
第77回国民体育大会(栃木県)におけるトップアスリート参加資格特例措置対象者
（陸上競技）

●対象区分

① 〇

② 〇

対象期間：
設定順位：

④ 〇

●対象者一覧

① ② ③ ④
1 山縣 亮太 ヤマガタ リョウタ 100m、300m 〇 〇 100m1位
2 多田 修平 タダ シュウヘイ 100m、300m 〇 〇 100m2位
3 桐生 祥秀 キリュウ ヨシヒデ 100m、300m 〇 〇 100m3位
4 小池 祐貴 コイケ ユウキ 100m、300m 〇 〇 100m4位、200m1位
5 坂井 隆一郎 サカイ リュウイチロウ 100m、300m 〇 100m5位
6 東田 旺洋 ヒガシダ アキヒロ 100m、300m 〇 100m6位、200m5位、300m1位
7 デーデー ブルーノ デーデー ブルーノ 100m、300m 〇 〇 100m7位、200m7位
8 永田 駿斗 ナガタ シュント 100m、300m 〇 100m8位
9 栁田 大輝 ヤナギタ ヒロキ 100m、300m 〇 100m8位
10 鈴木 涼太 スズキ リョウタ 100m、300m 〇 100m8位、200m3位
11 サニブラウン アブデルハキーム サニブラウン アブデルハキーム 100m、300m 〇
12 飯塚 翔太 イイヅカ ショウタ 300m 〇 〇 200m2位
13 松本 朗 マツモト アキラ 300m 〇 200m4位、300m8位
14 山下 潤 ヤマシタ ジュン 300m 〇 〇 200m6位
15 諏訪 達郎 スワ タツロウ 300m 〇 200m8位
16 上山 紘輝 ウエヤマ コウキ 300m 〇 200m9位
17 植本 尚輝 ウエモト ナオキ 300m 〇 200m10位
18 川端 魁人 カワバタ カイト 300m 〇 〇 300m2位、400m3位
19 佐藤 拳太郎 サトウ ケンタロウ 300m 〇 〇 300m3位、400m1位
20 加藤 修也 カトウ ノブヤ 300m 〇 300m4位
21 山科 真之介 ヤマシナ シンノスケ 300m 〇 300m5位
22 野瀬 大輝 ノセ ダイキ 300m 〇 300m6位
23 河内 光起 カワウチ ミツキ 300m 〇 300m7位、400m10位
24 鈴木 碧斗 スズキ アオト 300m 〇 〇 300m9位、400m7位
25 中里 将基 ナカザト マサキ 300m 〇 300m9位
26 山木 伝説 ヤマキ カケル 300m 〇 400m2位
27 ウォルシュ ジュリアン ウォルシュ ジュリアン 300m 〇 〇 400m4位
28 佐藤 風雅 サトウ フウガ 300m 〇 400m5位
29 伊東 利来也 イトウ リクヤ 300m 〇 〇 400m6位
30 岩崎 立来 イワサキ リュウキ 300m 〇 400m8位
31 中島 佑気ジョセフ ナカジマ ユウキジョセフ 300m 〇 400m8位
32 池田 弘佑 イケダ コウスケ 300m 〇
33 源 裕貴 ミナモト ヒロキ 800m 〇 800m1位
34 川元 奨 カワモト ショウ 800m 〇 800m2位
35 金子 魅玖人 カネコ ミクト 800m 〇 800m3位
36 田母神 一喜 タモガミ カズヨシ 800m 〇 800m4位
37 梅谷 健太 ウメタニ ケンタ 800m 〇 800m5位
38 根本 大輝 ネモト ダイキ 800m 〇 800m6位
39 瀬戸口 大地 セトグチ ダイチ 800m 〇 800m7位
40 四方 悠瑚 シカタ ユウゴ 800m 〇 800m8位

対象区分
備考No. 氏 名 氏（カナ） 名（カナ） 種目等

中央競技団体強化指定選手

No. 区分名 備考

東京オリンピック出場者

JOCオリンピック強化指定選手

③ 〇 国内ランキング上位者
2021年1月1日～2021年12月31日
上位10名
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対象区分
備考No. 氏 名 氏（カナ） 名（カナ） 種目等

41 松本 純弥 マツモト ジュンヤ 800m 〇 800m9位
42 飯濵 友太郎 イイハマ ユウタロウ 800m 〇 800m10位
43 泉谷 駿介 イズミヤ シュンスケ 110mH 〇 〇 110mH1位
44 金井 大旺 カナイ タイオウ 110mH 〇 〇 110mH2位
45 村竹 ラシッド ムラタケ ラシッド 110mH 〇 110mH3位
46 高山 峻野 タカヤマ シュンヤ 110mH 〇 〇 110mH4位
47 石川 周平 イシカワ シュウヘイ 110mH 〇 110mH4位
48 野本 周成 ノモト シュウセイ 110mH 〇 110mH6位
49 藤井 亮汰 フジイ リョウタ 110mH 〇 110mH7位
50 横地 大雅 ヨコチ タイガ 110mH 〇 110mH8位
51 徳岡 凌 トクオカ リョウ 110mH 〇 110mH9位
52 樋口 陸人 ヒグチ リクト 110mH 〇 110mH10位
53 黒川 和樹 クロカワ カズキ 400mH 〇 〇 400mH1位
54 山内 大夢 ヤマウチ ヒロム 400mH 〇 〇 400mH2位
55 安部 孝駿 アベ タカトシ 400mH 〇 〇 400mH3位
56 豊田 将樹 トヨダ マサキ 400mH 〇 400mH3位
57 岸本 鷹幸 キシモト タカユキ 400mH 〇 400mH5位
58 岩崎 崇文 イワサキ タカフミ 400mH 〇 400mH6位
59 山本 竜大 ヤマモト タツヒロ 400mH 〇 400mH7位
60 川越 広弥 カワゴエ ヒロヤ 400mH 〇 400mH8位
61 井上 駆 イノウエ カケル 400mH 〇 400mH9位
62 松下 祐樹 マツシタ ユウキ 400mH 〇 400mH10位
63 三浦 龍司 ミウラ リュウジ 3000mSC 〇 〇 〇 3000mSC1位
64 山口 浩勢 ヤマグチ コウセイ 3000mSC 〇 〇 3000mSC2位
65 青木 涼真 アオキ リョウマ 3000mSC 〇 〇 3000mSC3位
66 阪口 竜平 サカグチ リョウヘイ 3000mSC 〇 3000mSC4位
67 潰滝 大記 ツエタキ ヒロノリ 3000mSC 〇 3000mSC5位
68 小原 響 オバラ ヒビキ 3000mSC 〇 3000mSC6位
69 楠 康成 クス ヤスナリ 3000mSC 〇 3000mSC7位
70 塩尻 和也 シオジリ カズヤ 3000mSC 〇 3000mSC8位
71 荻野 太成 オギノ タイセイ 3000mSC 〇 3000mSC9位
72 滋野 聖也 シゲノ セイヤ 3000mSC 〇 3000mSC10位
73 山西 利和 ヤマニシ トシカズ 10000mW 〇 〇 〇 10000mW1位
74 古賀 友太 コガ ユウタ 10000mW 〇 10000mW2位
75 向井 大賀 ムカイ タイガ 10000mW 〇 10000mW3位
76 浜西 諒 ハマニシ リョウ 10000mW 〇 10000mW4位
77 住所 大翔 ジュウショ ヒロト 10000mW 〇 10000mW5位
78 高橋 英輝 タカハシ エイキ 10000mW 〇 〇 10000mW6位
79 万寿 春輝 マンジュ ハルキ 10000mW 〇 10000mW7位
80 石田 昴 イシダ スバル 10000mW 〇 10000mW8位
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81 丸尾 知司 マルオ サトシ 10000mW 〇 〇 10000mW9位
82 諏方 元郁 スワ モトフミ 10000mW 〇 10000mW10位
83 池田 向希 イケダ コウキ 10000mW 〇
84 川野 将虎 カワノ マサトラ 10000mW 〇
85 勝木 隼人 カツキ ハヤト 10000mW 〇
86 橋岡 優輝 ハシオカ ユウキ 走幅跳 〇 〇 〇 走幅跳1位
87 吉田 弘道 ヨシダ ヒロミチ 走幅跳 〇 走幅跳2位
88 伊藤 陸 イトウ リク 走幅跳、三段跳 〇 走幅跳3位、三段跳1位
89 手平 裕士 テビラ ヒロシ 走幅跳 〇 走幅跳4位
90 安立 雄斗 アダチ ユウト 走幅跳、三段跳 〇 走幅跳5位、三段跳4位
91 津波 響樹 ツハ ヒビキ 走幅跳 〇 〇 走幅跳6位
92 城山 正太郎 シロヤマ ショウタロウ 走幅跳 〇 〇 走幅跳7位
93 鳥海 勇斗 トリウミ ユウト 走幅跳 〇 走幅跳8位
94 小田 大樹 オダ ダイキ 走幅跳 〇 走幅跳9位
95 津藤 広夢 ツトウ ヒロム 走幅跳 〇 走幅跳9位
96 池畠 旭佳瑠 イケハタ ヒカル 三段跳 〇 三段跳2位
97 藤内 誠也 トウナイ セイヤ 三段跳 〇 三段跳3位
98 山下 祐樹 ヤマシタ ユウキ 三段跳 〇 三段跳5位
99 黒木 雄太朗 クロギ ユウタロウ 三段跳 〇 三段跳6位
100 中山 昂平 ナカヤマ コウヘイ 三段跳 〇 三段跳7位
101 相馬 奨之介 ソウマ ショウノスケ 三段跳 〇 三段跳8位
102 岩崎 孝史 イワサキ コウシ 三段跳 〇 三段跳9位
103 許田 悠貴 キョダ ユウキ 三段跳 〇 三段跳10位
104 広田 麟太郎 ヒロタ リンタロウ 三段跳 〇 三段跳10位
105 武田 歴次 タケダ レイジ 砲丸投 〇 砲丸投1位
106 佐藤 征平 サトウ マサヒラ 砲丸投 〇 砲丸投2位
107 村上 輝 ムラカミ ヒカル 砲丸投 〇 砲丸投2位
108 森下 大地 モリシタ ダイチ 砲丸投 〇 砲丸投4位
109 幸長 慎一 ユキナガ シンイチ 砲丸投 〇 砲丸投5位
110 岩佐 隆時 イワサ リュウジ 砲丸投 〇 砲丸投6位
111 アツオビン ジェイソン アツオビン ジェイソン 砲丸投 〇 砲丸投7位
112 奥村 仁志 オクムラ ヒトシ 砲丸投 〇 砲丸投8位
113 戸辺 誠也 トベ セイヤ 砲丸投 〇 砲丸投9位
114 金城 海斗 キンジョウ カイト 砲丸投 〇 砲丸投10位
115 小南 拓人 コミナミ タクト やり投 〇 やり投1位
116 ディーン 元気 ディーン ゲンキ やり投 〇 やり投2位
117 小椋 健司 オグラ ケンジ やり投 〇 やり投3位
118 長沼 元 ナガヌマ ゲン やり投 〇 やり投4位
119 新井 涼平 アライ リョウヘイ やり投 〇 やり投5位
120 石坂 力成 イシザカ リキナリ やり投 〇 やり投6位
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対象区分
備考No. 氏 名 氏（カナ） 名（カナ） 種目等

121 中西 啄真 ナカニシ タクマ やり投 〇 やり投7位
122 崎山 雄太 サキヤマ ユウタ やり投 〇 やり投8位
123 鈴木 文人 スズキ フミヒト やり投 〇 やり投9位
124 巖 優作 イワオ ユウサク やり投 〇 やり投10位
125 児玉 芽生 コダマ メイ 100m、300m 〇 〇 100m1位、200m1位
126 石川 優 イシカワ ユウ 100m、300m 〇 〇 100m2位
127 君嶋 愛梨沙 キミシマ アリサ 100m、300m 〇 100m3位
128 名倉 千晃 ナグラ チアキ 100m、300m 〇 100m4位、200m4位
129 青山 華依 アオヤマ ハナエ 100m、300m 〇 〇 100m5位
130 久保山 晴菜 クボヤマ ハルナ 100m、300m 〇 100m6位、300m6位、400m4位
131 御家瀬 緑 ミカセ ミドリ 100m、300m 〇 100m6位
132 壹岐 あいこ イキ アイコ 100m、300m 〇 100m9位、200m5位
133 藏重 みう クラシゲ ミウ 100m、300m 〇 100m9位、200m9位
134 斎藤 愛美 サイトウ アミ 300m 〇 〇 200m2位、300m1位
135 鶴田 玲美 ツルタ レミ 300m 〇 〇 200m3位、300m2位
136 吉田 紗弓 ヨシダ サユミ 300m 〇 200m6位、300m5位、400m9位
137 井戸 アビゲイル風果 イド アビゲイルフウカ 300m 〇 200m6位
138 大石 沙也加 オオイシ サヤカ 300m 〇 200m8位
139 松本 奈菜子 マツモト ナナコ 300m 〇 200m10位、300m4位、400m3位
140 小林 茉由 コバヤシ マユ 300m 〇 300m3位、400m2位
141 森 樺音 モリ カノン 300m 〇 300m6位
142 滝野 未来 タキノ ミク 300m 〇 300m8位
143 樫山 楓 カシヤマ カエデ 300m 〇 300m9位
144 青山 聖佳 アオヤマ セイカ 300m 〇 300m10位、400m1位
145 佐藤 志保里 サトウ シホリ 300m 〇 300m10位
146 松尾 季奈 マツオ キナ 400m 〇 400m4位
147 塩見 綾乃 シオミ アヤノ 400m、800m 〇 400m6位、800m6位
148 岩田 優奈 イワタ ユウナ 400m 〇 400m7位
149 新宅 麻未 シンタク アサミ 400m 〇 400m8位
150 大島 愛梨 オオシマ アイリ 400m 〇 400m9位
151 田中 希実 タナカ ノゾミ 800m、5000m 〇 〇 〇 800m1位、5000m3位
152 北村 夢 キタムラ ユメ 800m 〇 800m2位
153 卜部 蘭 ウラベ ラン 800m 〇 〇 800m3位
154 広田 有紀 ヒロタ ユウキ 800m 〇 800m4位
155 川田 朱夏 カワタ アヤカ 800m 〇 800m5位
156 山口 真実 ヤマグチ マミ 800m 〇 800m7位
157 後藤 夢 ゴトウ ユメ 800m 〇 800m8位
158 大森 郁香 オオモリ フミカ 800m 〇 800m9位
159 道下 美槻 ミチシタ ミヅキ 800m 〇 800m10位
160 廣中 璃梨佳 ヒロナカ リリカ 5000m 〇 〇 5000m1位
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161 萩谷 楓 ハギタニ カエデ 5000m 〇 〇 5000m2位
162 木村 友香 キムラ トモカ 5000m 〇 5000m4位
163 佐藤 早也伽 サトウ サヤカ 5000m 〇 5000m5位
164 新谷 仁美 ニイヤ ヒトミ 5000m 〇 5000m6位
165 五島 莉乃 ゴシマ リノ 5000m 〇 5000m7位
166 不破 聖衣来 フワ セイラ 5000m 〇 5000m8位
167 森 智香子 モリ チカコ 5000m 〇 5000m9位
168 川口 桃佳 カワグチ モモカ 5000m 〇 5000m10位
169 新谷 仁美 ニイヤ ヒトミ 5000m 〇
170 安藤 友香 アンドウ ユカ 5000m 〇
171 宇都宮 絵莉 ウツノミヤ エリ 400mH 〇 400mH1位
172 山本 亜美 ヤマモト アミ 400mH 〇 400mH2位
173 関本 萌香 セキモト モエカ 400mH 〇 400mH3位
174 横田 華恋 ヨコタ カレン 400mH 〇 400mH4位
175 伊藤 明子 イトウ アキコ 400mH 〇 400mH5位
176 梅原 紗月 ウメハラ サツキ 400mH 〇 400mH5位
177 タネル 舞璃乃 タネル マリノ 400mH 〇 400mH7位
178 イブラヒム 愛紗 イブラヒム アイシャ 400mH 〇 400mH8位
179 河内 瀬桜 カワチ セナ 400mH 〇 400mH8位
180 津波 愛樹 ツハ アイキ 400mH 〇 400mH10位
181 岡田 久美子 オカダ クミコ 5000mW 〇 〇 5000mW1位
182 藤井 菜々子 フジイ ナナコ 5000mW 〇 〇 5000mW2位
183 園田 世玲奈 ソノダ セレナ 5000mW 〇 5000mW3位、10000mW1位
184 河添 香織 カワゾエ カオリ 5000mW 〇 〇 5000mW4位
185 渕瀬 真寿美 フチセ マスミ 5000mW 〇 5000mW5位
186 柳井 綾音 ヤナイ アヤネ 5000mW 〇 5000mW6位
187 熊谷 菜美 クマガイ ナミ 5000mW 〇 5000mW7位
188 梅野 倖子 ウメノ ユキコ 5000mW 〇 5000mW8位、10000mW3位
189 永井 優会 ナガイ ユア 5000mW 〇 5000mW9位
190 源 有留 ミナモト アル 5000mW 〇 5000mW10位
191 籔田 みのり ヤブタ ミノリ 5000mW 〇 10000mW2位
192 立見 真央 タツミ マオ 5000mW 〇 10000mW4位
193 下岡 仁美 シモオカ ヒトミ 5000mW 〇 10000mW5位
194 矢来 舞香 ヤギ マイカ 5000mW 〇 10000mW6位
195 小出 佳奈 コイデ カナ 5000mW 〇 10000mW7位
196 村上 藍 ムラカミ アイ 5000mW 〇 10000mW8位
197 岩波 知佳 イワナミ チカ 5000mW 〇 10000mW9位
198 杉林 歩 スギバヤシ アユミ 5000mW 〇 10000mW10位
199 髙橋 渚 タカハシ ナギサ 走高跳 〇 走高跳1位
200 伊藤 楓 イトウ カエデ 走高跳 〇 走高跳2位
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201 竹内 萌 タケウチ モエ 走高跳 〇 走高跳2位
202 徳本 鈴奈 トクモト スズナ 走高跳 〇 走高跳2位
203 武山 玲奈 タケヤマ レイナ 走高跳 〇 走高跳2位
204 新村 愛里 シンムラ アイリ 走高跳 〇 走高跳6位
205 岡野 弥幸 オカノ ミサキ 走高跳 〇 走高跳7位
206 斎藤 みゆに サイトウ ミユニ 走高跳 〇 走高跳7位
207 小寺 波音 コデラ ハノン 走高跳 〇 走高跳7位
208 森崎 優希 モリサキ ユキ 走高跳 〇 走高跳7位
209 青山 夏実 アオヤマ ナツミ 走高跳 〇 走高跳7位
210 川辺 美奈 カワベ ミナ 走高跳 〇 走高跳7位
211 大玉 華鈴 オオダマ カリン 走高跳 〇 走高跳7位
212 諸田 実咲 モロタ ミサキ 棒高跳 〇 棒高跳1位
213 那須 真由 ナス マユ 棒高跳 〇 棒高跳1位
214 竜田 夏苗 タツタ カナエ 棒高跳 〇 棒高跳3位
215 古林 愛理 フルバヤシ エリ 棒高跳 〇 棒高跳4位
216 大坂谷 明里 オオサカヤ アカリ 棒高跳 〇 棒高跳4位
217 田中 伶奈 タナカ レナ 棒高跳 〇 棒高跳4位
218 前川 淳 マエカワ ジュン 棒高跳 〇 棒高跳7位
219 柳川 美空 ヤナガワ ミクウ 棒高跳 〇 棒高跳8位
220 安宅 伽織 アタギ カオリ 棒高跳 〇 棒高跳9位
221 塩崎 泉 シオザキ イズミ 棒高跳 〇 棒高跳9位
222 所 杏子 トコロ キョウコ 棒高跳 〇 棒高跳9位
223 村田 蒼空 ムラタ ソラ 棒高跳 〇 棒高跳9位
224 台信 愛 ダイノブ メグミ 棒高跳 〇 棒高跳9位
225 南部 珠璃 ナンブ ジュリ 棒高跳 〇 棒高跳9位
226 秦 澄美鈴 ハタ スミレ 走幅跳 〇 走幅跳1位
227 東 祐希 アズマ ユウキ 走幅跳 〇 走幅跳2位
228 高良 彩花 コウラ アヤカ 走幅跳 〇 走幅跳3位
229 中野 瞳 ナカノ ヒトミ 走幅跳 〇 走幅跳4位
230 高橋 瑞希 タカハシ ミズキ 走幅跳 〇 走幅跳5位
231 嶺村 優 ミネムラ ユウ 走幅跳 〇 走幅跳6位
232 小玉 葵水 コダマ アミ 走幅跳 〇 走幅跳7位
233 木村 美海 キムラ ミウ 走幅跳 〇 走幅跳8位
234 北田 莉亜 キタダ リア 走幅跳 〇 走幅跳9位
235 中尾 優花 ナカオ ユウカ 走幅跳 〇 走幅跳10位
236 小林 聖 コバヤシ アキラ 走幅跳 〇 走幅跳10位
237 大野 史佳 オオノ フミカ 砲丸投 〇 砲丸投1位
238 郡 菜々佳 コオリ ナナカ 砲丸投 〇 砲丸投2位
239 小山田 芙由子 オヤマダ フユコ 砲丸投 〇 砲丸投3位
240 尾山 和華 オヤマ ホノカ 砲丸投 〇 砲丸投4位
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241 進堂 りか シンドウ リカ 砲丸投 〇 砲丸投5位
242 高橋 由華 タカハシ ユカ 砲丸投 〇 砲丸投6位
243 広島 愛亜梨 ヒロシマ メアリ 砲丸投 〇 砲丸投7位
244 大谷 夏稀 オオタニ ナツキ 砲丸投 〇 砲丸投8位
245 岩本 真波 イワモト マナミ 砲丸投 〇 砲丸投9位
246 久保田 亜由 クボタ アユ 砲丸投 〇 砲丸投10位
247 渡辺 茜 ワタナベ アカネ ハンマー投 〇 ハンマー投1位
248 勝山 眸美 カツヤマ ヒトミ ハンマー投 〇 ハンマー投2位
249 村上 来花 ムラカミ ライカ ハンマー投 〇 ハンマー投3位
250 小舘 充華 コダテ ミハル ハンマー投 〇 ハンマー投4位
251 藤本 咲良 フジモト サラ ハンマー投 〇 ハンマー投5位
252 松島 成美 マツシマ ナルミ ハンマー投 〇 ハンマー投6位
253 高橋 沙湖 タカハシ サコ ハンマー投 〇 ハンマー投7位
254 渡辺 ももこ ワタナベ モモコ ハンマー投 〇 ハンマー投8位
255 勝冶 玲海 カツヤ レミ ハンマー投 〇 ハンマー投9位
256 エパサカ テレサ エパサカ テレサ ハンマー投 〇 ハンマー投10位
257 武本 紗栄 タケモト サエ やり投 〇 やり投1位
258 北口 榛花 キタグチ ハルカ やり投 〇 〇 やり投2位
259 上田 百寧 ウエダ モモネ やり投 〇 やり投3位
260 佐藤 友佳 サトウ ユカ やり投 〇 やり投4位
261 斎藤 真理菜 サイトウ マリナ やり投 〇 やり投5位
262 奈良岡 翠蘭 ナラオカ ミラン やり投 〇 やり投6位
263 長 麻尋 オサ マヒロ やり投 〇 やり投7位
264 山下 実花子 ヤマシタ ミカコ やり投 〇 やり投8位
265 宮下 梨沙 ミヤシタ リサ やり投 〇 やり投9位
266 西村 莉子 ニシムラ リコ やり投 〇 やり投10位
267 白石 黄良々 シライシ キララ 100m 〇
268 ケンブリッジ 飛鳥 ケンブリッジ アスカ 100m 〇
269 水久保 漱至 ミズクボ ソウシ 100m 〇
270 樋口 一馬 ヒグチ カズマ 100m 〇
271 宮本 大輔 ミヤモト ダイスケ 100m 〇
272 三浦 励央奈 ミウラ レオナ 100m 〇
273 友田 真隆 トモダ マサタカ 300m 〇
274 北谷 直輝 キタダニ ナオキ 300m 〇
275 吉津 拓歩 ヨシヅ タクホ 300m 〇
276 若林 康太 ワカバヤシ コウタ 300m 〇
277 井本 佳伸 イモト ヨシノブ 300m 〇
278 井上 大地 イノウエ ダイチ 300m 〇
279 小渕 瑞樹 オブチ ミズキ 300m 〇
280 板鼻 航平 イタハナ コウヘイ 300m 〇
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281 高島 咲季 タカシマ サキ 100m 〇
282 宮武 アビーダラリー ミヤタケ アビーダラリー 100m 〇
283 三浦 愛華 ミウラ マナカ 100m 〇
284 永石 小雪 ナガイシ コユキ 100m 〇
285 西 徹朗 ニシ テツロウ 110mH 〇
286 筒江 海斗 ツツエ カイト 400mH 〇
287 出口 晴翔 デグチ ハルト 400mH 〇
288 野田 明宏 ノダ トモヒロ 10000mW 〇
289 鈴木 雄介 スズキ ユウスケ 10000mW 〇
290 松永 大介 マツナガ ダイスケ 10000mW 〇
291 荒井 広宙 アライ ヒロオキ 10000mW 〇
292 濱西 諒 ハマニシ リョウ 10000mW 〇
293 近藤 良亮 コンドウ リョウスケ 10000mW 〇
294 外川 天寿 トガワ テンジュ 走幅跳 〇
295 藤原 孝輝 フジハラ コウキ 走幅跳 〇
296 河村 一輝 カワムラ カズキ 800m 〇
297 荒井 七海 アライ ナナミ 800m 〇
298 森田 佳祐 モリタ ケイスケ 800m 〇
299 クレイアーロン 竜波 クレイアーロン タツナミ 800m 〇
300 飯野 摩耶 イイノ マヤ 800m 〇
301 樫原 沙紀 カタギハラ サキ 800m 〇
302 矢田 みくに ヤダ ミクニ 5000m 〇
303 小林 成美 コバヤシ ナルミ 5000m 〇
304 岡本 春美 オカモト ハルミ 5000m 〇
305 佐藤 成葉 サトウ ナルハ 5000m 〇
306 細田 あい ホソダ アイ 5000m 〇
307 鈴木 優花 ズズキ ユウカ 5000m 〇
308 棟久 由貴 ムネヒサ ユキ 5000m 〇
309 山口 遥 ヤマグチ ハルカ 5000m 〇
310 加世田 梨花 カセダ リカ 5000m 〇
311 井手 彩乃 イデ アヤノ 5000m 〇
312 木村 梨七 キムラ リナ 5000m 〇
313 米澤 奈々香 ヨネザワ ナナカ 5000m 〇
314 菖浦 敦司 ショウブ アツシ 3000mSC 〇


