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3066 伊藤 元裕 イトウ モトヒロ

3067 和田 大樹 ワダ ヒロキ 国際医療福祉大
3001 藤田 晃一 フジタ コウイチ くろばねＲＣ 3068 千葉 武之 チバ タケユキ コマツ郡山工場
3002 大森 剛 オオモリ タケシ 持田製薬工場 3069 芳賀 直人 ハガ ナオト

3003 大澤 悟 オオサワ サトシ ラン太郎 3070 小林 竜馬 コバヤシ リョウマ

3004 前原 和紀 マエハラ カズキ 多々良快速 3071 中澤 諒 ナカザワ リョウ

3005 桑久保 聡 クワクボ サトシ 3072 近藤 稔広 コンドウ トシヒロ

3006 藤田 一之 フジタ カズユキ ＪＴＭ 3073 小林 秀幸 コバヤシ ヒデユキ

3007 木下 大介 キノシタ ダイスケ 3074 平野 一実 ヒラノ カズミ

3008 星野 健悟 ホシノ ケンゴ 3075 町田 良輔 マチダ リョウスケ

3009 小椋 敬太 オグラ ケイタ 3076 佐々木 望 ササキ ノゾム 明後日は筋肉痛
3010 小井沼 康良 オイヌマ ヤスヨシ 3077 小花 智志 オバナ サトシ

3011 樋山 達也 ヒヤマ タツヤ リスＲＴ 3078 清水 修 シミズ オサム

3012 磯 文康 イソ フミヤス 3079 青木 翔 アオキ ショウ 大田原市
3013 鈴木 道雄 スズキ ミチオ 大山小学校 3080 青木 正信 アオキ マサノブ

3014 大森 一弘 オオモリ カズヒロ 3081 吉井 雅美 ヨシイ マサミ

3015 渕本 智広 フチモト トモヒロ Ｋａｏ 3082 稲田 俊一 イナダ シュンイチ かがみいしＳＣ
3016 池沢 健太 イケザワ ケンタ セキノ興産 3083 加藤 広夢 カトウ ヒロム 那須赤十字病院
3017 堀江 裕也 ホリエ ユウヤ 千波湖激走快 3084 齋藤 正樹 サイトウ マサキ

3018 益子 輝明 マシコ テルアキ 3085 森野 智之 モリノ トモユキ 山一化学工業
3019 松本 丈雄 マツモト タケオ 3086 加藤 博紀 カトウ ヒロキ ラン太郎
3020 大島 佳浩 オオシマ ヨシヒロ 親園ＷＩＮＳ 3087 磯 徹 イソ トオル 大田原陸協
3021 手塚 健太郎 テヅカ ケンタロウ 3088 高畠 道広 タカハタ ミチヒロ

3022 櫻岡 直樹 サクラオカ ナオキ 東京計器 3089 津村 文夫 ツムラ フミオ

3023 阿久津 敏之 アクツ トシユキ 3090 栗田 慎一 クリタ シンイチ

3024 大平 雅士 オオヒラ マサシ マ・メゾン光星 3091 麻生 颯太 アソウ ソウタ 山一化学工業
3025 斎藤 宏幸 サイトウ ヒロユキ マ・メゾン光星 3092 直井 和也 ナオイ カズヤ

3026 草野 恵史 クサノ サトシ マ・メゾン光星 3093 増山 卓史 マシヤマ タクフミ

3027 尾本 保史 オモト ヤスフミ マ・メゾン光星 3094 馬場 智巳 ババ トモミ 山一化学工業
3028 青山 信之 アオヤマ ノブユキ マ・メゾン光星 3095 鈴木 紀寛 スズキ アキヒト

3029 平山 拓朗 ヒラヤマ タクロウ マ・メゾン光星 3096 川村 規介 カワムラ キスケ 山一化学工業
3030 村田 和司 ムラタ カズシ マ・メゾン光星 3097 井上 正則 イノウエ マサノリ 那須野農協
3031 橋本 勉 ハシモト ツトム 空手協会黒羽 3098 松井 豪仁 マツイ ヒデト 山一化学工業
3032 芳賀 幸人 ハガ ユキヒト 3099 大西 悠介 オオニシ ユウスケ

3033 西村 誠 ニシムラ マコト 3100 鹿股 大輔 カノマタ ダイスケ

3034 関 隆寛 セキ タカヒロ 3101 長嶋 堅 ナガシマ ケン みわ動物病院
3035 古山 徹司 フルヤマ テツジ なし 3102 黒澤 忠久 クロサワ タダヒサ ＹＭＭＭＴ
3036 沢崎 裕司 サワザキ ヒロシ 3103 冨田 健介 トミタ ケンスケ 古里中
3037 荒井 拓郎 アライ タクロウ あらい整骨院 3104 石黒 礼夢 イシグロ ライム

3038 渡邉 孝行 ワタナベ タカユキ ＪＡなすの 3105 小野瀬 健太 オノセ ケンタ

3039 小林 宣孔 コバヤシ ノブヨシ 3106 伊藤 達志 イトウ サトシ ＪＡなすの
3040 上野 貴彦 ウエノ タカヒコ 3107 山本 哲史 ヤマモト テツシ 大田原
3041 高村 徳之 タカムラ ノリユキ 車屋ＭＥＲＩＴ 3108 伊藤 一希 イトウ カズキ

3042 藤田 将浩 フジタ マサヒロ 車屋ＭＥＲＩＴ 3109 伊藤 真慧 イトウ マサト

3043 小口 信次 コグチ シンジ 3110 塩谷 健浩 シオヤ タケヒロ 内野アタケ
3044 本澤 和之 ホンザワ カズユキ 本沢自動車 3111 楢崎 輝美 ナラザキ テルミ 昭和の四一くん
3045 加藤 則康 カトウ ノリヤス 3112 日下 和之 クサカ カズユキ

3046 高久 康明 タカク ヤスアキ ＪＡなすの 3113 金井 春樹 カナイ ハルキ 国際医療福祉大
3047 飯村 通 イイムラ トオル

3048 蓮實 義章 ハスミ ヨシアキ 親園中野球部
3049 折本 裕樹 オリモト ヒロキ 双葉台ＲＣ
3050 中島 大輔 ナカジマ ダイスケ 3201 黒羽 海成 クロハ カイセイ チーム近藤
3051 菅谷 知仁 スガヤ トモヒト 3202 飯村 豪 イイムラ タケル

3052 小川 史稔 オガワ フミトシ 井澤工務店 3203 小林 浩絆 コバヤシ ヒサキ 県立石川高校
3053 中村 英一 ナカムラ エイイチ 双葉台ＲＣ
3054 田代 雄大 タシロ ユウダイ 宇都宮大学
3055 大川 千尋 オオカワ チヒロ

3056 永藤 魁晟 ナガフジ カイセイ リスランニング
3057 阿美 直行 アミ ナオユキ 元市川北
3058 井澤 昌也 イザワ マサヤ 井澤工務店
3059 佐藤 寛毅 サトウ ヒロキ ＭＡＸＰＪＴ
3060 関谷 修 セキヤ オサム オートシステム
3061 川又 浩一 カワマタ コウイチ サバイバー（肝
3062 手塚 勇気 テヅカ ユウキ

3063 芳賀 愛斗 ハガ マナト 仙台大学
3064 浅野 由偉 アサノ ユウイ 若草中学校
3065 佐藤 信久 サトウ ノブヒサ

5ｋｍ 一般男子

5ｋｍ 高校生男子
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5021 井上 智也 イノウエ トモヤ よろしく真岡
5022 宇田 青波 ウダ セイハ 親園中学校

4001 小林 香 コバヤシ カオリ ラン太郎 5023 森下 幹丸 モリシタ ミキマル 黒羽中学校
4002 若目田 早苗 ワカメダ サナエ 5024 白石 涼太 シライシ リョウタ 黒羽中学校
4003 芝田 みすず シバタ ミスズ 5025 深井 真生 フカイ マコト 氏家中
4004 松本 和子 マツモト カズコ 5026 岡田 大輝 オカダ タイキ 黒羽中学校
4005 桜井 君子 サクライ キミコ 栃木銀行ＲＣ 5027 矢部 陽大 ヤベ ハルヒ 黒羽中学校
4006 手塚 尚美 テヅカ ナオミ 5028 松本 丈治 マツモト ジョウジ 黒羽中学校
4007 伊藤 貞子 イトウ テイコ 5029 千葉 嵩仁 チバ シュウジ 親園中学校
4008 飯村 加奈美 イイムラ カナミ 5030 高瀬 学斗 タカセ ガクト 黒羽中学校
4009 小室 夏美 コムロ ナツミ 5031 中村 颯太 ナカムラ ソウタ 親園中学校
4010 佐藤 みどり サトウ ミドリ 5032 村田 健志郎 ムラタ ケンシロウ 黒羽中野球部
4011 佐藤 愛佳 サトウ アイカ 5033 田村 進士郎 タムラ シンジロウ 矢板東附属中
4012 矢吹 美奈子 ヤブキ ミナコ 那須中央病院 5034 伊藤 叶翔 イトウ カナト 黒羽中学校
4013 柴田 玲奈 シバタ レナ 資生堂 5035 船山 蒼史 フナヤマ ソウシ 黒羽中学校
4014 鈴木 美奈子 スズキ ミナコ 坂下厚生病院 5036 益子 翔 マシコ ショウ 黒羽中野球部
4015 鈴木 亜紀子 スズキ アキコ 那須中央病院 5037 大山 翔平 オオヤマ ショウヘイ 親園中野球部
4016 白井 奈津子 シライ ナツコ 5038 印南 晃翔 インナミ アキト 大田原中学校
4017 伊藤 朝香 イトウ アサカ 5039 佐藤 大我 サトウ タイガ

4018 小室 由香里 コムロ ユカリ 5040 菊池 朝陽 キクチ アサヒ 黒羽中学校
4019 礒 叔子 イソ ヨシコ 5041 片岡 佑斗 カタオカ ユウト 野崎中学校
4020 佐藤 奈津美 サトウ ナツミ 福原イクメンズ 5042 佐藤 大和 サトウ ヤマト 黒羽中学校
4021 熊田 幸子 クマダ サチコ 5043 白井 唯斗 シライ ユイト

4022 大竹 小百合 オオタケ サユリ 大田原選抜 5044 櫻岡 大輝 サクラオカ ヒロキ 金田南中学校
4023 清水 美智 シミズ ミチ 5045 丸山 峰生 マルヤマ ホウセイ 若草中学校
4024 石澤 麻子 イシザワ アサコ 5046 橋本 壮汰 ハシモト ソウタ 黒羽中学校
4025 横関 楓 ヨコゼキ カエデ 5047 小泉 紅騎 コイズミ コウキ 親園中学校
4026 谷津 潤子 ヤツ ジュンコ 5048 渡辺 凛久 ワタナベ リク 親園中　野球部
4027 近藤 美和子 コンドウ ミワコ ＩＩＩＦ　ＲＣ 5049 市村 陽斗 イチムラ ハルト 黒羽中学校
4028 石崎 えりか イシザキ エリカ 5050 郷間 奏斗 ゴウマ カナト 親園中学校
4029 吉井 早苗 ヨシイ サナエ 5051 佐藤 晴 サトウ ハル 親園中学校
4030 関 咲耶 セキ サクヤ 足利銀行 5052 熊田 友紀 クマダ トモキ 大田原ボーイズ
4031 今井 弘子 イマイ ヒロコ 5053 高田 和磨 タカダ カズマ 大田原ボーイズ
4032 蘇武 悠 ソブ ハルカ 穂積保険事務所 5054 松本 塁登 マツモト ルイト 大田原ボーイズ
4033 横田 朋子 ヨコタ トモコ 5055 黒須 清那 クロス セイナ 大田原ボーイズ
4034 小林 里菜 コバヤシ リナ 5056 板橋 久遠 イタバシ クオン 大田原ボーイズ
4035 石黒 明日香 イシグロ アスカ 5057 近藤 犀也 コンドウ サイヤ 石川義塾中
4036 鈴木 敬子 スズキ ケイコ 無所属 5058 藤田 興成 フジタ コウセイ 大田原ボーイズ
4037 鈴木 育美 スズキ イクミ 5059 樋口 瑛太 ヒグチ エイタ 若草中学校

5060 小筆 来夢 コフデ ライム 大田原ボーイズ
5061 西原 凛空 ニシハラ リク 大田原中学校
5062 越井 優太朗 コシイ ユウタロウ 親園中学校

4101 星 綾乃 ホシ アヤノ 5063 関谷 煌希 セキヤ コウキ 大田原ボーイズ
4102 瀧田 汐音 タキタ シオン 5064 大平 侑輝 オオヒラ ユウキ 黒羽中学校

5065 荒牧 翔琶 アラマキ トワ 黒羽中学校
5066 檜山 善 ヒヤマ ゼン 若草中学校
5067 舟岡 颯斗 フナオカ フナオカハヤト大田原ボーイズ

5001 坂和 葉琉 サカワ ハル 親園中学校 5068 加藤 大暉 カトウ ダイキ 西那須野中学校
5002 村上 陽咲 ムラカミ ハルキ 矢板東附属中 5069 石塚 太一 イシヅカ タイチ 黒羽中学校
5003 後藤 遥希 ゴトウ ハルキ 古里中 5070 福田 陽希 フクダ ハルキ 大田原ボーイズ
5004 伊坂 陽希 イサカ ハルキ 5071 鈴木 月彪 スズキ ツキヤ 若草中
5005 木内 翔太郎 キウチ ショウタロウ 5072 平山 礼 ヒラヤマ レイ 大田原中学校
5006 木内 蒼士郎 キウチ ソウシロウ 5073 永井 翔琉 ナガイ カケル 黒羽中学校
5007 河治 晴真 カワジ ハルマ 5074 五十嵐 新太 イガラシ シンタ 日立エーシー
5008 小井沼 陸王 オイヌマ リクオウ 5075 人見 遥斗 ヒトミ ハルト 大田原ボーイズ
5009 越井 祥太 コシイ ショウタ 親園中学校 5076 江崎 優大 エザキ ユウダイ 黒羽中学校
5010 大槻 祐太 オオツキ ユウタ 大田原中 5077 上津 陽士 ウエヅ ハルト 若草中学校
5011 藤田 大剛 フジタ ダイゴ 黒羽中学校 5078 佐藤 風羽 サトウ フワ 大田原ボーイズ
5012 大牟礼 結人 オオムレ ユイト 大田原中学校 5079 古屋 光輝 フルヤ ミツキ 大田原ボーイズ
5013 黒羽 洋希 クロハ ヒロキ チーム近藤 5080 石田 連太郎 イシダ レンタロウ 大田原ボーイズ
5014 氏田 優大 ウジタ ユウダイ 5081 手塚 暖翔 テツカ ハルト 若草中学校
5015 加藤 聖大 カトウ ショウタ 西那須野中学校 5082 大貫 廉 オオヌキ レン

5016 鉢村 晴大 ハチムラ ハルト 親園中学校 5083 花塚 孝史 ハナツカ タカフミ 黒羽中学校
5017 鉢村 一真 ハチムラ カズマ 親園中学校 5084 村上 慶太 ムラカミ ケイタ 親園中学校
5018 佐藤 龍聖 サトウ リュウセイ 黒羽中学校 5085 関谷 漣 セキヤ レン 黒羽中学校
5019 中島 一樹 ナカジマ カズキ 親園中学校 5086 増渕 陽 マスブチ ハル 親園中学校
5020 蓮実 虹斗 ハスミ ナナト 黒羽中学校 5087 渡部 朝稀 ワタナベ アサキ 若草中学校

5ｋｍ 一般女子
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5088 土谷 愛絆 ツチヤ アイト 大田原ボーイズ 6039 奈良 宏司 ナラ コウジ ＪＲ東日本ＯＢ
5089 土谷 優絆 ツチヤ ユウト 大田原ボーイズ 6040 阿部 孝夫 アベ タカオ 福島荒井完走会
5090 屋代 夢斗 ヤシロ ユメト 黒羽中学校 6041 小松 三良 コマツ ミヨシ 微愚良直
5091 田﨑 惺伍 タサキ ショウゴ 6042 増子 剛康 マスコ タケヤス 酪農とちぎ
5092 佐々木 大智 ササキ ダイチ 若草中学校 6043 沼尾 成三 ヌマオ シゲミ

5093 永井 景近 ナガイ カゲチカ 親園中学校 6044 螺良 弘 ツブラ ヒロシ

5094 永井 彪斗 ナガイ アヤト 親園中学校 6045 植竹 勉 ウエタケ ツトム

5095 清水 風道 シミズ カザミ 親園中学校 6046 秋元 久夫 アキモト ヒサオ

5096 大森 優輝 オオモリ ユウキ 親園中野球部 6047 相馬 広人 ソウマ ヒロト

5097 渡辺 蒼空 ワタナベ ソラ 親園中学校 6048 熊田 賢一 クマダ ケンイチ チーム白鳩
5098 大賀 理巧 オオガ リク 親園中学校 6049 星野 恵司 ホシノ ケイジ

5099 福田 健人 フクダ ケント 大田原ボーイズ 6050 大塚 武夫 オオツカ タケオ

5100 礒飛 結人 イソヒ ユイト 黒羽中学校 6051 川上 明男カ カワカミ アキオ

5101 奥田 皇輝 オクダ コウキ 若草中学校 6052 高山 克行 タカヤマ カツユキ

5102 大竹 実吹 オオタケ ミブキ 太田中学校 6053 小林 邦夫 コバヤシ クニオ 楓ＡＣ
5103 土金 亮介 ツチガネ リョウスケ 黒羽中学校 6054 加藤 孝夫 カトウ タカオ チームちゃ塾
5104 塙 凜太郎 ハナワ リンタロウ 矢板東中学校 6055 助川 邦男 スケガワ クニオ

5105 相馬 咲哉 ソウマ サクヤ 若草中学校 6056 小林 公則 コバヤシ アキノリ

5106 新江 祥大 アラエ ショウタ 黒羽中学校 6057 大田原 啓 オオタワラ ケイ ラン太郎
5107 髙久 晴翔 タカク ハルト 黒羽中卓球部 6058 平泉 隆伸 ヒライズミ タカノブ

5108 植木 遼太 ウエキ リョウタ 金田北中学校 6059 本田 賢 ホンダ タカシ 郡山ヒロセ電機
5109 清水 夢琉 シミズ ユメル ＮＩＮＥ 6060 佐藤 清美 サトウ キヨミ

5110 甲村 晴生 コウムラ ハルオ 陽北中学校 6061 山田 孝志 ヤマダ タカシ ふくしま持久力
5111 吉田 瑛祐 ヨシダ エイスケ 若松四中 6062 笹沼 守 ササヌマ マモル たたみや草遊会
5112 川村 隼也 カワムラ ジュンヤ 南犬飼 6063 荒船 慎二 アラフネ シンジ 栃木銀行ＲＣ
5113 小室 佑希哉 オムロ ユキヤ 鉾田南中学校 6064 根本 弘 ネモト ヒロシ 白河走ろう会

6065 田代 勝広 タシロ カツヒロ 山が好きだ
6101 薄葉 美智子 ウスバ ミチコ

6102 松岡 千種 マツオカ チグサ 遅まきランナー
6001 武藤 幸男 ムトウ サチオ 栃の葉ＲＣ 6103 小栗 早苗 オグリ サナエ

6002 北川 慎一 キタガワ シンイチ 6104 深津 明美 フカツ アケミ あっくんず
6003 加藤 一郎 カトウ イチロウ 名古屋市役所 6105 五月女 照子 ソウトメ テルコ

6004 鎌田 雄二 カマダ ユウジ 6106 西森 開子 ニシモリ アキコ

6005 薄葉 保夫 ウスバ ヤスオ 6107 杉森 久美子 スギモリ クミコ

6006 櫻井 潤一郎 サクライ ジュンイチロウ那須ブラーゼン 6108 黒崎 ケエ子 クロサキ ケエコ いきいきクラブ
6007 根本 政行 ネモト マサユキ 遅まきランナー 6109 大内 浩子 オオウチ ヒロコ

6008 山上 彰男 ヤマガミ アキオ 6110 桜田 眞理子 サクラダ マリコ

6009 露久保 富夫 ツユクボ トミオ 6111 平山 フヂミ ヒラヤマ フヂミ

6010 大木 己芳 オオキ ミヨシ ワンワンクロベ 6112 津村 早苗 ツムラ サナエ

6011 高庄 太平 タカショウ タヘイ ワンワンクロベ 6113 楢崎 明子 ナラザキ アキコ つば九郎
6012 礒 則之 イソ ノリユキ

6013 岩山 登 イワヤマ ノボル

6014 柴田 昌宏 シバタ マサヒロ

6015 渋田 重利 シブタ シゲトシ

6016 相田 雄一 アイタ ユウイチ

6017 長井 清美 ナガイ キヨミ 白河走友会
6018 奥田 良一 オクダ リョウイチ

6019 深津 章 フカツ アキラ あっくんず
6020 三澤 洋 ミサワ ヒロシ 仲良し会
6021 後藤 靖生 ゴトウ ヤスオ

6022 益子 吉五 マシコ ヨシゴ 大田原管理公社
6023 山口 清 ヤマグチ キヨシ 八千代整骨院
6024 稲見 雅巳 イナミ マサミ

6025 伊藤 幸夫 イトウ ユキオ キヤノン
6026 檜山 博 ヒヤマ ヒロシ

6027 平山 啓次 ヒラヤマ ケイジ

6028 山藤 知広 サントウ トモヒロ

6029 金子 允夫 カネコ ノブオ

6030 長田 勝明 オサダ カツアキ 白河走ろう会響
6031 湯田 真一 ユダ シンイチ 矢板ＲＣ
6032 芳賀 豊 ハガ ユタカ

6033 鳥取 克行 トットリ カツユキ いきいきクラブ
6034 田中 正行 タナカ マサユキ 全電協
6035 三田 好治 ミタ ヨシハル ハルスケ
6036 齋藤 雅美 サイトウ マサミ

6037 菊池 徹 キクチ トオル 大田原陸クラブ
6038 髙橋 忍 タカハシ シノブ 石井沢囃子会

5ｋｍ 60歳以上男子


