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1066 手塚 仁 テツカ ヒトシ

1067 平松 誠司 ヒラマツ セイジ

1001 大塚 拓雄 オオツカ タクオ 栃木陸協 1068 植竹 健治 ウエタケ ケンジ わっぱふみふみ
1002 村上 心優 ムラカミ シュウ 立教大学 1069 渡辺 哲男 ワタナベ テツオ

1003 木村 重雄 キムラ シゲオ 1070 川口 正孝 カワグチ マサタカ

1004 植木 英雄 ウエキ ヒデオ 1071 鉢村 昌美 ハチムラ マサミ フクマラソン
1005 益子 隆一 マシコ リュウイチ ＩＰＳ 1072 並木 弘介 ナミキ コウスケ

1006 菊池 儀 キクチ タカシ 1073 下里 明央 シモザト アキオウ

1007 黒崎 雄一郎 クロサキ ユウイチロウ 足利銀行 1074 杉山 隆之 スギヤマ タカユキ 酒ラン倶楽部
1008 田部田 富夫 タベタ トミオ 1075 山谷 聡 ヤマヤ サトシ 酒ラン倶楽部
1009 安島 文作 アジマ フミサク ＡＧＥＩＮ 1076 大貫 裕 オオヌキ ユタカ

1010 和氣 臨太郎 ワキ リンタロウ 焼き鳥でにーろ 1077 牛井渕 悟 ゴイブチ サトル

1011 坂谷 武 サカヤ タケシ 駿ＴＲＣ 1078 田麦 良治 タムギ リョウジ

1012 遊佐 政宏 ユサ マサヒロ 本宮郵便局 1079 武田 一洋 タケダ カズヒロ ＭＢＨ
1013 對馬 勝吉 ツシマ カツヨシ 1080 鈴木 泰三 スズキ タイソウ

1014 川上 秀範 カワカミ ヒデノリ 1081 佐藤 広威 サトウ ヒロイ

1015 室井 寿明 ムロイ トシアキ 那須ジョガーズ 1082 桜井 秀幸 サクライ ヒデユキ 栃木銀行ＲＣ
1016 黒崎 秀夫 クロサキ ヒデオ 1083 窪崎 慎一 クボサキ シンイチ

1017 武藤 貞義 ムトウ サダヨシ 須賀川走友会 1084 藤田 正樹 フジタ マサキ 京西
1018 遠山 敦 トオヤマ アツシ 遠山会計事務所 1085 山田 昇 ヤマダ ノボル 山田ランナーズ
1019 池田 明 イケダ アキラ 1086 岸 歩 キシ アユム 走れトマト
1020 黒田 純一 クロダ ジュンイチ 適応指導すばる 1087 水間 信彦 ミズマ ノブヒコ

1021 高橋 理 タカハシ オサム 1088 小川 和晃 オガワ カズアキ 一糸不ＲＵＮ
1022 佐藤 貞和 サトウ サダカズ 須賀川走友会 1089 後藤 信雄 ゴトウ ノブオ

1023 小川 智弘 オガワ トモヒロ ちょいラン 1090 櫛田 正夫 クシダ マサオ

1024 深谷 信之 フカヤ ノブユキ 1091 徳原 学 トクハラ マナブ ナカノ薬品
1025 米村 修治 ヨネムラ シュウジ 1092 野尻 勝広 ノジリ カツヒロ 栃木銀行ＲＣ
1026 青木 正吾 アオキ ショウゴ わっはっは 1093 池田 勝夫 イケダ カツオ みんかん１１９
1027 岡 諭誉 オカ ユタカ ヒノデ 1094 齋藤 健太郎 サイトウ ケンタロウ

1028 菊地 純一 キクチ ジュンイチ 1095 大和田 稔 オオワダ ミノル 水農走遊会
1029 相馬 隆史 ソウマ タカシ 那須ジョガーズ 1096 平野 清一 ヒラノ セイイチ

1030 中山 浩志 ナカヤマ ヒロシ 1097 和久 浩 ワク ヒロシ 鹿沼南
1031 松江 士 マツエ ツカサ 1098 伊藤 祐輔 イトウ ユウスケ

1032 川又 雅之 カワマタ マサユキ 1099 西川 和輝 ニシカワ カズキ

1033 人見 辰夫 ヒトミ タツオ 1100 吉田 竜一 ヨシダ リュウイチ

1034 佐々木 一 ササキ ハジメ 1101 瓦井 健太 カワライ ケンタ

1035 渡邉 光 ワタナベ ヒカル 1102 坂本 和一 サカモト カズイチ 栃銀ＲＣ
1036 中村 潤一 ナカムラ ジュンイチ 1103 石川 雅司 イシカワ マサシ

1037 百目鬼 良理 ドウメキ ヨシミチ 1104 中葉 利男 ナカハ トシオ 郡山楽走人
1038 大島 隆夫 オオシマ タカオ チーム大島 1105 水野 司 ミズノ ツカサ ろくにぃ～ず。
1039 相馬 俊輔 ソウマ シュンスケ 1106 福元 俊一 フクモト シュンイチ

1040 吉田 正行 ヨシダ マサユキ 総務省 1107 牧野 真二 マキノ シンジ

1041 高橋 潤 タカハシ ジュン 那須ジョガーズ 1108 佐藤 秀光 サトウ ヒデミツ 栃木銀行ＲＣ
1042 石崎 篤 イシザキ アツシ 1109 小瀧 光宏 コタキ ミツヒロ あんりみ
1043 藤田 正美 フジタ マサミ 富士電機 1110 田中 博明 タナカ ヒロアキ

1044 桑田 吾郎 クワタ ゴロウ 1111 石塚 幸司 イシヅカ コウジ 大田原森林組合
1045 加藤 英雄 カトウ ヒデオ 1112 山崎 恵一郎 ヤマザキ ケイイチロウ チーム味三昧
1046 小林 真起 コバヤシ マサキ 1113 吾妻 敦 アヅマ アツシ

1047 荒舩 慎二 アラフネ シンジ 栃銀ＲＣ 1114 月井 暢幸 ツキイ ノブユキ 栃木ニコンＲＣ
1048 室井 一宏 ムロイ カズヒロ ＲＵＮ．ＣＯＭ 1115 海川 進 ウミカワ ススム パナソニック
1049 比留間 一徳 ヒルマ カズノリ 1116 石川 清英 イシカワ キヨヒデ

1050 羽石 進一 ハネイシ シンイチ いっちゃん 1117 人見 佳宏 ヒトミ ヨシヒロ

1051 山中 英嗣 ヤマナカ ヒデツグ 1118 加藤 芳昭 カトウ ヨシアキ かとう整骨院
1052 五十嵐 真彦 イガラシ マサヒコ 1119 竹田 賢治 タケダ ケンジ 竹田石材
1053 関根 直人 セキネ ナオト 1120 菊地 悦雄 キクチ エツオ エフネッツ
1054 佐藤 芳明 サトウ ヨシアキ かけっこクラブ 1121 千野根 正之 チノネ マサユキ 株式会社フジヤ
1055 田島 孝佳 タジマ タカヨシ 1122 茂木 正己 モテギ マサミ 大将４２１５５
1056 小林 隆士 コバヤシ タカシ 大田原中学校 1123 吉澤 正明 ヨシザワ マサアキ

1057 松本 翼 マツモト ツバサ 1124 東泉 秀幸 トウセン ヒデユキ 東泉体育大学
1058 吉田 春雄 ヨシダ ハルオ 快走一人旅 1125 生田目 富夫 ナバタメ トミオ かけっこクラブ
1059 佐藤 直樹 サトウ ナオキ 日之出水道機器 1126 沼宮内 剣一 ヌマクナイ ケンイチ 大田原信用金庫
1060 軽部 不二夫 カルベ フジオ ラン太郎 1127 石川 国夫 イシカワ クニオ

1061 越沼 健一 コエヌマ ケンイチ 栃木銀行ＲＣ 1128 鈴木 常浩 スズキ ツネヒロ

1062 渡辺 哲朗 ワタナベ テツロウ 栃木銀行ＲＣ 1129 益子 広一 マシコ ヒロカズ

1063 小田島 光雄 オダジマ ミツオ 黒磯走友会 1130 眞渕 和幸 マブチ カズユキ

1064 有川 康幸 アリカワ ヤスユキ ドニチラン 1131 荻原 宏一 オギワラ コウイチ （株）ダイエツ
1065 青山 大介 アオヤマ ダイスケ ＮＴＴ東日本 1132 浜田 浩範 ハマダ ヒロノリ

10ｋｍ 一般男子
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1133 ていーりん あうん 櫻護謨株式会社 1200 田島 英 タジマ スグル

1134 大倉 和浩 オオクラ カツヒロ 1201 三谷 隆之 ミタニ タカユキ

1135 岡田 邦宏 オカダ クニヒロ 1202 須田 稔之 スダ トシユキ キミちゃんＲＣ
1136 吉澤 俊文 ヨシザワ トシフミ 1203 郡司 貴大 グンジ タカヒロ 郡司畜産
1137 西墻 愁平 ニシガキ シュウヘイ 1204 天谷 幹雄 アマガイ ミキオ ＭＳＡＴＲＵＮ
1138 高橋 幸治 タカハシ コウジ 1205 斎藤 威 サイトウ ツヨシ

1139 櫻井 瑞樹 サクライ ミズキ 1206 池田 圭二 イケダ ケイジ

1140 鈴木 秀享 スズキ ヒデユキ ヒデ散歩 1207 星 敏行 ホシ トシユキ

1141 小池 泰裕 コイケ ヤスヒロ ビーマイナー 1208 村田 雅志 ムラタ マサシ 黒羽クラブ
1142 増田 光雄 マスダ ミツオ 1209 米澤 英則 ヨネザワ ヒデノリ なし
1143 阿部 真一 アベ シンイチ 晃南牛歩倶楽部 1210 佐藤 隆文 サトウ タカフミ 福原イクメンズ
1144 藤田 克典 フジタ カツノリ 1211 斎藤 志郎 サイトウ シロウ ０８２ＢＢＣ
1145 秋山 光雄 アキヤマ ミツオ 1212 堀江 孝之 ホリエ タカユキ

1146 町田 一稔 マチダ カズトシ 1213 監物 弘記 ケンモツ ヒロキ

1147 田中 龍太郎 タナカ リュウタロウ 1214 髙畑 正人 タカハタ マサト 水髙マイケルズ
1148 トツゾー チョウ 櫻護謨株式会社 1215 多治見 知弘 タジミ トモヒロ 水農走遊会
1149 木下 隆王 キノシタ タカオ ０８２ＢＢＣ 1216 薄井 修 ウスイ オサム

1150 蛭田 将広 ヒルタ マサヒロ 1217 星 宏明 ホシ ヒロアキ

1151 山田 聖之 ヤマダ マサユキ 1218 西村 勇人 ニシムラ ハヤト 富岡町楽走部
1152 関谷 大 セキヤ ダイ 那須地区消防 1219 高藤 信之 タカフジ ノブユキ

1153 吉田 孝司 ヨシタ タカシ 1220 菊地 和也 キクチ カズヤ

1154 斉藤 拓己 サイトウ タクミ 1221 星 利喜意 ホシ リキイ

1155 小林 英博 コバヤシ ヨシヒロ 栃木銀行ＲＣ 1222 邊見 直也 ヘンミ ナオヤ 穂積保険事務所
1156 高林 直之 タカバヤシ ナオユキ かけっこクラブ 1223 穂積 英一 ホヅミ エイイチ 穂積保険事務所
1157 長谷川 和紘 ハセガワ カズヒロ 1224 尾崎 孝行 オザキ タカユキ 穂積保険事務所
1158 高橋 鐶 タカハシ タマキ 1225 君島 裕貴 キミジマ ユウキ 穂積保険事務所
1159 村上 光洋 ムラカミ ミツヒロ 1226 宗田 真也 ソウタ マサヤ 穂積保険事務所
1160 西木 雅行 ニシキ マサユキ 1227 箱崎 満彦 ハコザキ ミツヒコ いわきＣＣ
1161 金澤 隆夫 カナザワ タカオ 白河走ろう会 1228 冨田 泰治 トミタ ヤスハル

1162 大森 浩 オオモリ ヒロシ 栃木県庁 1229 中里 裕史 ナカサト ヒロフミ なかちゃん
1163 池田 誠 イケダ マコト 秋田県走友会 1230 島岡 成治 シマオカ セイジ 游ＲＵＮクラブ
1164 迫田 一也 サコダ カズヤ ０８２ＢＢＣ 1231 桜田 誠 サクラダ マコト

1165 柴 一博 シバ カズヒロ 1232 望月 康広 モチヅキ ヤスヒロ 環生研
1166 小島 博 コジマ ヒロシ 晃麓ＲＣ 1233 麦倉 良一 ムギクラ リョウイチ

1167 鈴木 学 スズキ マナブ 1234 近藤 武秀 コンドウ タケヒデ ＩＩＩＦ　ＲＣ
1168 鈴木 琢郎 スズキ タクロウ 1235 堀 雅則 ホリ マサノリ

1169 千葉 俊介 チバ シュンスケ ＪＲ東日本 1236 斎藤 高徳 サイトウ タカノリ

1170 阿久津 進 アクツ ススム 親父バスケＳＦ 1237 舘田 光輔 タテダ コウスケ

1171 金子 和生 カネコ カズオ 1238 深澤 静 フカサワ シズカ

1172 佐藤 誠一 サトウ セイイチ 1239 蔀 正人 シトミ マサト

1173 高野 陽一 タカノ ヨウイチ 1240 内田 博文 ウチダ ヒロフミ

1174 阿久津 潤 アクツ ジュン 1241 引野 豪人 ヒキノ タケヒト

1175 本田 吉三 ホンダ ヨシミ 1242 荘子 順 ソウシ ジュン

1176 河合 真哉 カワアイ シンヤ 1243 根岸 明広 ネギシ アキヒロ

1177 渡部 修司 ワタナベ シュウジ ＲＵＮ４８ 1244 角田 正明 ツノダ マサアキ

1178 細谷 康之 ホソヤ ヤスユキ 水戸市役所 1245 香月 英伸 カツキ ヒデノブ 那須ジョガーズ
1179 三本木 覚 サンボンギ サトル 朝日ラバー 1246 山口 利雄 ヤマグチ トシオ

1180 鈴木 敏彦 スズキ トシヒコ 1247 河和 健冶 カワワ ケンジ

1181 石嶋 昇 イシジマ ノボル きつれ川幼稚園 1248 藤田 アトム フジタ アトム 流通経済大学
1182 木村 卓也 キムラ タクヤ 空手協会黒羽 1249 帷子 克巳 カタビラ カツミ

1183 清永 健治 キヨナガ ケンジ 1250 深谷 凌平 フカヤ リョウヘイ

1184 紺野 武志 コンノ タケシ たけちゃんマン 1251 岡本 靖弘 オカモト ヤスヒロ

1185 薄 賀則 ススキ ヨシノリ 1252 金庭 昇 カネニワ ノボル

1186 櫻井 佳哉 サクライ ヨシヤ 1253 筒井 ネルソンツツイ ネルソン 三菱マテリアル
1187 田中 智 タナカ サトル 1254 大島 徹 オオシマ トオル

1188 荒井 稔 アライ ミノル 1255 寺島 富士夫 テラシマ フジオ ＡＰＩ
1189 丸山 航輝 マルヤマ コウキ ラン太郎 1256 瀬尾 崇 セオ タカシ

1190 石塚 勝利 イシヅカ カツトシ 1257 中島 淳 ナカジマ ジュン

1191 橋本 仁 ハシモト ヒトシ 栃木ニコンＯＢ 1258 大高 伸吾 オオタカ シンゴ 大田原小学校
1192 吉成 康志 ヨシナリ ヤスシ 1259 小川 大輔 オガワ ダイスケ

1193 阿部 利雄 アベ トシオ 1260 岩田 宗馬 イワタ ソウマ

1194 齋藤 貴幸 サイトウ タカユキ 1261 細川 亘 ホソカワ ワタル ラン太郎
1195 酒寄 剛史 サカヨリ ツヨシ ストライドラボ 1262 鈴木 耕太郎 スズキ コウタロウ 山城を走る
1196 沼野井 博康 ヌマノイ ヒロヤス 藤田材木店 1263 加藤 優陽 カトウ ユウヒ 大田原信用金庫
1197 丸山 博規 マルヤマ ヒロキ 1264 豊田 光徳 トヨダ ミツノリ ＳＴＫ陸上部
1198 増田 大介 マスダ ダイスケ 1265 浅地 晴信 アサジ ハルノブ 僕は彼女の財布
1199 熱海 輝一 アツミ コウイチ チームカズ 1266 金澤 智 カナザワ サトシ
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1267 平山 勝男 ヒラヤマ カツオ 1521 白井 京子 シライ キョウコ

1268 福田 正明 フクダ マサアキ 栃木ニコンＲＣ 1522 江川 由里子 エガワ ユリコ

1269 星 飛鳥 ホシ アスカ 1523 大倉 晶子 オオクラ アキコ

1270 鈴木 浩一 スズキ コウイチ しもつけ◆ＪＣ 1524 沼田 梨恵 ヌマタ リエ

1271 大島 修一 オオシマ シュウイチ 1525 岩城 里佳 イワキ リカ 岩城農場陸上部
1272 清水 和耶 シミズ カズヤ 福原イクメンズ 1526 甘糟 恵美 アマカス メグミ 湯津上中学校
1273 大竹 一郎 オオタケ イチロウ 住友ゴム白河 1527 野田 真弓 ノダ マユミ

1274 小田島 健二 オダシマ ケンジ 堂ノ前ＲＣ 1528 塩田 麻美 シオタ アサミ

1275 金子 利幸 カネコ トシユキ 1529 須田 真寿美 スダ マスミ キミちゃんＲＣ
1276 増渕 正男 マスブチ マサオ 1530 佐藤 祐子 サトウ ユウコ カツ
1277 横山 透 ヨコヤマ トオル 1531 齊藤 友理 サイトウ ユウリ

1278 高橋 誠人 タカハシ マサト フリーダム 1532 薄葉 陽奈 ウスバ ハルナ 穂積保険事務所
1279 阿久津 俊策 アクツ シュンサク 工藤設計 1533 鈴木 沙彩 スズキ サアヤ

1280 鈴木 智 スズキ サトシ 1534 栗原 寿理 クリハラ ジュリ

1281 泉 学 イズミ マナブ 1535 岸 さき子 キシ サキコ 鳥世志
1282 阿部 幹彦 アベ ミキヒコ 1536 岩下 愛 イワシタ アイ

1283 落合 伊佐緒 オチアイ イサオ 板倉ハートフル 1537 根岸 羽窈 ネギシ ハヨウ

1284 小又 久範 コマタ ヒサノリ 1538 深谷 めぐみ フカヤ メグミ

1285 塩澤 裕也 シオザワ ユウヤ 水ラン 1539 福島 一恵 フクシマ カズエ

1286 齊藤 尚治 サイトウ ジョウジ ヤトウ駅伝部 1540 瀧田 紀子 タキタ ノリコ

1287 田中 直樹 タナカ ナオキ ホンダ栃木 1541 黒崎 由香里 クロサキ ユカリ 米村ＡＣ
1288 郡司 隆之 グンジ タカユキ かけっこクラブ
1289 栗田 泰昭 クリタ ヤスアキ

1290 小野 翔吾 オノ ショウゴ アッヴィ
1291 小島 光徳 コジマ ミツノリ

1292 佐川 友男 サガワ トモオ 白河走ろう会
1293 菊地 宏克 キクチ ヒロカツ

1294 郡司 貴透 グンジ タカユキ 郡司自動車工業
1295 川村 亮太 カワムラ リョウタ 湯津上中学校
1296 会田 和徳 アイタ カズノリ

1297 善方 均 ゼンポウ ヒトシ 測量船旺備維會
1298 神永 忠男 カミナガ タダオ Ｔ・ホーネット
1299 堀口 真弘 ホリグチ マサヒロ

1300 小鮒 高行 コブナ タカユキ

1301 深谷 直樹 フカヤ ナオキ 取り戻せ健康体
1302 吉野 智行 ヨシノ トモユキ ＲＣ　ＩＮＡ
1303 阿久津 隆 アクツ タカシ

1304 押見 彰 オシミ アキラ ホンダＥＧ
1305 黒崎 晃輝 クロサキ コウキ 米村ＡＣ

1401 藤田 和生 フジタ ナオ

1402 清水 龍季 シミズ リュウキ 那須清峰

1501 鷹崎 晃子 タカサキ アキコ

1502 手塚 由紀 テヅカ ユキ

1503 鷲津 奈緒美 ワシヅ ナオミ

1504 森田 智美 モリタ トモミ

1505 大島 登美子 オオシマ トミコ チーム大島
1506 横尾 共子 ヨコオ キョウコ

1507 高野 彩子 タカノ サイコ

1508 白川 由紀 シラカワ ユキ

1509 佐藤 尚美 サトウ ナオミ

1510 戸村 知子 トムラ トモコ 黒羽小学校
1511 菅原 紘子 スガワラ ヒロコ

1512 手塚 あゆみ テヅカ アユミ

1513 齋藤 彩子 サイトウ アヤコ

1514 大出 千春 オオデ チハル

1515 吉田 さつき ヨシダ サツキ

1516 関谷 杏奈 セキヤ アンナ

1517 篠原 恵 シノハラ メグミ

1518 山崎 貴子 ヤマザキ タカコ チーム味三昧
1519 吉村 芳子 ヨシムラ ヨシコ

1520 坂本 和子 サカモト カズコ

10ｋｍ 高校生男子

10ｋｍ 一般女子


