
第101回日本陸上競技選手権リレー競技大会
東京 2020 オリンピック特別対策種目 U18 男女混合4×400ｍリレー
エントリーリスト

No. 都道府県 氏名 ｶﾅ 所属名 性別
本所　蓮治 ﾎﾝｼﾞｮ ﾚﾝｼﾞ 北海道栄高 男
森　周志 ﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ 北海道栄高 男
臼井　文音 ｳｽｲ ｱﾔﾈ 立命館慶祥高 女
吉田　梨緒 ﾖｼﾀﾞ ﾘｵ 立命館慶祥高 女
鍋島　栄二 ﾅﾍﾞｼﾏ ｴｲｼﾞ 仙台育英高 男
白井　一央 ｼﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ 仙台西高 男
佐藤　千仁 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾄ 仙台第三高 男
奥山　小冬 ｵｸﾔﾏ ｺﾄ 古川高 女
及川　真綾 ｵｲｶﾜ ﾏｱﾔ 石巻高 女
菅原　有咲 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾘｻ 東北高 女
熊谷　龍之介 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 秋田高 男
佐藤　駿介 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 秋田高 男
高橋　燦志郎 ﾀｶﾊｼ ｻﾝｼﾛｳ 秋田商業高 男
大平　風花 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾌｳｶ 秋田高 女
児玉　楓夏 ｺﾀﾞﾏ ﾌｳｶ 秋田和洋高 女
大島　和佳奈 ｵｵｼﾏ ﾜｶﾅ 秋田高 女
青野　朱李 ｱｵﾉ ｼｭﾘ 山形中央高 女
青野　心音 ｱｵﾉ ｺｺﾉ 山形中央高 女
阪　希望 ﾊﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 山形中央高 女
後藤　小真知 ｺﾞﾄｳ ｺﾏﾁ 山形中央高 女
柴崎　駿希 ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｷ 米沢中央高 男
近　悠大 ｺﾝ ﾕｳﾀ 東海大学山形高 男
今野　凜 ｺﾝﾉ ﾘﾝ 酒田光陵高 男
高橋　辰壽 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞｭ 山形中央高 男
島抜　歩夢 ｼﾏﾇｷ ｱﾕﾑ 日大東北高 男
田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 日大東北高 男
増子　冬馬 ﾏｼｺ ﾄｳﾏ 福島成蹊高 男
高橋　歩里 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉﾘ 磐城高 女
馬上　亜里紗 ﾓｳｴ ｱﾘｻ 磐城高 女
松本　優衣 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲ 磐城高 女
佐藤　修斗 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 土浦湖北高 男
長谷川　貴也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾔ 土浦湖北高 男
斎藤　豊 ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ 土浦湖北高 男
小川　崇史 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 土浦湖北高 男
小西　歩美 ｺﾆｼ ｱﾕﾐ 土浦湖北高 女
土屋　晴美 ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾐ 土浦湖北高 女
成田　茜 ﾅﾘﾀ ｱｶﾈ 土浦湖北高 女
生西　愛梨 ｲｸﾆｼ ｴﾘ 土浦湖北高 女
平田　大叶 ﾋﾗﾀ ﾋﾛﾄ 國學院栃木高 男
久保　勇貴 ｸﾎﾞ ﾕｳｷ 宇都宮南高 男
長瀬　笑佳 ﾅｶﾞｾ ｴﾐｶ 國學院栃木高 女
駒野　晴夏 ｺﾏﾉ ﾊﾙｶ さくら清修高 女
櫻井　杏樹 ｻｸﾗｲ ｱﾝｼﾞｭ 新島学園高 女
北村　雄哉 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 高崎商業高 男
田巻　月雅 ﾀﾏｷ ﾐﾔﾋﾞ 高崎高 男
植木　位歩 ｳｴｷ ｲﾌﾞ 高崎女子高 女
岩田　真由 ｲﾜﾀ ﾏﾕ 中央中等高 女
曽田　伊吹 ｿﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 桐生高 男
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志賀　優晟 ｼｶﾞ ﾕｳｾｲ 埼玉栄高 男
明石　昂樹 ｱｶｼ ｺｳｷ 武南高 男
杉田　諒 ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳ 川口総合高 男
林　明龍 ﾊﾔｼ ｱｷﾘｭｳ 坂戸西高 男
吉中　日向子 ﾖｼﾅｶ ﾋﾅｺ 和光国際高 女
吉岡　里奈 ﾖｼｵｶ ﾘﾅ 市立川口高 女
豊泉　百々花 ﾄﾖｲｽﾞﾐ ﾓﾓｶ 埼玉栄高 女
吉田　詩央 ﾖｼﾀﾞ ｼｵ 埼玉栄高 女
阿部　寛太 ｱﾍﾞ ｶﾝﾀ 城西高 男
中島　佑気ジョセフ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷｼﾞｮｾﾌ 城西高 男
新上　健太 ｼﾝｼﾞｮｳ ｹﾝﾀ 早稲田実業高 男
加藤　ゆらら ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 日大桜丘高 女
山西　桃子 ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ 白梅学園高 女
高田　真菜 ﾀｶﾀﾞ ﾏﾅ 早稲田実業高 女
須藤　美桜 ｽﾄﾞｳ ﾐｵ 東京高 女
加藤　翔太 ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 東京学館新潟高 男
鏡渕　優 ｶｶﾞﾐﾌﾞﾁ ﾕｳ 東京学館新潟高 男
長井　未吹 ﾅｶﾞｲ ﾐﾌﾞｷ 新潟商業高 女
岡部　愛実 ｵｶﾍﾞ ｱﾐ 新潟商業高 女
片山　卓也 ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ 敦賀高 男
板東　夢斗 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕﾒﾄ 敦賀高 男
林　拓慧 ﾊﾔｼ ﾀｸｴｲ 敦賀高 男
芦田　陽菜 ｱｼﾀﾞ ﾊﾙﾅ 敦賀高 女
久保田　光菜 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾅ 敦賀高 女
山本　しおり ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 敦賀高 女
佐野　悠人 ｻﾉ ﾕｳﾄ 身延高 男
野口　怜恩 ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 身延高 男
功刀　友貴 ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 甲府西高 男
水越　将司 ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 巨摩高 男
岩浅　優花 ｲﾜｻ ﾕｳｶ 駿台甲府高 女
山口　華枝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 駿台甲府高 女
古屋　鈴子 ﾌﾙﾔ ｽｽﾞｺ 韮崎高 女
山田　ひとみ ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ 韮崎高 女
高木　悠圭 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ 東海大翔洋高 男
谷口　麗次 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚｲｼﾞ 盤田北高 男
中谷　桐子 ﾅｶﾔ ｷﾘｺ 盤田南高 女
永井　花歩 ﾅｶﾞｲ ｶﾎ 袋井高 女
松下　竜己 ﾏﾂｼﾀ ﾀﾂｷ 浜松開誠館高 男
山田　真梨子 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 中京大中京高 女
生田　奈緒子 ｲｸﾀ ﾅｵｺ 中京大中京高 女
細井　衿菜 ﾎｿｲ ｴﾘﾅ 中京大中京高 女
三田　大喜 ﾐﾀ ﾋﾛｷ 中京大中京高 男
鳥居　風樹 ﾄﾘｲ ﾌｳｷ 中京大中京高 男
服部　匡恭 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾖｼ 中京大中京高 男
富田　大智 ﾄﾐﾀ ﾀﾞｲﾁ 中京大中京高 男
三輪　未来 ﾐﾜ ﾐﾗｲ 中京大中京高 女
澤　大地 ｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 草津東高 男
山本　龍平 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｯﾍﾟｲ 大津商業高 男
中川　貴仁 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ 伊吹高 男
佐藤　更彩 ｻﾄｳ ｻﾗｻ 膳所高 女
新海　杏実 ｼﾝｶｲ ｱﾐ 草津東高 女
下村　日向子 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅｺ 近江兄弟社高 女
中村　早希 ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 近江高 女
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木村　稜 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 乙訓高 男
山﨑　遥斗 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 久美浜高 女
村上　海吏 ﾑﾗｶﾐ ｶｲﾘ 乙訓高 男
栗原　拓海 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾐ 向陽高 女
吉岡　里奈 ﾖｼｵｶ ﾘﾅ 西京高 女
壹岐　あいこ ｲｷ ｱｲｺ 京都橘高 女
廣瀬　未翔 ﾋﾛｾ ﾐｶ 龍谷大平安高 女
中尾　あゆみ ﾅｶｵ ｱﾕﾐ 西城陽高 女
笹田　仁 ｻｻﾀﾞ ｼﾞﾝ 大阪高 男
田中　太基 ﾀﾅｶ ﾀｲｷ 北野高 男
松元　菜笑 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｴ 八尾高 女
和田　麻央実 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾐ 桜宮高 女
小出　若菜 ｺｲﾃﾞ ﾜｶﾅ 東大阪大敬愛高 女
髙木　恒 ﾀｶｷﾞ ｺｳ 宝塚高 男
大林　航太 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 網干高 男
酒井　元気 ｻｶｲ ｹﾞﾝｷ 北摂三田高 男
髙島　寿莉亜 ﾀｶｼﾏ ｼﾞｭﾘｱ 滝川第二高 女
久保　夏鈴 ｸﾎﾞ ｶﾘﾝ 兵庫高 女
橋本　実紅 ﾊｼﾓﾄ ﾐｸ 小野高 女
竹内　涼城 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｷ 社高 男
有田　安紗季 ｱﾘﾀ ｱｻｷ 滝川第二高 女
今仲　輝 ｲﾏﾅｶ ﾋｶﾙ 智辯カレッジ高 男
吉村　隼輝 ﾖｼﾑﾗ ｼｭﾝｷ 帝塚山高 男
池田　昌史 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｼ 平城高 男
風呂谷　茉優 ﾌﾛﾀﾆ ﾏﾕｳ 添上高 女
辻井　美緒 ﾂｼﾞｲ ﾐｵ 平城高 女
辻井　菜緒 ﾂｼﾞｲ ﾅｵ 平城高 女
寺下　公貴 ﾃﾗｼﾀ ｺｳｷ 和歌山北高 男
柴田　俊介 ｼﾊﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 田辺高 男
荒木　基 ｱﾗｷ ﾊｼﾞﾒ 和歌山北高 男
土生川　季永 ﾊﾌﾞｶﾜ ﾄｼｴ 近大和歌山高 女
今里　花音 ｲﾏｻﾄ ｶﾉﾝ 笠田高 女
小田　梨織 ｵﾀﾞ ﾅｵ 熊野高 女
前田　健太郎 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取西高 男
小倉　大貴 ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取西高 男
荒木　翔 ｱﾗｷ ｼｮｳ 境高 男
山下　嘉幾 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 倉吉東高 男
德田　絢子 ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｺ 鳥取西高 女
木下　来海 ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥取商業高 女
上田　理湖 ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥取城北高 女
岡崎　汀 ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 倉吉東高 女
伊藤　千紀 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 松江北高 男
門脇　陸 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｸ 松江北高 男
戸屋　萌南 ﾄﾔ ﾓｴﾅ 開星高 女
澁谷　里帆 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘﾎ 明誠高 女
塚本　航平 ﾂｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 金光学園高 男
則武　由基 ﾉﾘﾀｹ ﾕｳｷ 美作高 男
鈴木　寿基 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 岡山商大附高 男
時光　佑輔 ﾄｷﾐﾂ ﾕｳｽｹ 倉敷工業高 男
原瀬　優花 ﾊﾗｾ ﾕｳｶ 玉野光南高 女
藤本　優希 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 倉敷中央高 女
西角　美咲 ﾆｼｶﾄﾞ ﾐｻｷ 岡山東商高 女
綾野　千優 ｱﾔﾉ ﾁﾋﾛ 岡山芳泉高 女
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荒谷　修平 ｱﾗﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 神辺旭高 男
天野　伊織 ｱﾏﾉ ｲｵﾘ 広島国際学院高 男
井澤　竜二 ｲｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 広島皆実高 男
小滝　萌子 ｵﾀﾞｷ ﾓｴｺ 高陽東高 女
柏原　真希 ｶｼﾊﾗ ﾏｷ 広島皆実高 女
橋本　麻耶子 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾔｺ 神辺旭高 女
山川　和希 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞｷ 城ノ内高 男
正野　拓海 ｼｮｳﾉ ﾀｸﾐ 小松島西高 男
山本　隼平 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 城南高 男
大地　彩央里 ｵｵﾁ ｻｵﾘ 徳島市立高 女
登　瑞季 ﾉﾎﾞﾘ ﾐｽﾞｷ 城南高 女
梅本　真有 ｳﾒﾓﾄ ﾏﾕ 徳島市立高 女
伊藤　海斗 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 新居浜東高 男
大舘　侑弥 ｵｵﾀﾞﾃ ﾕｳﾔ 松山南高 男
高見　颯 ﾀｶﾐ ﾊﾔﾃ 新居浜東高 男
竹田　理人 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾄ 大洲高 男
本岡　真悠 ﾓﾄｵｶ ﾏﾕｳ 済美高 女
俊野　結衣 ﾄｼﾉ ﾕｲ 済美平成中等高 女
本多　真悠子 ﾎﾝﾀ ﾏﾕｺ 聖カタリナ学園高 女
藤岡　凛来 ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾗｲ 済美高 女
花岡　一摩 ﾊﾅｵｶ ｶｽﾞﾏ 東福岡高 男
今泉　堅貴 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝｷ 福岡大大濠高 男
出口　晴翔 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 東福岡高 男
河北　歩実 ｶﾜｷﾀ ｱﾕﾐ 八幡南高 女
金　普恩 ｷﾑ ﾒｸﾞﾐ 修猷館高 女
池上　翔 ｲｹｶﾞﾐ ｼｮｳ 龍谷高 男
吉田　天馬 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾝﾏ 伊万里商業高 男
大舘　健人 ｵｵﾀﾞﾃ ｹﾝﾄ 佐賀北高 男
加茂　明華 ｶﾓ ﾊﾙｶ 佐賀北高 女
大川　なずな ｵｵｶﾜ ﾅｽﾞﾅ 佐賀清和高 女
山田　笑実 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾐ 佐賀北高 女
樋口　夏美 ﾋｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 佐賀北高 女
高木　龍一 ﾀｶｷ ﾘｭｳｲﾁ 五島高 男
小川　祥真 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 西海学園高 男
荒木　塁 ｱﾗｷ ﾙｲ 佐世保工業高 男
森山　奈菜絵 ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾅｴ 純心女子高 女
山口　愛音 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾉﾝ 五島高 女
山下　実紗 ﾔﾏｼﾀ ﾐｻ 大村高 女
平野　琢也 ﾋﾗﾉ ﾀｸﾔ 開新高 男
小林　諒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 九州学院高 男
惠口　美雨 ｴｸﾞﾁ ﾐｳ 熊本北高 女
村上　碧 ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 熊本商高 女
前田　剛 ﾏｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 熊本北高 男
波留　青依 ﾊﾙ ｱｵｲ 熊本中央高 女
佐藤　奎斗 ｻﾄｳ ｹｲﾄ 鶴崎工業高 男
千原　凱也 ﾁﾊﾗ ｶｲﾔ 大分西高 男
神徳　元太 ｺｳﾄｸ ｹﾞﾝﾀ 大分雄城台高 男
小野　力矢 ｵﾉ ﾘｷﾔ 大分雄城台高 男
大塚　美穂 ｵｵﾂｶ ﾐﾎ 大分西高 女
髙野　七海 ﾀｶﾉ ﾅﾅﾐ 大分高 女
加藤　汐織 ｶﾄｳ ｼｵﾘ 大分雄城台高 女
野上　愛美 ﾉｶﾞﾐ ﾏﾐ 大分雄城台高 女
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松岡　知紀 ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｷ 宮崎南高 男
貴島　颯斗 ｷｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 小林高 男
川﨑　太輔 ｶﾜｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 延岡工業高 男
和田　茉琳 ﾜﾀﾞ ﾏﾘﾝ 宮崎商業高 女
甲斐　菜奈 ｶｲ ﾅﾅ 延岡高 女
福元　日和 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ 宮崎工業高 女
井上　聖也 ｲﾉｳｴ ｾｲﾔ 種子島中央高 男
河野　壱成 ｺｳﾉ ｲｯｾｲ 鹿児島商業高 男
佐藤　恵斗 ｻﾄｳ ｹｲﾄ 国分中央高 男
竹之下　卓也 ﾀｹﾉｼﾀ ﾀｸﾔ 甲南高 男
尾方　晴香　 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙｶ 鹿児島高 女
吉留　奈菜 ﾖｼﾄﾞﾒ ﾅﾅ 鹿児島高 女
前原　あゆみ ﾏｴﾊﾗ ｱﾕﾐ 出水高 女
幾　真希 ｲｸ ﾏｷ 鹿児島女子高 女
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