田 亜由 ｸﾎﾞﾀ ｱﾕ 九州共立大 3 2001 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 14m85

21 1 北海道 石堂 陽奈 ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 環太平洋大 2 2002 女子 成年女子100m 11.61 女子4X100mR

22 1 北海道 永井 優会 ﾅｶﾞｲ ﾕｱ 金沢学院大 1 2003 女子 成年女子5000mW 24:08.82

23 1 北海道 鮫澤 聖香 ｻﾒｻﾞﾜ ｾｲｶ 恵庭北高 3 2004 女子 少年女子A300m 39.87 女子4X100mR

24 1 北海道 辻 茉侑 ﾂｼﾞ ﾏﾕ 函館大妻高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 13m20

25 1 北海道 納村 琉愛 ﾉｳﾑﾗ ﾙﾅ 北海道栄高 3 2004 女子 少年女子A100m 11.84 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.76 女子4X100mR

26 1 北海道 山崎 桜 ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 立命館慶祥高 1 2006 女子 少年女子共通走幅跳 5m32

27 1 北海道 丸山 彩華 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 北斗上磯中 3 2007 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.68 女子4X100mR

28 1 北海道 川村 羽海 ｶﾜﾑﾗ ｳﾐ 幕別清陵高 1 2007 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 41m92

29 1 北海道 山崎 心愛 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺｱ 音更共栄中 3 2008 女子 少年女子B100m 12.15 女子4X100mR

30 2 青森 岸本 鷹幸 ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 富士通 1990 男子 成年男子400mH(0.914m) 49.65

31 2 青森 神 直之 ｼﾞﾝ ﾅｵﾕｷ 北星病院 1990 男子 成年男子3000mSC 8:44.77

32 2 青森 工藤 辰郎 ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾛｳ 青森陸協 1996 男子 成年男子やり投(800g) 70m56

33 2 青森 高松 祐孝 ﾀｶﾏﾂ ﾕﾀｶ 大松運輸 1997 男子 成年男子100m 10.59 男子4X100mR

34 2 青森 工藤 大靖 ｸﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 青森陸協 1999 男子 成年男子走幅跳 7m65 男子4X100mR

35 2 青森 對馬 勇斗 ﾂｼﾏ ﾊﾔﾄ 青森陸協 1999 男子 成年男子三段跳 15m10

36 2 青森 山本 淳生 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 大東文化大 3 2001 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 14.20

37 2 青森 沼畑 大 ﾇﾏﾊﾀ ﾀﾞｲ 国際武道大 3 2002 男子 男子4X100mR

38 2 青森 村元 大翔 ﾑﾗﾓﾄ ﾀﾞｲﾄ 青森北高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 38.58 男子4X100mR

39 2 青森 神 眞翔 ｼﾞﾝ ﾏﾅﾄ 青森北高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m34 男子4X100mR

40 2 青森 坂田 陽 ｻｶﾀ ﾊﾙ 弘前実業高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 57m90

41 2 青森 松谷 温翔 ﾏﾂﾀﾆ ﾊﾙﾄ 弘前実業高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.70 男子4X100mR

42 2 青森 熊谷 修也 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳﾔ 青森山田高 3 2004 男子 少年男子A5000m 14:46.25

43 2 青森 正岡 惇太朗 ﾏｻｵｶ ｼｭﾝﾀﾛｳ 弘前実業高 2 2005 男子 少年男子共通走高跳 2m00

44 2 青森 伊藤 吏央 ｲﾄｳ ﾘｵ 青森山田高 2 2005 男子 少年男子共通800m 1:52.66

45 2 青森 原田 澄音 ﾊﾗﾀﾞ ｽﾐﾄ 青森北高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 6m86 男子4X100mR

46 2 青森 鳥谷部 陽向 ﾄﾘﾔﾍﾞ ﾋﾅﾀ 三沢高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.98 男子4X100mR

47 2 青森 村澤 大雅 ﾑﾗｻﾜ ﾀｲｶﾞ 青森山田高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:44.60

48 2 青森 大畑 歩斗 ｵｵﾊﾀ ｱﾕﾄ 弘前実業高 1 2007 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 41m59

49 2 青森 山口 光 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 順天堂大 4 2001 女子 成年女子800m 2:05.81

50 2 青森 奈良岡 翠蘭 ﾅﾗｵｶ ﾐﾗﾝ 日本大 4 2001 女子 成年女子やり投(600g) 53m39

51 2 青森 菊池 聖奈 ｷｸﾁ ｾﾅ 日本大 3 2002 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 14m35

52 2 青森 石森 杏 ｲｼﾓﾘ ｱﾝ 中京大 2 2002 女子 成年女子棒高跳 3m60

53 2 青森 鈴木 珊瑚 ｽｽﾞｷ ｻﾝｺﾞ 弘前実業高 3 2004 女子 少年女子Aやり投(600g) 43m87

54 2 青森 吉原 莉胡 ﾖｼﾜﾗ ﾘｺ 青森山田高 3 2004 女子 少年女子A3000m 9:45.90

55 2 青森 村上 来花 ﾑﾗｶﾐ ﾗｲｶ 九州共立大 1 2004 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 61m45

56 2 青森 市川 優衣 ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 三本木高 3 2005 女子 少年女子A100m 12.17 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 14.21

57 2 青森 斎藤 心音 ｻｲﾄｳ ｺｺﾈ 弘前実業高 2 2005 女子 少年女子共通走高跳 1m65

58 2 青森 平木 陽 ﾋﾗｷ ﾊﾙ 青森山田高 3 2005 女子 少年女子A300m 少年女子A300mH(0.762m) 46.22

59 3 岩手 石川 周平 ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 富士通 1995 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 13.39

60 3 岩手 髙橋 和生 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ ADﾜｰｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 1996 男子 成年男子10000mW

61 3 岩手 長沼 元 ﾅｶﾞﾇﾏ ｹﾞﾝ スズキ 1998 男子 成年男子やり投(800g) 75m44

62 3 岩手 大上 直起 ｵｵｶﾐ ﾅｵｷ 仙台大 M1 2000 男子 男子4X100mR

63 3 岩手 夏井 勇輝 ﾅﾂｲ ﾕｳｷ 東海大 4 2000 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 17m03

64 3 岩手 灰玉平 侑吾 ﾊｲﾀﾏﾀｲﾗ ﾕｳｺﾞ 八戸学大 2 2002 男子 成年男子100m 10.30 男子4X100mR

65 3 岩手 藤澤 瑠唯 ﾌｼﾞｻﾜ ﾙｲ 岩手大 2 2003 男子 成年男子300m 33.13 男子4X100mR

66 3 岩手 滝澤 遵併 ﾀｷｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 日本大 1 2003 男子 成年男子走幅跳 7m69

67 3 岩手 下村 知太郎 ｼﾓﾑﾗ ﾄﾓﾀﾛｳ 大船渡高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 58m48

68 3 岩手 菅野 航太 ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀ 黒沢尻工高 3 2004 男子 少年男子A棒高跳 5m00

69 3 岩手 工藤 信太朗 ｸﾄﾞｳ ｼﾝﾀﾛｳ 一関学院高 3 2004 男子 少年男子A5000m 14:06.20

70 3 岩手 新渕 蒼太 ﾆｲﾌﾞﾁ ｿｳﾀ 花巻東高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m36 男子4X100mR

71 3 岩手 畑 周 ﾊﾀ ｱﾏﾈ 葛巻高 3 2004 男子 少年男子共通走高跳 2m02

72 3 岩手 千田 海人 ﾁﾀﾞ ｶｲﾄ 花巻東高 2 2005 男子 少年男子A100m 10.60 男子4X100mR

73 3 岩手 阿部 凪生 ｱﾍﾞ ﾅｵ 盛岡第四高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 15.16

74 3 岩手 髙橋 陽仁 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋﾄ 盛岡南高 1 2006 男子 男子4X100mR

75 3 岩手 松本 塁 ﾏﾂﾓﾄ ﾙｲ 宮古河南中 3 2007 男子 少年男子B100m 11.03 男子4X100mR
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76 3 岩手 金田 萌 ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ 仙台大 1 1904 女子 女子4X100mR

77 3 岩手 大石 沙也加 ｵｵｲｼ ｻﾔｶ ｾﾚｽﾎﾟ 1991 女子 成年女子100m 女子4X100mR

78 3 岩手 佐々木 慧 ｻｻｷ ｹｲ 日本体育大 3 2001 女子 成年女子300m 39.80 女子4X100mR

79 3 岩手 八重樫 澄佳 ﾔｴｶﾞｼ ｽﾐｶ 筑波大 2 2002 女子 成年女子走高跳 1m75

80 3 岩手 筑後 なごみ ﾁｸｺﾞ ﾅｺﾞﾐ 盛岡第四高 3 2004 女子 少年女子A100m 11.99 女子4X100mR

81 3 岩手 田屋 優夢 ﾀﾔ ﾕﾒ 盛岡市立高 3 2004 女子 少年女子A300mH(0.762m) 45.51

82 3 岩手 田中 希歩 ﾀﾅｶ ｷﾎ 盛岡誠桜高 3 2004 女子 少年女子A800m 2:07.34

83 3 岩手 牛間木 仁美 ｳｼﾏｷﾞ ﾋﾄﾐ 水沢第一高 3 2004 女子 少年女子Aやり投(600g) 43m52

84 3 岩手 向井 柚稀 ﾑｶｲ ﾕｽﾞｷ 盛岡市立高 3 2005 女子 少年女子共通走高跳 1m69

85 3 岩手 栃澤 里奈 ﾄﾁｻﾞﾜ ﾘﾅ 盛岡南高 3 2005 女子 女子4X100mR

86 3 岩手 大道 空 ｵｵﾐﾁ ｿﾗ 久慈高 1 2006 女子 少年女子共通走幅跳 5m90 女子4X100mR

87 3 岩手 藤澤 望愛 ﾌｼﾞｻﾜ ﾉｱ 見前南中 3 2007 女子 女子4X100mR

88 4 宮城 氏家 豪留 ｳｼﾞｲｴ ﾀｹﾙ ゴールド　ジム 1999 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 16m47

89 4 宮城 菅野 航平 ｶﾝﾉ ｺｳﾍｲ 筑波大 2 2002 男子 成年男子400mH(0.914m) 50.49 混合4X400mR

90 4 宮城 鵜澤 飛羽 ｳｻﾞﾜ ﾄﾜ 筑波大 2 2002 男子 成年男子300m 33.05

91 4 宮城 高橋 朝陽 ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 仙台高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m36

92 4 宮城 加藤 翔 ｶﾄｳ ｼｮｳ 柴田高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 59m93

93 4 宮城 守屋 蓮 ﾓﾘﾔ ﾚﾝ 柴田高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.55 混合4X400mR

94 4 宮城 鎌田 鋼星 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 仙台大明成高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:52.04

95 4 宮城 渡邉 希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 筑波大 1 2004 男子 成年男子走幅跳 7m85

96 4 宮城 丸山 智禄 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖ 東北高 2 2005 男子 少年男子A300m 少年男子A300mH(0.914m) 37.66 混合4X400mR

97 4 宮城 吉田 聖奈 ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾅ 柴農川崎高 2 2005 男子 少年男子共通5000mW 21:40.76

98 4 宮城 前川 竜之将 ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 東北高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:30.07

99 4 宮城 浅妻 丈人 ｱｻﾂﾞﾏ ﾀｹﾄ 東北高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.99 少年男子B走幅跳 7m04

100 4 宮城 千葉 遼 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳ 登米南方中 3 2008 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 15.25

101 4 宮城 松本 沙耶子 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｺ 七十七銀行 1995 女子 女子4X100mR

102 4 宮城 石岡 柚季 ｲｼｵｶ ﾕｽﾞｷ とらふぐ亭 1997 女子 成年女子走高跳 1m73

103 4 宮城 兵藤 秋穂 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱｷﾎ 筑波大 M1 1999 女子 成年女子やり投(600g) 53m76

104 4 宮城 奥山 小冬 ｵｸﾔﾏ ｺﾄ 福島大 3 2001 女子 成年女子400mH(0.762m) 59.52 混合4X400mR

105 4 宮城 佐々木 梨七 ｻｻｷ ﾘﾅ 積水化学 2002 女子 成年女子5000m 15:39.35

106 4 宮城 本田 姫星 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾗﾗ 仙台大 2 2002 女子 成年女子走幅跳 6m03

107 4 宮城 守屋 憧里 ﾓﾘﾔ ｼｭﾘ 大東文化大 2 2002 女子 成年女子300m 39.06 女子4X100mR 混合4X400mR

108 4 宮城 三浦 由奈 ﾐｳﾗ ﾕﾅ 筑波大 3 2002 女子 成年女子100m 11.55 女子4X100mR

109 4 宮城 加藤 杏菜 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 常盤木学園高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 12m54

110 4 宮城 千葉 史織 ﾁﾊﾞ ｼｵﾘ 仙台一高 2 2005 女子 少年女子A300mH(0.762m) 44.97 女子4X100mR 混合4X400mR

111 4 宮城 渡邉 来愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾚｱ 仙台育英高 2 2005 女子 少年女子A3000m 9:24.01

112 4 宮城 浅野 結 ｱｻﾉ ﾕｲ 常盤木学園高 2 2005 女子 少年女子A100m 12.10 女子4X100mR 混合4X400mR

113 4 宮城 山根 希乃風 ﾔﾏﾈ ﾉﾉｶ 仙台二華高 1 2006 女子 少年女子共通走高跳 1m72

114 4 宮城 壁谷 衿奈 ｶﾍﾞﾔ ｴﾘﾅ 仙台育英高 2 2006 女子 少年女子A800m 2:07.71

115 4 宮城 千葉 安珠 ﾁﾊﾞ ｱﾝｼﾞｭ 常盤木学園高 1 2007 女子 少年女子B100m 11.95 女子4X100mR

116 4 宮城 佐藤 柚希 ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 八乙女中 3 2007 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.81 女子4X100mR

117 5 秋田 後藤 瑞貴 ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ 秋田陸協 1999 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 14.50

118 5 秋田 熊谷 龍之介 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 秋田大 3 2000 男子 成年男子100m 10.65 男子4X100mR

119 5 秋田 秋本 凌汰 ｱｷﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 国際武道大 3 2001 男子 成年男子300m 33.77 混合4X400mR

120 5 秋田 加藤 想大 ｶﾄｳ ｿｳﾀ 秋田高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m07

121 5 秋田 藤本 駿世 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 秋田工高 3 2004 男子 少年男子A5000m 14:18.21

122 5 秋田 大野 聖登 ｵｵﾉ ｷﾖﾄ 秋田工高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:50.04

123 5 秋田 金 亮汰 ｺﾝ ﾘｮｳﾀ 秋田令和高 3 2004 男子 混合4X400mR

124 5 秋田 中塩 和幸 ﾅｶｼｵ ｶｽﾞﾕｷ 秋田令和高 3 2004 男子 男子4X100mR

125 5 秋田 大友 樹 ｵｵﾄﾓ ｲﾂｷ 秋田令和高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.74 男子4X100mR 混合4X400mR

126 5 秋田 沢田 海斗 ｻﾜﾀ ｶｲﾄ 花輪高 3 2004 男子 混合4X400mR

127 5 秋田 戸島 千駿 ﾄｼﾏ ﾁﾊﾔ 大曲高 3 2005 男子 少年男子A300mH(0.914m) 38.77

128 5 秋田 守澤 仁太 ﾓﾘｻﾜ ｼﾞﾝﾀ 横手高 3 2005 男子 少年男子共通5000mW 21:57.35

129 5 秋田 佐藤 惺 ｻﾄｳ ｾｲ 湯沢翔北高 2 2005 男子 少年男子共通走高跳 1m95

130 5 秋田 木村 光一郎 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 秋田商高 2 2005 男子 少年男子A300m 34.45 混合4X400mR

131 5 秋田 野村 汰輝 ﾉﾑﾗ ﾀｲｷ 秋田工高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:50.51

132 5 秋田 大信田 凌生 ｵｵｼﾀﾞ ﾘｸ 横手清陵学院高 1 2006 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 34m36

133 5 秋田 川崎 尚人 ｶﾜｻｷ ﾅｵﾄ 秋田令和高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.04 男子4X100mR

134 5 秋田 佐藤 将 ｻﾄｳ ｼｮｳ 秋田令和高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 15.21

135 5 秋田 小舘 充華 ｺﾀﾞﾃ ﾐﾊﾙ 染めQ 1998 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 62m94

136 5 秋田 児玉 楓夏 ｺﾀﾞﾏ ﾌｳｶ 駿河台大 4 2000 女子 成年女子300m 混合4X400mR

137 5 秋田 木村 和 ｷﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 早稲田大 4 2000 女子 成年女子5000mW 24:27.25

138 5 秋田 佐藤 杏 ｻﾄｳ ｱﾝ 大館鳳鳴高 3 2004 女子 混合4X400mR

139 5 秋田 越川 真稟 ｺｼｶﾜ ﾏﾘﾝ 由利高 3 2005 女子 少年女子Aやり投(600g) 42m92

140 5 秋田 菅原 苺波 ｽｶﾞﾜﾗ ｲﾁﾊ 大曲高 2 2005 女子 少年女子A3000m 9:47.94

141 5 秋田 三浦 夏恋 ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ 秋田令和高 2 2005 女子 少年女子A100m 12.12 少年女子A300m 40.06 混合4X400mR

142 5 秋田 桜庭 凛乃 ｻｸﾗﾊﾞ ﾘﾉ 秋田令和高 3 2005 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 14.79 少年女子A300mH(0.762m) 45.49

143 5 秋田 小松原 愛佳 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｲｶ 大館国際情報高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.67

144 5 秋田 三浦 千佳 ﾐｳﾗ ﾁｶ 秋田中央高 1 2006 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.73

145 5 秋田 大島 琉依 ｵｵｼﾏ ﾙｲ 秋田南高 1 2007 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 22m62

146 6 山形 宮田 涼 ﾐﾔﾀ ﾘｮｳ 山形市役所AC 1994 男子 成年男子やり投(800g) 67m20

147 6 山形 軽部 恭矢 ｶﾙﾍﾞ ｷｮｳﾔ NDソフト 1999 男子 成年男子300m 33.60 男子4X100mR 混合4X400mR

148 6 山形 伊藤 輝 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ ミクロン精密 1999 男子 成年男子100m 10.52 男子4X100mR

149 6 山形 松田 基 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾄｷ 筑波大 4 2000 男子 成年男子三段跳 15m81

150 6 山形 柴崎 駿希 ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｷ 東洋大 3 2001 男子 成年男子400mH(0.914m) 51.64 男子4X100mR 混合4X400mR
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151 6 山形 清野 康介 ｾｲﾉ ｺｳｽｹ 山形市立商高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 66m19

152 6 山形 渡邉 壮大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 山形市立商高 3 2004 男子 少年男子共通走高跳 2m00

153 6 山形 伊藤 健太郎 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 山形学院高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.84 男子4X100mR

154 6 山形 小浅 陽佳 ｺｱｻ ﾊﾙｶ 九里学園高 3 2004 男子 少年男子共通5000mW 21:19.98

155 6 山形 紺野 稜真 ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾏ 九里学園高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 36.62 男子4X100mR 混合4X400mR

156 6 山形 早藤 海音 ﾊﾔﾌｼﾞ ｱｵﾄ 酒田東高 2 2005 男子 少年男子A走幅跳 7m13

157 6 山形 高見 泰杜 ﾀｶﾐ ﾋﾛﾄ 東海大山形高 3 2005 男子 少年男子A5000m 14:45.03

158 6 山形 保科 心斗 ﾎｼﾅ ｼﾝﾄ 山形中央高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 6m69 男子4X100mR

159 6 山形 白畑 健太郎 ｼﾗﾊﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 米沢中央高 2 2006 男子 少年男子A300m 34.74 男子4X100mR 混合4X400mR

160 6 山形 高橋 響 ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 米沢中央高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.11 男子4X100mR

161 6 山形 保芦 摩比呂 ﾎｱｼ ﾏﾋﾛ 大石田中 3 2007 男子 少年男子B3000m 8:39.70

162 6 山形 草名木 悠人 ｸｻﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 米沢中央高 1 2007 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 35m85

163 6 山形 黒澤 かおり ｸﾛｻﾜ ｶｵﾘ 山形ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 1997 女子 成年女子走幅跳 5m79

164 6 山形 青野 朱李 ｱｵﾉ ｼｭﾘ 山梨学院大 4 2000 女子 成年女子300m 女子4X100mR 混合4X400mR

165 6 山形 阪 希望 ﾊﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 山形大 3 2001 女子 成年女子400mH(0.762m) 1:00.06 女子4X100mR 混合4X400mR

166 6 山形 岡田 悠 ｵｶﾀﾞ ﾕｳ 山形大 3 2002 女子 成年女子100m 11.87 女子4X100mR

167 6 山形 柏倉 うみ ｶｼﾜｸﾞﾗ ｳﾐ 山形中央高 3 2004 女子 少年女子A300mH(0.762m) 42.83 女子4X100mR 混合4X400mR

168 6 山形 赤坂 美玲 ｱｶｻｶ ﾐﾚｲ 山形中央高 3 2004 女子 少年女子A300m 40.10 女子4X100mR 混合4X400mR

169 6 山形 遠藤 奈那 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 山形中央高 3 2004 女子 少年女子共通三段跳 12m03

170 6 山形 森谷 乙葉 ﾓﾘﾔ ｵﾄﾊ 山形城北高 3 2004 女子 少年女子A3000m 9:47.64

171 6 山形 秋葉 日愛 ｱｷﾊﾞ ﾋﾖﾘ 山形中央高 3 2005 女子 少年女子共通走幅跳 5m65

172 6 山形 髙橋 亜珠 ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 山形市立商高 3 2005 女子 少年女子A100m 11.88 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.83 女子4X100mR

173 6 山形 菅野 穂乃 ｽｶﾞﾉ ﾎﾉ 天童第二中 3 2007 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 15.55 女子4X100mR

174 6 山形 今井 颯希 ｲﾏｲ ｻﾂｷ 山形市立商高 1 2007 女子 成年女子棒高跳 3m60 女子4X100mR

175 7 福島 山下 航平 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ ＡＮＡ 1994 男子 成年男子三段跳 15m92 男子4X100mR

176 7 福島 渡部 佳朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾛｳ JAWS 1997 男子 成年男子300m 男子4X100mR 混合4X400mR

177 7 福島 山下 潤 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ ＡＮＡ 1997 男子 成年男子100m 10.49 男子4X100mR

178 7 福島 山内 大夢 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾑ 東邦銀行 1999 男子 成年男子400mH(0.914m) 50.24 混合4X400mR

179 7 福島 安倍 優紀 ｱﾝﾊﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 東海大 3 2001 男子 成年男子800m 1:48.02

180 7 福島 今西 亮太 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳﾀ 葵高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m)

181 7 福島 安齋 由一郎 ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 福島東高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.58 男子4X100mR

182 7 福島 齋藤 慧舟 ｻｲﾄｳ ｹｲｼｭｳ 日大東北高 3 2004 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

183 7 福島 大湊 柊翔 ｵｵﾐﾅﾄ ｼｭｳﾄ 学法石川高 3 2004 男子 少年男子A5000m 14:09.19

184 7 福島 五十嵐 聖 ｲｶﾞﾗｼ ﾋｼﾞﾘ 葵高 2 2005 男子 少年男子共通走高跳 2m01

185 7 福島 大谷 介人 ｵｵﾀﾆ ｶｲﾄ 帝京安積高 3 2005 男子 少年男子A300m 33.95 男子4X100mR 混合4X400mR

186 7 福島 曲山 純平 ﾏｶﾞﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 日大東北高 2 2005 男子 少年男子A走幅跳 7m40

187 7 福島 齋藤 一筋 ｻｲﾄｳ ｲﾁｽﾞ 学法石川高 2 2005 男子 少年男子共通800m 1:52.60

188 7 福島 北島 圭吾 ｷﾀｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ 白河高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.06 男子4X100mR

189 7 福島 高橋 駿士 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 会津学鳳高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 14.91 男子4X100mR

190 7 福島 木村 凪冴 ｷﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 日大東北高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 7m03

191 7 福島 小野 大輝 ｵﾉ ﾀﾞｲｷ 日大東北高 1 2006 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 40m81

192 7 福島 増子 陽太 ﾏｼｺ ﾖｳﾀ 鏡石中 3 2007 男子 少年男子B3000m 8:15.04

193 7 福島 松本 奈菜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ 東邦銀行 1996 女子 成年女子300m 37.82 混合4X400mR

194 7 福島 中村 美宇 ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 東邦銀行 1999 女子 成年女子800m 2:06.63 混合4X400mR

195 7 福島 穴澤 沙也可 ｱﾅｻﾞﾜ ｻﾔｶ 新潟医療福祉大 M1 1999 女子 成年女子100m 11.92

196 7 福島 大千里 歩美 ｵｵﾁﾘ ｱﾕﾐ 新潟医療福祉大 4 2000 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 14m45

197 7 福島 片寄 碧 ｶﾀﾖｾ ｱｵ 順天堂大 3 2001 女子 成年女子5000mW 23:48.70

198 7 福島 渡邉 安那 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝﾅ 福島成蹊高 3 2004 女子 少年女子共通走高跳 1m69

199 7 福島 根本 穂波 ﾈﾓﾄ ﾎﾅﾐ 日大東北高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 12m82 少年女子Aやり投(600g) 45m91

200 7 福島 橋本 羽奈 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅ 日大東北高 3 2005 女子 少年女子A300m 41.65 混合4X400mR

201 7 福島 佐藤 美空 ｻﾄｳ ﾐｸ 学法石川高 2 2005 女子 少年女子A800m 2:08.70

202 7 福島 谷口 紗菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾅ 福島成蹊高 2 2006 女子 少年女子A100m 11.97

203 7 福島 陣野 莉心 ｼﾞﾝﾉ ﾘｺ 日大東北高 1 2007 女子 少年女子B100m 12.20

204 8 茨城 中村 太地 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ ミズノ 1993 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 17m36

205 8 茨城 楠 康成 ｸｽ ﾔｽﾅﾘ 阿見AC 1993 男子 成年男子3000mSC 8:25.70

206 8 茨城 飯島 陸斗 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 阿見AC 1997 男子 成年男子800m 1:48.05 混合4X400mR

207 8 茨城 染谷 佳大 ｿﾒﾔ ﾖｼﾋﾛ 大和ハウス 1998 男子 成年男子100m 10.29 男子4X100mR

208 8 茨城 松浦 謙聖 ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｾｲ 法政大 4 2000 男子 男子4X100mR

209 8 茨城 千田 杜真寿 ﾁﾀﾞ ﾄﾏｽ 早稲田大 2 2002 男子 成年男子300m 男子4X100mR 混合4X400mR

210 8 茨城 松田 太一 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ 霞ヶ浦高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 57m88

211 8 茨城 野口 遥斗 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 鹿島学園高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:50.58 混合4X400mR

212 8 茨城 宮田 海翔 ﾐﾔﾀ ｶｲﾄ 水戸桜ノ牧高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m27 男子4X100mR

213 8 茨城 島田 湧大 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 波崎柳川高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 63m06

214 8 茨城 徳守 央駕 ﾄｸﾓﾘ ｵｳｶﾞ つくば秀英高 2 2005 男子 少年男子共通走高跳 2m00

215 8 茨城 平沼 京樹 ﾋﾗﾇﾏ ｷｮｳｼﾞｭ つくば秀英高 2 2005 男子 少年男子A100m 10.80 男子4X100mR

216 8 茨城 小室 歩久斗 ｺﾑﾛ ﾌｸﾄ つくば秀英高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.60 男子4X100mR

217 8 茨城 大村 博伸 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 牛久栄進高 2 2006 男子 少年男子A300m 34.26 男子4X100mR 混合4X400mR

218 8 茨城 川﨑 光介 ｶﾜｻｷ ｺｳｽｹ 霞ヶ浦高 1 2007 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 14.60 男子4X100mR

219 8 茨城 五十嵐 新太 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾝﾀ 中郷中 3 2007 男子 少年男子B3000m 8:37.28

220 8 茨城 斉藤 真理菜 ｻｲﾄｳ ﾏﾘﾅ スズキ 1995 女子 成年女子やり投(600g) 59m42

221 8 茨城 熊谷 菜美 ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾐ 関彰商事 1996 女子 成年女子5000mW 23:09.98

222 8 茨城 小倉 梨央 ｵｸﾞﾗ ﾘｵ 駿河台大 4 2000 女子 女子4X100mR 混合4X400mR

223 8 茨城 本田 怜 ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲ 順天堂大 3 2001 女子 成年女子100m 12.03 女子4X100mR 混合4X400mR

224 8 茨城 渡辺 凜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 水戸啓明高 3 2004 女子 少年女子共通走幅跳 5m68 少年女子共通三段跳 12m05 女子4X100mR

225 8 茨城 ﾊｯｻﾝ ﾅﾜｰﾙ ﾊｯｻﾝ ﾅﾜｰﾙ 土浦日大高 3 2004 女子 少年女子A100m 12.30 女子4X100mR
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226 8 茨城 瀬賀 風花 ｾｶﾞ ﾌｳｶ 土浦日大高 3 2004 女子 少年女子A300mH(0.762m) 45.23 混合4X400mR

227 8 茨城 入江 遥菜 ｲﾘｴ ﾊﾙﾅ 茨城キリスト高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 11m02 少年女子Aやり投(600g) 48m91

228 8 茨城 宇佐美 乃彩 ｳｻﾐ ﾉｱ 茨城キリスト高 2 2005 女子 女子4X100mR

229 8 茨城 椎名 凛花 ｼｲﾅ ﾘﾝｶ 茨城キリスト高 2 2005 女子 少年女子A300m 39.65 女子4X100mR 混合4X400mR

230 8 茨城 小松崎 妃紅 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾋｲﾛ 水戸啓明高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.10 女子4X100mR

231 8 茨城 岡本 紗弥 ｵｶﾓﾄ ｻﾔ 霞ヶ浦高 1 2006 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 15.43 女子4X100mR

232 8 茨城 櫻井 千啓 ｻｸﾗｲ ﾁﾋﾛ 東洋大牛久高 1 2007 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 29m58

233 9 栃木 松原 奨 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｮｳ 滝沢ハム 1993 男子 成年男子走幅跳 7m71 男子4X100mR

234 9 栃木 武田 歴次 ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 栃木スポ協 1995 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 18m20

235 9 栃木 小椋 健司 ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾞ 栃木スポ協 1995 男子 成年男子やり投(800g) 80m25

236 9 栃木 東田 旺洋 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 栃木スポ協 1995 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

237 9 栃木 佐藤 風雅 ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 那須環境 1996 男子 成年男子300m 男子4X100mR 混合4X400mR

238 9 栃木 近藤 良亮 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 栃木スポ協 1997 男子 成年男子10000mW

239 9 栃木 根本 大輝 ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 順天堂大 M1 1999 男子 成年男子800m 1:46.73

240 9 栃木 水久保 漱至 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 第一酒造 1999 男子 成年男子100m 10.27 男子4X100mR

241 9 栃木 永澤 良太 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ 佐野東高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 58m34

242 9 栃木 日渡 陸斗 ﾋﾜﾀｼ ﾘｸﾄ 真岡高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 60m97

243 9 栃木 小堀 至 ｺﾎﾞﾘ ｲﾀﾙ 茂木高 3 2004 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

244 9 栃木 穴山 敦士 ｱﾅﾔﾏ ｱﾂｼ 那須清峰高 3 2005 男子 少年男子共通走高跳 2m00

245 9 栃木 若菜 敬 ﾜｶﾅ ｹｲ 佐野高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.87 男子4X100mR 混合4X400mR

246 9 栃木 大島 福 ｵｵｼﾏ ﾌｸ 佐野日大高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:29.29

247 9 栃木 野口 晴也 ﾉｸﾞﾁ ｾｲﾔ 宇都宮南高 1 2006 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 41m18

248 9 栃木 関口 清乃 ｾｷｸﾞﾁ ｷﾖﾉ 栃木スポ協 1997 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 60m14

249 9 栃木 諸田 実咲 ﾓﾛﾀ ﾐｻｷ 栃木スポ協 1998 女子 成年女子棒高跳 4m21

250 9 栃木 竹内 萌 ﾀｹｳﾁ ﾓｴ 栃木スポ協 1998 女子 成年女子走高跳 1m76

251 9 栃木 桑添 友花 ｸﾜｿﾞｴ ﾄﾓｶ 日本栄養給食協 1999 女子 成年女子やり投(600g) 52m06

252 9 栃木 大島 愛梨 ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 中央大 4 2000 女子 成年女子300m 39.68 女子4X100mR 混合4X400mR

253 9 栃木 福田 奈央 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 作新学院大 4 2001 女子 女子4X100mR

254 9 栃木 内藤 未唯 ﾅｲﾄｳ ﾐﾕ 神奈川大 2 2002 女子 成年女子5000mW 22:31.76

255 9 栃木 関根 こころ ｾｷﾈ ｺｺﾛ 作新学院大 3 2002 女子 女子4X100mR 混合4X400mR

256 9 栃木 五月女 光 ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 作新学院高 3 2004 女子 女子4X100mR 混合4X400mR

257 9 栃木 中里 百葉 ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾓﾊ 白鴎大足利高 3 2004 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.68 女子4X100mR

258 9 栃木 野村 美月 ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 石橋高 2 2005 女子 少年女子A300mH(0.762m) 43.71 女子4X100mR

259 9 栃木 長島 結衣 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｲ 真岡女子高 2 2005 女子 少年女子A800m 2:09.32 混合4X400mR

260 9 栃木 越路 結菜 ｺｼｼﾞ ﾕｲﾅ 黒磯南高 3 2005 女子 少年女子共通走高跳 1m68

261 9 栃木 覚本 千莉 ｶｸﾓﾄ ﾁﾘ 白鴎大足利高 1 2006 女子 女子4X100mR

262 10 群馬 鈴木 宏明 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 登利平AC 1994 男子 男子4X100mR

263 10 群馬 小田 大樹 ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1996 男子 成年男子走幅跳 7m88

264 10 群馬 小渕 瑞樹 ｵﾌﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 登利平AC 1997 男子 成年男子300m 33.36 男子4X100mR 混合4X400mR

265 10 群馬 外所 晴貴 ﾄﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｷ 順天堂大 4 2000 男子 成年男子三段跳 15m75

266 10 群馬 近藤 友紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 上武大 4 2000 男子 成年男子10000mW 42:44.63

267 10 群馬 栁田 大輝 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾋﾛｷ 東洋大 1 2003 男子 成年男子100m 10.16 男子4X100mR 混合4X400mR

268 10 群馬 中村 大空 ﾅｶﾑﾗ ｿﾗ 東京農大二高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.63 少年男子A走幅跳 7m59 男子4X100mR

269 10 群馬 原田 真聡 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 東京農大二高 3 2004 男子 少年男子A300m 33.25 男子4X100mR 混合4X400mR

270 10 群馬 栁田 聖人 ﾔﾅｷﾞﾀ ｷﾖﾄ 東京農大二高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 37.38 男子4X100mR 混合4X400mR

271 10 群馬 佐藤 卓巳 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 市立前橋高 2 2005 男子 少年男子共通走高跳 2m08

272 10 群馬 金子 拳士 ｶﾈｺ ｹﾝﾄ 桐生第一高 2 2005 男子 少年男子Aやり投(800g) 58m26

273 10 群馬 大久保 綾 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳ 樹徳高 2 2005 男子 少年男子共通800m 1:53.67

274 10 群馬 今井 悠貴 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 前橋育英高 2 2005 男子 少年男子A5000m 14:30.85

275 10 群馬 入船 太一 ｲﾘﾌﾈ ﾀｲﾁ 桐生第一高 1 2006 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 39m24

276 10 群馬 橋本 悠 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ 東京農大二高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 14.22 男子4X100mR

277 10 群馬 原口 顕次朗 ﾊﾗｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ 前橋育英高 2 2006 男子 少年男子A棒高跳 4m90

278 10 群馬 栁田 聖大 ﾔﾅｷﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 東京農大二高 1 2007 男子 少年男子B100m 11.02 少年男子B走幅跳 7m24 男子4X100mR

279 10 群馬 岩田 優奈 ｲﾜﾀ ﾕｳﾅ スズキ 1997 女子 成年女子300m 38.11 混合4X400mR

280 10 群馬 田中 きよの ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 駿河台大 3 2002 女子 成年女子100m 11.92 混合4X400mR

281 10 群馬 村田 蒼空 ﾑﾗﾀ ｿﾗ 前橋女高 3 2004 女子 成年女子棒高跳 4m16

282 10 群馬 柴山 菜乃実 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾅﾅﾐ 高崎商高 3 2004 女子 少年女子A300m 39.52 混合4X400mR

283 10 群馬 紋谷 実沙 ﾓﾝﾔ ﾐｻ 高崎経済大附高 3 2004 女子 少年女子共通三段跳 12m21

284 10 群馬 恩田 未來 ｵﾝﾀﾞ ﾐﾗｲ 共愛学園高 3 2004 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.96

285 10 群馬 高木 なるみ ﾀｶｷﾞ ﾅﾙﾐ 新島学園高 3 2004 女子 少年女子A800m 2:09.89

286 10 群馬 原 志織 ﾊﾗ ｼｵﾘ 樹徳高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 12m74

287 10 群馬 横山 涼葉 ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾊ 共愛学園高 1 2006 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.08 混合4X400mR

288 10 群馬 須賀 結暖 ｽｶﾞ ﾕﾉﾝ 前橋育英高 1 2007 女子 少年女子B100m 12.22

289 10 群馬 太田 琴音 ｵｵﾀ ｺﾄﾈ 吉井中央中 3 2007 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 32m92

290 10 群馬 成澤 柚日 ﾅﾘｻﾜ ﾕｳﾋ 藪塚本町中 3 2007 女子 少年女子共通走幅跳 6m00

291 11 埼玉 池畠 旭佳瑠 ｲｹﾊﾀ ﾋｶﾙ 駿大AC 1994 男子 成年男子三段跳 16m26

292 11 埼玉 川越 広弥 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾛﾔ JAWS 1997 男子 成年男子400mH(0.914m) 49.72 混合4X400mR

293 11 埼玉 齊藤 斗把 ｻｲﾄｳ ﾄﾜ JAWS 1998 男子 男子4X100mR

294 11 埼玉 伊藤 孝太郎 ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 東京ガスエコモ 1998 男子 成年男子100m 10.22 男子4X100mR

295 11 埼玉 長山 達彦 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ 埼玉陸協 1999 男子 成年男子10000mW

296 11 埼玉 羽生田 智 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｻﾄｼ MINT TOKYO 1999 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 16m96

297 11 埼玉 飯濵 友太郎 ｲｲﾊﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 立教大 3 2001 男子 成年男子800m 1:47.75

298 11 埼玉 友田 真隆 ﾄﾓﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 東京理科大 2 2003 男子 成年男子300m 混合4X400mR

299 11 埼玉 富樫 竜輝 ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ 武南高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.50 男子4X100mR

300 11 埼玉 小山 翔也 ｺﾔﾏ ｼｮｳﾔ 埼玉栄高 3 2004 男子 少年男子A5000m 14:04.76
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301 11 埼玉 森田 陽樹 ﾓﾘﾀ ﾊﾙｷ 早大本庄高 3 2004 男子 少年男子A300m 33.69 混合4X400mR

302 11 埼玉 小瀬 堅大 ｺｾ ｹﾝﾀ 川口市立高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:52.14

303 11 埼玉 川尻 太一 ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ 川口市立高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 37.86 男子4X100mR 混合4X400mR

304 11 埼玉 中田 陽 ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙ 武南高 3 2005 男子 少年男子共通走高跳 2m01

305 11 埼玉 富田 凉桜 ﾄﾐﾀ ﾘｵ 進修館高 1 2006 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 43m69 男子4X100mR

306 11 埼玉 海老川 舜悟 ｴﾋﾞｶﾜ ｼｭﾝｺﾞ 川越東高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.95 男子4X100mR

307 11 埼玉 川端 涼夏 ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ 松本土建 1993 女子 成年女子400mH(0.762m) 59.04 混合4X400mR

308 11 埼玉 勝山 眸美 ｶﾂﾔﾏ ﾋﾄﾐ オリコ 1994 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 63m05

309 11 埼玉 嶺村 優 ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳ オリコ 1994 女子 成年女子走幅跳 6m17

310 11 埼玉 細谷 優美 ﾎｿﾔ ﾕﾐ 阿見AC 1995 女子 成年女子100m 11.80

311 11 埼玉 大野 史佳 ｵｵﾉ ﾌﾐｶ 埼玉大 4 2000 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 15m06

312 11 埼玉 吉田 詩央 ﾖｼﾀﾞ ｼｵ 日本体育大 3 2001 女子 成年女子800m 2:06.92 成年女子300m 40.05 混合4X400mR

313 11 埼玉 田中 美憂 ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ 松山女高 3 2004 女子 少年女子共通三段跳 12m56

314 11 埼玉 阿部 友 ｱﾍﾞ ﾕｳ 松山女高 3 2004 女子 少年女子A300mH(0.762m) 44.09

315 11 埼玉 山内 そよ ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ 大宮東高 3 2004 女子 少年女子A300m 混合4X400mR

316 11 埼玉 橋本 結空 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ 国際学院高 3 2004 女子 少年女子共通走幅跳 5m87 混合4X400mR

317 11 埼玉 髙橋 美月 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｷ 埼玉栄高 1 2006 女子 少年女子共通走高跳 1m75

318 11 埼玉 清水 望生 ｼﾐｽﾞ ﾐｳ 昌平高 1 2006 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.15

319 11 埼玉 ﾜｼﾞｪﾛ ﾘｻ ﾜｼﾞｪﾛ ﾘｻ 伊奈学園総合高 1 2007 女子 少年女子B100m 12.16

320 12 千葉 小川 宏海 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ 国士舘大クラブ 1997 男子 成年男子三段跳 15m89

321 12 千葉 山本 竜大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ SEKI A.C. 1997 男子 成年男子400mH(0.914m) 49.91 混合4X400mR

322 12 千葉 立岩 和大 ﾀﾃｲﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 順天堂大 M1 1999 男子 成年男子10000mW 40:19.71

323 12 千葉 金子 魅玖人 ｶﾈｺ ﾐｸﾄ 中央大 3 2001 男子 成年男子800m 1:46.34

324 12 千葉 鳥海 勇斗 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳﾄ 日本大 3 2001 男子 成年男子走幅跳 7m76 男子4X100mR

325 12 千葉 守 祐陽 ﾓﾘ ﾕｳﾋ 大東文化大 1 2003 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

326 12 千葉 藤原 寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 中央大 2 2003 男子 成年男子100m 10.37 男子4X100mR

327 12 千葉 齋藤 拓巳ｱﾝﾄﾞﾚｲ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐｱﾝﾄﾞﾚｲ 市立船橋高 3 2004 男子 少年男子A300m 33.66 男子4X100mR 混合4X400mR

328 12 千葉 鈴木 葵 ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 我孫子高 3 2004 男子 少年男子共通5000mW 21:31.06

329 12 千葉 髙須 楓翔 ﾀｶｽ ﾌｳﾄ 成田高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.48 男子4X100mR 混合4X400mR

330 12 千葉 山口 幸樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 東海大浦安高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m47 男子4X100mR

331 12 千葉 綾 一輝 ｱﾔ ｶｽﾞｷ 八千代松陰高 3 2004 男子 少年男子A5000m 14:00.25

332 12 千葉 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 八千代松陰高 3 2004 男子 少年男子共通走高跳 2m08

333 12 千葉 村社 亮太 ﾑﾗｺｿ ﾘｮｳﾀ 日体大柏高 2 2005 男子 少年男子A棒高跳 4m91

334 12 千葉 武岡 世航 ﾀｹｵｶ ｾｲｺｳ 市立船橋高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 6m86 男子4X100mR

335 12 千葉 馬原 浩志郎 ﾏﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 市立船橋高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.72 男子4X100mR

336 12 千葉 鈴木 琉胤 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 八千代松陰高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:20.08

337 12 千葉 矢来 舞香 ﾔｷﾞ ﾏｲｶ 千葉興業銀行 1999 女子 成年女子5000mW 23:12.20

338 12 千葉 梅原 遥奈 ｳﾒﾊﾗ ﾊﾙﾅ 日本大 4 2000 女子 成年女子走高跳 1m76

339 12 千葉 景山 咲穗 ｶｹﾞﾔﾏ ｻｷﾎ 筑波大 3 2002 女子 成年女子100m 11.83 女子4X100mR

340 12 千葉 松岡 萌絵 ﾏﾂｵｶ ﾓｴ 中央大 2 2003 女子 成年女子400mH(0.762m) 57.57 女子4X100mR

341 12 千葉 佐藤 葵唯 ｻﾄｳ ｱｵｲ 市立船橋高 3 2004 女子 少年女子A100m 11.81 女子4X100mR 混合4X400mR

342 12 千葉 山田 裕未 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 市立船橋高 3 2004 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.83 女子4X100mR

343 12 千葉 佐々木 千翔 ｻｻｷ ﾁｶ 市立船橋高 3 2004 女子 少年女子共通走幅跳 6m09 少年女子共通三段跳 12m62

344 12 千葉 小松原 菜南 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾅﾐ 幕張総合高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 13m13

345 12 千葉 宮地 利璃香 ﾐﾔﾁ ﾘﾘｶ 市立船橋高 2 2005 女子 少年女子A300m 39.28 女子4X100mR

346 12 千葉 志水 芹菜 ｼﾐｽﾞ ｾﾘﾅ 市立船橋高 2 2005 女子 少年女子A300mH(0.762m) 44.47 女子4X100mR 混合4X400mR

347 12 千葉 亀山 美南 ｶﾒﾔﾏ ﾐﾅﾐ 市立船橋高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.47 女子4X100mR

348 12 千葉 坂田 涼音 ｻｶﾀ ﾘﾝ 木更津太田中 3 2007 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.06 女子4X100mR

349 13 東京 横地 大雅 ﾖｺﾁ ﾀｲｶﾞ 法政大 4 2000 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 13.56

350 13 東京 高橋 創 ﾀｶﾊｼ ｿｳ 東京大 3 2001 男子 成年男子800m 1:48.07

351 13 東京 鈴木 憲伸 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ 明治大 4 2001 男子 成年男子三段跳 15m90 成年男子砲丸投(7.260kg)

352 13 東京 豊田 兼 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝ 慶應義塾大 2 2002 男子 成年男子400mH(0.914m) 49.82 混合4X400mR

353 13 東京 中島 佑気ｼﾞｮｾﾌ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷｼﾞｮｾﾌ 東洋大 3 2002 男子 成年男子300m 33.31 混合4X400mR

354 13 東京 清水 壮 ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾙ 東京高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.56 少年男子A300m 33.89 混合4X400mR

355 13 東京 片山 大地 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 八王子高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m39 少年男子Aハンマー投(6.000kg)

356 13 東京 國安 大悟 ｸﾆﾔｽ ﾀﾞｲｺﾞ 片倉高 2 2005 男子 少年男子Aやり投(800g) 61m95

357 13 東京 福士 湊 ﾌｸｼ ﾐﾅﾄ 明星学園高 2 2005 男子 少年男子共通走高跳 2m09

358 13 東京 志村 武 ｼﾑﾗ ﾀｹｼ 日本工大駒場高 2 2005 男子 少年男子A300mH(0.914m) 38.06 混合4X400mR

359 13 東京 菅野 颯輝 ｽｶﾞﾉ ｿｳｷ 東京高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 少年男子B円盤投(1.500kg) 42m68

360 13 東京 山田 空駕 ﾔﾏﾀﾞ ｸｳｶﾞ 城西高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.73

361 13 東京 林 春空 ﾊﾔｼ ﾊﾙｱ 城西高 1 2007 男子 少年男子B3000m 8:30.56 少年男子B110mH(0.991m/9.14m)

362 13 東京 伊藤 明子 ｲﾄｳ ｱｷｺ ｾﾚｽﾎﾟ 1995 女子 成年女子100m 成年女子400mH(0.762m) 58.09 女子4X100mR 混合4X400mR

363 13 東京 小林 茉由 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ J.VIC 1996 女子 成年女子300m 37.92 女子4X100mR 混合4X400mR

364 13 東京 髙橋 渚 ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞｻ メイスンワーク 2000 女子 成年女子走高跳 1m83 成年女子走幅跳

365 13 東京 小山田 芙由子 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾌﾕｺ 日本大 4 2001 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 15m40

366 13 東京 上島 周子 ｳｴｼﾏ ﾁｶｺ 富士高 3 2004 女子 少年女子A100m 12.50 少年女子A300m 39.75 女子4X100mR 混合4X400mR

367 13 東京 小川 陽香 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 順天高 3 2004 女子 少年女子A3000m 9:12.22

368 13 東京 勝 くるみ ｽｸﾞﾚ ｸﾙﾐ 白梅学園高 3 2004 女子 少年女子A800m 2:08.25 混合4X400mR

369 13 東京 佐久間 理緒 ｻｸﾏ ﾘｵ 城東高 3 2004 女子 少年女子共通三段跳 12m37

370 13 東京 谷山 彩葉 ﾀﾆﾔﾏ ｲﾛﾊ 野津田高 2 2005 女子 少年女子Aやり投(600g) 45m94

371 13 東京 下元 香凜 ｼﾓﾓﾄ ｶﾘﾝ 白梅学園高 2 2005 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 14.75 少年女子A300mH(0.762m) 43.69 女子4X100mR

372 13 東京 小林 美月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 明星学園高 3 2005 女子 成年女子棒高跳 4m00

373 13 東京 森﨑 優希 ﾓﾘｻｷ ﾕｷ 明星学園高 2 2005 女子 少年女子共通走高跳 1m76

374 13 東京 仮屋 愛優 ｶﾘﾔ ｱﾕ 東京高 1 2006 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.27

375 13 東京 大竹 莉美子 ｵｵﾀｹ ﾘﾐｺ 東京高 1 2006 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 35m41
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376 13 東京 藤井 南月子 ﾌｼﾞｲ ﾅﾂｺ 鴎友学園女高 1 2006 女子 少年女子B100m 11.99 女子4X100mR

377 13 東京 近藤 いおん ｺﾝﾄﾞｳ ｲｵﾝ 城西高 1 2006 女子 少年女子共通走幅跳 6m13 女子4X100mR

378 14 神奈川 薄田 健太郎 ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 筑波大 M2 1999 男子 成年男子800m 1:46.17

379 14 神奈川 小田 大雅 ｵﾀﾞ ﾀｲｶﾞ エクスポ 1999 男子 成年男子走幅跳 7m23 成年男子三段跳 15m90

380 14 神奈川 ﾒﾙﾄﾞﾗﾑ ｱﾗﾝ ﾒﾙﾄﾞﾗﾑ ｱﾗﾝ 東京農業大 3 2000 男子 成年男子100m 10.99 成年男子300m 混合4X400mR

381 14 神奈川 陰山 彩大 ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾔﾀ 日本大 4 2000 男子 成年男子400mH(0.914m) 49.31 混合4X400mR

382 14 神奈川 吉川 絢斗 ﾖｼｶﾜ ｹﾝﾄ 東京学芸大 3 2001 男子 成年男子10000mW

383 14 神奈川 石川 尚央 ｲｼｶﾜ ﾅｵ 逗子高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.54

384 14 神奈川 木村 隼人 ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 横浜清風高 3 2004 男子 少年男子A棒高跳 4m80

385 14 神奈川 渋江 翔太 ｼﾌﾞｴ ｼｮｳﾀ 法政二高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:50.51

386 14 神奈川 山中 健太 ﾔﾏﾅｶ ｹﾝﾀ 旭丘高 3 2004 男子 少年男子共通走高跳 2m03

387 14 神奈川 高橋 良 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 東海大相模高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 混合4X400mR

388 14 神奈川 中谷 颯汰 ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾀ 相洋高 1 2004 男子 少年男子A300m 混合4X400mR

389 14 神奈川 淡路 亮介 ｱﾜｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 荏田高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 少年男子B走幅跳 7m00

390 14 神奈川 守屋 海斗 ﾓﾘﾔ ｶｲﾄ 保土ケ谷高 2 2006 男子 少年男子共通5000mW 21:38.34

391 14 神奈川 米山 和磨 ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 茅ケ崎中 3 2007 男子 少年男子B100m 10.69

392 14 神奈川 髙橋 明日香 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ バリュエンス 1991 女子 成年女子100m 11.71 女子4X100mR

393 14 神奈川 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ 愛紗 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ ｱｲｼｬ メイスンワーク 1998 女子 成年女子400mH(0.762m) 58.11 混合4X400mR

394 14 神奈川 武藤 桃花 ﾑﾄｳ ﾓﾓｶ 立教大 4 2000 女子 成年女子800m 2:07.23 混合4X400mR

395 14 神奈川 三村 香菜実 ﾐﾑﾗ ｶﾅﾐ 青山学院大 3 2001 女子 女子4X100mR

396 14 神奈川 大迫 晴香 ｵｵｻｺ ﾊﾙｶ 国士舘大 4 2001 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 14m54

397 14 神奈川 中務 真衣 ﾅｶﾂｶｻ ﾏｲ 東海大 4 2001 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 57m61

398 14 神奈川 下田 有希 ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｷ 日本体育大 3 2001 女子 成年女子走幅跳 6m09

399 14 神奈川 髙島 咲季 ﾀｶｼﾏ ｻｷ 青山学院大 3 2002 女子 成年女子300m 女子4X100mR 混合4X400mR

400 14 神奈川 伊藤 楓 ｲﾄｳ ｶｴﾃﾞ 日本体育大 1 2003 女子 成年女子走高跳 1m80

401 14 神奈川 吉沢 花菜 ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾅ 川崎市立橘高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 13m30 少年女子Aやり投(600g) 44m45

402 14 神奈川 及川 理子 ｵｲｶﾜ ﾘｺ 法政二高 2 2005 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.89 少年女子共通走高跳 女子4X100mR

403 14 神奈川 井上 瑞葵 ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 東海大相模高 2 2005 女子 少年女子A100m 11.96 女子4X100mR

404 14 神奈川 瀬田 陽菜 ｾﾀ ﾊﾙﾅ 東海大相模高 2 2006 女子 少年女子A300m 40.45 女子4X100mR 混合4X400mR

405 14 神奈川 ｴｾﾞ ｱﾏｶ ｴｾﾞ ｱﾏｶ 久里浜中 3 2007 女子 少年女子B100m 12.18 女子4X100mR

406 14 神奈川 加藤 美都 ｶﾄｳ ﾐｻﾄ 横浜緑が丘中 3 2007 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.43 女子4X100mR

407 15 山梨 野澤 啓佑 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｽｹ チームミズノ 1991 男子 成年男子400mH(0.914m) 51.20 男子4X100mR 混合4X400mR

408 15 山梨 須田 裕太郎 ｽﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 国士舘ｸﾗﾌﾞ 1994 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 15m99

409 15 山梨 川路 武 ｶﾜｼﾞ ﾀｹﾙ 芙蓉建設 1999 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

410 15 山梨 渡邊 聖矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 山梨学院大 4 2000 男子 成年男子100m 10.69 成年男子300m 33.45 男子4X100mR

411 15 山梨 中込 空 ﾅｶｺﾞﾐ ｿﾗ 山梨学院大 3 2001 男子 成年男子3000mSC 8:39.45

412 15 山梨 長尾 行浩 ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾋﾛ 山梨学院大 4 2001 男子 成年男子走幅跳 7m48 男子4X100mR

413 15 山梨 安 夏都起 ﾔｽ ﾅﾂｷ 山梨学院大 2 2002 男子 成年男子10000mW 43:22.50

414 15 山梨 鈴木 凜 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 九州共立大 2 2002 男子 成年男子やり投(800g) 77m55

415 15 山梨 北村 魁士 ｷﾀﾑﾗ ｶｲｼ 山梨学院大 1 2003 男子 成年男子800m 1:49.40

416 15 山梨 髙木 鼓太朗 ﾀｶｷ ｺﾀﾛｳ 韮崎高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:52.74

417 15 山梨 金丸 滉佑 ｶﾈﾏﾙ ｺｳｽｹ 身延高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m)

418 15 山梨 由井 響 ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 都留高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.52 男子4X100mR

419 15 山梨 朴 承韓 ﾊﾟｸ ｽﾝﾊﾝ 甲府東高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 50m17

420 15 山梨 成沢 翔英 ﾅﾙｻﾜ ｼｮｳｴｲ 山梨学院高 3 2004 男子 少年男子A5000m 14:25.92

421 15 山梨 古屋 俊輔 ﾌﾙﾔ ｼｭﾝｽｹ 都留興譲館高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 60m38

422 15 山梨 入月 誠ノ介 ｲﾘﾂﾞｷ ｾｲﾉｽｹ 韮崎高 2 2005 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

423 15 山梨 保坂 凜 ﾎｻｶ ﾘﾝ 駿台甲府高 2 2006 男子 少年男子A300m 男子4X100mR 混合4X400mR

424 15 山梨 清水 陽翔 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 駿台甲府高 1 2007 男子 少年男子B100m 10.90 男子4X100mR

425 15 山梨 飯野 摩耶 ｲｲﾉ ﾏﾔ SNOW 1988 女子 成年女子800m 2:11.87

426 15 山梨 比嘉 和希 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 富士山の銘水 1998 女子 成年女子400mH(0.762m) 1:00.56 女子4X100mR 混合4X400mR

427 15 山梨 田中 陽夏莉 ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 富士山の銘水 1998 女子 成年女子100m 12.15 女子4X100mR

428 15 山梨 藤崎 ありす ﾌｼﾞｻｷ ｱﾘｽ 山梨学院大 3 2001 女子 成年女子300m 40.78 女子4X100mR 混合4X400mR

429 15 山梨 細田 弥々 ﾎｿﾀﾞ ﾔﾔ 日本体育大 2 2002 女子 成年女子走高跳 1m76 女子4X100mR

430 15 山梨 古屋 日奈子 ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨大 2 2002 女子 成年女子走幅跳 5m90 女子4X100mR

431 15 山梨 石井 れいな ｲｼｲ ﾚｲﾅ 山梨学院高 3 2004 女子 少年女子A800m 2:13.71

432 15 山梨 平山 果歩 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ 甲府南高 1 2006 女子 少年女子共通三段跳 11m57

433 15 山梨 岩間 彩芽 ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 駿台甲府高 1 2006 女子 女子4X100mR 混合4X400mR

434 15 山梨 奥村 陽 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙ 山梨学院高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.19 女子4X100mR

435 15 山梨 村松 璃香 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｺ 山梨学院高 2 2006 女子 少年女子A100m 12.49 少年女子A300m 41.08 女子4X100mR 混合4X400mR

436 16 新潟 佐藤 征平 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾗ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1992 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 17m93

437 16 新潟 時本 秀彦 ﾄｷﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1997 男子 成年男子400mH(0.914m) 50.32 混合4X400mR

438 16 新潟 横堀 雅孝 ﾖｺﾎﾞﾘ ﾏｻﾀｶ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1997 男子 成年男子やり投(800g) 76m76

439 16 新潟 諏方 元郁 ｽﾜ ﾓﾄﾌﾐ 愛知製鋼 1999 男子 成年男子10000mW 40:19.81

440 16 新潟 近藤 蒼依 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ 東海大 4 2000 男子 成年男子走幅跳 7m74

441 16 新潟 稲毛 碧 ｲﾅｹﾞ ｱｵｲ 早稲田大 3 2001 男子 成年男子100m 10.32 男子4X100mR

442 16 新潟 近藤 翠月 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ 東海大 2 2003 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 14.11

443 16 新潟 水崎 翔 ﾐｽﾞｻｷ ｼｮｳ 新潟食料農業大 1 2003 男子 男子4X100mR

444 16 新潟 関口 裕太 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 東京学館新潟高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.37 男子4X100mR

445 16 新潟 渡辺 大星 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 開志国際高 3 2004 男子 少年男子A300m 33.18 男子4X100mR 混合4X400mR

446 16 新潟 桒原 寧大 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾈｵ 三条東高 3 2005 男子 少年男子A走幅跳 7m12

447 16 新潟 岡村 迅 ｵｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 新潟産大附高 3 2005 男子 少年男子A棒高跳 4m70

448 16 新潟 石黒 敬浩 ｲｼｸﾞﾛ ﾕｷﾋﾛ 東京学館新潟高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.81 男子4X100mR

449 16 新潟 右代 織江 ｳｼﾛ ｵﾘｴ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1990 女子 成年女子やり投(600g) 53m54

450 16 新潟 広田 有紀 ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1995 女子 成年女子800m 2:06.41
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451 16 新潟 三藤 祐梨子 ﾐﾄｳ ﾕﾘｺ 七十七銀行 1995 女子 成年女子400mH(0.762m) 59.51 混合4X400mR

452 16 新潟 郡 菜々佳 ｺｵﾘ ﾅﾅｶ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1997 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 15m57

453 16 新潟 権瓶 明日夏 ｺﾞﾝﾍﾟｲ ｱｽｶ ALSOK新潟 1997 女子 成年女子走幅跳 6m15

454 16 新潟 小野 花織 ｵﾉ ｶｵﾙ 中京大 3 2001 女子 成年女子棒高跳 3m80

455 16 新潟 安達 有羽 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳ 駿河台大 3 2002 女子 女子4X100mR

456 16 新潟 山口 悠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 日本女子体育大 2 2002 女子 成年女子走高跳 1m73

457 16 新潟 遠山 侑里 ﾄｵﾔﾏ ﾕﾘ 新潟医療福祉大 2 2003 女子 成年女子100m 12.26 女子4X100mR 混合4X400mR

458 16 新潟 山岸 芽生 ﾔﾏｷﾞｼ ﾒｲ 中京大 1 2003 女子 成年女子5000mW 23:25.44

459 16 新潟 SARAH WANJIRU ｻﾗ ﾜﾝｼﾞﾙ 帝京長岡高 3 2004 女子 少年女子A3000m 9:24.73

460 16 新潟 鈴木 結菜 ｽｽﾞｷ ﾕｲﾅ 新潟第一高 3 2004 女子 少年女子A800m 2:11.07

461 16 新潟 水藻 毬乃 ﾐｽﾞﾓ ﾏﾘﾉ 新潟明訓高 2 2005 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 12m42

462 16 新潟 中倉 茉咲 ﾅｶｸﾗ ﾏｻｷ 東京学館新潟高 2 2005 女子 少年女子A300m 40.02 女子4X100mR 混合4X400mR

463 16 新潟 秋澤 理沙 ｱｷｻﾞﾜ ﾘｻ 燕吉田中 3 2007 女子 少年女子B100m 11.89 女子4X100mR

464 16 新潟 池 来実 ｲｹ ｸﾙﾐ 小千谷中 3 2007 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.75

465 17 長野 川元 奨 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳ スズキ 1993 男子 成年男子800m 1:47.02

466 17 長野 ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ セイコー 1999 男子 成年男子100m 10.20 男子4X100mR

467 17 長野 樋口 一馬 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ MINT TOKYO 1999 男子 成年男子300m 男子4X100mR 混合4X400mR

468 17 長野 山浦 渓斗 ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 国際武道大 4 2000 男子 成年男子走幅跳 7m90

469 17 長野 鈴木 英司 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 東海大 4 2000 男子 成年男子10000mW 40:56.74

470 17 長野 岡村 州紘 ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 日本大 4 2000 男子 成年男子400mH(0.914m) 49.85

471 17 長野 永井 颯太 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 松本大 2 2002 男子 男子4X100mR

472 17 長野 宮崎 日向 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 日本大 1 2003 男子 混合4X400mR

473 17 長野 鈴木 淳也 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ 長野商高 3 2004 男子 少年男子共通5000mW 21:34.37

474 17 長野 重田 篤希 ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ 松本深志高 3 2004 男子 少年男子A棒高跳 4m70

475 17 長野 中村 伊吹 ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 松本国際高 3 2004 男子 少年男子共通走高跳 2m00

476 17 長野 吉岡 大翔 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 佐久長聖高 3 2004 男子 少年男子A5000m 13:49.02

477 17 長野 福澤 耀明 ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.48 男子4X100mR 混合4X400mR

478 17 長野 名取 勇人 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高 3 2005 男子 少年男子A300m 34.04 男子4X100mR 混合4X400mR

479 17 長野 鈴木 瑛翔 ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 7m06 男子4X100mR

480 17 長野 小口 蒼葉 ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 東海大諏訪高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 14.09 男子4X100mR

481 17 長野 濵口 大和 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 佐久長聖高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:24.70

482 17 長野 丸山 竜平 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾍｲ 須坂相森中 3 2008 男子 少年男子B100m 10.84 男子4X100mR

483 17 長野 内山 成実 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ ｱｲ･ｴｽ･ｼｰ 1995 女子 成年女子800m 2:06.17

484 17 長野 南澤 明音 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本土建 1997 女子 成年女子400mH(0.762m) 59.77 混合4X400mR

485 17 長野 小林 成美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 名城大 4 2000 女子 成年女子5000m

486 17 長野 村岡 美玖 ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 長野東高 3 2004 女子 少年女子A3000m 9:18.29

487 17 長野 倉田 紗優加 ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 伊那北高 3 2004 女子 少年女子Aやり投(600g) 55m33

488 17 長野 松下 輝来 ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 東海大諏訪高 3 2004 女子 少年女子A800m 2:12.26 混合4X400mR

489 17 長野 大鹿 愛和 ｵｵｼｶ ﾏﾅ 佐久長聖高 3 2004 女子 少年女子A300mH(0.762m) 42.69 混合4X400mR

490 17 長野 岡田 莉歩 ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖高 2 2005 女子 成年女子棒高跳 3m90

491 17 長野 渡邉 陽乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久長聖高 3 2005 女子 少年女子A300m 39.81 混合4X400mR

492 17 長野 佐伯 風帆 ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖高 2 2006 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 14.26

493 17 長野 寺平 祈愛 ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ 木祖中 3 2007 女子 少年女子B100m 11.80

494 18 富山 小坪 聖人 ｺﾂﾎﾞ ﾏｻﾄ 富山大 M2 1998 男子 成年男子300m 33.77 男子4X100mR 混合4X400mR

495 18 富山 石田 昴 ｲｼﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ 自衛隊体育学校 1999 男子 成年男子10000mW

496 18 富山 福島 聖 ﾌｸｼﾏ ｻﾄﾙ 富山銀行 2000 男子 成年男子100m 10.17 男子4X100mR

497 18 富山 本間 和志 ﾎﾝﾏ ｶｽﾞｼ 富山大 3 2001 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

498 18 富山 片原 一輝 ｶﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 富山商高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.58 男子4X100mR

499 18 富山 和田 研正 ﾜﾀﾞ ｹﾝｼｮｳ 富山商高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 55m29

500 18 富山 高橋 祐成 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｾｲ 龍谷富山高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 57m27

501 18 富山 長谷 海翔 ﾊｾ ｶｲﾄ 龍谷富山高 3 2004 男子 少年男子A300m 34.16 男子4X100mR 混合4X400mR

502 18 富山 能登 悠晴 ﾉﾄ ﾕｳｾｲ 龍谷富山高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 37.83 男子4X100mR 混合4X400mR

503 18 富山 高森 そら ﾀｶﾓﾘ ｿﾗ 高岡向陵高 3 2005 男子 少年男子A5000m 14:38.87

504 18 富山 和田 一史 ﾜﾀﾞ ﾋﾁｶ 富山商高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.16 男子4X100mR

505 18 富山 清水 壱太 ｼﾐｽﾞ ｲﾁﾀ 富山商高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:57.84

506 18 富山 矢田 歩夢 ﾔﾀ ｱﾕﾑ 高岡商高 2 2006 男子 少年男子共通800m 1:55.55

507 18 富山 渡辺 佑希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 福光中 3 2007 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 15.09 男子4X100mR

508 18 富山 伊東 大寿 ｲﾄｳ ﾀｲｼﾞｭ 速星中 3 2007 男子 少年男子B走幅跳 6m64 少年男子共通走高跳 1m95

509 18 富山 岩田 栞 ｲﾜﾀ ｼｵﾘ 黒部ｱｸｱｱｽﾘｰﾂ 1996 女子 成年女子走高跳 1m65

510 18 富山 小坂 真未 ｺｻｶ ﾏﾐ 福岡大 4 2000 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 54m88

511 18 富山 手塚 麻衣 ﾃﾂﾞｶ ﾏｲ 富山大 3 2001 女子 成年女子300m 39.78 女子4X100mR 混合4X400mR

512 18 富山 室 路栞 ﾑﾛ ﾐｶﾝ 富山大 2 2002 女子 成年女子100m 12.19 女子4X100mR

513 18 富山 柳樂 あずみ ﾅｷﾞﾗ ｱｽﾞﾐ 名城大 1 2003 女子 成年女子5000m

514 18 富山 森 日和 ﾓﾘ ﾋﾖﾘ 富山北部高 3 2004 女子 少年女子共通走幅跳 5m59 少年女子共通三段跳 11m50

515 18 富山 村井 あさ ﾑﾗｲ ｱｻ 富山北部高 3 2004 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.93 女子4X100mR

516 18 富山 石正 彩綾 ｲｼﾏｻ ｱﾔ 富山商高 3 2004 女子 少年女子A3000m 9:44.06

517 18 富山 富田 桃樺 ﾄﾐﾀ ﾓﾓｶ 高岡商高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 12m48

518 18 富山 武田 夏歩 ﾀｹﾀﾞ ｶﾎ 高岡商高 3 2005 女子 少年女子A100m 12.14 女子4X100mR

519 18 富山 加藤 遥 ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 龍谷富山高 2 2005 女子 少年女子A300m 40.90 女子4X100mR 混合4X400mR

520 18 富山 内田 愛里 ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾘ 富山北部高 2 2006 女子 少年女子A300mH(0.762m) 44.98 女子4X100mR

521 18 富山 ﾝﾊﾞﾏ 紗良 ﾝﾊﾞﾏ ｻﾗ 龍谷富山高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.58 女子4X100mR 混合4X400mR

522 18 富山 松木 愛結 ﾏﾂｷ ｱｲ 龍谷富山高 1 2006 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 13.91 女子4X100mR 混合4X400mR

523 19 石川 大田 和宏 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 日本体育施設 1995 男子 成年男子三段跳 15m62

524 19 石川 金田 理希 ｶﾈﾀﾞ ﾘｷ 順天堂大 4 2000 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

525 19 石川 小畠 康成 ｺﾊﾞﾀｹ ﾔｽﾅﾘ 鹿屋体育大 4 2000 男子 成年男子走幅跳 7m58
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526 19 石川 上出 隼司 ｶﾐﾃﾞ ﾊﾔﾄ 国際武道大 1 2003 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 14.15

527 19 石川 小林 研太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 駿河台大 1 2003 男子 成年男子100m 10.33 男子4X100mR 混合4X400mR

528 19 石川 舟木 宝月 ﾌﾅｷ ﾄﾓﾙ 金沢高 3 2004 男子 少年男子A300m 34.43 混合4X400mR

529 19 石川 櫻井 建太 ｻｸﾗｲ ｹﾝﾀ 星稜高 3 2004 男子 少年男子共通5000mW 21:42.31

530 19 石川 奥野 楓馬 ｵｸﾉ ﾌｳﾏ 星稜高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.60 男子4X100mR

531 19 石川 門田 吉平 ﾓﾝﾀﾞ ｷｯﾍﾟｲ 星稜高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m05

532 19 石川 森田 澪耀 ﾓﾘﾀ ﾚｲｱ 金沢高 3 2005 男子 少年男子共通800m 1:54.02 混合4X400mR

533 19 石川 三柳 遥暉 ﾐﾂﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｷ 鵬学園高 3 2005 男子 少年男子A300mH(0.914m) 37.44 混合4X400mR

534 19 石川 木下 淑仁 ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾋﾄ 輪島高校高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.01 男子4X100mR

535 19 石川 奥 已咲 ｵｸ ｲｻｷ 遊学館高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:42.52

536 19 石川 奈良本 圭亮 ﾅﾗﾓﾄ ｹｲｽｹ 星稜高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 14.81 男子4X100mR

537 19 石川 長浦 蓮太 ﾅｶﾞｳﾗ ﾚﾝﾀ 鵬学園高 1 2006 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 37m23

538 19 石川 前川 淳 ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝ ＥＫＯＣ 1999 女子 成年女子棒高跳 4m00

539 19 石川 柳澤 祐衣 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｲ 同志社大 4 2000 女子 成年女子100m 12.14 女子4X100mR

540 19 石川 吉岡 美玲 ﾖｼｵｶ ﾐﾚｲ つくばTP 2000 女子 成年女子走幅跳 5m83

541 19 石川 水落 らら ﾐｽﾞｵﾁ ﾗﾗ 国士舘大 4 2001 女子 成年女子走高跳 1m72 女子4X100mR

542 19 石川 荒井 涼香 ｱﾗｲ ﾘｮｳｶ 日本女子体育大 2 2002 女子 成年女子300m 40.56 女子4X100mR 混合4X400mR

543 19 石川 岩波 知佳 ｲﾜﾅﾐ ﾁｶ 金沢学院大 2 2002 女子 成年女子5000mW 24:28.01

544 19 石川 谷口 ゆき ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷ 筑波大 1 2003 女子 成年女子800m 2:11.69

545 19 石川 原田 みの里 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾉﾘ 小松商高 3 2004 女子 少年女子A300m 40.99 女子4X100mR 混合4X400mR

546 19 石川 橋本 帆乃花 ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 羽咋高 3 2004 女子 少年女子Aやり投(600g) 44m14

547 19 石川 小寺 彩貴 ｺﾃﾞﾗ ｻｷ 北陸学院高 2 2005 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 14.06 女子4X100mR

548 19 石川 吉尾 彩 ﾖｼｵ ｱﾔ 星稜高 2 2005 女子 少年女子A100m 12.25 少年女子共通走幅跳 5m61 女子4X100mR

549 19 石川 中嶋 雪音 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾈ 星稜高 2 2005 女子 少年女子A300mH(0.762m) 44.51 混合4X400mR

550 19 石川 清水 あさみ ｼﾐｽﾞ ｱｻﾐ 南部中 3 2007 女子 少年女子B100m 12.30 女子4X100mR

551 19 石川 本多 七 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾂ 松任中 3 2007 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.47 女子4X100mR

552 20 福井 林 貴裕 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ RSLAB 1997 男子 成年男子800m 1:49.06

553 20 福井 増田 悠悟 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 福井陸協 1998 男子 成年男子やり投(800g) 74m33

554 20 福井 梶川 颯太 ｶｼﾞｶﾜ ｿｳﾀ 立命館大 M1 1999 男子 男子4X100mR

555 20 福井 奥村 仁志 ｵｸﾑﾗ ﾋﾄｼ 国士舘大 4 2000 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 18m26

556 20 福井 山口 凜也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝﾔ 東海大 3 2001 男子 成年男子300m 33.18 混合4X400mR

557 20 福井 徳山 莞太 ﾄｸﾔﾏ ｶﾝﾀ 福井工業大 3 2001 男子 成年男子10000mW 41:54.77

558 20 福井 清水 陸 ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 関西学院大 3 2001 男子 成年男子走幅跳 7m65

559 20 福井 木下 直 ｷﾉｼﾀ ﾅｵ 福井工業大 3 2002 男子 成年男子100m 10.27 男子4X100mR

560 20 福井 水上 創太 ﾐｽﾞｶﾐ ｿｳﾀ 鯖江高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.62 男子4X100mR

561 20 福井 小池 真生 ｺｲｹ ﾏｵ 北陸高 3 2004 男子 少年男子A300m 33.93 男子4X100mR 混合4X400mR

562 20 福井 澁谷 己太朗 ｼﾌﾞﾀﾆ ｺﾀﾛｳ 敦賀高 2 2005 男子 少年男子共通走高跳 1m95

563 20 福井 乾 響王 ｲﾇｲ ﾋﾋﾞｷ 北陸高 2 2005 男子 少年男子A走幅跳 7m04 混合4X400mR

564 20 福井 山本 倖希 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 敦賀高 1 2006 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 37m13

565 20 福井 池戸 俊太 ｲｹﾄﾞ ｼｭﾝﾀ 北陸高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.09 男子4X100mR

566 20 福井 髙橋 佳大 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾞｲ きらめきAC 2007 男子 少年男子B走幅跳 6m73 男子4X100mR

567 20 福井 壹岐 いちこ ｲｷ ｲﾁｺ ﾕﾃｨｯｸ 1997 女子 成年女子100m 11.80 女子4X100mR

568 20 福井 島田 雪菜 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 北海道ﾊｲﾃｸAC 1998 女子 成年女子300m 39.47 女子4X100mR 混合4X400mR

569 20 福井 藤田 和音 ﾌｼﾞﾀ ｱｲﾈ 日本女子体育大 M2 1999 女子 成年女子走幅跳 6m09

570 20 福井 渡邉 ももこ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 筑波大 4 2000 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 59m13

571 20 福井 蓑輪 夢未 ﾐﾉﾜ ﾕﾒﾐ 新潟医療福祉大 3 2002 女子 成年女子走高跳 1m70

572 20 福井 前川 愛里 ﾏｴｶﾜ ｱｲﾘ 国士舘大 1 2003 女子 成年女子やり投(600g) 52m32

573 20 福井 野村 いちご ﾉﾑﾗ ｲﾁｺﾞ 順天堂大 1 2003 女子 成年女子800m 2:08.79 混合4X400mR

574 20 福井 山口 晏音衣 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 鯖江高 3 2004 女子 少年女子A3000m 9:31.89

575 20 福井 苅谷 真奈 ｶﾘﾔ ﾏﾅ 鯖江高 3 2004 女子 少年女子共通走高跳 1m70

576 20 福井 友佐 優来 ﾄﾓｻ ﾕﾗ 敦賀高 3 2004 女子 少年女子A300m 40.87 女子4X100mR 混合4X400mR

577 20 福井 宮松 志希 ﾐﾔﾏﾂ ｼｷ 敦賀高 3 2005 女子 少年女子A100m 11.86 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 14.02 女子4X100mR 混合4X400mR

578 20 福井 木下 ゆき ｷﾉｼﾀ ﾕｷ 勝山高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.56 女子4X100mR

579 20 福井 齊藤 真子 ｻｲﾄｳ ﾏｺ 北陸高 2 2006 女子 少年女子共通三段跳 11m79

580 20 福井 寺本 栞那 ﾃﾗﾓﾄ ｶﾝﾅ 小浜二中 3 2008 女子 少年女子共通走幅跳 5m83 女子4X100mR

581 21 静岡 飯塚 翔太 ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ ミズノ 1991 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

582 21 静岡 荻野 太成 ｵｷﾞﾉ ﾀｲｾｲ 旭化成 1997 男子 成年男子3000mSC 8:31.02

583 21 静岡 犬塚 渉 ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ スズキ 1997 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

584 21 静岡 石田 ﾄｰﾏｽ東 ｲｼﾀﾞ ﾄｰﾏｽﾋｶﾞｼ 勝浦ｺﾞﾙﾌ倶楽部 1997 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 13.51

585 21 静岡 池田 向希 ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ 旭化成 1998 男子 成年男子10000mW

586 21 静岡 鈴木 涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ スズキ 1999 男子 成年男子100m 10.24 男子4X100mR

587 21 静岡 増田 併介 ﾏｽﾀﾞ ﾍｲｽｹ 掛川西高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 64m07

588 21 静岡 銭田 瑞生 ｾﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 袋井高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.67 男子4X100mR 混合4X400mR

589 21 静岡 高橋 優喜 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 浜松北高 3 2004 男子 少年男子共通5000mW 20:57.32

590 21 静岡 山下 然 ﾔﾏｼﾀ ｾﾞﾝ 浜松西高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m42

591 21 静岡 長葭 遥斗 ﾅｶﾞﾖｼ ﾊﾙﾄ 浜松開誠館高 3 2004 男子 少年男子A300m 33.45 男子4X100mR 混合4X400mR

592 21 静岡 石原 大雅 ｲｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 浜名高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.72 男子4X100mR

593 21 静岡 浅井 惺流 ｱｻｲ ｾｲﾗ 東海大翔洋高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 14.37 男子4X100mR

594 21 静岡 成川 倭士 ﾅﾙｶﾜ ﾜｸｼ 東海大翔洋高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 7m16 男子4X100mR

595 21 静岡 紫村 仁美 ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ 静岡陸協 1990 女子 女子4X100mR

596 21 静岡 小林 聖 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ SMILEY 1999 女子 成年女子走幅跳 6m06

597 21 静岡 鈴木 聖菜 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 駿河台大 4 2000 女子 成年女子100m 11.98 女子4X100mR 混合4X400mR

598 21 静岡 立見 真央 ﾀﾂﾐ ﾏｵ 田子重 2000 女子 成年女子5000mW 23:32.36

599 21 静岡 秋山 愛莉 ｱｷﾔﾏ ｱｲﾘ 福岡大 3 2001 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 14m41

600 21 静岡 小林 美月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 筑波大 1 2003 女子 成年女子走高跳 1m74
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601 21 静岡 田島 愛理 ﾀｼﾞﾏ ｱｲﾘ 静岡サレジオ高 3 2004 女子 少年女子A800m 2:09.01

602 21 静岡 高木 陽菜 ﾀｶｷﾞ ﾋﾅ 藤枝東高 3 2005 女子 少年女子共通走高跳 1m73

603 21 静岡 村瀬 にこ ﾑﾗｾ ﾆｺ 浜松工高 3 2005 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 13m99

604 21 静岡 磯貝 唯菜 ｲｿｶﾞｲ ﾕｲﾅ 浜松市立高 2 2005 女子 少年女子A300m 39.17 女子4X100mR 混合4X400mR

605 21 静岡 秦 くるみ ﾊﾀ ｸﾙﾐ 伊豆中央高 3 2005 女子 少年女子共通走幅跳 6m01 少年女子共通三段跳 12m32 女子4X100mR 混合4X400mR

606 21 静岡 木村 美結 ｷﾑﾗ ﾐﾕ 東海大翔洋高 2 2005 女子 少年女子A100m 11.82 女子4X100mR 混合4X400mR

607 21 静岡 西村 ほの夏 ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉｶ 浜松市立高 1 2006 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 13.88 女子4X100mR

608 21 静岡 澤田 結弥 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾔ 浜松市立高 2 2006 女子 少年女子A3000m 9:12.32

609 21 静岡 小針 陽葉 ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾊ 富士市立高 1 2006 女子 少年女子B100m 11.72 女子4X100mR

610 22 愛知 坂本 達哉 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ T-LABO 1996 男子 成年男子やり投(800g) 79m11

611 22 愛知 伊藤 弘大 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 至学館大 M2 1998 男子 男子4X100mR

612 22 愛知 吉津 拓歩 ﾖｼﾂﾞ ﾀｸﾎ ＴＯＹＯ ＴＣ 1998 男子 成年男子300m 男子4X100mR 混合4X400mR

613 22 愛知 河田 航典 ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ 立教大 2 2003 男子 成年男子100m 10.21 男子4X100mR

614 22 愛知 神戸 良介 ｶﾝﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 三好高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 59m45

615 22 愛知 小島 拓真 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 名古屋大谷高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.44 男子4X100mR 混合4X400mR

616 22 愛知 山田 直希 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 中京大中京高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:50.10

617 22 愛知 小島 颯太 ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ 岡崎城西高 3 2004 男子 少年男子A300m 33.82 男子4X100mR 混合4X400mR

618 22 愛知 冨山 詞央 ﾄﾐﾔﾏ ｼｵｳ 豊川高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 36.95 男子4X100mR 混合4X400mR

619 22 愛知 加古 彩人 ｶｺ ｱﾔﾄ 中京大中京高 2 2005 男子 少年男子共通走高跳 2m06

620 22 愛知 林本 匠平 ﾊﾔｼﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 中京大中京高 3 2005 男子 少年男子A棒高跳 4m81

621 22 愛知 森部 諒 ﾓﾘﾍﾞ ﾘｮｳ 名城大附高 2 2005 男子 少年男子A走幅跳 7m47

622 22 愛知 浅井 央真 ｱｻｲ ｵｳﾏ 瑞陵高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.88 男子4X100mR

623 22 愛知 西垣 俐玖 ﾆｼｶﾞｷ ﾘｸ 中京大中京高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 14.82 男子4X100mR

624 22 愛知 所 杏子 ﾄｺﾛ ｷｮｳｺ ラフィネ 1996 女子 成年女子棒高跳 4m00

625 22 愛知 明星 光 ｱｹﾎﾞｼ ﾋｶﾙ 中京大 M1 1998 女子 成年女子走幅跳 6m09 女子4X100mR

626 22 愛知 山本 有真 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾏ 名城大 4 2000 女子 成年女子5000m 15:23.30

627 22 愛知 大城 珠莉 ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 至学館大 3 2001 女子 成年女子100m 11.79 女子4X100mR

628 22 愛知 辻 萌々子 ﾂｼﾞ ﾓﾓｺ 九州共立大 1 2003 女子 成年女子やり投(600g) 57m22

629 22 愛知 矢野 夏希 ﾔﾉ ﾅﾂｷ 時習館高 3 2004 女子 少年女子共通走高跳 1m70

630 22 愛知 藏重 みう ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 中京大中京高 3 2004 女子 少年女子A100m 11.73 女子4X100mR 混合4X400mR

631 22 愛知 和佐田 真広 ﾜｻﾀﾞ ﾏﾋﾛ 中京大中京高 3 2004 女子 少年女子A300mH(0.762m) 42.71 女子4X100mR 混合4X400mR

632 22 愛知 小松 このみ ｺﾏﾂ ｺﾉﾐ 安城学園高 3 2004 女子 少年女子A300m 39.98 女子4X100mR 混合4X400mR

633 22 愛知 松村 琴都 ﾏﾂﾑﾗ ｺﾄ 瑞陵高 2 2005 女子 少年女子共通走幅跳 6m06

634 22 愛知 堤 陽菜 ﾂﾂﾐ ﾋﾅ 名古屋大谷高 3 2005 女子 少年女子Aやり投(600g) 51m47

635 22 愛知 林 美希 ﾊﾔｼ ﾐｷ 中京大中京高 2 2005 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.46 女子4X100mR

636 22 愛知 森 千莉 ﾓﾘ ｾﾝﾘ 豊田大谷高 2 2006 女子 少年女子A800m 2:08.40 混合4X400mR

637 22 愛知 佐藤 俐有 ｻﾄｳ ﾘｱ 至学館高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.21 女子4X100mR

638 22 愛知 大和 令奈 ﾔﾏﾄ ﾚｲﾅ 岡崎城西高 1 2007 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.41 女子4X100mR

639 23 三重 中西 啄真 ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾏ 大体大T.C 1994 男子 成年男子やり投(800g) 70m23

640 23 三重 矢橋 寛明 ﾔﾊﾞｼ ﾋﾛｱｷ ヴィアティン 1996 男子 成年男子100m 10.30 男子4X100mR

641 23 三重 藤井 亮汰 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 三重県スポ協 1996 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 13.50 男子4X100mR

642 23 三重 村上 輝 ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ 日本体育施設 1996 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 18m29

643 23 三重 川端 魁人 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 中京大ｸﾗﾌﾞ 1998 男子 成年男子300m 32.56 男子4X100mR

644 23 三重 源 裕貴 ﾐﾅﾓﾄ ﾋﾛｷ NTN 1999 男子 成年男子800m 1:50.11

645 23 三重 上山 紘輝 ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ 住友電工 1999 男子 男子4X100mR

646 23 三重 村手 光樹 ﾑﾗﾃ ﾐﾂｷ 東京学芸大 4 2000 男子 成年男子10000mW 41:10.60

647 23 三重 伊藤 陸 ｲﾄｳ ﾘｸ 近畿大工業高専 S2 2001 男子 成年男子走幅跳 7m77 成年男子三段跳 16m85

648 23 三重 前川 鎮秀 ﾏｴｶﾜ ﾔｽﾋﾃﾞ 津商高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m36 少年男子共通走高跳 2m06 男子4X100mR

649 23 三重 北村 優心 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾝ 伊勢工高 2 2005 男子 少年男子A棒高跳 4m80

650 23 三重 緒方 英二 ｵｶﾞﾀ ｴｲｼﾞ 鈴鹿中等高 2 2005 男子 少年男子A100m 10.64 男子4X100mR

651 23 三重 村田 陽音 ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾄ 近大高専 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 6m91 男子4X100mR

652 23 三重 上田 涼平 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 久居中 3 2007 男子 少年男子B100m 11.12 男子4X100mR

653 23 三重 佐藤 若菜 ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 船谷HDG 1988 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 55m28

654 23 三重 名倉 千晃 ﾅｸﾞﾗ ﾁｱｷ NTN 1993 女子 成年女子100m 11.74 女子4X100mR

655 23 三重 園田 世玲奈 ｿﾉﾀﾞ ｾﾚﾅ NTN 1996 女子 成年女子5000mW

656 23 三重 樋口 七海 ﾋｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 四日市商高 3 2004 女子 少年女子A100m 11.66 女子4X100mR

657 23 三重 服部 りら ﾊｯﾄﾘ ﾘﾗ 鈴鹿高 3 2004 女子 少年女子A300mH(0.762m) 女子4X100mR

658 23 三重 山本 真菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅ 伊勢高 3 2004 女子 少年女子A300m 40.26 女子4X100mR

659 23 三重 清水 彩加 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 四日市商高 2 2005 女子 女子4X100mR

660 23 三重 川北 海万梨 ｶﾜｷﾞﾀ ﾐﾏﾘ 松阪商高 2 2005 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 13m28

661 23 三重 曽野 雅 ｿﾉ ﾐﾔﾋﾞ 松阪商高 2 2005 女子 少年女子Aやり投(600g) 49m59

662 23 三重 松本 未空 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｸ 鈴鹿高 2 2005 女子 少年女子A800m 2:07.86

663 23 三重 世古 櫻紗 ｾｺ ﾛｳｻ 松阪商高 1 2006 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 36m90

664 23 三重 後藤 杏実 ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 鈴鹿高 1 2006 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 13.97 女子4X100mR

665 23 三重 淺井 琥桃 ｱｻｲ ｺﾓﾓ 皇學館高 1 2007 女子 少年女子共通走高跳 1m64

666 23 三重 北尾 心映 ｷﾀｵ ｺﾊﾙ 厚生中 3 2007 女子 少年女子B100m 12.34 女子4X100mR

667 23 三重 岡島 奏音 ｵｶｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 多気中 3 2008 女子 少年女子共通走幅跳 6m00 女子4X100mR

668 24 岐阜 小池 譲也 ｺｲｹ ｼﾞｮｳﾔ 下呂陸上クラブ 1997 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

669 24 岐阜 早川 龍斗 ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳﾄ 岐阜協立大 4 2000 男子 成年男子800m 1:49.24

670 24 岐阜 稻福 颯 ｲﾅﾌｸ ﾊﾔﾃ 中京大 4 2000 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 16m80

671 24 岐阜 細野 颯人 ﾎｿﾉ ﾊﾔﾄ 立命館大 3 2001 男子 成年男子400mH(0.914m) 51.05 男子4X100mR 混合4X400mR

672 24 岐阜 青山 昇也 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳﾔ 順天堂大 2 2002 男子 成年男子100m 10.52 男子4X100mR

673 24 岐阜 朝田 康聖 ｱｻﾀﾞ ｺｳｾｲ 大阪教育大 2 2002 男子 成年男子やり投(800g) 69m71

674 24 岐阜 笘篠 尚太 ﾄﾏｼﾉ ｼｮｳﾀ 県岐阜商高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.73 男子4X100mR 混合4X400mR

675 24 岐阜 牧村 悠矢 ﾏｷﾑﾗ ﾕｳﾔ 県岐阜商高 3 2004 男子 少年男子A300m 34.79 男子4X100mR 混合4X400mR
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676 24 岐阜 長尾 怜音 ﾅｶﾞｵ ﾚｵﾝ 市立岐阜商高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 60m28 男子4X100mR

677 24 岐阜 柘植 大和 ﾂｹﾞ ﾔﾏﾄ 市立岐阜商高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 51m22

678 24 岐阜 織橋 巧 ｵﾘﾊｼ ﾀｸﾐ 中京高 3 2004 男子 少年男子A5000m 14:10.89

679 24 岐阜 中川 拓海 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 益田清風高 3 2005 男子 少年男子共通800m 1:50.81

680 24 岐阜 田中 伸明 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｱｷ 市立岐阜商高 1 2006 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 41m42

681 24 岐阜 渡邊 颯汰 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 麗澤瑞浪高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:37.10 男子4X100mR

682 24 岐阜 佐々木 琉羽 ｻｻｷ ﾘｭｳ 岐阜聖徳高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.19 男子4X100mR

683 24 岐阜 間宮 里菜 ﾏﾐﾔ ﾘﾅ アクトス 1994 女子 成年女子棒高跳 3m80

684 24 岐阜 吉田 佳純 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ 駿河台大 M2 1999 女子 成年女子400mH(0.762m) 59.32 女子4X100mR

685 24 岐阜 下畑 文乃 ｼﾓﾊﾀ ﾌﾐﾉ 京都教育大 4 2000 女子 成年女子800m 2:08.66

686 24 岐阜 杉山 文美 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔﾐ 岐阜協立大 3 2001 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 54m75

687 24 岐阜 井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ 風果 ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ 甲南大 3 2001 女子 成年女子300m 女子4X100mR 混合4X400mR

688 24 岐阜 森 樺音 ﾓﾘ ｶﾉﾝ 筑波大 1 2003 女子 女子4X100mR 混合4X400mR

689 24 岐阜 中野 彩月 ﾅｶﾉ ｻﾂｷ 金沢学院大 1 2003 女子 成年女子5000mW 23:51.89

690 24 岐阜 瀬木 彩花 ｾｷﾞ ｱﾔｶ 美濃加茂高 3 2004 女子 少年女子A3000m 9:28.54

691 24 岐阜 大洞 真央 ｵｵﾎﾞﾗ ﾏｵ 岐阜高 2 2005 女子 少年女子A300m 39.90 女子4X100mR 混合4X400mR

692 24 岐阜 荒井 冬彩 ｱﾗｲ ﾄｱ 益田清風高 3 2005 女子 少年女子A300mH(0.762m) 43.34 女子4X100mR

693 24 岐阜 櫻井 希美 ｻｸﾗｲ ﾉｿﾞﾐ 済美高 2 2005 女子 少年女子Aやり投(600g) 53m86

694 24 岐阜 前出 心美 ﾏｴﾃﾞ ｺｺﾐ 済美高 3 2005 女子 女子4X100mR 混合4X400mR

695 24 岐阜 東名 明紅 ﾄｳﾐｮｳ ｱｺ 済美高 3 2005 女子 少年女子A100m 12.01 女子4X100mR

696 24 岐阜 蒲 凛香 ｶﾊﾞ ﾘﾝｶ 高山日枝中 3 2007 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.28 女子4X100mR

697 25 滋賀 河内 光起 ｶﾜｳﾁ ﾐﾂｷ 大阪ガス 1997 男子 混合4X400mR

698 25 滋賀 遠藤 泰司 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 新日本住設 1997 男子 成年男子100m 10.20 男子4X100mR

699 25 滋賀 林 拓優 ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ 日本体育大 M1 1999 男子 男子4X100mR

700 25 滋賀 栁原 隼 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾊﾔﾄ 西川ローズ 2000 男子 成年男子10000mW 40:23.99

701 25 滋賀 野瀬 大輝 ﾉｾ ﾀﾞｲｷ 立命館大 4 2001 男子 成年男子300m 32.96 男子4X100mR 混合4X400mR

702 25 滋賀 佐竹 勇樹 ｻﾀｹ ﾕｳｷ 大東文化大 3 2002 男子 成年男子3000mSC 8:39.22

703 25 滋賀 藤原 孝輝 ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｷ 東洋大 2 2002 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 13.60 成年男子走幅跳 8m03 男子4X100mR

704 25 滋賀 山田 隼人 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 九州共立大 2 2002 男子 成年男子やり投(800g) 73m26

705 25 滋賀 青西 勇樹 ｱｵﾆｼ ﾕｳｷ 比叡山高 3 2004 男子 少年男子A300m 34.36 男子4X100mR 混合4X400mR

706 25 滋賀 中林 朋大 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 滋賀学園高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 62m41

707 25 滋賀 安原 海晴 ﾔｽﾊﾗ ｶｲｾｲ 滋賀学園高 3 2004 男子 少年男子A5000m 13:59.02

708 25 滋賀 谷口 大翔 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 彦根翔西館高 2 2005 男子 少年男子Aやり投(800g) 64m20

709 25 滋賀 嶋渡 涼太 ｼﾏﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 比叡山高 3 2005 男子 少年男子A300mH(0.914m) 37.45 混合4X400mR

710 25 滋賀 山本 麻斗 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾄ 草津高 2 2005 男子 少年男子A100m 10.76 男子4X100mR

711 25 滋賀 落合 晃 ｵﾁｱｲ ｺｳ 滋賀学園高 1 2006 男子 少年男子共通800m 1:50.19 男子4X100mR

712 25 滋賀 伊藤 大翔 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 日吉中 3 2007 男子 少年男子B100m 10.84 男子4X100mR

713 25 滋賀 山中 日菜美 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾅﾐ 滋賀陸協 1996 女子 女子4X100mR

714 25 滋賀 南部 珠璃 ﾅﾝﾌﾞ ｼﾞｭﾘ 中京大 M2 1998 女子 成年女子棒高跳 3m90

715 25 滋賀 下田平 渚 ｼﾓﾀﾋﾞﾗ ﾅｷﾞｻ センコー 1998 女子 成年女子5000m 15:41.97

716 25 滋賀 壹岐 あいこ ｲｷ ｱｲｺ 立命館大 4 2000 女子 成年女子100m 11.60 女子4X100mR

717 25 滋賀 木村 玲奈 ｷﾑﾗ ﾚｲﾅ 新潟医療福祉大 3 2001 女子 成年女子やり投(600g) 58m23

718 25 滋賀 山本 亜美 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 立命館大 2 2002 女子 成年女子400mH(0.762m) 56.38 女子4X100mR 混合4X400mR

719 25 滋賀 安達 茉鈴 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 園田学園女子大 2 2003 女子 成年女子300m 女子4X100mR 混合4X400mR

720 25 滋賀 石田 さつき ｲｼﾀﾞ ｻﾂｷ 大津商高 3 2004 女子 成年女子5000mW 23:15.13

721 25 滋賀 前田 光希 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂｷ 立命館守山高 3 2004 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.71 少年女子A300mH(0.762m) 43.48 女子4X100mR 混合4X400mR

722 25 滋賀 北橋 穂波 ｷﾀﾊｼ ﾎﾅﾐ 立命館守山高 3 2004 女子 少年女子A100m 12.08 女子4X100mR

723 25 滋賀 西田 有里 ﾆｼﾀﾞ ﾕﾘ 草津東高 2 2005 女子 少年女子A800m 2:08.39

724 25 滋賀 岩岸 楓 ｲﾜｷﾞｼ ｶｴﾃﾞ 草津東高 2 2005 女子 少年女子A300m 39.79 女子4X100mR 混合4X400mR

725 25 滋賀 津本 瑛夏 ﾂﾓﾄ ｴｲｶ 南郷中 3 2007 女子 少年女子B100m 12.28 女子4X100mR

726 26 京都 石山 歩 ｲｼﾔﾏ ｱﾕﾑ 愛知陸協 1996 男子 成年男子やり投(800g) 73m66

727 26 京都 阪口 竜平 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ On 1997 男子 成年男子3000mSC 8:46.90

728 26 京都 佐野 拓人 ｻﾉ ﾀｸﾄ 流通経済大 M2 1999 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 16m56

729 26 京都 和田 遼 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 東洋大 4 2000 男子 成年男子100m 10.10 男子4X100mR

730 26 京都 木村 稜 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 明治大 3 2001 男子 成年男子300m 男子4X100mR 混合4X400mR

731 26 京都 木下 祐一 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁ 法政大 2 2002 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

732 26 京都 前田 陽向 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 環太平洋大 1 2003 男子 成年男子800m 1:49.34

733 26 京都 小島 耀雅 ｺｼﾞﾏ ﾖｳｶﾞ 亀岡高 3 2004 男子 少年男子A300m 34.25 男子4X100mR 混合4X400mR

734 26 京都 山本 嶺心 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾝ 洛南高 3 2004 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

735 26 京都 大石 凌功 ｵｵｲｼ ﾘｸ 洛南高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.49 男子4X100mR

736 26 京都 宮尾 真仁 ﾐﾔｵ ﾏﾅﾄ 洛南高 3 2004 男子 成年男子三段跳 15m84

737 26 京都 岡田 開成 ｵｶﾀﾞ ｶｲｾｲ 洛南高 2 2005 男子 少年男子A5000m 14:10.90

738 26 京都 元木 涼介 ﾓﾄｷ ﾘｮｳｽｹ 洛南高 2 2005 男子 少年男子A走幅跳 7m44

739 26 京都 村松 悦基 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼｷ 洛南高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.58 男子4X100mR

740 26 京都 ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ 花園高 1 2007 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 42m87 男子4X100mR

741 26 京都 奥野 恭史 ｵｸﾉ ﾀｶﾌﾐ 藤森中 3 2007 男子 少年男子B3000m 8:21.05

742 26 京都 河添 香織 ｶﾜｿﾞｴ ｶｵﾘ 自衛隊体育学校 1995 女子 成年女子5000mW

743 26 京都 山下 実花子 ﾔﾏｼﾀ ﾐｶｺ 京都陸協 1997 女子 成年女子やり投(600g) 54m04

744 26 京都 井手 彩乃 ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ ワコール 1999 女子 成年女子5000m 16:02.53

745 26 京都 塩見 綾乃 ｼｵﾐ ｱﾔﾉ 岩谷産業 1999 女子 成年女子800m 2:04.24 女子4X100mR 混合4X400mR

746 26 京都 西村 南 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅﾐ 京都産業大 3 2001 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 58m74

747 26 京都 岡根 和奏 ｵｶﾈ ﾜｶﾅ 甲南大 1 2003 女子 成年女子100m 11.79 女子4X100mR

748 26 京都 児島 柚月 ｺｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 西京高 3 2004 女子 少年女子A100m 11.75 少年女子A300m 女子4X100mR 混合4X400mR

749 26 京都 田邊 葵 ﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 京都西山高 3 2004 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.88 女子4X100mR

750 26 京都 神 ともみ ｺｳ ﾄﾓﾐ 鳥羽高 2 2005 女子 少年女子共通三段跳 12m18 女子4X100mR



11 / 19
第77回国民体育大会陸上競技　エントリーリスト

ﾋﾞﾌﾞｽ 地区 氏名 ｶﾅ 所属 学年 生年 性別 種目1 記録1 種目2 記録2 リレー1 リレー2

751 26 京都 松尾 愛利紗 ﾏﾂｵ ｱﾘｻ 京都文教高 2 2005 女子 少年女子A800m 2:08.53 混合4X400mR

752 26 京都 瀧野 未来 ﾀｷﾉ ﾐｸ 京都橘高 2 2005 女子 少年女子A300mH(0.762m) 女子4X100mR 混合4X400mR

753 26 京都 森本 海咲希 ﾓﾘﾓﾄ ﾐｻｷ 京都橘高 2 2005 女子 女子4X100mR

754 26 京都 河野 桃々 ｺｳﾉ ﾓﾓ 京都橘高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.16 女子4X100mR

755 27 大阪 髙橋 祐満 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 西宮市陸協 1995 男子 成年男子400mH(0.914m) 49.96 男子4X100mR 混合4X400mR

756 27 大阪 多田 修平 ﾀﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 住友電工 1996 男子 男子4X100mR

757 27 大阪 坂井 隆一郎 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 大阪ガス 1998 男子 成年男子100m 10.02 男子4X100mR 混合4X400mR

758 27 大阪 濱西 諒 ﾊﾏﾆｼ ﾘｮｳ 明治大 4 2000 男子 成年男子10000mW 40:05.25

759 27 大阪 ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ 福岡大 2 2002 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 18m42

760 27 大阪 林 申雅 ﾊﾔｼ ｼﾝﾔ 大塚高 3 2004 男子 少年男子A300m 33.47 男子4X100mR 混合4X400mR

761 27 大阪 渡邉 瑛斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾄ 大塚高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.70 少年男子A棒高跳 5m23 男子4X100mR

762 27 大阪 竹森 直登 ﾀｹﾓﾘ ｽｽﾑ 太成学院高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 59m67

763 27 大阪 萬野 七樹 ﾏﾝﾉ ﾅﾅｷ 大塚高 2 2005 男子 少年男子共通800m 1:50.36 混合4X400mR

764 27 大阪 梅田 和宏 ｳﾒﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 大体大浪商高 3 2005 男子 少年男子共通5000mW 20:35.14

765 27 大阪 西岡 尚輝 ﾆｼｵｶ ﾅｵｷ 東海大仰星高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.73 男子4X100mR

766 27 大阪 竜田 夏苗 ﾀﾂﾀ ｶﾅｴ ニッパツ 1992 女子 成年女子棒高跳 4m25

767 27 大阪 佐藤 友佳 ｻﾄｳ ﾕｶ ニコニコのり 1992 女子 成年女子やり投(600g) 58m56

768 27 大阪 秦 澄美鈴 ﾊﾀ ｽﾐﾚ シバタ工業 1996 女子 成年女子走幅跳 6m63 女子4X100mR

769 27 大阪 津田 ｼｪﾘｱｲ ﾂﾀﾞ ｼｪﾘｱｲ 築地銀だこ 1996 女子 成年女子走高跳 1m75

770 27 大阪 川田 朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ ニコニコのり 1999 女子 成年女子800m 2:05.37 成年女子300m 混合4X400mR

771 27 大阪 坂野 七海 ｻｶﾉ ﾅﾅﾐ 大阪体育大 4 2000 女子 女子4X100mR

772 27 大阪 廣島 愛亜梨 ﾋﾛｼﾏ ﾒｱﾘ 日本大 3 2002 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 14m82

773 27 大阪 青山 華依 ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ 甲南大 2 2002 女子 成年女子100m 11.47 女子4X100mR

774 27 大阪 工藤 芽衣 ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 立命館大 2 2002 女子 成年女子400mH(0.762m) 58.04 女子4X100mR 混合4X400mR

775 27 大阪 松田 空 ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ 大阪高 3 2004 女子 少年女子A300m 40.11 女子4X100mR 混合4X400mR

776 27 大阪 岡野 風璃 ｵｶﾉ ﾌｳﾘ 関西大倉高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 13m37

777 27 大阪 中村 和花 ﾅｶﾑﾗ ﾜｶ 大塚高 3 2005 女子 少年女子共通三段跳 12m40

778 27 大阪 水本 佳菜 ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅ 薫英女学院高 3 2005 女子 少年女子A3000m 9:05.03

779 27 大阪 上田 優 ｳｴﾀﾞ ﾕｳ 東大阪大敬愛高 2 2005 女子 少年女子Aやり投(600g) 49m27

780 27 大阪 高田 知佳 ﾀｶﾀ ﾁｶ 関大北陽高 1 2006 女子 少年女子共通走高跳 1m73

781 27 大阪 赤坂 珠香 ｱｶｻｶ ｼｭｶ 大阪高 2 2006 女子 少年女子A100m 12.05 女子4X100mR

782 27 大阪 岸本 礼菜 ｷｼﾓﾄ ﾚﾅ 咲くやこの花高 1 2006 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 13.80 混合4X400mR

783 27 大阪 大前 陽菜乃 ｵｵﾏｴ ﾋﾅﾉ 吹田佐井寺中 3 2007 女子 少年女子B100m 12.19 女子4X100mR

784 28 兵庫 ﾃﾞｨｰﾝ 元気 ﾃﾞｨｰﾝ ｹﾞﾝｷ ミズノ 1991 男子 成年男子やり投(800g) 82m18

785 28 兵庫 四方 悠瑚 ｼｶﾀ ﾕｳｺﾞ 宝塚市陸協 1998 男子 成年男子800m 1:46.49

786 28 兵庫 村山 裕太郎 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 富士通 1998 男子 成年男子10000mW

787 28 兵庫 吉田 弘道 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 神崎陸協 1999 男子 成年男子走幅跳 8m12 男子4X100mR

788 28 兵庫 徳岡 凌 ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ KAGOTANI 1999 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 13.60 男子4X100mR

789 28 兵庫 山田 那央 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ 小野高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 男子4X100mR 混合4X400mR

790 28 兵庫 山口 翔輝夜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｷﾔ 社高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 66m08

791 28 兵庫 長嶋 幸宝 ﾅｶﾞｼﾏ ｿﾅﾀ 西脇工高 3 2004 男子 少年男子A5000m 13:37.46

792 28 兵庫 吉田 正道 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 姫路商高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m70 少年男子A300m 33.84 男子4X100mR 混合4X400mR

793 28 兵庫 髙見 陸亜 ﾀｶﾐ ﾘｸｱ 姫路高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.49 男子4X100mR 混合4X400mR

794 28 兵庫 三宅 陽立 ﾐﾔｹ ﾋﾀﾁ 長田高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.68 男子4X100mR 混合4X400mR

795 28 兵庫 逢坂 草太朗 ｵｳｻｶ ｿｳﾀﾛｳ 川西緑台高 2 2006 男子 少年男子共通5000mW 21:01.55

796 28 兵庫 長谷川 侑輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 社高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 7m05 男子4X100mR

797 28 兵庫 川﨑 俊祐 ｶﾜｻｷ ｼｭﾝｽｹ 市尼崎高 2 2006 男子 少年男子共通走高跳 2m12

798 28 兵庫 村田 隼 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝ 尼崎立花中 3 2007 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 14.33 男子4X100mR

799 28 兵庫 新妻 遼己 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾊﾙｷ 平岡中 3 2007 男子 少年男子B3000m 8:20.60

800 28 兵庫 宇都宮 絵莉 ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 長谷川体育施設 1993 女子 成年女子400mH(0.762m) 56.88 女子4X100mR 混合4X400mR

801 28 兵庫 那須 眞由 ﾅｽ ﾏﾕ KAGOTANI 1996 女子 成年女子棒高跳 4m33

802 28 兵庫 藤本 咲良 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾗ コンドーテック 1998 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 61m75

803 28 兵庫 田中 希実 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 豊田自動織機 1999 女子 成年女子800m 2:03.10

804 28 兵庫 松尾 季奈 ﾏﾂｵ ｷﾅ 立命館大 4 2000 女子 成年女子300m 女子4X100mR 混合4X400mR

805 28 兵庫 髙良 彩花 ｺｳﾗ ｱﾔｶ 筑波大 4 2001 女子 成年女子走幅跳 6m38 女子4X100mR

806 28 兵庫 内藤 香乃 ﾅｲﾄｳ ｶﾉ 北摂三田高 3 2004 女子 少年女子A300mH(0.762m) 42.17 少年女子共通走幅跳 5m73 女子4X100mR 混合4X400mR

807 28 兵庫 山下 愛生 ﾔﾏｼﾀ ﾒｲ 北摂三田高 3 2004 女子 少年女子共通走高跳 1m74

808 28 兵庫 藤原 かれん ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾚﾝ 園田高 3 2004 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.68 女子4X100mR

809 28 兵庫 中尾 柚希 ﾅｶｵ ﾕｽﾞｷ 園田高 3 2004 女子 少年女子A300m 39.29 女子4X100mR 混合4X400mR

810 28 兵庫 吉森 あかり ﾖｼﾓﾘ ｱｶﾘ 山手高 2 2005 女子 少年女子共通三段跳 12m34

811 28 兵庫 西藤 杏純 ｻｲﾄｳ ｱｽﾞﾐ 滝川第二高 2 2005 女子 少年女子A100m 11.81 女子4X100mR

812 28 兵庫 仲埜 心葉 ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 市西宮高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.01 女子4X100mR

813 29 奈良 樋口 陸人 ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ スズキ 1999 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 13.77 男子4X100mR 混合4X400mR

814 29 奈良 松本 彗佑 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 極東油業 1999 男子 成年男子走幅跳 8m07

815 29 奈良 岩崎 立来 ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｷ 大阪体育大 4 2000 男子 成年男子300m 32.77 男子4X100mR 混合4X400mR

816 29 奈良 大西 蒼玄 ｵｵﾆｼ ｿｳｹﾞﾝ 大阪体育大 3 2002 男子 男子4X100mR

817 29 奈良 吉野 壱圭 ﾖｼﾉ ｲｯｹｲ 九州共立大 2 2003 男子 成年男子やり投(800g) 74m96

818 29 奈良 廣田 奏 ﾋﾛﾀ ｶﾅﾃﾞ 添上高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:51.22 混合4X400mR

819 29 奈良 東 大樹 ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 大和広陵高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 56m25

820 29 奈良 田原 歩睦 ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 奈良育英高 3 2004 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

821 29 奈良 郷 颯冴 ｺﾞｳ ｿｳｶﾞ 奈良育英高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.55 男子4X100mR

822 29 奈良 滝本 朗史 ﾀｷﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 智辯カレッジ高 3 2004 男子 少年男子A5000m 13:56.56

823 29 奈良 吉田 陸哉 ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾔ 王寺工高 3 2005 男子 少年男子A棒高跳 5m00

824 29 奈良 長田 悠吾 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞ 智辯カレッジ高 3 2005 男子 少年男子共通5000mW 21:08.26

825 29 奈良 和田 拓真 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ 智辯カレッジ高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:35.99
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826 29 奈良 萩原 彪河 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋｭｳｶﾞ 天理北中 3 2007 男子 男子4X100mR

827 29 奈良 山本 啓太 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 畝傍中 3 2007 男子 少年男子B100m 11.18 男子4X100mR

828 29 奈良 中村 健心 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 田原本北中 3 2007 男子 少年男子B走幅跳 6m91

829 29 奈良 立川 大智 ﾀﾁｶﾜ ﾀｲﾁ 二名中 3 2007 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 40m54

830 29 奈良 辻井 美緒 ﾂｼﾞｲ ﾐｵ 大阪教育大 4 2000 女子 成年女子400mH(0.762m) 58.60 女子4X100mR 混合4X400mR

831 29 奈良 岩本 真波 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ 大阪体育大 3 2001 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 14m40

832 29 奈良 奥村 梨里佳 ｵｸﾑﾗ ﾘﾘｶ 九州共立大 3 2001 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 60m82

833 29 奈良 小出 佳奈 ｺｲﾃﾞ ｶﾅ 順天堂大 2 2002 女子 成年女子5000mW 23:29.21

834 29 奈良 三浦 愛華 ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ 園田学園女子大 3 2002 女子 成年女子100m 11.68 女子4X100mR 混合4X400mR

835 29 奈良 武田 光里 ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾘ 添上高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 14m29

836 29 奈良 林田 悠希 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｳｷ 添上高 3 2004 女子 女子4X100mR 混合4X400mR

837 29 奈良 南 こはる ﾐﾅﾐ ｺﾊﾙ 登美ヶ丘高 2 2005 女子 少年女子A100m 11.92 女子4X100mR

838 29 奈良 矢野 結衣 ﾔﾉ ﾕｲ 添上高 1 2006 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 36m49

839 29 奈良 池﨑 愛菜 ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾅ 智辯カレッジ高 1 2006 女子 少年女子共通走幅跳 5m70 女子4X100mR

840 29 奈良 山﨑 日陽 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅ 高田高 1 2007 女子 少年女子B100m 12.55 女子4X100mR

841 29 奈良 髙木 ハナコ ﾀｶｷﾞ ﾊﾅｺ 二名中 3 2007 女子 女子4X100mR 混合4X400mR

842 30 和歌山 九鬼 巧 ｸｷ ﾀｸﾐ NTN 1992 男子 成年男子100m 10.37 男子4X100mR

843 30 和歌山 潰滝 大記 ﾂｴﾀｷ ﾋﾛﾉﾘ 富士通 1993 男子 成年男子3000mSC 8:26.61

844 30 和歌山 荒木 基 ｱﾗｷ ﾊｼﾞﾒ 千葉商科大 4 2000 男子 成年男子三段跳 15m43 男子4X100mR

845 30 和歌山 安達 蓮 ｱﾀﾞﾁ ﾚﾝ びわこｽﾎﾟｰﾂ大 3 2001 男子 成年男子400mH(0.914m) 51.64 混合4X400mR

846 30 和歌山 大家 利公 ｵｵｲｴ ﾘｸ 順天堂大 1 2003 男子 成年男子10000mW 44:09.83

847 30 和歌山 山田 晃佑 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 中京大 1 2003 男子 成年男子300m 34.03 男子4X100mR 混合4X400mR

848 30 和歌山 中村 洋慧 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｻﾄ 和歌山北高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:54.34 混合4X400mR

849 30 和歌山 永尾 礼 ﾅｶﾞｵ ﾚｲ 和歌山北高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 39.26 男子4X100mR 混合4X400mR

850 30 和歌山 児玉 瑛貴 ｺﾀﾞﾏ ｴｲｷ 和歌山北高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.56 男子4X100mR 混合4X400mR

851 30 和歌山 尾﨑 奎太 ｵｻﾞｷ ｹｲﾀ 紀央館高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 57m34

852 30 和歌山 藤田 和希 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ 向陽高 2 2005 男子 少年男子Aやり投(800g) 56m37

853 30 和歌山 薗田 琉維 ｿﾉﾀﾞ ﾙｲ 和歌山北高 3 2005 男子 少年男子A走幅跳 7m14 男子4X100mR

854 30 和歌山 安東 海音 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ 和歌山北高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:39.13

855 30 和歌山 永江 翔太朗 ﾅｶﾞｴ ｼｮｳﾀﾛｳ 紀央館高 1 2007 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 39m27

856 30 和歌山 岩井 晃成 ｲﾜｲ ｺｳｾｲ 高積中 3 2007 男子 少年男子B100m 11.07 男子4X100mR

857 30 和歌山 辻本 悠晴 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｳｾｲ 貴志川中 3 2007 男子 少年男子B走幅跳 6m94 男子4X100mR

858 30 和歌山 長 麻尋 ｵｻ ﾏﾋﾛ 国士舘ｸﾗﾌﾞ 1999 女子 成年女子やり投(600g) 59m37

859 30 和歌山 松本 万鈴 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾘﾝ 甲南大 3 2001 女子 成年女子走高跳 1m70 女子4X100mR

860 30 和歌山 田畑 奈都希 ﾀﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ 神戸大 3 2001 女子 成年女子棒高跳 3m71

861 30 和歌山 垣内 優里 ｶｷｳﾁ ﾕﾘ 鹿屋体育大 2 2002 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 13m50

862 30 和歌山 酒井 喜与 ｻｶｲ ｷﾖ 紀央館高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 13m26

863 30 和歌山 福岡 愛佳莉 ﾌｸｵｶ ｱｶﾘ 和歌山北高 2 2005 女子 少年女子A300m 40.27 女子4X100mR 混合4X400mR

864 30 和歌山 福井 有香 ﾌｸｲ ﾕｶ 桐蔭高 2 2005 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 14.00 女子4X100mR

865 30 和歌山 山中 優依 ﾔﾏﾅｶ ﾕｲ 熊野高 2 2005 女子 少年女子A300mH(0.762m) 44.80 女子4X100mR 混合4X400mR

866 30 和歌山 寺田 莉子 ﾃﾗﾀﾞ ﾘｺ 開智高校高 2 2005 女子 少年女子Aやり投(600g) 46m42

867 30 和歌山 福原 絢音 ﾌｸﾊﾗ ｱﾔﾈ 清風南海高 1 2006 女子 少年女子共通三段跳 12m14 女子4X100mR

868 30 和歌山 坂本 実南 ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 和歌山北高 2 2006 女子 少年女子A100m 12.00 女子4X100mR 混合4X400mR

869 30 和歌山 前西 咲良 ﾏｴﾆｼ ｻｸﾗ 近大和歌山高 2 2006 女子 少年女子共通走高跳 1m71

870 30 和歌山 保田 美羽 ﾔｽﾀﾞ ﾐｳ 吉備中 3 2007 女子 少年女子B100m 12.14 少年女子共通走幅跳 5m69 女子4X100mR

871 31 鳥取 鍜治木 崚 ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ 住友電工 1995 男子 成年男子400mH(0.914m) 50.25

872 31 鳥取 石坂 力成 ｲｼｻﾞｶ ﾘｷﾅﾘ 鳥取スポ協 1997 男子 成年男子やり投(800g) 76m54

873 31 鳥取 中井 啓太 ﾅｶｲ ｹｲﾀ 環太平洋大 4 2000 男子 成年男子800m 1:50.20

874 31 鳥取 野々山 開 ﾉﾉﾔﾏ ｶｲ 鳥取大 4 2000 男子 成年男子300m 34.21 混合4X400mR

875 31 鳥取 福庭 陽成 ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 環太平洋大 3 2001 男子 成年男子100m 10.50 男子4X100mR

876 31 鳥取 上田 嵩矢 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 大東文化大 2 2002 男子 男子4X100mR

877 31 鳥取 山口 月暉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙﾅ 日本大 1 2003 男子 成年男子3000mSC 8:51.20

878 31 鳥取 國森 郁光 ｸﾆﾓﾘ ｲｸﾐ 鳥取東高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:52.70

879 31 鳥取 植松 瑞希 ｳｴﾏﾂ ﾐｽﾞｷ 鳥取中央育英高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.62 男子4X100mR 混合4X400mR

880 31 鳥取 大田 丈 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 鳥取城北高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m09

881 31 鳥取 森澤 知慶 ﾓﾘｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 鳥取西高 2 2005 男子 少年男子Aやり投(800g) 61m64

882 31 鳥取 岩井 光大 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 鳥取城北高 2 2005 男子 少年男子A300m 34.03 男子4X100mR 混合4X400mR

883 31 鳥取 倉光 一冴 ｸﾗﾐﾂ ｲｯｻ 鳥取城北高 2 2005 男子 少年男子A300mH(0.914m) 39.37

884 31 鳥取 奥田 慧士 ｵｸﾀﾞ ｹｲｼ 倉吉北高 3 2005 男子 少年男子A棒高跳 4m60

885 31 鳥取 本池 拓夢 ﾓﾄｲｹ ﾀｸﾑ 境高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.76 男子4X100mR

886 31 鳥取 玉木 來輝 ﾀﾏｷ ﾗｲｷ 境高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 7m03 男子4X100mR

887 31 鳥取 大下 智矢 ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾔ 米子松蔭高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:43.77

888 31 鳥取 多田 一葉 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾊ まなびや園 1996 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 54m53

889 31 鳥取 有本 吏里 ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ びわこｽﾎﾟｰﾂ大 3 2001 女子 成年女子走幅跳 5m90 女子4X100mR

890 31 鳥取 角 良子 ｽﾐ ﾘｮｳｺ 立命館大 1 2003 女子 成年女子100m 12.11 女子4X100mR 混合4X400mR

891 31 鳥取 矢吹 美宙 ﾔﾌﾞｷ ﾐｿﾗ 倉吉東高 3 2004 女子 少年女子A800m 2:12.21 混合4X400mR

892 31 鳥取 福嶋 ひなた ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 鳥取中央育英高 3 2004 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.93 女子4X100mR

893 31 鳥取 佐々木 真歩 ｻｻｷ ﾏﾎ 鳥取中央育英高 3 2005 女子 少年女子A100m 12.04 女子4X100mR

894 31 鳥取 赤熊 琴 ｱｶｸﾏ ｺﾄ 倉吉総産高 2 2005 女子 少年女子Aやり投(600g) 39m46

895 31 鳥取 門脇 志歩 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾎ 鳥取城北高 2 2005 女子 少年女子A300m 40.66 混合4X400mR

896 31 鳥取 平井 美優 ﾋﾗｲ ﾐﾕ 境高 1 2006 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.68

897 31 鳥取 谷口 陽向 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 鳥取城北高 2 2006 女子 少年女子共通走幅跳 5m77

898 31 鳥取 大橋 凜 ｵｵﾊｼ ﾘﾝ 鳥取城北高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.25 女子4X100mR

899 31 鳥取 前田 さくら ﾏｴﾀ ｻｸﾗ 鳥取中ノ郷中 3 2007 女子 女子4X100mR

900 32 島根 林 頼人 ﾊﾔｼ ﾗｲﾄ 岡山商科大 4 2000 男子 男子4X100mR
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901 32 島根 田中 塁 ﾀﾅｶ ﾙｲ 九州大 4 2000 男子 成年男子400mH(0.914m) 50.63 男子4X100mR

902 32 島根 木佐 亮太 ｷｻ ﾘｮｳﾀ 筑波大 2 2002 男子 成年男子800m 1:51.51

903 32 島根 松浦 大雅 ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｶﾞ 岡山商科大 2 2002 男子 成年男子100m 10.59 男子4X100mR

904 32 島根 田原 匠真 ﾀﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ 平田高 3 2004 男子 少年男子A5000m 14:36.41

905 32 島根 森木 大翔 ﾓﾘｷ ﾋﾛﾄ 大社高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 39.48 男子4X100mR

906 32 島根 土江 真翔 ﾂﾁｴ ﾏﾅﾄ 大社高 3 2004 男子 少年男子A棒高跳 4m90

907 32 島根 松田 孝太 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 大社高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 60m02

908 32 島根 須藤 広征 ｽﾄｳ ｺｳｾｲ 石見智翠館高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m38 男子4X100mR

909 32 島根 矢野 龍唯 ﾔﾉ ﾘｭｳｲ 出雲西高 2 2005 男子 少年男子共通走高跳 1m96

910 32 島根 田中 優二 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 益田東高 3 2005 男子 少年男子A100m 10.93 男子4X100mR

911 32 島根 安部 晄生 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 島根中央高 2 2005 男子 少年男子共通800m 1:55.49

912 32 島根 吉迫 大成 ﾖｼｻﾞｺ ﾀｲｾｲ 島根中央高 3 2005 男子 少年男子共通5000mW 21:40.70

913 32 島根 松本 祐太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 松江工高 2 2006 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 54m23

914 32 島根 石飛 翔悟 ｲｼﾄﾋﾞ ｼｮｳｺﾞ 平田高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:59.77

915 32 島根 枝木 蓮 ｴﾀﾞｷﾞ ﾚﾝ 開星高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.27 男子4X100mR

916 32 島根 安達 盛志郎 ｱﾀﾞﾁ ｾｲｼﾛｳ 松江工高 1 2007 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 35m69

917 32 島根 三藤 真樹 ﾐﾄｳ ﾏｻｷ 出雲平田中 3 2007 男子 少年男子B走幅跳 6m51 男子4X100mR

918 32 島根 渡部 鈴夏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞｶ 鹿屋体育大 2 2002 女子 成年女子800m 2:09.38

919 32 島根 佐野 陽菜 ｻﾉ ﾋﾅ 松江工高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 9m97

920 32 島根 福本 智帆 ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 大社高 3 2004 女子 少年女子共通三段跳 11m25

921 32 島根 村上 玉藻 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾏﾓ 明誠高 3 2004 女子 少年女子A100m 12.18

922 32 島根 本田 琴弓 ﾎﾝﾀﾞ ｺﾄﾐ 平田高 2 2005 女子 少年女子A3000m 9:51.59

923 32 島根 別所 みゆ ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ 大社高 1 2007 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.30

924 32 島根 岩本 夏姫 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ 出雲三中 3 2007 女子 少年女子共通走幅跳 5m35

925 32 島根 永岡 璃紗 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｻ 松江一中 3 2008 女子 少年女子B100m 12.41

926 33 岡山 高橋 朋也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ Glory AC 1997 男子 男子4X100mR

927 33 岡山 木梨 嘉紀 ｷﾅｼ ﾖｼｷ 順天堂大 3 2001 男子 成年男子100m 10.36 男子4X100mR

928 33 岡山 山科 真之介 ﾔﾏｼﾅ ｼﾝﾉｽｹ 神戸大 3 2001 男子 成年男子400mH(0.914m) 51.29 成年男子300m 33.57

929 33 岡山 赤澤 晃成 ｱｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 倉敷南高 3 2004 男子 少年男子共通5000mW 21:17.49

930 33 岡山 森川 葉月 ﾓﾘｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 玉野光南高 3 2004 男子 少年男子A300m 33.66 男子4X100mR

931 33 岡山 坂本 拓望 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 岡山商大附高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.59 男子4X100mR

932 33 岡山 黒田 朝日 ｸﾛﾀﾞ ｱｻﾋ 青山学院大 1 2004 男子 成年男子3000mSC 8:42.49

933 33 岡山 永瀬 裕大 ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾀﾞｲ 倉敷商高 3 2005 男子 少年男子共通走高跳 2m10

934 33 岡山 伊加 海璃 ｲｶﾞ ｶｲﾘ 玉野光南高 2 2005 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 55m77

935 33 岡山 伊丹 理人 ｲﾀﾐ ｱﾔﾄ 就実高 2 2005 男子 少年男子Aやり投(800g) 62m37

936 33 岡山 南坂 柚汰 ﾐﾅﾐｻｶ ﾕｳﾀ 倉敷高 3 2005 男子 少年男子A5000m 13:54.90

937 33 岡山 藤原 悠宇 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳ 岡山操山高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.85 男子4X100mR

938 33 岡山 佐々木 順悠 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾕｳ 美作高 1 2006 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 34m61

939 33 岡山 松村 涼太郎 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 金光学園高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 6m90

940 33 岡山 大倉 凰來 ｵｵｸﾗ ｵｵﾗ 倉敷高 1 2007 男子 少年男子B3000m 8:41.28

941 33 岡山 酒井 大輔 ｻｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 金浦中 3 2007 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 14.35 男子4X100mR

942 33 岡山 川西 文音 ｶﾜﾆｼ ｱﾔﾈ ＯＵＦ 1992 女子 成年女子棒高跳 3m86

943 33 岡山 久世 生宝 ｸｾﾞ ｷﾎｳ コンドーテック 1995 女子 成年女子やり投(600g) 54m39

944 33 岡山 齋藤 愛美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 大阪成蹊ＡＣ 1999 女子 成年女子100m 11.66 成年女子300m 女子4X100mR

945 33 岡山 真鍋 綾萌 ﾏﾅﾍﾞ ｱﾔﾒ 筑波大 4 2000 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 56m05

946 33 岡山 熱田 心 ｱﾂﾀ ｺｺﾛ 岡山陸協 2001 女子 成年女子走幅跳 6m29 女子4X100mR

947 33 岡山 若松 穂乃華 ﾜｶﾏﾂ ﾎﾉｶ 倉敷天城高 3 2004 女子 少年女子共通三段跳 12m23

948 33 岡山 髙比良 歩奈 ﾀｶﾋﾗ ｱﾕﾅ 倉敷中央高 3 2004 女子 少年女子共通走高跳 1m67

949 33 岡山 丸田 紬月 ﾏﾙﾀ ﾂﾑｷﾞ 倉敷中央高 3 2004 女子 少年女子共通走幅跳 5m81 女子4X100mR

950 33 岡山 島田 柚葉 ｼﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 倉敷商高 3 2004 女子 少年女子A100m 11.91 女子4X100mR

951 33 岡山 松村 佳帆 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 玉野光南高 3 2004 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.74 女子4X100mR

952 33 岡山 奥山 琴未 ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾐ 岡山商大附高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 14m75 少年女子Aやり投(600g) 47m84

953 33 岡山 木梨 光菜 ｷﾅｼ ﾋﾅ 倉敷中央高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.19 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.19 女子4X100mR

954 33 岡山 奥本 菜瑠海 ｵｸﾓﾄ ﾅﾙﾐ 興譲館高 2 2006 女子 少年女子A3000m 9:22.24

955 34 広島 高山 峻野 ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ ゼンリン 1994 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 13.10

956 34 広島 安立 雄斗 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 福岡大 4 2000 男子 成年男子走幅跳 7m64 成年男子三段跳 16m22 男子4X100mR

957 34 広島 村上 瑛希 ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ 広島経済大 3 2001 男子 成年男子300m 34.01 男子4X100mR 混合4X400mR

958 34 広島 山口 純平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 福岡大 2 2002 男子 成年男子100m 10.29 男子4X100mR 混合4X400mR

959 34 広島 村上 響 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ 世羅高 3 2004 男子 少年男子A5000m 14:34.38

960 34 広島 山下 壮太 ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 神辺旭高 3 2004 男子 少年男子A300m 男子4X100mR 混合4X400mR

961 34 広島 尾濱 太陽 ｵﾊﾏ ﾀｲﾖｳ 西条農高 2 2005 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 59m14

962 34 広島 児玉 成輝 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾙｷ 沼田高 3 2005 男子 少年男子A100m 10.69 少年男子A走幅跳 7m59 男子4X100mR 混合4X400mR

963 34 広島 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 近大東広島高 2 2005 男子 少年男子A棒高跳 4m85

964 34 広島 相星 周汰 ｱｲﾎｼ ｼｭｳﾀ 広島皆実高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 15.89 男子4X100mR

965 34 広島 平井 貴士 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 西条農高 1 2006 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 36m90

966 34 広島 向津 翼 ﾑｶﾂ ﾂﾊﾞｻ 世羅高 1 2007 男子 少年男子B3000m 8:43.55

967 34 広島 山﨑 翼 ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 広島安西中 3 2007 男子 少年男子B100m 10.91 男子4X100mR

968 34 広島 髙橋 然 ﾀｶﾊｼ ｾﾞﾝ 尾道高西中 3 2007 男子 少年男子B走幅跳 6m62 男子4X100mR

969 34 広島 福部 真子 ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 日本建設工業 1995 女子 成年女子100m 11.96 女子4X100mR

970 34 広島 神田 菜摘 ｶﾝﾀﾞ ﾅﾂﾐ 福岡大学クラブ 1998 女子 成年女子走高跳 1m77

971 34 広島 池崎 愛里 ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ ダイソー 1998 女子 成年女子800m 2:06.61 成年女子300m 40.58 女子4X100mR 混合4X400mR

972 34 広島 勝冶 玲海 ｶﾂﾔ ﾚﾐ 九州共立大 3 2001 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 61m94

973 34 広島 有光 葉月 ｱﾘﾐﾂ ﾊﾂﾞｷ 広島皆実高 3 2004 女子 少年女子A800m 2:14.35 混合4X400mR

974 34 広島 前迫 真希 ﾏｴｻｺ ﾏｷ 西条農高 3 2004 女子 少年女子A3000m 9:29.37

975 34 広島 森脇 叶美 ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ 神辺旭高 3 2004 女子 少年女子A300mH(0.762m) 43.84 女子4X100mR 混合4X400mR
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976 34 広島 村上 碧海 ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 日本体育大 1 2004 女子 成年女子やり投(600g) 56m03

977 34 広島 網本 玲菜 ｱﾐﾓﾄ ﾚﾅ 宮島工高 2 2005 女子 少年女子Aやり投(600g) 45m61

978 34 広島 堂前 咲希 ﾄﾞｳﾏｴ ｻｷ 神辺旭高 3 2005 女子 少年女子A100m 11.99 女子4X100mR

979 34 広島 江原 美月優 ｴﾊﾗ ﾐﾂﾞﾕ 神辺旭高 2 2005 女子 少年女子A300m 39.75 女子4X100mR 混合4X400mR

980 34 広島 迫田 明華 ｻｺﾀﾞ ﾒｲｶ 西条農高 1 2006 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 38m35

981 34 広島 綾目 ひなの ｱﾔﾒ ﾋﾅﾉ 神辺旭高 2 2006 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.76 少年女子共通走幅跳 5m68 女子4X100mR

982 34 広島 松本 真奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 広島古田中 3 2007 女子 少年女子B100m 12.29 女子4X100mR

983 34 広島 竹堂 ゆうみ ﾀｹﾄﾞｳ ﾕｳﾐ 福山神辺西中 3 2007 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 女子4X100mR

984 35 山口 山田 淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ OPC 1991 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

985 35 山口 宮本 大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ ＹＭＦＧ 1999 男子 成年男子100m 10.33 男子4X100mR

986 35 山口 黒川 和樹 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 法政大 3 2001 男子 成年男子400mH(0.914m) 48.89 混合4X400mR

987 35 山口 内野々 諒 ｳﾁﾉﾉ ﾘｮｳ 関西学院大 3 2001 男子 成年男子300m 33.75 男子4X100mR 混合4X400mR

988 35 山口 金増 大翔 ｶﾈﾏｽ ﾊﾙﾄ 宇部工高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 60m96

989 35 山口 三木 雅也 ﾐｷ ﾏｻﾔ 豊浦高 3 2004 男子 少年男子A300m 35.00 男子4X100mR 混合4X400mR

990 35 山口 山﨑 草太 ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ 西京高 3 2004 男子 少年男子A5000m 14:18.33

991 35 山口 松原 大樹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 西京高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 51m92

992 35 山口 宮本 凪 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｷﾞ 宇部鴻城高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:53.18

993 35 山口 菅野 翔太 ｽｶﾞﾉ ｼｮｳﾀ 福岡大 1 2004 男子 成年男子三段跳 15m23 男子4X100mR

994 35 山口 田中 昊慈 ﾀﾅｶ ｿﾗｼﾞ 山口高 2 2005 男子 少年男子A100m 10.87 男子4X100mR

995 35 山口 鴨川 洸登 ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 小野田工高 2 2005 男子 少年男子A走幅跳 7m05

996 35 山口 青木 海橙 ｱｵｷ ｶｲﾄ 萩高 2 2005 男子 少年男子共通5000mW 22:15.86

997 35 山口 中村 友紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 萩高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.93 男子4X100mR

998 35 山口 沼田 晃 ﾇﾏﾀ ﾋｶﾙ 西京高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:47.44

999 35 山口 河野 倭士 ｶﾜﾉ ﾔﾏﾄ 宇部鴻城高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 6m28 男子4X100mR

1000 35 山口 河村 仁美 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 周南市役所 1985 女子 成年女子走幅跳 5m81 女子4X100mR

1001 35 山口 兼重 志帆 ｶﾈｼｹﾞ ｼﾎ GRlab山口 1989 女子 成年女子5000m 15:53.18

1002 35 山口 君嶋 愛梨沙 ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ 土木管理総合 1995 女子 成年女子100m 11.36 女子4X100mR

1003 35 山口 上川 結 ｶﾐｶﾜ ﾕｲ 下関市陸協 1997 女子 女子4X100mR 混合4X400mR

1004 35 山口 大玉 華鈴 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 日体大SMG 1999 女子 成年女子走高跳 1m74 女子4X100mR 混合4X400mR

1005 35 山口 飛鷹 愛 ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ 光高 3 2004 女子 少年女子A300m 39.69 女子4X100mR 混合4X400mR

1006 35 山口 山下 南 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾐ 防府高 3 2004 女子 少年女子Aやり投(600g) 42m32

1007 35 山口 浦島 有生 ｳﾗｼﾏ ﾘｵ 豊浦高 3 2004 女子 少年女子共通走幅跳 5m50

1008 35 山口 濵田 美幸 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 下関商高 3 2004 女子 少年女子共通三段跳 11m21

1009 35 山口 坂口 果鈴 ｻｶｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 西京高 3 2004 女子 少年女子共通走高跳 1m61

1010 35 山口 中村 真琴 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 光高 3 2005 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 13.99 少年女子A300mH(0.762m) 43.85 女子4X100mR 混合4X400mR

1011 35 山口 先村 若奈 ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 高川学園高 2 2005 女子 少年女子A100m 11.71 女子4X100mR

1012 35 山口 久保 瑞乃 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 西京高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.82 女子4X100mR

1013 36 香川 大林 督享 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 石丸製麺 1996 男子 成年男子400mH(0.914m) 50.46 男子4X100mR 混合4X400mR

1014 36 香川 野上 翼 ﾉｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 京都教育大 4 2000 男子 成年男子100m 10.30 男子4X100mR

1015 36 香川 馬出 晟冶 ｳﾏﾃﾞ ｾｲﾔ 近畿大 4 2000 男子 成年男子300m 33.41 男子4X100mR 混合4X400mR

1016 36 香川 上内 達司 ｼﾞｮｳﾅｲ ﾀﾂｼ 筑波大 2 2002 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 15m06

1017 36 香川 鹿田 真翔 ｼｶﾀ ﾏｺﾄ 順天堂大 1 2003 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 14.08 男子4X100mR

1018 36 香川 須﨑 遥也 ｽｻﾞｷ ﾊﾙﾔ 丸亀高 3 2004 男子 少年男子共通走高跳 2m11

1019 36 香川 原田 隼斗 ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ 観音寺一高 3 2004 男子 少年男子A棒高跳 4m80

1020 36 香川 久保 翔 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 観音寺総合高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.71 男子4X100mR

1021 36 香川 泉川 歩斗 ｲｽﾞﾐｶﾜ ｱﾕﾄ 高松北高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m19

1022 36 香川 吉川 颯斗 ﾖｼｶﾜ ﾊﾕﾄ 英明高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 39.41 混合4X400mR

1023 36 香川 秋山 玲二郎 ｱｷﾔﾏ ﾚｲｼﾞﾛｳ 四学香川西高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 66m23

1024 36 香川 西岡 蓮太郎 ﾆｼｵｶ ﾚﾝﾀﾛｳ 四学香川西高 3 2004 男子 少年男子A300m 男子4X100mR 混合4X400mR

1025 36 香川 槫谷 猛尊 ｸﾚﾀﾆ ﾀｹﾙ 小豆島中央高 3 2005 男子 少年男子共通800m 1:53.54

1026 36 香川 大西 航生 ｵｵﾆｼ ｺｳｾｲ 善通寺一高 3 2005 男子 少年男子Aやり投(800g) 62m94

1027 36 香川 植田 快晴 ｳｴﾀﾞ ｶｲｾｲ 小豆島中央高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:51.74

1028 36 香川 ﾏﾙﾃｨﾈｽ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝﾎﾞｲﾄﾞ ﾏﾙﾃｨﾈｽ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝﾎﾞｲﾄﾞ 四学香川西高 1 2006 男子 少年男子B100m 10.92 男子4X100mR

1029 36 香川 中西 奏輔 ﾅｶﾆｼ ｿｳｽｹ 高松商高 1 2007 男子 少年男子B走幅跳 6m97 男子4X100mR

1030 36 香川 安宅 伽織 ｱﾀｷﾞ ｶｵﾘ YONDENKO 1998 女子 成年女子棒高跳 4m00 女子4X100mR

1031 36 香川 榎本 樹羅 ｴﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾗ 立命館大 3 2001 女子 成年女子100m 12.02 成年女子走幅跳 5m91 女子4X100mR 混合4X400mR

1032 36 香川 吉川 愛莉 ﾖｼｶﾜ ｱｲﾘ 四国学院大 3 2002 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 54m36

1033 36 香川 田井 彩晴 ﾀｲ ｲﾛﾊ 高松高 3 2004 女子 少年女子共通走幅跳 5m61 少年女子共通三段跳 11m72

1034 36 香川 中西 桃美 ﾅｶﾆｼ ﾓﾓﾐ 四学香川西高 3 2004 女子 少年女子A300mH(0.762m) 45.46 女子4X100mR

1035 36 香川 霜門 瑠依 ｼﾓｶﾄﾞ ﾙｲ 四学香川西高 3 2004 女子 少年女子A100m 12.22 女子4X100mR 混合4X400mR

1036 36 香川 谷本 那津 ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾂ 高松商高 2 2005 女子 少年女子共通走高跳 1m65

1037 36 香川 豊田 ひなた ﾄﾖﾀ ﾋﾅﾀ 観音寺一高 2 2005 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 14.25 女子4X100mR

1038 36 香川 深田 晴花 ﾌｶﾀ ﾊﾙｶ 四学香川西高 2 2005 女子 少年女子A300m 40.65 女子4X100mR 混合4X400mR

1039 36 香川 杉村 実優 ｽｷﾞﾑﾗ ﾐﾕｳ 四学香川西高 2 2005 女子 少年女子A800m 2:13.52 混合4X400mR

1040 36 香川 武内 七千愛 ﾀｹｳﾁ ﾅﾁｱ 四学香川西高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.65 女子4X100mR

1041 36 香川 橋本 葵 ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 四学香川西高 1 2006 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 33m46

1042 37 徳島 下籔 智史 ｼﾓﾔﾌﾞ ｻﾄｼ BLS 1994 男子 成年男子800m 1:53.06

1043 37 徳島 麻植 一輝 ｵｴ ｶｽﾞｷ 鳴門市陸協 1996 男子 成年男子やり投(800g) 64m58

1044 37 徳島 幸長 慎一 ﾕｷﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 四国大AC 1997 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 17m33

1045 37 徳島 古賀 友太 ｺｶﾞ ﾕｳﾀ 大塚製薬 1999 男子 成年男子10000mW

1046 37 徳島 酒井 翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ NEXUS AC 2000 男子 成年男子100m 10.66 男子4X100mR

1047 37 徳島 吉田 康晟 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｾｲ びわこｽﾎﾟｰﾂ大 4 2001 男子 成年男子走幅跳 7m52 男子4X100mR

1048 37 徳島 末木 拓生 ｽｴｷ ﾋﾛｷ 広島経済大 4 2001 男子 成年男子400mH(0.914m) 51.88

1049 37 徳島 安永 隼人 ﾔｽﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 城南高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.72 男子4X100mR

1050 37 徳島 吉田 康晟 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 富岡東高 3 2004 男子 成年男子三段跳 15m59 男子4X100mR
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1051 37 徳島 松長 光祐 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳ 鳴門高 3 2004 男子 少年男子共通走高跳 1m96

1052 37 徳島 仁木 星之介 ﾆｷ ｾｲﾉｽｹ 生光学園高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 55m85

1053 37 徳島 村田 真一朗 ﾑﾗﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 鳴門渦潮高 3 2004 男子 少年男子A300m 33.92 男子4X100mR

1054 37 徳島 村田 康成 ﾑﾗﾀ ｺｳｾｲ 鳴門高 2 2005 男子 少年男子A走幅跳 6m80

1055 37 徳島 吉田 陸 ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ 鳴門渦潮高 2 2005 男子 少年男子A300mH(0.914m) 39.21 男子4X100mR

1056 37 徳島 笹山 煌紀 ｻｻﾔﾏ ｺｳｷ 鳴門高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.22 男子4X100mR

1057 37 徳島 金徳 陽 ｶﾈﾄｸ ﾊﾙ 阿南中 3 2007 男子 少年男子B走幅跳 6m40 男子4X100mR

1058 37 徳島 伊藤 真由美 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ TTF 1996 女子 成年女子400mH(0.762m) 1:02.31 女子4X100mR

1059 37 徳島 前川 七海 ﾏｴｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 環太平洋大 1 2003 女子 成年女子100m 12.06 女子4X100mR

1060 37 徳島 三田 樹梨香 ｻﾝﾀ ｷﾘｶ 四国大 1 2003 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 13m97

1061 37 徳島 戎井 那奈 ｴﾋﾞｽｲ ﾅﾅ 富岡東高 3 2004 女子 少年女子A3000m 9:35.46

1062 37 徳島 佐藤 安里紗 ｻﾄｳ ｱﾘｻ 鳴門高 3 2004 女子 少年女子共通走高跳 1m70

1063 37 徳島 川口 由眞 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾏ 生光学園高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 14m04

1064 37 徳島 福榮 美紅 ﾌｸｴ ﾐｸ 鳴門渦潮高 3 2004 女子 少年女子A100m 12.03 女子4X100mR

1065 37 徳島 竜田 そら ﾀﾂﾀ ｿﾗ 鳴門高 2 2005 女子 少年女子A800m 2:13.32

1066 37 徳島 髙内 結菜 ﾀｶｳﾁ ﾕｲﾅ 鳴門高 2 2005 女子 少年女子共通三段跳 12m10 女子4X100mR

1067 37 徳島 髙井 菜名 ﾀｶｲ ﾅﾅ 徳島北高 2 2005 女子 少年女子A300m 40.71 女子4X100mR

1068 37 徳島 佐藤 安姫里 ｻﾄｳ ｱﾒﾘ 生光学園高 1 2006 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 33m38

1069 37 徳島 山﨑 りりや ﾔﾏｻｷ ﾘﾘﾔ 鳴門渦潮高 1 2006 女子 少年女子共通走幅跳 5m82 女子4X100mR

1070 37 徳島 大塚 百々花 ｵｵﾂｶ ﾓﾓｶ 吉野中 3 2007 女子 少年女子B100m 12.48 女子4X100mR

1071 38 愛媛 野本 周成 ﾉﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 愛媛陸協 1995 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 13.43 男子4X100mR

1072 38 愛媛 川東 拓未 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾀｸﾐ レデイ薬局 1995 男子 成年男子3000mSC 8:57.90

1073 38 愛媛 﨑山 雄太 ｻｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛媛陸協 1996 男子 成年男子やり投(800g) 80m51

1074 38 愛媛 一ノ宮 健郎 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾀｹﾛｳ 愛媛陸協 1999 男子 成年男子800m 1:49.65

1075 38 愛媛 伊藤 海斗 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 筑波大 4 2000 男子 成年男子300m 33.75 男子4X100mR 混合4X400mR

1076 38 愛媛 岡本 祥 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 東海大 4 2000 男子 成年男子100m 10.32 男子4X100mR

1077 38 愛媛 大舘 侑弥 ｵｵﾀﾞﾃ ﾕｳﾔ 広島大 4 2000 男子 成年男子400mH(0.914m) 51.16 混合4X400mR

1078 38 愛媛 和家 昂太郎 ﾜｹ ｺｳﾀﾛｳ 国士舘大 2 2002 男子 成年男子10000mW 43:24.85

1079 38 愛媛 渡部 佳澄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ 松山北高 3 2004 男子 少年男子A棒高跳 4m70

1080 38 愛媛 西村 聡一郎 ﾆｼﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 新田高 3 2004 男子 少年男子共通走高跳 1m98

1081 38 愛媛 須賀田 陽 ｽｶﾞﾀ ﾊﾙ 今治西高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 38.53 混合4X400mR

1082 38 愛媛 長田 隼人 ﾅｶﾞﾀ ﾊﾔﾄ 松山工高 3 2004 男子 少年男子共通5000mW 20:17.98

1083 38 愛媛 久門 奨弥 ｸﾓﾝ ｼｮｳﾔ 今治明徳高 2 2005 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 51m47 少年男子Aやり投(800g) 61m70

1084 38 愛媛 岡田 樹 ｵｶﾀﾞ ｲﾂｷ 新田高 2 2005 男子 少年男子A300m 36.38 混合4X400mR

1085 38 愛媛 田窪 一翔 ﾀｸﾎﾞ ｲｯﾄ 今治明徳高 1 2006 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 39m93

1086 38 愛媛 田村 湧生 ﾀﾑﾗ ﾕｳ 済美高 2 2006 男子 少年男子A走幅跳 7m27 男子4X100mR

1087 38 愛媛 畠中 寧樹 ﾊﾀｹﾅｶ ﾈｲｼﾞｭ 済美高 1 2007 男子 少年男子B100m 10.87 男子4X100mR

1088 38 愛媛 佐々木 景亮 ｻｻｷ ｹｲｽｹ 今治立花中 3 2008 男子 少年男子B走幅跳 7m02 男子4X100mR

1089 38 愛媛 川中 葵琳 ｶﾜﾅｶ ｱｵﾘ 法政大 3 2001 女子 成年女子100m 12.15 成年女子300m 39.09 女子4X100mR 混合4X400mR

1090 38 愛媛 尾﨑 琴音 ｵｻﾞｷ ｺﾄﾈ 日本大 2 2002 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 53m40

1091 38 愛媛 松井 晶 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 愛媛銀行 2003 女子 成年女子800m 2:11.12 混合4X400mR

1092 38 愛媛 後藤 夏凜 ｺﾞﾄｳ ｶﾘﾝ 八幡浜高 3 2004 女子 少年女子A300m 40.12 女子4X100mR 混合4X400mR

1093 38 愛媛 早野 美咲 ﾊﾔﾉ ﾐｻｷ 今治明徳高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 12m50

1094 38 愛媛 菅 麗華 ｶﾝ ﾚｲｶ 済美高 2 2005 女子 少年女子A100m 12.47 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 14.30 女子4X100mR

1095 38 愛媛 武田 海愛 ﾀｹﾀﾞ ﾐｱ 済美高 2 2005 女子 少年女子A300mH(0.762m) 44.47 女子4X100mR 混合4X400mR

1096 38 愛媛 吉良 光咲 ｷﾗ ﾐｻｷ 八幡浜高 1 2006 女子 少年女子共通走幅跳 5m56 少年女子共通三段跳 11m98 女子4X100mR

1097 38 愛媛 早野 仁美 ﾊﾔﾉ ﾋﾄﾐ 今治明徳高 2 2006 女子 少年女子Aやり投(600g) 43m83

1098 38 愛媛 近藤 真巳子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾐｺ 聖カタリナ高 1 2006 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 31m44

1099 38 愛媛 星野 みらい ﾎｼﾉ ﾐﾗｲ 愛媛大附属中 3 2007 女子 少年女子B100m 12.21 女子4X100mR

1100 39 高知 好岡 郁弥 ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾔ Stark 1996 男子 成年男子300m 33.30 男子4X100mR

1101 39 高知 森木 友祥 ﾓﾘｷ ﾄﾓｱｷ 高知大 4 2000 男子 成年男子やり投(800g) 67m99

1102 39 高知 中島 澪哉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲﾔ 四国学院大 4 2000 男子 成年男子100m 10.49 男子4X100mR

1103 39 高知 石元 潤樹 ｲｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 日本大 2 2002 男子 成年男子800m 1:47.40

1104 39 高知 髙見 遼人 ﾀｶﾐ ﾊﾙﾄ 高知追手前高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 39.53 男子4X100mR

1105 39 高知 津田 翔太郎 ﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 高知工高 3 2004 男子 少年男子共通5000mW 21:40.21

1106 39 高知 溝渕 遼太 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 土佐高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.78 男子4X100mR

1107 39 高知 岡上 幸正 ｵｶﾉｳｴ ﾕｷﾏｻ 高知学芸高 3 2004 男子 少年男子A300m 34.91 男子4X100mR

1108 39 高知 ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｸﾞﾚ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｸﾞﾚ 高知中央高 3 2004 男子 少年男子A5000m 14:10.90

1109 39 高知 髙坂 蓮 ﾀｶｻｶ ﾚﾝ 高知農高 3 2005 男子 少年男子Aやり投(800g) 62m38

1110 39 高知 和田 卓英 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ 岡豊高 3 2005 男子 少年男子A走幅跳 6m99 男子4X100mR

1111 39 高知 栁井 敦志 ﾔﾅｲ ｱﾂｼ 高知追手前高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.27 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 15.34 男子4X100mR

1112 39 高知 橋詰 暁伸 ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｷﾉﾌﾞ 高知小津高 2 2006 男子 少年男子共通800m 1:56.87

1113 39 高知 永田 梁 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳ 高知中央高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:56.75

1114 39 高知 前田 実輝 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂｷ 青柳中 3 2007 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 37m59

1115 39 高知 鍋島 莉奈 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾘﾅ 積水化学 1993 女子 成年女子5000m 18:18.14

1116 39 高知 齋藤 友里 ｻｲﾄｳ ﾕﾘ Sanyo Realty 1997 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 14m66

1117 39 高知 松林 玲佳 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾚｲｶ MMG 1998 女子 成年女子100m 11.69 成年女子300m 39.29 女子4X100mR

1118 39 高知 五百蔵 美希 ｲｵﾛｲ ﾐｷ 日本大 5 2000 女子 成年女子走幅跳 5m92 女子4X100mR

1119 39 高知 武山 玲奈 ﾀｹﾔﾏ ﾚｲﾅ エディオン 2000 女子 成年女子走高跳 1m80

1120 39 高知 西野 歩季 ﾆｼﾉ ｱﾕｷ 福岡大 2 2001 女子 成年女子やり投(600g) 49m93

1121 39 高知 白木 ひなの ｼﾛｷ ﾋﾅﾉ 山田高 3 2004 女子 少年女子A3000m 9:26.27

1122 39 高知 山﨑 愛依 ﾔﾏｻｷ ﾒｲ 高知追手前高 3 2004 女子 少年女子Aやり投(600g) 43m52

1123 39 高知 竹下 咲来 ﾀｹｼﾀ ｻｸﾗ 高知学芸高 3 2004 女子 少年女子A300m 40.96 女子4X100mR

1124 39 高知 辰己 蓉 ﾀﾂﾐ ﾖｳ 高知学芸高 2 2005 女子 少年女子共通走高跳 1m61 女子4X100mR

1125 39 高知 中島 夢乃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾉ 安芸高 2 2006 女子 少年女子A100m 12.38 女子4X100mR
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1126 39 高知 恒石 望乃 ﾂﾈｲｼ ﾉﾉ 高知高 2 2006 女子 少年女子共通走幅跳 5m85 少年女子共通三段跳 11m94 女子4X100mR

1127 39 高知 鈴木 夢桜 ｽｽﾞｷ ﾐｵｳ 高知中 3 2007 女子 成年女子棒高跳 3m70 女子4X100mR

1128 39 高知 岡林 沙季 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｻｷ 県立安芸 3 2007 女子 少年女子B100m 12.30 女子4X100mR

1129 40 福岡 藤内 誠也 ﾄｳﾅｲ ｾｲﾔ 日経大AC 1995 男子 成年男子三段跳 15m95

1130 40 福岡 原田 暁 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 福岡大 4 2000 男子 成年男子100m 10.11 成年男子走幅跳 7m80 男子4X100mR

1131 40 福岡 出口 晴翔 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 順天堂大 3 2001 男子 成年男子400mH(0.914m) 49.77 混合4X400mR

1132 40 福岡 宮﨑 匠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 中央大 3 2001 男子 成年男子110mH(1.067m/9.14m) 13.66 男子4X100mR

1133 40 福岡 今泉 堅貴 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝｷ 筑波大 3 2001 男子 成年男子300m 男子4X100mR 混合4X400mR

1134 40 福岡 浜田 理温 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｵﾝ 純真高 3 2004 男子 少年男子共通5000mW 20:50.18

1135 40 福岡 冨永 湧平 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾍｲ 東福岡高 3 2004 男子 少年男子A300m 33.38 男子4X100mR 混合4X400mR

1136 40 福岡 平野 星舟 ﾋﾗﾉ ｾｲｼｭｳ 福岡第一高 3 2004 男子 少年男子A棒高跳 4m70

1137 40 福岡 青木 龍翔 ｱｵｷ ﾘｮｳﾄ 大牟田高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:49.42

1138 40 福岡 渕上 翔太 ﾌﾁｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ 東福岡高 2 2005 男子 少年男子A300mH(0.914m) 35.75 男子4X100mR 混合4X400mR

1139 40 福岡 黒木 海翔 ｸﾛｷ ｶｲﾄ 東福岡高 2 2005 男子 少年男子A100m 10.55 男子4X100mR

1140 40 福岡 松田 祐真 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾏ 大牟田高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:38.38

1141 40 福岡 岩本 咲真 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾏ 八屋中 3 2007 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 14.36 男子4X100mR

1142 40 福岡 池田 歩叶 ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾄ 木屋瀬中 3 2007 男子 少年男子B100m 10.74 男子4X100mR

1143 40 福岡 仲野 春花 ﾅｶﾉ ﾊﾙｶ ニッパツ 1996 女子 成年女子走高跳 1m76

1144 40 福岡 青木 穂花 ｱｵｷ ﾎﾉｶ 青山学院大 3 2001 女子 成年女子400mH(0.762m) 57.96 女子4X100mR 混合4X400mR

1145 40 福岡 台信 愛 ﾀﾞｲﾉﾌﾞ ﾒｸﾞﾐ 日本体育大 3 2001 女子 成年女子棒高跳 4m11

1146 40 福岡 城戸 優来 ｷﾄﾞ ﾕｳｷ 福岡大 3 2001 女子 成年女子100m 11.66 女子4X100mR

1147 40 福岡 柳井 綾音 ﾔﾅｲ ｱﾔﾈ 立命館大 1 2003 女子 成年女子5000mW 22:08.08

1148 40 福岡 中尾 優花 ﾅｶｵ ﾕｳｶ 福岡大 1 2003 女子 成年女子走幅跳 6m17 女子4X100mR

1149 40 福岡 田島 美春 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾊﾙ 福岡大 1 2003 女子 女子4X100mR

1150 40 福岡 小笠原 光咲 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾘｻ 筑紫台高 3 2004 女子 少年女子A300mH(0.762m) 43.08 混合4X400mR

1151 40 福岡 平田 はな ﾋﾗﾀ ﾊﾅ 福大若葉高 3 2004 女子 少年女子共通走幅跳 5m81

1152 40 福岡 副島 珠華 ｿｴｼﾞﾏ ｼﾞｭｶ 福大若葉高 3 2004 女子 少年女子共通三段跳 12m11 女子4X100mR

1153 40 福岡 下森 美咲 ｼﾀﾓﾘ ﾐｻｷ 北九州市立高 2 2005 女子 少年女子A800m 2:07.36

1154 40 福岡 松本 明莉 ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ 筑紫女学園高 3 2005 女子 少年女子A3000m 9:12.11

1155 40 福岡 井手口 陽菜里 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾅﾘ 筑紫女学園高 2 2005 女子 少年女子A100m 11.94 少年女子A300m 39.70 女子4X100mR 混合4X400mR

1156 40 福岡 福岡 梓音 ﾌｸｵｶ ｼｵﾝ 中村学園女子高 1 2007 女子 少年女子B100m 12.06 女子4X100mR 混合4X400mR

1157 40 福岡 東 かれん ﾋｶﾞｼ ｶﾚﾝ 八女学院 3 2007 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 38m46 女子4X100mR

1158 41 佐賀 山川 夏輝 ﾔﾏｶﾜ ﾅﾂｷ 佐賀スポ協 1995 男子 成年男子走幅跳 8m17

1159 41 佐賀 野中 渓人 ﾉﾅｶ ｹｲﾄ ｱｽﾘ-ﾄﾘﾝｸ 1996 男子 成年男子400mH(0.914m) 50.12

1160 41 佐賀 許田 悠貴 ｷｮﾀﾞ ﾕｳｷ ｱｽﾘ-ﾄﾘﾝｸ 1996 男子 成年男子三段跳 15m86 男子4X100mR

1161 41 佐賀 岩佐 隆時 ｲﾜｻ ﾘｭｳｼﾞ 佐賀スポ協 1998 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 17m56

1162 41 佐賀 瀬戸口 大地 ｾﾄｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ 佐賀スポ協 1998 男子 成年男子800m 1:50.10 混合4X400mR

1163 41 佐賀 岡崎 隼弥 ｵｶｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ ｱｽﾘ-ﾄﾘﾝｸ 1999 男子 男子4X100mR

1164 41 佐賀 早田 駿斗 ｿｳﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 福岡大 3 2001 男子 成年男子300m 33.19 男子4X100mR 混合4X400mR

1165 41 佐賀 中島 阿廉 ﾅｶｼﾏ ｱﾚﾝ 黒崎播磨 2002 男子 成年男子3000mSC 8:56.24

1166 41 佐賀 中垣 遥暉 ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙｷ 山梨学院大 2 2002 男子 成年男子10000mW 42:46.58

1167 41 佐賀 末次 拓海 ｽｴﾂｷﾞ ﾀｸﾐ 城西大 1 2003 男子 成年男子100m 10.46 男子4X100mR

1168 41 佐賀 吉田 享介 ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 佐賀工高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.72 男子4X100mR

1169 41 佐賀 古川 照哉 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾙﾔ 鳥栖工高 2 2005 男子 少年男子共通5000mW 21:34.61

1170 41 佐賀 岡村 颯太 ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ 致遠館高 3 2005 男子 少年男子共通800m 1:51.88 混合4X400mR

1171 41 佐賀 松本 悠斗 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 佐賀北高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.09 男子4X100mR 混合4X400mR

1172 41 佐賀 石川 蒼大 ｲｼｶﾜ ｱｵ 鳥栖工高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:37.00

1173 41 佐賀 牛島 壮司朗 ｳｼｼﾞﾏ ｿｳｼﾛｳ 致遠館高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 7m05 男子4X100mR

1174 41 佐賀 陣内 綾子 ｼﾞﾝﾉｳﾁ ｱﾔｺ メモリード 1987 女子 成年女子800m 2:07.73

1175 41 佐賀 久保山 晴菜 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 今村病院 1996 女子 成年女子300m 37.54 女子4X100mR 混合4X400mR

1176 41 佐賀 高橋 沙湖 ﾀｶﾊｼ ｻｺ 佐賀スポ協 1997 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 58m87

1177 41 佐賀 栗原 理沙 ｸﾘﾊﾗ ﾘｻ ハレノヒ 1998 女子 成年女子走幅跳 5m97 女子4X100mR

1178 41 佐賀 尾山 和華 ｵﾔﾏ ﾎﾉｶ 今村病院 1999 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 15m39

1179 41 佐賀 武本 紗栄 ﾀｹﾓﾄ ｻｴ 佐賀スポ協 1999 女子 成年女子やり投(600g) 60m84

1180 41 佐賀 林 奈海 ﾊﾔｼ ﾅﾐ 佐賀スポ協 1999 女子 成年女子5000mW 23:24.49

1181 41 佐賀 永石 小雪 ﾅｶﾞｲｼ ｺﾕｷ 立命館大 1 2003 女子 成年女子100m 11.81 女子4X100mR 混合4X400mR

1182 41 佐賀 松田 凜 ﾏﾂﾀﾞ ﾘﾝ 佐賀北高 3 2004 女子 少年女子共通走幅跳 5m67 女子4X100mR

1183 41 佐賀 前田 穂乃香 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 白石高 3 2004 女子 少年女子A800m 2:10.58

1184 41 佐賀 中田 真瑚 ﾅｶﾀ ﾏｺ 佐商高 3 2004 女子 少年女子Aやり投(600g) 47m68

1185 41 佐賀 濵部 莉帆 ﾊﾏﾍﾞ ﾘﾎ 伊万里実高 3 2004 女子 少年女子A100m 11.91 少年女子A300m 41.61 女子4X100mR 混合4X400mR

1186 41 佐賀 德永 心奈 ﾄｸﾅｶﾞ ｺｺﾅ 佐賀北高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.25 女子4X100mR

1187 42 長崎 尾﨑 雄祐 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ PEACE AC 1994 男子 成年男子400mH(0.914m) 50.11 混合4X400mR

1188 42 長崎 廣田 麟太郎 ﾋﾛﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 日本大 2 2002 男子 成年男子走幅跳 成年男子三段跳 15m99 男子4X100mR

1189 42 長崎 山崎 一沙 ﾔﾏｻｷ ｲｯｻ 環太平洋大 1 2003 男子 成年男子100m 10.51 男子4X100mR

1190 42 長崎 尾﨑 淳平 ｵｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 口加高 3 2004 男子 少年男子共通5000mW 21:30.46

1191 42 長崎 深山 創希 ﾌｶﾔﾏ ｿｳｷ 口加高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.59 男子4X100mR

1192 42 長崎 藤家 尚平 ﾌｼﾞｲｴ ｼｮｳﾍｲ 長崎北陽台高 3 2004 男子 少年男子A走幅跳 7m40

1193 42 長崎 川井 鳳雅 ｶﾜｲ ｺｳｶﾞ 長崎日本大学高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 59m43

1194 42 長崎 小栁 新 ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾅﾀ 長崎日本大学高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 37.53 混合4X400mR

1195 42 長崎 後田 築 ｳｼﾛﾀﾞ ｷｽﾞｸ 創成館高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:47.69

1196 42 長崎 藤山 拓歩 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾛﾑ 諫早農高 2 2005 男子 少年男子共通走高跳 2m02

1197 42 長崎 植松 康太 ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 長崎南高 2 2006 男子 少年男子A300m 33.06 男子4X100mR 混合4X400mR

1198 42 長崎 牟田 凜太 ﾑﾀ ﾘﾝﾀ 鎮西学院高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:32.47

1199 42 長崎 井手 秀悟 ｲﾃﾞ ｼｭｳｺﾞ 日宇中 3 2007 男子 少年男子B100m 11.00 男子4X100mR

1200 42 長崎 本多 恵丞 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｼﾞ 南有馬中 3 2007 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 35m35
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1201 42 長崎 島田 沙絵 ｼﾏﾀﾞ ｻｴ チョープロ 1994 女子 成年女子100m 11.77 女子4X100mR

1202 42 長崎 山﨑 有紀 ﾔﾏｻｷ ﾕｷ スズキ 1995 女子 成年女子走幅跳 6m13 女子4X100mR 混合4X400mR

1203 42 長崎 渡邊 輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 田子重 1999 女子 成年女子300m 女子4X100mR 混合4X400mR

1204 42 長崎 廣中 璃梨佳 ﾋﾛﾅｶ ﾘﾘｶ ＪＰ日本郵政Ｇ 2000 女子 成年女子5000m 15:11.08

1205 42 長崎 平松 委穂里 ﾋﾗﾏﾂ ｲｵﾘ 鹿屋体育大 2 2002 女子 成年女子やり投(600g) 52m76

1206 42 長崎 伊達 美祈 ﾀﾞﾃ ﾐﾉﾘ 九州共立大 2 2002 女子 成年女子走高跳 1m71

1207 42 長崎 原 あかり ﾊﾗ ｱｶﾘ 福岡大 2 2002 女子 成年女子800m 2:08.94

1208 42 長崎 渡邊 陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 長崎南高 3 2004 女子 少年女子A300m 少年女子A300mH(0.762m) 44.08 混合4X400mR

1209 42 長崎 山崎 絢音 ﾔﾏｻｷ ｱﾔﾈ 口加高 3 2004 女子 少年女子Aやり投(600g) 47m42

1210 42 長崎 池田 アユミ ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ 長崎女高 3 2004 女子 少年女子共通走高跳 1m68

1211 42 長崎 田中 咲蘭 ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 諫早高 3 2005 女子 少年女子A3000m 9:18.07

1212 42 長崎 榎並 彩 ｴﾅﾐ ｱｲ 純心女子高 2 2005 女子 少年女子A100m 12.14 少年女子共通走幅跳 5m74 女子4X100mR

1213 42 長崎 緒方 彩乃 ｵｶﾞﾀ ｱﾔﾉ 長崎日本大学高 3 2005 女子 少年女子共通三段跳 11m97

1214 42 長崎 井上 みさき ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 長崎日本大学高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.62 女子4X100mR

1215 42 長崎 松田 晏奈 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝﾅ 長崎日本大学高 1 2006 女子 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 14.47 女子4X100mR

1216 43 熊本 筒江 海斗 ﾂﾂｴ ｶｲﾄ STW 1998 男子 成年男子400mH(0.914m) 49.65 混合4X400mR

1217 43 熊本 平野 翔大 ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 大東文化大 4 2001 男子 成年男子100m 10.38 男子4X100mR

1218 43 熊本 山本 陽太 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅﾀ 東海大 3 2002 男子 成年男子300m 34.09 男子4X100mR 混合4X400mR

1219 43 熊本 杉山 丈一郎 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 熊本西高 3 2004 男子 少年男子共通走高跳 2m01

1220 43 熊本 甲斐 快風 ｶｲ ｶﾑｲ 熊本工高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 37.25

1221 43 熊本 小林 海雲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸﾓ 熊本工高 3 2004 男子 少年男子A100m 10.73 男子4X100mR

1222 43 熊本 浦島 大晟 ｳﾗｼﾏ ﾀｲｾｲ 熊本工高 3 2004 男子 少年男子A300m 35.01 男子4X100mR 混合4X400mR

1223 43 熊本 楠岡 由浩 ｸｽｵｶ ﾖｼﾋﾛ 慶誠高 3 2004 男子 少年男子A5000m 14:09.72

1224 43 熊本 古庄 優斗 ﾌﾙｼｮｳ ﾕｳﾄ 熊本工高 2 2005 男子 少年男子共通800m 1:51.64 混合4X400mR

1225 43 熊本 北原 大雅 ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 熊本工高 3 2005 男子 少年男子A走幅跳 7m08 成年男子三段跳 14m71

1226 43 熊本 村山 健翔 ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝﾄ 球磨工高 1 2006 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 37m63

1227 43 熊本 西村 侑哉 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾔ 熊本北高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 14.93 男子4X100mR

1228 43 熊本 椙山 一颯 ｽｷﾞﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 九州学院高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:32.11

1229 43 熊本 宮田 鉄平 ﾐﾔﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 熊本国府高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.14 男子4X100mR

1230 43 熊本 早瀬 莉久 ﾊﾔｾ ﾘｸ 一の宮中 3 2007 男子 少年男子B走幅跳 6m69

1231 43 熊本 新宅 麻未 ｼﾝﾀｸ ｱｻﾐ アットホーム 1994 女子 成年女子300m 女子4X100mR 混合4X400mR

1232 43 熊本 宮﨑 亜美香 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐｶ ジーケーライン 1998 女子 成年女子100m 12.25 女子4X100mR

1233 43 熊本 金子 櫻 ｶﾈｺ ｻｸﾗ 鹿児島国際大 3 2002 女子 成年女子5000mW 24:38.49

1234 43 熊本 大濱 未結 ｵｵﾊﾏ ﾐﾕ 大阪体育大 2 2003 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 51m38

1235 43 熊本 飯田 華鈴 ｲｲﾀﾞ ｶﾘﾝ 熊本西高 3 2004 女子 少年女子Aやり投(600g) 47m56

1236 43 熊本 本田 凜 ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾝ 熊本商高 3 2004 女子 少年女子共通走幅跳 5m64 少年女子共通三段跳 11m81

1237 43 熊本 森 詩央里 ﾓﾘ ｼｵﾘ 熊本中央高 3 2004 女子 少年女子共通走高跳 1m67

1238 43 熊本 溝上 加菜 ﾐｿﾞｶﾞﾐ ｶﾅ ルーテル学院高 3 2004 女子 少年女子A3000m 9:19.96

1239 43 熊本 園井 結菜 ｿﾉｲ ﾕﾅ 熊本商高 2 2005 女子 少年女子A300m 40.65 混合4X400mR

1240 43 熊本 多賀 遥香 ﾀｶﾞ ﾊﾙｶ 熊本商高 3 2005 女子 少年女子A300mH(0.762m) 44.52

1241 43 熊本 大場 瑞樹 ｵｵﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 八代高 2 2005 女子 少年女子A800m 2:13.84

1242 43 熊本 山形 愛羽 ﾔﾏｶﾞﾀ ｱｲﾊ 熊本中央高 2 2005 女子 少年女子A100m 11.81 女子4X100mR 混合4X400mR

1243 43 熊本 鳥丸 沙葵 ﾄﾘﾏﾙ ｻｷ 九州学院高 2 2005 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 14.27 女子4X100mR

1244 43 熊本 佐美三 ひなた ｻﾐｿ ﾋﾅﾀ 出水南中 3 2007 女子 少年女子B100m 12.22 女子4X100mR

1245 44 大分 森 真聡 ﾓﾘ ﾏｻﾄ 城西大 3 2001 男子 成年男子300m 33.72 混合4X400mR

1246 44 大分 三ヶ尻 京和 ﾐｶｼﾞﾘ ｷｮｳﾜ 日本体育大 3 2002 男子 成年男子三段跳 15m49

1247 44 大分 佐藤 主理 ｻﾄｳ ｼｭﾘ 鹿屋体育大 2 2003 男子 成年男子800m 1:48.57

1248 44 大分 河野 流聖 ｺｳﾉ ﾘｭｳｾｲ 大分舞鶴高 3 2004 男子 混合4X400mR

1249 44 大分 藥師寺 新 ﾔｸｼｼﾞ ｱﾗﾀ 大分雄城台高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 63m97

1250 44 大分 ﾀﾞﾆｴﾙ ﾃﾞｨﾘﾂ ﾀﾞﾆｴﾙ ﾃﾞｨﾘﾂ 大分東明高 3 2004 男子 少年男子A5000m 13:21.31

1251 44 大分 河合 敏斗 ｶﾜｲ ﾊﾔﾄ 大分東明高 2 2005 男子 少年男子A300m 33.84 混合4X400mR

1252 44 大分 岩尾 蓮 ｲﾜｵ ﾚﾝ 杵築高 3 2005 男子 少年男子共通走高跳 2m00

1253 44 大分 大野 葵生 ｵｵﾉ ｱｵｲ 楊志館高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 15.41

1254 44 大分 佐藤 遥生 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 佐伯鶴城高 1 2007 男子 少年男子B走幅跳 7m06

1255 44 大分 兒玉 芽生 ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ ミズノ 1999 女子 成年女子100m 11.38 女子4X100mR

1256 44 大分 山本 亜希 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷ 大分大 4 2000 女子 成年女子棒高跳 3m92

1257 44 大分 大谷 夏稀 ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 福岡大 4 2000 女子 成年女子砲丸投(4.000kg) 14m70

1258 44 大分 亀井 桜 ｶﾒｲ ｻｸﾗ 中央大 4 2001 女子 成年女子やり投(600g) 55m38

1259 44 大分 小松 優衣 ｺﾏﾂ ﾕｲ 松山大 4 2001 女子 成年女子5000m 15:52.86

1260 44 大分 中村 ののか ﾅｶﾑﾗ ﾉﾉｶ 九州共立大 3 2001 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 55m31

1261 44 大分 加藤 汐織 ｶﾄｳ ｼｵﾘ 福岡大 3 2001 女子 成年女子300m 40.40 女子4X100mR

1262 44 大分 江藤 咲 ｴﾄｳ ｻｷ 環太平洋大 2 2002 女子 成年女子800m 2:06.66 混合4X400mR

1263 44 大分 佐伯 典香 ｻｲｷ ﾃﾝｶ 大分雄城台高 3 2004 女子 少年女子A300m 39.89 女子4X100mR

1264 44 大分 田原 咲良 ﾀﾊﾞﾙ ｻﾗ 大分西高 3 2004 女子 少年女子共通走高跳 1m65

1265 44 大分 宮川 紗耶 ﾐﾔｶﾜ ｻﾔ 大分西高 3 2004 女子 少年女子A800m 2:09.26

1266 44 大分 ｽｰｻﾝ ｶﾓｿ ｽｰｻﾝ ｶﾓｿ 大分東明高 3 2004 女子 少年女子A3000m 8:50.24

1267 44 大分 大林 璃音 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 大分雄城台高 2 2005 女子 少年女子A100m 12.13 女子4X100mR

1268 44 大分 佐藤 愛 ｻﾄｳ ｱｲ 大分雄城台高 2 2005 女子 混合4X400mR

1269 44 大分 佐藤 なな ｻﾄｳ ﾅﾅ 大分豊府高 2 2005 女子 少年女子共通走幅跳 5m88

1270 44 大分 安部 帆花 ｱﾍﾞ ﾎﾉｶ 大分高 3 2005 女子 少年女子A300mH(0.762m) 44.67 混合4X400mR

1271 44 大分 谷中 天架 ﾀﾆﾅｶ ﾃﾝｶ 大分雄城台高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.03 少年女子B100mH(0.762m/8.50m) 女子4X100mR

1272 44 大分 由利 凛 ﾕﾘ ﾘﾝ 大分西高 1 2006 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 38m11

1273 44 大分 佐藤 梨央 ｻﾄｳ ﾘｵ 大在中 3 2007 女子 女子4X100mR

1274 45 宮崎 黒木 雄太朗 ｸﾛｷﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 東海AC 1992 男子 成年男子三段跳 16m05

1275 45 宮崎 木下 裕貴 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 順天堂大 M2 1998 男子 成年男子100m 10.50 男子4X100mR
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1276 45 宮崎 桑野 拓海 ｸﾜﾉ ﾀｸﾐ 筑波大 4 2001 男子 男子4X100mR

1277 45 宮崎 大貫 翔哉 ｵｵﾇｷ ｼｮｳﾔ 日本経済大 2 2002 男子 成年男子走幅跳 7m55

1278 45 宮崎 池下 航和 ｲｹｼﾀ ｺｳﾜ 環太平洋大 2 2003 男子 成年男子300m 35.99 男子4X100mR 混合4X400mR

1279 45 宮崎 杉田 博紀 ｽｷﾞﾀ ﾋﾛｷ 宮崎工高 3 2004 男子 男子4X100mR 混合4X400mR

1280 45 宮崎 原口 颯太 ﾊﾗｸﾞﾁ ｿｳﾀ 宮崎農高 3 2004 男子 少年男子共通走高跳 2m09

1281 45 宮崎 清水 暖太 ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ 宮崎北高 3 2004 男子 少年男子共通800m 1:53.24 混合4X400mR

1282 45 宮崎 長友 蒼葉 ﾅｶﾞﾄﾓ ｱｵﾊﾞ 宮崎第一高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 38.11

1283 45 宮崎 山本 達春 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾊﾙ 宮崎大宮高 3 2005 男子 少年男子A300m 33.99 混合4X400mR

1284 45 宮崎 石川 譲 ｲｼｶﾜ ﾕｽﾞﾙ 都城商高 3 2005 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 52m76

1285 45 宮崎 佐藤 愛斗 ｻﾄｳ ｱｲﾄ 小林高 2 2005 男子 少年男子A5000m 14:23.24

1286 45 宮崎 倉澤 幹拡 ｸﾗｻﾜ ﾐｷﾋﾛ ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎 2005 男子 少年男子A100m 10.46 男子4X100mR

1287 45 宮崎 田中 孝樹 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 延岡高 1 2006 男子 男子4X100mR

1288 45 宮崎 三森 咲大朗 ﾐﾂﾓﾘ ｻｸﾀﾛｳ 宮崎工高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 7m11

1289 45 宮崎 日吉 志優汰 ﾋﾖｼ ｼｭｳﾀ 宮崎工高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.01 男子4X100mR

1290 45 宮崎 井手 健慎 ｲﾃﾞ ｹﾝｼﾝ 小林高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:46.68

1291 45 宮崎 清山 ちさと ｷﾖﾔﾏ ﾁｻﾄ いちご 1991 女子 成年女子100m 11.80 女子4X100mR

1292 45 宮崎 田﨑 優理 ﾀｻｷ ﾕｳﾘ ｼｽﾒｯｸｽ 2001 女子 成年女子5000m 15:48.33

1293 45 宮崎 森山 静穂 ﾓﾘﾔﾏ ｼｽﾞﾎ 福岡大 3 2001 女子 成年女子300m 女子4X100mR 混合4X400mR

1294 45 宮崎 古川 楓奈 ﾌﾙｶﾜ ﾌｳﾅ 宮崎工高 3 2004 女子 少年女子Aやり投(600g) 47m15

1295 45 宮崎 那須 美咲 ﾅｽ ﾐｻｷ 宮崎商高 3 2004 女子 少年女子共通走高跳 1m70

1296 45 宮崎 田中 那奈 ﾀﾅｶ ﾅﾅ 小林高 3 2004 女子 少年女子A800m 2:08.63

1297 45 宮崎 畑田 知里 ﾊﾀﾀﾞ ﾁｻﾄ 宮崎北高 3 2004 女子 少年女子A300m 40.20 女子4X100mR 混合4X400mR

1298 45 宮崎 中富 優依 ﾅｶﾄﾐ ﾕｲ 延岡高 2 2005 女子 少年女子A100m 12.08 女子4X100mR 混合4X400mR

1299 45 宮崎 神山 菜々 ｶﾐﾔﾏ ﾅﾅ 宮崎北高 2 2005 女子 女子4X100mR

1300 45 宮崎 内山田 玲 ｳﾁﾔﾏﾀﾞ ﾚｲ 宮崎商高 1 2006 女子 女子4X100mR

1301 45 宮崎 三賢 李華 ﾐｶﾀ ﾓﾓｶ 都城商高 1 2006 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 31m46

1302 45 宮崎 木原 万里花 ｷﾊﾗ ﾏﾘﾅ 宮崎北高 1 2006 女子 少年女子B100m 12.43 女子4X100mR 混合4X400mR

1303 46 鹿児島 松本 葵 ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 大塚製薬 1987 男子 成年男子3000mSC 8:40.12

1304 46 鹿児島 手平 裕士 ﾃﾋﾞﾗ ﾋﾛｼ 鹿児島陸協 1992 男子 成年男子走幅跳 7m93 男子4X100mR

1305 46 鹿児島 白石 黄良々 ｼﾗｲｼ ｷﾗﾗ ｾﾚｽﾎﾟ 1996 男子 成年男子100m 10.56 男子4X100mR

1306 46 鹿児島 金城 海斗 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｲﾄ ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ鹿児島 1999 男子 成年男子砲丸投(7.260kg) 17m23

1307 46 鹿児島 松下 悠太郎 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 福岡大 4 2000 男子 成年男子三段跳 16m03

1308 46 鹿児島 佐藤 恵斗 ｻﾄｳ ｹｲﾄ 環太平洋大 3 2001 男子 成年男子300m 33.76 男子4X100mR 混合4X400mR

1309 46 鹿児島 向井 大賀 ﾑｶｲ ﾀｲｶﾞ 九州共立大 3 2001 男子 成年男子10000mW 40:49.73

1310 46 鹿児島 行船 宏哉 ﾕｷﾌﾈ ﾋﾛﾔ 甲南高 3 2004 男子 少年男子A300m 34.25 男子4X100mR 混合4X400mR

1311 46 鹿児島 下池 将多郎 ｼﾓｲｹ ｼｮｳﾀﾛｳ 鹿児島工高 3 2004 男子 少年男子共通5000mW 20:33.82

1312 46 鹿児島 濵田 玲将 ﾊﾏﾀﾞ ﾚｵ 鹿児島南高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 58m51

1313 46 鹿児島 平田 和 ﾋﾗﾀ ｱｲ 松陽高 3 2004 男子 少年男子A300mH(0.914m) 混合4X400mR

1314 46 鹿児島 太田 芳栄 ｵｵﾀ ﾖｼｴｲ 鹿児島南高 3 2005 男子 少年男子A100m 10.55 少年男子A走幅跳 7m20 男子4X100mR 混合4X400mR

1315 46 鹿児島 立迫 大徳 ﾀﾁｻﾞｺ ﾋﾛﾉﾘ 鹿児島城西高 2 2005 男子 少年男子共通800m 1:49.58

1316 46 鹿児島 櫨元 優馬 ﾊｾﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 鹿児島城西高 1 2006 男子 少年男子B3000m 8:37.36

1317 46 鹿児島 木下 聖太 ｷｼﾀ ｼｮｳﾀ 川薩清修館高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 14.50 男子4X100mR

1318 46 鹿児島 王 向文 ｵｳ ｺｳﾌﾞﾝ 天保山中 3 2007 男子 少年男子B100m 10.95 男子4X100mR

1319 46 鹿児島 濵田 琉輝 ﾊﾏﾀﾞ ﾙｷ 和田中 3 2008 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 35m76

1320 46 鹿児島 鐡丸 美由紀 ﾃﾂﾏﾙ ﾐﾕｷ 鹿銀 1997 女子 成年女子走高跳 1m74

1321 46 鹿児島 鶴田 玲美 ﾂﾙﾀ ﾚﾐ 南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 1997 女子 成年女子100m 11.67 混合4X400mR

1322 46 鹿児島 濵田 恵里奈 ﾊﾏﾀﾞ ｴﾘﾅ スカイ　ワン 1997 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 52m85

1323 46 鹿児島 角井 けせら ｶｸｲ ｹｾﾗ 鹿児島南高 3 2004 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 12m87

1324 46 鹿児島 住吉 璃音 ｽﾐﾖｼ ﾘﾝ 鹿児島高 3 2004 女子 少年女子A300mH(0.762m) 44.96

1325 46 鹿児島 片野坂 唯月 ｶﾀﾉｻｶ ﾕﾂﾞｷ 鹿児島高 3 2004 女子 少年女子共通三段跳 12m31 混合4X400mR

1326 46 鹿児島 下野 みのり ｼﾓﾉ ﾐﾉﾘ 鹿児島情報高 3 2004 女子 少年女子A300m 39.13 混合4X400mR

1327 46 鹿児島 ｶﾘﾊﾞ ｶﾛﾗｲﾝ ｶﾘﾊﾞ ｶﾛﾗｲﾝ 神村学園高 2 2004 女子 少年女子A3000m 8:45.47

1328 46 鹿児島 大山 藍 ｵｵﾔﾏ ｱｲ 鹿児島女高 2 2005 女子 成年女子5000mW 22:10.30

1329 46 鹿児島 柳田 陽香 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾊﾙｶ 鹿児島高 2 2005 女子 少年女子共通走幅跳 5m73

1330 46 鹿児島 有川 実花 ｱﾘｶﾜ ﾐｶ 鹿児島南高 2 2006 女子 少年女子A100mH(0.838m/8.50m) 14.12

1331 46 鹿児島 吉屋 優希乃 ﾖｼﾔ ﾕｷﾉ 国分南中 3 2007 女子 少年女子B100m 12.42

1332 47 沖縄 屋良 太章 ﾔﾗ ﾀｶﾉﾘ 友睦物流 1992 男子 成年男子三段跳 15m57

1333 47 沖縄 津波 響樹 ﾂﾊ ﾋﾋﾞｷ 大塚製薬 1998 男子 成年男子走幅跳 8m01 男子4X100mR

1334 47 沖縄 比嘉 遥 ﾋｶﾞ ﾊﾙｶ 九州共立大 M2 1998 男子 成年男子やり投(800g) 74m53

1335 47 沖縄 平良 光勇真 ﾀｲﾗ ﾋｭｳﾏ 福岡大 4 2000 男子 男子4X100mR

1336 47 沖縄 下地 駿麻 ｼﾓｼﾞ ｼｭﾝﾏ 東海大 3 2001 男子 成年男子100m 10.32 男子4X100mR

1337 47 沖縄 米須 一清 ｺﾒｽ ｲｯｾｲ 九州共立大 3 2001 男子 成年男子10000mW

1338 47 沖縄 奥山 和磨 ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 浦添高 3 2004 男子 男子4X100mR

1339 47 沖縄 宜野座 康生 ｷﾞﾉｻﾞ ｺｳｾｲ 中部商高 3 2004 男子 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 59m80

1340 47 沖縄 赤嶺 慧 ｱｶﾐﾈ ｹｲ 那覇西高 3 2004 男子 少年男子Aやり投(800g) 59m67

1341 47 沖縄 平川 慧 ﾋﾗｶﾜ ｷﾗ コザ高 2 2005 男子 少年男子A300m 34.24

1342 47 沖縄 川田 忠輝 ｶﾜﾀ ｱﾂｷ 那覇西高 2 2005 男子 少年男子A100m 10.63 男子4X100mR

1343 47 沖縄 戸谷 浩徳 ﾄﾔ ﾋﾛﾉﾘ コザ高 1 2006 男子 少年男子B110mH(0.991m/9.14m) 16.48

1344 47 沖縄 米城 琉司 ﾖﾈｼﾛ ﾘｭｳｼﾞ 中部商高 1 2006 男子 少年男子B走幅跳 6m40

1345 47 沖縄 大城 貴仁 ｵｵｼﾛ ﾀｶﾋﾄ 那覇西高 1 2006 男子 少年男子B100m 11.09 男子4X100mR

1346 47 沖縄 外間 勝結 ﾎｶﾏ ｶﾂｷ 与勝高 1 2006 男子 少年男子B円盤投(1.500kg) 45m77

1347 47 沖縄 平田 瑛大 ﾋﾗﾀ ｴｲﾄ 開邦中 3 2007 男子 男子4X100mR

1348 47 沖縄 大城 まゆ ｵｵｼﾛ ﾏﾕ 沖縄陸協 1996 女子 成年女子やり投(600g) 54m66

1349 47 沖縄 徳本 鈴奈 ﾄｸﾓﾄ ｽｽﾞﾅ 友睦物流 1996 女子 成年女子走高跳 1m73

1350 47 沖縄 阿波根 朱里 ｱﾊｺﾞﾝ ｼｭﾘ 沖縄大 4 2000 女子 女子4X100mR
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1351 47 沖縄 岸本 優美 ｷｼﾓﾄ ﾕﾐ 東京女子体育大 3 2001 女子 女子4X100mR

1352 47 沖縄 相田 真央 ｿｳﾀﾞ ﾏｵ 鹿屋体育大 2 2002 女子 成年女子ハンマー投(4.000kg) 51m12

1353 47 沖縄 淺野 愛菜 ｱｻﾉ ｱｲﾅ コザ高 3 2004 女子 成年女子5000mW 23:05.69

1354 47 沖縄 上地 愛花 ｳｴﾁ ﾏﾅｶ 石川高 3 2004 女子 女子4X100mR

1355 47 沖縄 大底 桃花 ｵｵｿｺ ﾓﾓｶ 普天間高 2 2005 女子 少年女子共通走高跳 1m70

1356 47 沖縄 友利 晟弓 ﾄﾓﾘ ﾅﾙﾐ 那覇西高 3 2005 女子 少年女子A砲丸投(4.000kg) 12m53 少年女子Aやり投(600g) 41m81

1357 47 沖縄 長嶺 涼風 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋｭｳｶ ミュージアム 2005 女子 女子4X100mR

1358 47 沖縄 今村 香保 ｲﾏﾑﾗ ｶﾎ 普天間高 1 2006 女子 女子4X100mR

1359 47 沖縄 宜野座 彩未 ｷﾞﾉｻﾞ ｱﾐ 中部商高 1 2006 女子 少年女子B円盤投(1.000kg) 31m08

1360 47 沖縄 喜久里 彩吹 ｷｸｻﾞﾄ ｲﾌﾞｷ 那覇国際高 1 2007 女子 少年女子共通走幅跳 5m78 少年女子共通三段跳 11m99 女子4X100mR


