1区 男子(1.704km)
順位
走者 チーム名
1 村上 和寿 (さくら市陸上Ａ)
2 赤坂 匠 (足利陸上教室Ａ)
3 池田 碧生 (よろしく真岡です)
4 梅沢 龍輝 (ＴＯＪ・Ａ)
5 川嶋 良太郎 (宇都宮陸上教室)
6 種村 魁 (那須塩原Ｊ－Ａ)
7 平田 大叶 (佐野ＳＡＣ Ａ)
8 木村 友哉 (陽南陸上クラブ)
8 松井 秀輔 (みどりが丘)
10 阿久津 亘汰 (ＴＯＪ・B)
11 佐藤 優樹 (よろしく真岡W)
12 山口 舞貴 (矢板A)
13 三品 勝太 (菊東ＪＳＣーA)
14 池尻 竜太朗 (南那須A)
14 藤原 広翔 (上三川クラブA)
14 佐野 大樹 (北光陸上部)
17 加川 大翔 (足利陸上教室Ｂ)
18 藤田 匡歓 (那須陸上クラブ)
19 井上 隆 (雀宮ＪＲＣ)
20 黒川 優輝 (ＴＯＪ・C)
21 井野 敬斗 (那須塩原Ｊ－B)
21 川田 将宏 (上三川クラブB)
23 本島 陸 (佐野ＳＡＣ B)
24 平山 雅登 (さくら市陸上B)
25 板橋 騎平 (南那須B)
25 中里 将基 (芳賀真岡ＪＲＣ)
27 板垣 真一 (菊東ＪＳＣーB)
28 市村 智也 (矢板Ｂ)
29 南條 潤志 (チャンス☆ファイブ)
30 吉住 紀洋 (上三川クラブC)
31 根本 直樹 (ＴＯＪ・D)
31 渡邊 翔英 (黒磯陸上クラブ)
33 金原健人 (ジョータロｰＣ)
33 大竹 優希 (スポルトかわち)
35 黒川 直貴 (ＴＯＪ・E)

2区 女子(1.337km)
順位
走者 チーム名
5'31" 1 須釜 早紀 (ＴＯＪ・Ａ)
5'33" 2 仙波 玲美 (ＴＯＪ・B)
5'38" 3 加川 ももこ (足利陸上教室Ａ)
5'40" 4 古橋 佳奈 (佐野ＳＡＣ Ａ)
5'45" 5 竹澤 夢花 (陽南陸上クラブ)
5'52" 6 小倉 由佳理 (ジョータロｰＣ)
5'53" 7 伊藤 万紘 (よろしく真岡です)
5'55" 8 阿久津 光希 (南那須A)
5'55" 9 吉田 紗彩 (那須塩原Ｊ－Ａ)
6'00" 10 古澤 あおい (宇都宮陸上教室)
6'05" 10 木川 奈美 (那須陸上クラブ)
6'06" 12 小泉 仁乃 (足利陸上教室Ｂ)
6'08" 13 檜山 佳奈 (よろしく真岡W)
6'09" 13 鈴木 梨央 (みどりが丘)
6'09" 15 町田 紫乃 (那須塩原Ｊ－B)
6'09" 16 牧之内 唯衣 (芳賀真岡ＪＲＣ)
6'11" 17 落合 凛香 (佐野ＳＡＣ B)
6'12" 17 菊池 あゆ (ＴＯＪ・D)
6'15" 19 和氣 紗花 (矢板A)
6'19" 20 鈴木 真帆 (南那須B)
6'27" 21 服部 萌衣 (ＴＯＪ・C)
6'27" 22 高橋 瞳仁 (さくら市陸上Ａ)
6'30" 23 宮澤 冴弥加 (上三川クラブA)
6'33" 24 杉山 穂夏 (黒磯陸上クラブ)
6'35" 25 山根 美希 (ＴＯＪ・E)
6'35" 26 庭田 安眸 (北光陸上部)
6'36" 27 小笠原 由乃 (矢板Ｂ)
6'48" 27 藤沼 葵 (さくら市陸上B)
6'57" 27 菊地 美旺 (雀宮ＪＲＣ)
6'58" 30 柏木 恵里香 (スポルトかわち)
6'59" 31 神永 七星 (菊東ＪＳＣーB)
6'59" 32 篠原 美優 (上三川クラブB)
7'05" 33 廣田 鞠菜 (菊東ＪＳＣーA)
7'05" 34 陶山 成実 (上三川クラブC)
7'14" 35 飯野 光香 (チャンス☆ファイブ)
区間タイム

3区 男子(1.654km)
順位
走者 チーム名
4'35" 1 野中 拓海 (ＴＯＪ・Ａ)
4'36" 2 伊藤 明輝 (よろしく真岡です)
4'40" 2 小野 恵崇 (さくら市陸上Ａ)
4'41" 4 増山 晴太 (足利陸上教室Ａ)
4'42" 4 松山 和希 (那須塩原Ｊ－Ａ)
4'47" 6 小平 尚輝 (陽南陸上クラブ)
4'49" 7 櫻井 健人 (佐野ＳＡＣ Ａ)
4'51" 8 細谷 直道 (よろしく真岡W)
4'52" 9 奥山 恵親 (那須陸上クラブ)
4'54" 10 村上 峻一 (ＴＯＪ・C)
4'54" 11 白久 竜也 (ＴＯＪ・B)
4'58" 12 栗原 洵 (上三川クラブA)
5'00" 13 飯塚 敦士 (足利陸上教室Ｂ)
5'00" 13 菊地 涼介 (菊東ＪＳＣーA)
5'01" 15 門間 大輔 (矢板A)
5'02" 15 樋口 翔太 (佐野ＳＡＣ B)
5'05" 17 植村 拓真 (南那須A)
5'05" 17 小野崎 蒼汰 (矢板Ｂ)
5'07" 19 武藤 翔太 (みどりが丘)
5'08" 20 高梨 和紀 (那須塩原Ｊ－B)
5'13" 21 田中 信聖 (宇都宮陸上教室)
5'14" 22 植木 大介 (芳賀真岡ＪＲＣ)
5'20" 23 岩崎 有志 (さくら市陸上B)
5'22" 24 早川 優太朗 (ＴＯＪ・D)
5'29" 25 大和田 亮 (雀宮ＪＲＣ)
5'31" 26 金原 脩人 (ジョータロｰＣ)
5'36" 26 安納 佑晟 (菊東ＪＳＣーB)
5'36" 28 藤田 優斗 (南那須B)
5'36" 29 石塚 隼斗 (上三川クラブB)
5'37" 30 豊田 龍生 (北光陸上部)
5'38" 31 常盤 才 (黒磯陸上クラブ)
5'39" 32 宇梶 駿斗 (上三川クラブC)
5'40" 33 菊池 優也 (チャンス☆ファイブ)
5'45" 34 菅谷 光祐 (スポルトかわち)
5'51" 35 田島 祐哉 (ＴＯＪ・E)
区間タイム

4区 女子(1.337km)
順位
走者 チーム名
5'28" 1 川又 万由佳 (ＴＯＪ・Ａ)
5'39" 2 石川 由菜 (足利陸上教室Ａ)
5'39" 3 齋藤 華 (よろしく真岡です)
5'42" 4 松﨑 愛 (佐野ＳＡＣ Ａ)
5'42" 4 星 優奈 (ＴＯＪ・B)
5'49" 6 中野 朱理 (那須陸上クラブ)
5'50" 6 梅村 光理 (那須塩原Ｊ－B)
5'52" 8 吉田 琉香 (那須塩原Ｊ－Ａ)
5'54" 9 佐藤 萌香 (ＴＯＪ・C)
5'58" 10 川俣 日奈子 (南那須A)
6'00" 11 田所 二千羽 (宇都宮陸上教室)
6'01" 12 川島 優稀乃 (足利陸上教室Ｂ)
6'02" 13 森 わかな (矢板A)
6'02" 13 小林 未来 (佐野ＳＡＣ B)
6'06" 13 車 若加菜 (南那須B)
6'06" 16 横尾 朱里 (陽南陸上クラブ)
6'08" 17 安部 紗弥乃 (よろしく真岡W)
6'08" 17 木下 愛彩 (ＴＯＪ・D)
6'11" 19 菊地 菜月 (菊東ＪＳＣーA)
6'13" 20 木村 友香 (さくら市陸上Ａ)
6'14" 21 土田 早織 (上三川クラブB)
6'16" 22 兼子 明莉 (矢板Ｂ)
6'22" 23 大関 真実 (芳賀真岡ＪＲＣ)
6'29" 23 大里 優花 (ＴＯＪ・E)
6'37" 25 今村 円香 (みどりが丘)
6'38" 25 遠藤 安菜 (ジョータロｰＣ)
6'38" 27 野澤 紗耶 (上三川クラブA)
6'42" 28 渡辺 菜摘 (北光陸上部)
6'47" 29 阿部 莉花 (チャンス☆ファイブ)
6'50" 30 高橋 未雅 (さくら市陸上B)
6'59" 31 渡邊 純加 (菊東ＪＳＣーB)
7'02" 31 永見 佳穂 (スポルトかわち)
7'11" 33 中山 瑠南 (上三川クラブC)
7'12" 34 幸田 玖瑠美 (黒磯陸上クラブ)
7'20" 35 井上 朱星 (雀宮ＪＲＣ)
区間タイム

区間集計 1/1

5区 男子(1.654km)
順位
走者 チーム名
4'35" 1 下山 静樹 (よろしく真岡です)
4'46" 2 田中 光樹 (ＴＯＪ・Ａ)
4'49" 3 青木 優太 (さくら市陸上Ａ)
4'54" 4 山本 聖生 (佐野ＳＡＣ B)
4'54" 5 高野
亮 (南那須A)
4'55" 6 松村 匡悟 (佐野ＳＡＣ Ａ)
4'55" 7 三俣 耀 (足利陸上教室Ａ)
4'57" 8 嶋崎 裕太郎 (ＴＯＪ・B)
4'59" 8 根岸 駿 (足利陸上教室Ｂ)
5'00" 10 酒見 駿 (那須陸上クラブ)
5'01" 11 桑名 碧人 (宇都宮陸上教室)
5'08" 12 遠藤 尚哉 (矢板Ｂ)
5'10" 13 菊池 律輝 (那須塩原Ｊ－Ａ)
5'10" 13 小林 直史 (上三川クラブA)
5'10" 15 中山 隼輔 (矢板A)
5'12" 16 関亦 駿 (よろしく真岡W)
5'18" 17 穴本 弘人 (陽南陸上クラブ)
5'18" 17 近藤 優 (雀宮ＪＲＣ)
5'21" 19 国井 要 (ジョータロｰＣ)
5'23" 20 根本 翔也 (菊東ＪＳＣーA)
5'24" 20 神津 杏輔 (さくら市陸上B)
5'28" 20 秋澤 省吾 (菊東ＪＳＣーB)
5'36" 23 吉岡 凌 (那須塩原Ｊ－B)
5'36" 23 田上 慎悟 (芳賀真岡ＪＲＣ)
5'37" 25 白川 大登 (ＴＯＪ・C)
5'37" 25 岡崎
蒼 (南那須B)
5'40" 27 近藤 千聖 (みどりが丘)
5'44" 28 渡口 真聖 (北光陸上部)
5'48" 28 上野 瑞季 (上三川クラブB)
5'49" 30 早乙女 諒 (ＴＯＪ・D)
5'50" 31 遠藤 空 (上三川クラブC)
5'50" 32 芳賀 優 (黒磯陸上クラブ)
6'01" 33 目原 歩 (チャンス☆ファイブ)
6'17" 33 田中 駿太 (スポルトかわち)
6'34" 35 髙田 虎太郎 (ＴＯＪ・E)
区間タイム

6区 女子(1.387km)
順位
走者 チーム名
5'21" 1 飯嶋 優羽 (足利陸上教室Ａ)
5'36" 2 田中 優花 (ＴＯＪ・Ａ)
5'44" 3 田村 菜々美 (よろしく真岡です)
5'48" 4 関口 茉恵 (ＴＯＪ・B)
5'53" 5 飯田 亜弥 (佐野ＳＡＣ Ａ)
5'54" 6 川崎 舞美 (那須塩原Ｊ－Ａ)
5'55" 7 鶴野 恵果 (さくら市陸上Ａ)
5'56" 7 茂呂 菜々実 (ＴＯＪ・C)
5'56" 9 新井 瑠夏 (宇都宮陸上教室)
5'59" 9 山口 あずさ (足利陸上教室Ｂ)
6'02" 11 岩本 恵実 (みどりが丘)
6'05" 12 白沢 一夏 (雀宮ＪＲＣ)
6'06" 13 小山 真実 (矢板A)
6'06" 13 佐藤 星来 (上三川クラブA)
6'09" 15 小宮 加楠 (菊東ＪＳＣーA)
6'10" 15 渡邊 柚璃 (矢板Ｂ)
6'29" 17 柏崎 鴻伽 (ＴＯＪ・E)
6'29" 18 田村 歩花 (那須陸上クラブ)
6'31" 19 平塚 弥奈実 (南那須A)
6'33" 19 矢村 雪乃 (よろしく真岡W)
6'33" 21 人見 優妃 (那須塩原Ｊ－B)
6'33" 22 佐藤 亜紀 (佐野ＳＡＣ B)
6'37" 22 小林 理奈 (南那須B)
6'37" 24 小野口 咲花 (北光陸上部)
6'40" 25 三本木 彩絵 (黒磯陸上クラブ)
6'40" 25 正木 陽菜 (チャンス☆ファイブ)
6'48" 27 平間 咲妃 (陽南陸上クラブ)
6'50" 27 片平 莉瑚 (ＴＯＪ・D)
6'50" 29 相澤 穂の香 (ジョータロｰＣ)
6'56" 30 佐野 里奈 (さくら市陸上B)
6'58" 31 家元 弥栄 (菊東ＪＳＣーB)
7'16" 32 篠﨑 萌花 (上三川クラブB)
7'27" 33 広瀬 桃子 (芳賀真岡ＪＲＣ)
7'27" 34 永井 美帆 (スポルトかわち)
7'44" 35 木村 遥南 (上三川クラブC)
区間タイム

区間タイム

4'35"
4'42"
4'49"
4'56"
5'03"
5'05"
5'08"
5'08"
5'10"
5'10"
5'12"
5'15"
5'17"
5'17"
5'25"
5'25"
5'27"
5'28"
5'31"
5'31"
5'32"
5'34"
5'34"
5'39"
5'43"
5'43"
5'44"
5'44"
5'48"
5'49"
5'51"
6'01"
6'12"
6'16"
6'17"

