
ト ラ ッ ク 審 判 長 小針 敏明

ス タ ー ト 審 判 長 三村 達也

跳 躍 審 判 長 川田 浩司

投 て き 審 判 長 日渡 勝則

混 成 審 判 長 遠藤 史晃

招 集 所 審 判 長 前野 耕造

記 録 主 任 渡辺 伸夫

日付 種目

落合 廉(2) 10.62 髙内 真壮(4) 10.63 茂呂 柊汰(2) 10.65 上野 利隼(2) 10.73 江田 尋貴(3) 10.74 中里 将基(1) 10.77 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) 10.78 佐藤 風雅 10.80
中央大 早稲田大 作新学院大 作新学院大 作新学院大 作新学院大 作新学院高 足利銀行
髙内 真壮(4) 21.58 佐藤 風雅 21.62 小竹 理恩(2) 21.66 関根 功織(2) 21.83 中里 将基(1) 21.84 茂呂 柊汰(2) 21.91 江田 尋貴(3) 22.11 宮嶋 翔大(1) 22.15
早稲田大 足利銀行 早稲田大 宇都宮高 作新学院大 作新学院大 作新学院大 宇都宮北高
小竹 理恩(2) 47.25 櫻井 朴也 48.51 鈴木 皓介(3) 49.13 米川 航(2) 49.45 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(1) 49.70 佐藤 風雅 50.32 川野辺 涼(1) 50.86
早稲田大 GR 元気寿司 那須拓陽高 作新学院大 作新学院高 足利銀行 作新学院大
根本 大輝(2) 1:51.06 呂比須 聖一(1) 1:54.55 上野 雄大(4) 1:55.21 小藤 颯人(2) 1:55.75 星 健太(3) 1:56.11 関本 敬太(1) 1:56.50 岡 裕一朗(4) 1:56.72 青山 大空(3) 2:02.55
順天堂大 GR 駿河台大 中央大 鹿沼商工高 作新学院高 文星芸術大附高 筑波大 今市高
工藤 巧夢(2) 3:56.84 平山 大雅(3) 3:58.88 沢登 豊 4:00.25 菅野 涼介(2) 4:01.28 深井 琉聖(3) 4:01.83 市村 駿(1) 4:02.01 針谷 咲輝(3) 4:03.20 阿部 健(1) 4:03.56
那須拓陽高 宇都宮高 MKPJT 白鴎大足利高 那須拓陽高 流通経済大 白鴎大足利高 白鴎大足利高
阿部 健(1) 8:57.05 岡田 楓真(1) 9:00.78 藤田 アトム(1) 9:00.80 大森 悠生(1) 9:04.10 稲葉 夢斗(1) 9:04.52 福田 陸人(1) 9:05.78 加藤 拓海(1) 9:06.10 青木 孝太(1) 9:06.95
白鴎大足利高 那須拓陽高 那須拓陽高 作新学院高 那須拓陽高 白鴎大足利高 大田原高 作新学院高
海老澤 憲伸(2) 14:44.39 工藤 巧夢(2) 14:51.65 岡本 歩夢(3) 14:52.53 鈴木 紀寛(3) 14:54.92 菅野 涼介(2) 15:02.82 安藤 光亮(2) 15:06.85 関口 大祐(2) 15:08.12 松田 朋樹(2) 15:09.99
那須拓陽高 那須拓陽高 那須拓陽高 那須拓陽高 白鴎大足利高 白鴎大足利高 白鴎大足利高 白鴎大足利高
岡本 歩夢(3) 31:09.56 野澤 巧理(2) 31:23.82 深井 琉聖(3) 31:30.31 海老沼 太志 31:33.82 鈴木 紀寛(3) 31:41.38 沢登 豊 32:15.12 桑名 碧人(3) 32:15.62 松村 紀幸 32:17.84
那須拓陽高 東京国際大 那須拓陽高 MKPJT 那須拓陽高 MKPJT 那須拓陽高 MKPJT
片柳 創(1) 15.91 村上 兼太郎(1) 16.12 多田 成(2) 16.47 黒羽 峻(1) 16.90
鹿沼高 作新学院高 石橋高 作新学院高
首藤 貴之 14.26 降矢 恭兵 14.27 菅谷 拓海(3) 14.33 吉田 龍生(3) 14.72 吉永 一行 14.78 平本 廉(2) 14.80 大橋 直也(3) 14.81 降矢 稀祐(1) 15.01
栃木陸協 佐野市役所 さくら清修高 THR 白鴎大足利高 栃木陸協 駿河台大 国際武道大 作新学院大
浅子 隆一(4) 52.51 加地 拓弥(3) 53.05 浅子 有成(2) 54.33 出居 時(3) 55.58 菊地 陽翔(2) 56.75 篠田 凌一(2) 58.09 木村 友哉(1) 58.31
順天堂大 東北大 平成国際大 佐野東高 石橋高 小山南高 宇都宮大
平山 大雅(3) 9:31.15 入野 翔太(4) 9:33.38 風間 銀河(2) 9:38.46 須藤 周(2) 9:44.44 齋藤 翔哉(3) 9:48.37 塩野目 英(3) 9:56.23 青山 光生(3) 9:59.00 林田 祥志(1) 9:59.35
宇都宮高 東京学芸大 宇都宮高 小山高 大田原高 大田原高 宇都宮大 埼玉大
末柄 輝希(1) 23:37.13 香川 新 27:22.14 伊藤 雅浩 28:33.42
日本大 栃木TFC 栃木陸協
作新学院大 40.17 作新学院高 41.36 宇都宮高 42.81 さくら清修高 43.03 白鴎大足利高 43.50
上野 利隼(2) GR 大根田 翼(2) 松木 悠眞(1) 棚瀨 雄斗(2) 垂石 悠吾(3)
茂呂 柊汰(2) ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) 堀越 日向(2) 菅谷 拓海(3) 松本 涼(1)
中里 将基(1) 野口 祐叶(2) 塩野目 友都(2) 佐藤 優希(1) 磯部 剛(3)
江田 尋貴(3) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) 関根 功織(2) 山本 弥希(2) 松嶋 伶弥(1)
作新学院大学 3:16.55 作新学院高 3:17.33 OCOSITEI 3:21.26 栃木高 3:24.41 宇都宮高 3:25.91 白鴎大A 3:27.07 那須拓陽高 3:27.98 宇都宮工業高 3:28.63
湯本 光司(4) ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(1) 小池 翔 茂木 駿介(3) 佐藤 懸(2) 山本 駿(2) 星野 尚哉(2) 相澤 快飛(2)
中里 将基(1) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) 橿淵 京平 愛沢 誠也(2) 塩野目 友都(2) 石関 佑介(3) 鈴木 皓介(3) 臼井 隼人(2)
米川 航(2) ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) 海老原 侑也 荒川 貴郁(2) 田村 啓人(2) 添田 絋平(3) 大久保 真聖(1) 佐々木 光平(1)
川野辺 涼(1) 上田 康介(2) 尾崎 天佑 根本 直輝(3) 関根 功織(2) 飯村 慶次朗(2) 若林 昂己(2) 鈴木 拓人(2)
小森 翔太 2m05 尾島 京 2m00 能手 俊光 2m00 小林 海 1m95 能手 宣拓(4) 1m95 川田 晴之(2) 1m95 阿見 凜人(1) 1m90 細川 未空翔(1) 1m90
OCOSITEI 栃木陸協 SAC 栃木陸協 平成国際大 鹿沼商工高 那須拓陽高 宇都宮工業高

高橋 優希 1m90
SAC

板井 赳磨(1) 4m20 小笠原 涼介(1) 4m00 鈴江 憂騎(3) 3m80 須田 悠斗(2) 3m60 渡邉 歩(1) 3m50 上野 樹(1) 3m50 渡邉 智博(1) 3m40 木村 圭汰(1) 3m10
福島大 宇都宮南高 宇都宮北高 石橋高 那須拓陽高 石橋高 那須拓陽高 宇都宮南高
吉澤 尚哉 7m61(+1.1) 村田 遼介(M2) 7m41(+1.3) 松原 奨 7m36(+1.0) 蛭間 雄也(2) 7m27(+0.7) 橿淵 和馬(3) 7m18(0.0) 村上 潤(3) 7m16(+1.3) 大島 一晟(1) 6m91(+1.6) 成松 睦輝(4) 6m81(+0.6)
滝沢ﾊﾑ GR 東海大 栃木陸協 城西大 作新学院大 那須拓陽高 平成国際大 国際武道大
齋藤 勇太 15m54(+2.2) 海老原 侑也 14m85(+1.0) 山本 崇雄(2) 14m26(+0.3) 大島 一晟(1) 14m13(+1.5) 橿淵 和馬(3) 13m86(+0.8) 室井 颯太(3) 13m71(+0.6) 神山 伊吹(4) 13m59(+1.7) 南雲 智成 13m58(+1.6)
宇都宮記念病院 公認15m01(+1.9) OCOSITEI 国士舘大 平成国際大 作新学院大 矢板東高 作新学院大 SAC
中郷 成生(1) 13m52 橋本 拓真(1) 13m32 関山 洸哉(1) 13m30 石川 ジン(1) 12m70 沼尾 空(3) 12m23 森山 雄翔(1) 11m76 前田 幹太(1) 11m25 伊藤 颯真(1) 11m05
宇都宮高 今市高 小山西高 文星芸術大附高 一条中 さくら清修高 石橋高 栃木高
太田 幹二(3) 14m59 藤田 天史(3) 14m21 内山 直彦 12m56 ﾃﾞﾝﾌﾟｼｰ ｼﾞｬｽﾃｨﾝ昇(3) 12m49 竹澤 海斗 12m19 田島 駿 12m02 大塚 誠也(2) 11m63 嶋田 裕二(2) 11m47
国士舘大 青藍泰斗高 栃木TFC 立教大 SAC 栃木陸協 宇都宮工業高 青藍泰斗高
佐藤 慧(1) 41m43 藤田 天史(3) 40m03 石川 有宏(1) 37m11 小倉 洸哉(3) 36m90 熊田 隼斗(4) 36m46 嶋田 裕二(2) 35m63 竹澤 海斗 33m50 中郷 成生(1) 32m53
東海大 青藍泰斗高 仙台大 矢板高 白鴎大 青藍泰斗高 SAC 宇都宮高
大島 瑶(3) 48m98 宍戸 秀徳(2) 46m88 高橋 勇二(3) 44m62 寺内 健(2) 43m00 田島 駿 42m00 吉田 城栄(1) 24m22
矢板高 東海大 真岡工業高 白鴎大 栃木陸協 上三川高
谷川 健太 64m05 五味 誠 60m39 近藤 千晴(2) 58m36 磯 文也(2) 57m82 猪瀬 和希(3) 56m32 中畠 直哉(4) 56m11 渡邊 寛之(1) 55m45 安田 淳 54m07
OCOSITEI 栃木陸協 作新学院大 作新学院大 順天堂大 宇都宮大 筑波大 SAC
青木 渓登(3) 6185点 五十嵐 貴紀(4) 5922点 久保 勇貴(1) 5123点 鈴木 琢磨(4) 5015点 伊藤 りおん(1) 4491点 佐藤 稜真(1) 3771点 陳 嘉辰(4) 3670点
国士舘大 福島大 国際武道大 流通経済大 鹿沼高 宇都宮高 自治医大

第90回栃木県陸上競技選手権大会 【19090003】
栃木県総合運動公園陸上競技場 【92050】
2019/06/28 ～ 2019/06/30

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月29日
男子100m
風：+0.9

6月30日
男子200m
風：-1.3

6月28日 男子400m

6月30日 男子800m

6月28日 男子1500m

6月29日 少年男子B3000m

6月29日 男子5000m

6月30日 男子10000m

6月29日
少年男子共通

110mJH(99.1cm)
風：+0.3

6月29日
男子110mH(1.067m)

風：0.0

6月30日 男子400mH(0.914m)

6月30日 男子3000mSC(0.914m)

6月30日 男子走高跳

6月29日 男子棒高跳

6月28日 男子5000mW

6月28日 男子4X100mR

6月30日 男子4X400mR

6月28日 男子走幅跳

6月30日 男子三段跳

6月29日 少年男子B砲丸投(5.000kg)

6月29日 男子砲丸投(7.26kg)

6月28日 男子円盤投(2.0kg)

6月29日 男子ハンマー投(7.26kg)

6月30日 男子やり投(800g)

11.26(-1.3)-6m55(+1.5)-10m75-1m81-51.45

15.67(-1.4)-28m80-3m00-48m80-4:50.33

6月29日
～30日

男子十種競技
11.71(-1.3)-6m23(+1.4)-11m83-1m65-52.14

16.72(-1.4)-30m33-3m80-42m70-4:54.91

11.48(-1.3)-5m50(+1.3)-9m13-1m65-51.60

16.26(-1.4)-27m13-NM-51m22-5:13.16

12.06(-1.3)-6m14(+0.4)-7m47-1m60-53.04

17.70(-1.4)-21m77-3m40-33m85-4:51.26

12.43(-1.3)-5m42(+0.9)-8m43-1m70-57.09

18.62(-1.4)-23m37-2m20-39m51-4:55.09

12.06(-1.3)-5m74(+0.3)-6m98-1m55-57.96

19.42(-1.4)-19m88-NM-24m81-5:12.24

12.06(-1.3)-5m42(-0.1)-8m71-NM-57.82

17.98(-1.4)-19m68-1m70-34m62-5:24.84
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第90回栃木県陸上競技選手権大会 【19090003】
栃木県総合運動公園陸上競技場 【92050】
2019/06/28 ～ 2019/06/30

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

小寺 美沙季 12.21 市川 亜澄(3) 12.39 鈴木 わかば(2) 12.44 尾崎 朱凛(3) 12.57 福田 捺巴(3) 12.59 田中 玖留実(2) 12.61 小野 真由(2) 12.61 保坂 日菜(1) 12.76
宇都宮記念病院 作新学院高 宇都宮女高 白鴎大足利高 白鴎大足利高 作新学院高 中央大 白鴎大足利高
小寺 美沙季 25.41 市川 亜澄(3) 25.44 福島 采美(3) 25.76 福田 捺巴(3) 25.83 保坂 日菜(1) 26.11 小野 真由(2) 26.23 仁野平 千怜(1) 26.35 山口 優芽(1) 26.49
宇都宮記念病院 作新学院高 福島大 白鴎大足利高 白鴎大足利高 中央大 宇都宮女高 作新学院高
柴 凜(3) 58.52 仁野平 千怜(1) 59.11 奈桐 瑞月(1) 59.98 山口 優芽(1) 1:00.84 秋谷 いずみ(2) 1:01.20 藤田 はるか(3) 1:03.36 伏木 ひより(1) 1:03.49
宇都宮白楊高 宇都宮女高 白鴎大足利高 作新学院高 宇都宮女高 宇都宮大 栃木女高
木村 桜華(2) 2:16.72 太田 瞳(1) 2:17.61 平山 萌花(2) 2:20.76 堀越 優光(1) 2:21.58 島田 愛香(1) 2:21.87 福島 綾菜(2) 2:22.06 成瀨 叶(3) 2:22.44 山田 桃子(2) 2:22.91
宇都宮文星女高 白鴎大足利高 宇都宮女高 白鴎大足利高 白鴎大足利高 宇都宮南高 國學院栃木高 若松原中
木村 桜華(2) 4:38.36 小林 遥香(3) 4:39.41 飯塚 遥香(2) 4:39.84 渡辺 凜花(1) 4:41.98 太田 瞳(1) 4:46.05 平山 凜々亜(2) 4:49.29 山口 あずさ(2) 4:50.67 舟川 さくら(3) 4:53.22
宇都宮文星女高 那須拓陽高 白鴎大足利高 那須拓陽高 白鴎大足利高 那須拓陽高 白鴎大足利高 白鴎大足利高
渡辺 凜花(1) 10:14.35 福井 凜(1) 10:17.91 羽生 瑠那(1) 10:19.01 宇塚 花(2) 10:32.50 鈴木 志歩(3) 10:37.63 小林 優花(1) 10:39.39 齋藤 彩夢(2) 10:49.64 川口 花恋(3) 11:08.02
那須拓陽高 宇都宮文星女高 宇都宮文星女高 宇都宮文星女高 宇都宮文星女高 那須拓陽高 宇都宮文星女高 宇都宮文星女高
栗原 唯(M2) 16:57.32 小林 遥香(3) 17:11.89 小野崎 杏(3) 17:19.27 平山 凜々亜(2) 17:39.04 山口 あずさ(2) 17:43.44 舟川 さくら(3) 17:45.31 上野 璃々花(2) 17:53.15 星野 凜(2) 17:56.68
東北大 那須拓陽高 宇都宮文星女高 那須拓陽高 白鴎大足利高 白鴎大足利高 那須拓陽高 宇都宮文星女高
福田 育子 39:56.60 鈴木 歌菫(3) 41:29.15 中里 絵美 41:52.77 大島 愛夢(2) 42:05.44 深津 久美子 43:10.02 大金 未歩(1) 43:55.47
小山向野JC 高崎経済大 MKPJT 大田原女高 MKPJT 大田原女高
瀬川 琴音(1) 15.75 小池 光玖(1) 16.97 佐藤 友佳(1) 17.69 唐澤 里菜(1) 18.16
さくら清修高 宇都宮北高 鹿沼高 小山南高
梶木 菜々香(1) 14.02 黒岩 恭香(2) 14.20 大山 茜里(4) 14.22 笹沼 若奈(2) 14.37 津久井 華(1) 15.23 福田 奈々(1) 16.51 佐藤 楓 17.05
中央大 作新学院大 大東文化大 作新学院大 青藍泰斗高 鹿沼東高 栃木陸協
富川 のぞみ 1:04.78 福田 梨乃(3) 1:06.69 茂木 万理菜(M2) 1:09.17 添田 郁心(2) 1:09.64 鈴木 柊(2) 1:09.65 福田 奈々(1) 1:10.07 梶木 春花(2) 1:10.49 小野 優里奈(3) 1:17.10
栃木陸協 大田原女高 宇都宮大 さくら清修高 大田原女高 鹿沼東高 栃木女高 烏山高
増渕 朱里(3) 11:30.52 蛭田 結衣(3) 11:36.44 高秀 歩花(2) 12:11.56 桑名 くるみ(2) 12:34.36
津田塾大 埼玉大 宇都宮文星女高 那須拓陽高
内藤 未唯(2) 26:26.75
石橋高
作新学院高 47.41 白鴎大足利高 47.83 宇都宮女高 49.31 真岡女高A 50.45 小山南高 50.64 さくら清修高 51.64 宇都宮南高 52.17
倉澤 みはな(1) 尾崎 朱凛(3) 秋谷 いずみ(2) 野田 楓(1) 奥田 かれん(2) 西巻 陽万葵(2) 君島 涼(2)
市川 亜澄(3) 福田 捺巴(3) 仁野平 千怜(1) 床井 絢音(3) 木田 菜摘(2) 滝田 花凜(1) 菅野 沙織(2)
山口 優芽(1) 吉武 祐乃(2) 鈴木 わかば(2) 福原 沙菜(3) 鈴木 彩菜(2) 瀬川 琴音(1) 高橋 佑奈(2)
田中 玖留実(2) 保坂 日菜(1) 田﨑 香穂(1) 矢野 永華(3) 清水 優美(3) 添田 郁心(2) 鈴木 巴悠(1)
宇都宮女高 3:55.58 作新学院高 4:01.19 作新学院大 4:02.91 白鴎大足利高 4:03.16 小山南高 4:06.95 真岡女高 4:10.59 宇都宮白楊高 4:12.75 宇都宮大 4:16.92
仁野平 千怜(1) 山口 優芽(1) 安達 千乃(2) 尾崎 朱凛(3) 鈴木 彩菜(2) 矢野 永華(3) 柴 凜(3) 佐藤 暖季(3)
平山 萌花(2) 田中 玖留実(2) 高橋 萌(1) 福田 捺巴(3) 木田 菜摘(2) 床井 絢音(3) 菅原 萌香(3) 茂木 万理菜(M2)
秋谷 いずみ(2) 市川 亜澄(3) 鈴木 風香(3) 吉武 祐乃(2) 奥田 かれん(2) 村田 葵(2) 小森 美佳(1) 小林 亜依(3)
鈴木 わかば(2) 倉澤 みはな(1) 餅田 みずき(3) 奈桐 瑞月(1) 清水 優美(3) 鈴木 瑠花(2) 渡辺 柚璃(3) 藤田 はるか(3)
土川 萌子 1m60 大森 遥絵(3) 1m60 加藤 海咲(1) 1m55 渡邉 里咲(2) 1m55 桂 貴美子(1) 1m55 佐久間 裕か(3) 1m55 手塚 菜奈(1) 1m55 元西 彩(4) 1m50
栃木陸協 作新学院大 那須拓陽高 作新学院高 白鴎大足利高 小山南高 宇都宮大 日本女子体育大
藤巻 優来(1) 2m80 但野 愛果(2) 2m70 菅野 沙織(2) 2m50
大田原女高 白鴎大足利高 宇都宮南高
神山 綾音 5m81(-0.2) 野田 楓(1) 5m48(0.0) 梶木 菜々香(1) 5m34(+0.3) 砂川 絵理子 5m32(+1.6) 相場 美夏右(3) 5m22(+1.2) 竹澤 清楓(3) 5m17(+0.9) 床井 絢音(3) 5m15(+0.8) 桑田 愛佳理(1) 5m12(+0.4)
鹿沼市役所 真岡女高 中央大 mo's 白鴎大足利高 白鴎大足利高 真岡女高 那須拓陽高
相場 美夏右(3) 11m56(+1.9) 野田 楓(1) 11m34(+3.6) 増田 桃華 11m21(+2.6) 竹澤 清楓(3) 10m75(+3.0) 稲垣 ひかる(2) 10m57(+2.5) 伊藤 理恵(2) 10m47(+1.6) 倉上 世蘭(1) 10m38(+2.9) 床井 絢音(3) 10m34(+2.3)
白鴎大足利高 真岡女高 公認11m23(+1.7) OCOSITEI 公認10m97(+0.7) 白鴎大足利高 公認10m23(+1.6) 宇都宮女高 公認10m52(+1.8) 宇都宮商業高 鹿沼東高 公認10m28(+1.0) 真岡女高 公認10m07(+1.9)

風岡 ひなた(3) 11m67 中村 侑香(3) 11m03 塩濵 咲空(3) 11m00 吉成 美羽(1) 10m79 髙堀 葵(2) 10m68 大野 明日美(3) 10m10 佐久間 史穂(2) 9m78 荒川 心優(1) 9m47
石橋高 小山南高 若松原中 青藍泰斗高 小山南高 若松原中 宇都宮大 小山南高
戸塚 優(3) 40m90 桜井 美玖(2) 37m33 南 さつき(2) 35m91 内山 麗 35m89 鈴木 憧子(2) 34m50 糸賀 媛香(3) 32m98 野沢 実咲(2) 29m76 荒井 彩(2) 26m38
仙台大 日本大 日本女子体育大 栃木TFC 小山西高 仙台大 壬生高 宇都宮商業高
腰髙 里歩(3) 50m17 綱川 穂乃歌(3) 38m46 齋藤 理音(1) 16m74
流通経済大 GR 矢板高 矢板高
郡司 美奈子(2) 45m65 津久井 夢(3) 43m39 礒 千裕(3) 43m09 梶木 菜々香(1) 39m77 菊地 茜里(3) 38m88 毛塚 玲奈(1) 38m01 土屋 祥子 37m56 小久保 咲季(2) 37m51
国士舘大 青藍泰斗高 大田原女高 中央大 矢板東高 日本女子体育大 栃木TFC 壬生高
小室 胡桃(3) 4087点 田﨑 香穂(1) 3740点 手嶋 麗奈(3) 3644点 新井 真央(3) 3478点 山崎 茅乃(3) 3215点 辻森 香帆(2) 2664点 太田 麻渚(2) 2119点
作新学院高 宇都宮女高 白鴎大 小山南高 鹿沼東高 宇都宮南高 佐野日大高

凡例  GR:大会記録 THR:栃木県高校記録 NM:記録なし

6月29日
女子100m
風：-0.8

6月30日
女子200m
風：-1.6

6月28日 女子400m

6月29日 女子800m

6月28日 女子1500m

6月30日 女子3000m

6月29日 女子5000m

6月30日 女子10000m

6月29日
少年女子B100mYH(0.762m)

風：+0.3

6月29日
女子100mH(0.838m)

風：+0.1

6月30日 女子400mH(0.762m)

6月30日 女子3000mSC(0.762m)

6月28日 女子5000mW

6月28日 女子4X100mR

6月30日 女子4X400mR

6月28日 女子走高跳

6月28日 女子棒高跳

6月29日 女子走幅跳

6月30日 女子三段跳

6月30日 女子砲丸投(4.000kg)

6月28日 女子円盤投(1.000kg)

6月29日 女子ハンマー投(4.000kg)

6月28日 女子やり投(600g)

15.92(-1.9)-1m49-9m08-27.51(+0.6)

4m64(+0.4)-32m93-2:36.10

6月29日
～30日

女子七種競技
16.44(-1.9)-1m43-7m88-27.47(+0.6)

4m41(+0.8)-28m03-2:35.52

16.70(-1.9)-1m43-8m73-28.37(+0.6)

4m50(+0.6)-26m96-2:40.03

17.80(-1.9)-1m40-9m46-28.11(+0.6)

4m27(+0.2)-28m88-2:45.13

19.22(-1.9)-1m40-5m87-28.28(+0.6)

4m71(0.0)-25m54-2:38.78

20.01(-1.9)-1m30-8m41-30.14(+0.6)

3m69(+0.4)-29m29-3:01.19

19.68(-1.9)-NM-5m77-29.79(+0.6)

3m60(0.0)-17m96-2:40.66



第90回栃木県陸上競技選手権大会 【19090003】 新・タイ記録一覧表
栃木県総合運動公園陸上競技場 【92050】
2019/06/28 ～ 2019/06/30

No. 日付 記録名 性別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 6月28日 大会記録 男 400m 準決勝 1 1 47.46 小竹 理恩(2) 早稲田大
2 6月28日 大会記録 男 400m 決　勝 1 1 47.25 小竹 理恩(2) 早稲田大
3 6月30日 大会記録 男 800m 決　勝 1 1 1:51.06 根本 大輝(2) 順天堂大
4 6月29日 栃木県高校記録 男 110mH(1.067m) 決　勝 1 3 14.33 0.0m/s 菅谷 拓海(3) さくら清修高
5 6月28日 大会記録 男 4X100mR 決　勝 1 1 40.17 作新学院大 上野 利隼(2)

茂呂 柊汰(2)
中里 将基(1)
江田 尋貴(3)

6 6月28日 大会記録 男 走幅跳 決　勝 1 1 7m61 +1.1m/s 吉澤 尚哉 滝沢ﾊﾑ
7 6月29日 大会記録 女 ハンマー投(4.000kg) 決　勝 1 1 50m17 腰髙 里歩(3) 流通経済大



コンディション情報

大会総務 渡邊 方夫 トラック審判長 小針 敏明
跳躍審判長 川田 浩司 投てき審判長 日渡 勝則
混成審判長 遠藤 史晃 競歩審判長 小針 敏明
競走審判長 小針 敏明 招集所審判長 前野 耕造

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2019/06/28 09:00 雨 25.0 96.0 北西 0.2

10:00 曇 26.0 92.0 南西 0.2
11:00 曇 26.5 88.0 南西 1.2
12:00 曇 27.0 88.0 北西 0.2
13:00 曇 27.5 53.0 西南西 0.8
14:00 曇 28.0 85.0 南西 1.1
15:00 曇 28.5 81.0 南西 1.1

2019/06/29 09:00 雨 21.5 100.0 東北東 1.1
10:00 雨 21.0 100.0 北北東 0.5
11:00 雨 21.5 100.0 北東 0.8
12:00 雨 22.0 100.0 北北東 0.7
13:00 雨 22.5 100.0 北東 0.9
14:00 雨 22.0 100.0 北北東 0.1
15:00 雨 22.0 100.0 北北西 0.3

2019/06/30 10:00 雨 21.0 91.0 北北東 0.2
11:00 雨 21.0 91.0 北北東 1.0
12:00 曇 22.0 91.0 東北東 0.6
13:00 曇 23.0 91.0 東北東 2.7
14:00 曇 23.5 91.0 北北東 1.5
15:00 曇 23.5 91.0 北東 0.8
16:00 晴 25.0 84.0 北東 0.8

4 / 99



男子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  9.97     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ・A・ﾊｷｰﾑ(フロリダ大)          R1.6.7 6月28日 12:45 予　選

大会記録(GR)                 10.39     齋藤 仁志(JUVY-TC)                    H26 6月29日 13:05 準決勝

栃木県記録(TR)               10.29     長島 洋(国際武道大)                   H11.4.29 6月29日 14:35 決　勝

予　選　22組0着＋24

1組 (風:+1.4) 2組 (風:+2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶｳﾁ ﾏｵ ｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

1 7 7206 髙内 真壮(4) 早稲田大 10.61 q 1 8 7035 江田 尋貴(3) 作新学院大 10.50 q
ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ

2 3 7103 中里 将基(1) 作新学院大 10.72 q 2 6 3022 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) 作新学院高 10.58 q
ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

3 5 7211 藤田 祥平(3) 順天堂大 10.83 q 3 2 7108 増田 健吾(4) 東京学芸大 10.79 q
ｵｻﾍﾞ ﾏｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

4 9 8205 長部 雅基 栃木TFC 11.02 q 4 4 8080 小林 祐介 滝沢ﾊﾑ 10.93 q
ﾋﾙﾏ ﾕｳﾔ ｲﾁﾑﾗ ｺｳｷ

5 1 7148 蛭間 雄也(2) 城西大 11.04 q 5 1 7098 市村 光毅(1) 国際武道大 11.02 q
ﾂﾅｶﾜ ﾘｷﾄ ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ

6 8 7039 綱川 力斗(3) 作新学院大 11.19 6 7 7192 村田 遼介(M2) 東海大 11.29
ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ

7 6 7041 橋本 柊(2) 作新学院大 12.99 7 3 7030 半田 優馬(4) 作新学院大 11.41
ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾔ ﾜﾀﾍﾞ ｺｳﾍｲ

2 8083 吉澤 尚哉 滝沢ﾊﾑ DNS OP 5 7107 渡部 航平(1) 作新学院大 10.87
ｼｲﾅ ﾘｮｳ ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｲﾁ

4 7027 椎名 竜(4) 作新学院大 DNS 9 4075 稲垣 優一(3) 白鴎大足利高 DNS

3組 (風:+2.2) 4組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾓﾛ ｼｭｳﾀ ｵﾁｱｲ ﾚﾝ

1 8 7042 茂呂 柊汰(2) 作新学院大 10.54 q 1 4 7123 落合 廉(2) 中央大 10.65 q
ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ ｳｴﾉ ﾘｼﾞｭﾝ

2 5 8220 佐藤 風雅 足利銀行 10.69 q 2 5 7046 上野 利隼(2) 作新学院大 10.69 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ

3 4 5029 松本 涼(1) 白鴎大足利高 10.73 q 3 3 7043 熊澤 尚央(2) 作新学院大 10.80 q
ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｷ ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ

4 7 4086 吉田 龍生(3) 白鴎大足利高 10.80 q 4 9 7068 齊藤 直彦(3) 白鴎大 10.89 q
ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ ﾀﾑﾗ ｹｲ

5 3 7110 中西 慧太(4) 立命館大 10.89 q 5 7 7141 田村 桂(1) 駿河台大 11.00 q
ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳ

6 6 8081 坂本 将希 滝沢ﾊﾑ 10.99 q 6 1 4074 磯部 剛(3) 白鴎大足利高 11.10
ｶｽｵ ﾕｳﾄ ﾅｵｲ ｼｮｳﾀ

7 1 4296 粕尾 悠人(3) 宇都宮南高 11.11 7 2 7139 直井 星汰 (1) 駿河台大 11.13
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ ｼﾀﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

8 2 7047 中山 直紀(2) 作新学院大 11.18 6 7185 四反田 遼馬(2) 日本大 DNS
ﾏｴﾊﾗ ﾋﾛﾔ ﾀｻｷ ﾖｼｷ

9 9 8082 前原 宙哉 滝沢ﾊﾑ 11.97 8 4119 田﨑 義規(3) 宇都宮高 DNS

5組 (風:+1.4) 6組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ ﾌﾙﾔ ﾏﾋﾛ

1 4 3064 山本 弥希(2) さくら清修高 11.04 1 3 7101 降矢 稀祐(1) 作新学院大 11.00 q
ｺｳｽﾞ ｷｮｳｽｹ ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ

2 2 7219 神津 杏輔(1) 宇都宮大 11.22 2 1 5028 松嶋 伶弥(1) 白鴎大足利高 11.03 q
ｱｷﾓﾄ ﾚﾝ ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

3 7 7138 秋元 廉(1) 駿河台大 11.42 3 5 3024 野口 祐叶(2) 作新学院高 11.06
ﾕﾓﾄ ｺｳｼﾞ ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

4 9 7032 湯本 光司(4) 作新学院大 11.47 4 9 3025 大根田 翼(2) 作新学院高 11.17
ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ ｲｲﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ

OP 3 7104 稲垣 広弥(1) 作新学院大 10.84 5 7 7081 飯村 慶次朗(2) 白鴎大 11.24
ﾅｲﾄｳ ﾀｸﾏ ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ

OP 8 7037 内藤 拓磨(3) 作新学院大 11.20 6 8 4080 垂石 悠吾(3) 白鴎大足利高 11.26
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ ｾｷﾈ ﾋﾛﾏｻ

OP 1 7124 阿部 拓斗(1) 作新学院大 11.48 2 3274 関根 啓雅(2) 白鴎大足利高 DNS
ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ ｹﾂｶ ﾘｭｳﾄ

5 4052 齋藤 海斗(3) 作新学院高 DNS 4 3053 毛塚 隆斗(2) 那須拓陽高 DNS
ﾂﾙﾐ ﾋｶﾘ ｸﾎﾞ ｼｮｳ

6 3015 鶴見 光(2) 白鴎大足利高 DNS 6 7100 久保 翔(1) 作新学院大 DNS



男子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  9.97     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ・A・ﾊｷｰﾑ(フロリダ大)          R1.6.7 6月28日 12:45 予　選

大会記録(GR)                 10.39     齋藤 仁志(JUVY-TC)                    H26 6月29日 13:05 準決勝

栃木県記録(TR)               10.29     長島 洋(国際武道大)                   H11.4.29 6月29日 14:35 決　勝

予　選　22組0着＋24

7組 (風:+2.0) 8組 (風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｼｾﾞｷ ﾕｳｽｹ ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾙ

1 2 7067 石関 佑介(3) 白鴎大 10.94 q 1 3 3044 古川 尊(2) 佐野高 11.17
ｺｽｹﾞ ﾕｳﾘ ｺﾐﾔ ﾄｼﾋﾛ

2 9 4328 小菅 悠理(3) 青藍泰斗高 11.12 2 6 3011 小宮 俊浩(2) 白鴎大足利高 11.26
ｱｵｷ ﾏｵ ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｷ

3 5 7172 青木 慎央(1) 仙台大 11.16 3 9 8128 前田 俊貴 栃木TFC 11.34
ｲﾜｶﾐ ﾕｳﾀ ﾑﾛｲ ｿｳﾀ

4 6 7072 岩上 優太(3) 白鴎大 11.19 4 4 4193 室井 颯太(3) 矢板東高 11.36
ﾏﾂｷ ﾕｳﾏ ｶﾈﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ

5 7 5057 松木 悠眞(1) 宇都宮高 11.24 5 1 4302 金村 大智(3) 栃木商業高 11.41
ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞﾑ

6 4 5199 佐藤 優希(1) さくら清修高 11.37 6 5 7149 竹村 和夢(2) 城西大 11.43
ﾄｵﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ ｵｵﾈﾀﾞ ｺｳｼﾞ

7 8 3222 遠山 鉄平(2) 那須拓陽高 11.39 7 2 4112 大根田 浩司(3) 宇都宮高 11.77
ｵｵﾉ ｿﾗ ﾋﾛﾀ ｹﾝｽｹ

8 3 4182 大野 大空(3) 宇都宮商業高 11.75 7 7120 廣田 健佑(3) 國學院大 DNS
ｶｻﾊﾗ ﾋﾛｶｽﾞ

8 3253 笠原 洋和(2) 大田原高 DNS

9組 (風:+0.8) 10組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞｷ ﾎﾝﾀﾞ ｶｲﾄ

1 3 7083 高松 克輝(2) 白鴎大 11.16 1 1 4053 本田 海斗(3) 作新学院高 11.40
ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾎｼﾉ ﾅｵﾔ

2 7 3217 久保 翼(2) 作新学院高 11.21 2 6 3052 星野 尚哉(2) 那須拓陽高 11.42
ﾃﾂﾞｶ ｼｵﾝ ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

3 8 8124 手塚 嗣音 栃木TFC 11.33 3 9 7182 櫛田 嵩裕(1) 白鴎大 11.45
ｼﾓﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ｳﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾄ

4 4 8123 下村 大貴 栃木TFC 11.42 4 3 5320 運藤 唯斗(1) 青藍泰斗高 11.51
ﾉﾅｶ ｼｮｳｺﾞ ｵｵﾓﾘ ｼｵﾝ

5 1 7119 野中 章吾(4) 國學院大 11.43 5 4 3207 大森 至恩(2) 鹿沼東高 11.61
ｱﾂｷﾞ ﾊﾙﾐﾂ ｸﾆｲ ﾏｻﾄ

6 5 5221 厚木 晴光(1) 石橋高 11.44 6 7 4334 國井 真人(3) 小山南高 11.67
ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂｷ ｼｽﾞｲ ﾕｳﾄ

7 6 4336 神山 竜輝(3) 小山南高 11.56 7 5 7097 清井 優斗(1) 国際武道大 11.67
ｾｷﾔ ﾀﾂｷ ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

8 9 8050 関谷 樹 SAC 11.66 8 2 4167 田嶋 大暉(3) 宇都宮短大附高 11.78
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ ｵｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

OP 2 7106 山田 稜晟(1) 作新学院大 11.65 8 3066 岡村 大輝(2) 佐野東高 DNS

11組 (風:+1.5) 12組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｼﾛ ﾊﾔｾ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

1 4 5096 田代 颯星(1) 鹿沼東高 11.42 1 5 7099 渡辺 雅博(2) 文教大 11.41
ﾄﾏﾂ ｱｷﾗ ﾈｷﾞｼ ﾀｲﾁ

2 7 8119 外松 章 栃木TFC 11.52 2 3 5066 根岸 太一(1) 小山南高 11.59
ﾋﾗｵｶ ﾕｳﾏ ﾊﾞﾝｾ ﾕｳｷ

3 5 5334 平岡 優真(1) 作新学院高 11.53 3 1 4199 伴瀬 勇輝(3) 高根沢高 11.67
ｱﾗｲ ﾀﾂﾔ ﾀﾑﾗ ｹｲﾄ

4 3 4197 荒井 辰弥(3) 高根沢高 11.60 4 6 3157 田村 啓人(2) 宇都宮高 11.67
ｻｲﾄｳ ｱｵｲ ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ

5 9 5024 齋藤 蒼(1) 白鴎大足利高 11.72 5 7 3155 川口 舜平(2) 宇都宮高 11.73
ｱｲｶﾜ ﾊﾙﾄ ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳﾔ

6 8 5335 相川 青澄(1) 作新学院高 11.89 6 8 3304 大森 龍矢(2) 上三川高 11.80
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾍｲ ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ

7 2 7056 髙橋 周平(3) 宇都宮大 11.95 7 9 3136 佐藤 瞭真(2) 宇都宮商業高 11.83
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｳｸ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾀ

1 5063 渡辺 流空(1) 佐野高 DNS 2 5030 山口 彩太(1) 白鴎大足利高 FS1
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ ﾅｶﾀ ｺｳｽｹ

6 8126 若林 達也 栃木TFC DNS 4 3113 中田 航輔(2) 矢板東高 DNS



男子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  9.97     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ・A・ﾊｷｰﾑ(フロリダ大)          R1.6.7 6月28日 12:45 予　選

大会記録(GR)                 10.39     齋藤 仁志(JUVY-TC)                    H26 6月29日 13:05 準決勝

栃木県記録(TR)               10.29     長島 洋(国際武道大)                   H11.4.29 6月29日 14:35 決　勝

予　選　22組0着＋24

13組 (風:-1.1) 14組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻﾄｳ ｹﾝ ｵｵﾋﾗ ﾀﾂｷ

1 9 3161 佐藤 懸(2) 宇都宮高 11.72 1 9 4110 大平 樹(3) 鹿沼東高 11.80
ｵｶﾞﾜ ｼｭﾘ ｳｽｲ ﾊﾙｷ

2 2 3251 小川 珠璃(2) 大田原高 11.72 2 4 3107 薄井 春輝(2) 烏山高 11.82
ｾｷﾔ ｱｽﾞﾐ ﾂﾙﾐ ﾚｵ

3 1 3312 関谷 明澄(2) 鹿沼高 11.78 3 2 7198 鶴見 麗央(3) 帝京大 11.89
ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ ｻｶﾓﾄ ﾀｲ

4 5 5332 遠藤 颯一郎(1) 作新学院高 12.25 3 7 3057 坂元 泰(2) 宇都宮高 11.89
ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞﾄ ｴﾉﾓﾄ ﾕｳﾗ

OP 7 7105 古澤 一杜(1) 作新学院大 11.68 5 6 5046 榎本 悠良(1) 宇都宮白楊高 11.93
ｵｵｶﾜ ｷｮｳｾｲ ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ

3 5008 大川 喬聖(1) 佐野日大高 DNS 6 5 4173 清水 駿哉(3) 宇都宮短大附高 12.08
ｻｲﾄｳ ﾀｲｾｲ ﾋﾔﾏ ｿｳﾀ

4 4210 齋藤 泰成(3) 矢板高 DNS 7 3 5253 樋山 颯太(1) 高根沢高 12.19
ﾀｶｸ ﾅｷﾞｻ ｵｵｼﾛ ｶﾞｸ

6 3097 高久 海沙(2) 黒磯南高 DNS 1 3344 大城 岳(2) 佐野日大高 DNS
ﾜｸ ｲﾌﾞｷ ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ

8 3106 和久 伊吹(2) 烏山高 DNS 8 7102 井上 一真(1) 作新学院大 DNS

15組 (風:-0.4) 16組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ ｴﾏﾄﾞ ｲｻ

1 5 7084 山本 翔真(2) 白鴎大 11.98 1 1 5023 エマド 唯沙(1) 白鴎大足利高 11.86
ｻﾄｳ ﾀｲﾕ ｻｶﾓﾄ ｿﾗ

2 1 7077 佐藤 泰優(3) 白鴎大 12.04 2 4 5129 坂本 天輝(1) 宇都宮短大附高 11.98
ﾅｶｻﾞﾄ ｲﾌﾞｷ ｱｻﾉ ｿｳﾀ

3 8 3108 中里 伊吹(2) 烏山高 12.05 3 3 3096 浅野 颯太(2) 黒磯南高 12.04
ﾄﾁｷﾞ ﾀｲｼ ﾀｹﾉｳﾁ ｶｽﾞﾏ

4 9 5210 栃木 大志(1) 鹿沼高 12.20 4 9 3111 竹之内 一真(2) 矢板東高 12.09
ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾄ

5 3 8181 佐藤 慎太郎 栃木TFC 12.42 5 7 3314 篠原 優斗(2) 栃木翔南高 12.09
ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾄ ｵｵｸﾗ ﾀｲﾖｳ

6 7 4082 永野 友斗(3) 白鴎大足利高 12.57 6 6 3094 大藏 太陽(2) 黒磯南高 12.23
ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ ｷｸﾁ ｲｵﾘ

2 8127 佐藤 正淑 栃木TFC DNS 7 5 3114 菊池 偉織(2) 宇都宮南高 12.24
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ ﾔﾏｼﾀ ﾌｳﾏ

4 3383 佐藤 匠(2) 宇都宮高 DNS 8 2 3105 山下 楓眞(2) 烏山高 12.31
ﾊﾞﾝ ﾘﾝﾉｽｹ ﾐﾇﾏ ｶﾂﾔ

6 5336 伴 凛之介(1) 作新学院高 DNS 9 8 5337 三沼 克哉(1) 作新学院高 12.82

17組 (風:+0.4) 18組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ ｱｷﾓﾄ ﾕｽﾞｷ

1 1 8145 松下 裕哉 ﾘｽRT 11.76 1 9 5060 秋元 柚希(1) 那須拓陽高 12.02
ｱｲｻﾞﾜ ｶｲﾄ ﾀｼﾛ ﾀｶﾋﾃﾞ

2 7 3332 相澤 快飛(2) 宇都宮工業高 11.92 2 5 3334 田代 賢秀(2) 宇都宮工業高 12.12
ｶｷｻﾞｷ ﾔﾏﾄ ｲﾜﾀ ｱｷﾂﾈ

3 6 3081 柿﨑 大斗(2) 矢板高 12.05 3 2 5085 岩田 章継(1) 小山南高 12.22
ｵﾊﾞﾅ ﾄﾓﾉﾘ ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾄ

4 2 5062 尾花 知典(1) 佐野高 12.10 4 3 5071 川島 嘉斗(1) 矢板高 12.40
ｻｶｲ ﾏｻﾄ ｺｲｹ ﾕｳｽｹ

5 3 5351 境井 将人(1) 佐野日大高 12.12 5 1 3266 小池 祐輔(2) 宇都宮白楊高 12.41
ｲﾅﾊﾞ ｹｲｺﾞ ﾀｶﾉ ﾖｳﾍｲ

6 9 5113 稲葉 慶悟(1) 那須拓陽高 12.15 6 8 8270 高野 洋平 栃木陸協 12.51
ﾓﾄﾊｼ ｶｵﾙ ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ

7 8 7173 本橋 薫(4) 國學院大 12.29 7 7 3156 伊藤 大貴(2) 宇都宮高 12.52
ﾀｶﾀﾆ ﾏｻﾄ ｽｸﾞﾛ ﾀｸﾄ

8 4 5223 高谷 真知(1) 石橋高 12.29 8 4 5273 須黒 拓斗(1) 佐野東高 12.53
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｵ ｱｸﾂ ﾏｻﾄ

9 5 3215 渡部 晶夫(2) 鹿沼東高 12.31 6 5205 阿久津 勝斗(1) 今市工業高 DNS



男子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  9.97     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ・A・ﾊｷｰﾑ(フロリダ大)          R1.6.7 6月28日 12:45 予　選

大会記録(GR)                 10.39     齋藤 仁志(JUVY-TC)                    H26 6月29日 13:05 準決勝

栃木県記録(TR)               10.29     長島 洋(国際武道大)                   H11.4.29 6月29日 14:35 決　勝

予　選　22組0着＋24

19組 (風:-0.8) 20組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾄｳ ﾏｻｷ ｽﾐﾔ ｺｳﾀ

1 4 5083 加藤 正輝(1) 宇都宮南高 12.01 1 7 8176 角谷 攻太 mo's 11.69
ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ ﾀﾉ ﾊｱﾄ

2 9 5123 宮本 遥翔(1) 今市高 12.33 2 6 5168 田野 羽亜人(1) 烏山高 11.93
ﾅｶﾉ ｴｲｼﾝ ﾋﾗﾉ ﾕｳﾄ

3 8 5142 中野 瑛心(1) 宇都宮高 12.45 3 1 5174 平野 優翔(1) 烏山高 12.14
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ ｲﾏﾑﾗ ﾀｸﾄ

4 7 3345 丸山 浩季(2) 壬生高 12.58 4 9 5299 今村 拓斗(1) 壬生高 12.61
ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ ｽｽﾞｷ ﾐｷﾊﾙ

5 3 5306 片桐 颯人(1) 小山南高 12.71 5 5 5127 鈴木 幹治(1) 矢板高 12.65
ﾔﾅｷﾞﾀ ｶｲﾄ ｻｶﾞﾜ ﾙｲ

6 1 5084 柳田 海斗(1) 宇都宮南高 12.78 6 2 4014 佐川 瑠依(3) 黒磯南高 12.67
ﾆｼﾅｶ ﾕｲﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

7 5 5191 西中 唯人(1) 宇都宮商業高 13.02 7 8 3260 山本 翔太(2) 小山北桜高 12.85
ｷｸﾁ ﾖｳﾀﾞｲ ｹｲﾉ ﾊﾙﾋｺ

2 5204 菊地 頌大(1) 今市工業高 DNS 8 4 5246 慶野 陽彦(1) 栃木翔南高 13.20
ｻｲﾄｳ ﾀｸ ｶﾐﾔﾏ ｹｲﾄ

6 5295 斎藤 拓(1) 上三川高 DNS 9 3 5276 神山 恵人(1) 佐野東高 13.45

21組 (風:-0.1) 22組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙｷ

1 2 5173 小林 優斗(1) 烏山高 11.56 1 7 5269 安齋 治輝(1) 宇都宮工業高 11.71
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾆｼｵｶ ｺｳｷ

2 5 4104 渡邊 隆成(3) 佐野日大高 11.77 2 3 5277 西岡 洸希(1) 矢板高 12.44
ｶﾜﾅｺﾞ ﾄﾓｷ ﾀｶｸ ﾕｳﾄ

3 9 5271 川中子 朋樹(1) 宇都宮工業高 11.86 3 2 3261 髙久 雄飛(2) 小山北桜高 13.66
ﾊｷﾞﾜﾗ ｲﾙﾊ ﾆｼﾉ ﾕｳﾄ

4 4 3371 萩原 要羽(2) 佐野日大高 12.26 6 5288 西野 悠斗(1) 小山西高 FS1
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｴｲ ﾋﾛﾀ ﾕｳｼ

5 7 5212 山口 幸栄(1) 鹿沼高 12.41 4 5312 廣田 侑士(1) 鹿沼南高 DNS
ﾌｸﾀﾞ ﾐｽﾞｷ ｵｵﾀ ｻｴﾄ

6 3 5286 福田 瑞貴(1) 宇都宮高 12.48 5 3327 太田 冴翔(2) 宇都宮工業高 DNS
ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾘｮｳﾏ ｲﾏｲ ｹﾝﾄ

7 8 3368 宇賀神 諒真(2) 佐野日大高 12.82 8 5260 今井 健人(1) 栃木商業高 DNS
ｲｼｶﾜ ｱﾕ ｼﾉﾊﾗ ﾄｳｲ

8 6 3313 石川 鮎(2) 栃木翔南高 13.66 9 3150 篠原 柊惟(2) 小山西高 DNS

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-1.2) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵﾁｱｲ ﾚﾝ ﾀｶｳﾁ ﾏｵ

1 5 7123 落合 廉(2) 中央大 10.76 Q 1 6 7206 髙内 真壮(4) 早稲田大 10.77 Q
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ

1 7 7042 茂呂 柊汰(2) 作新学院大 10.76 Q 2 7 3022 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) 作新学院高 10.82 Q
ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ

3 4 7103 中里 将基(1) 作新学院大 10.87 q 3 5 5029 松本 涼(1) 白鴎大足利高 10.89
ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ

4 6 7043 熊澤 尚央(2) 作新学院大 10.98 4 9 7068 齊藤 直彦(3) 白鴎大 11.11
ｲｼｾﾞｷ ﾕｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

5 9 7067 石関 佑介(3) 白鴎大 11.13 5 8 8080 小林 祐介 滝沢ﾊﾑ 11.13
ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

6 2 5028 松嶋 伶弥(1) 白鴎大足利高 11.17 6 4 7108 増田 健吾(4) 東京学芸大 11.13
ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ ｵｻﾍﾞ ﾏｻｷ

7 8 7110 中西 慧太(4) 立命館大 11.20 7 2 8205 長部 雅基 栃木TFC 11.13
ﾌﾙﾔ ﾏﾋﾛ ｲﾁﾑﾗ ｺｳｷ

3 7101 降矢 稀祐(1) 作新学院大 DNS 8 3 7098 市村 光毅(1) 国際武道大 11.19



男子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  9.97     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ・A・ﾊｷｰﾑ(フロリダ大)          R1.6.7 6月28日 12:45 予　選

大会記録(GR)                 10.39     齋藤 仁志(JUVY-TC)                    H26 6月29日 13:05 準決勝

栃木県記録(TR)               10.29     長島 洋(国際武道大)                   H11.4.29 6月29日 14:35 決　勝

準決勝　3組2着＋2

3組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｳｴﾉ ﾘｼﾞｭﾝ

1 5 7046 上野 利隼(2) 作新学院大 10.75 Q
ｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

2 4 7035 江田 尋貴(3) 作新学院大 10.75 Q
ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ

3 7 8220 佐藤 風雅 足利銀行 10.88 q
ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ

4 8 7211 藤田 祥平(3) 順天堂大 11.10
ﾋﾙﾏ ﾕｳﾔ

5 2 7148 蛭間 雄也(2) 城西大 11.14
ﾀﾑﾗ ｹｲ

6 3 7141 田村 桂(1) 駿河台大 11.15
ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ

7 9 8081 坂本 将希 滝沢ﾊﾑ 11.21
ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｷ

6 4086 吉田 龍生(3) 白鴎大足利高 DNS

決　勝　

(風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾁｱｲ ﾚﾝ

1 5 7123 落合 廉(2) 中央大 10.62
ﾀｶｳﾁ ﾏｵ

2 7 7206 髙内 真壮(4) 早稲田大 10.63
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ

3 4 7042 茂呂 柊汰(2) 作新学院大 10.65
ｳｴﾉ ﾘｼﾞｭﾝ

4 6 7046 上野 利隼(2) 作新学院大 10.73
ｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

5 8 7035 江田 尋貴(3) 作新学院大 10.74
ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ

6 2 7103 中里 将基(1) 作新学院大 10.77
ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ

7 9 3022 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) 作新学院高 10.78
ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ

8 3 8220 佐藤 風雅 足利銀行 10.80



男子200m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 20.03     末續 慎吾(ミズノ)                     H15.6.7 6月30日 11:20 予　選

大会記録(GR)                 20.98     佐藤 風雅(作新学院大)                 H30 6月30日 13:50 準決勝

栃木県記録(TR)               20.42     斎藤 仁志(筑波大)                     H21.6.26 6月30日 15:15 決　勝

予　選　18組0着＋24

1組 (風:-1.1) 2組 (風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ ﾀｶｳﾁ ﾏｵ

1 6 8220 佐藤 風雅 足利銀行 21.95 q 1 8 7206 髙内 真壮(4) 早稲田大 22.25 q
ｴﾀﾞ ﾋﾛｷ ｾｷﾈ ｲｵﾘ

2 4 7035 江田 尋貴(3) 作新学院大 21.97 q 2 7 3055 関根 功織(2) 宇都宮高 22.35 q
ｺﾀｹ ﾘｵﾝ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ

3 8 7207 小竹 理恩(2) 早稲田大 22.02 q 3 6 5041 宮嶋 翔大(1) 宇都宮北高 22.37 q
ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ ｳｴﾉ ﾘｼﾞｭﾝ

4 5 7043 熊澤 尚央(2) 作新学院大 22.84 q 4 5 7046 上野 利隼(2) 作新学院大 23.03 q
ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾔ ｶｽｵ ﾕｳﾄ

5 9 5009 秋山 昂也(1) 鹿沼東高 22.84 q 5 9 4296 粕尾 悠人(3) 宇都宮南高 23.24 q
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ ｶﾜﾏﾀ ﾂﾊﾞｻ

2 7108 増田 健吾(4) 東京学芸大 DNS 6 3 7033 川俣 翼(3) 作新学院大 24.21
ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｲﾁ ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳ

3 4075 稲垣 優一(3) 白鴎大足利高 DNS 2 4074 磯部 剛(3) 白鴎大足利高 DNS
ｲｶﾘ ﾕｳﾀ ﾀｻｷ ﾖｼｷ

7 7034 猪狩 祐太(3) 作新学院大 DNS 4 4119 田﨑 義規(3) 宇都宮高 DNS

3組 (風:-1.3) 4組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ ﾓﾛ ｼｭｳﾀ

1 6 7103 中里 将基(1) 作新学院大 21.90 q 1 6 7042 茂呂 柊汰(2) 作新学院大 22.30 q
ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ

2 5 5028 松嶋 伶弥(1) 白鴎大足利高 22.43 q 2 4 7110 中西 慧太(4) 立命館大 22.66 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ ﾂﾅｶﾜ ﾘｷﾄ

3 3 8080 小林 祐介 滝沢ﾊﾑ 22.52 q 3 9 7039 綱川 力斗(3) 作新学院大 23.29 q
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ ｱｷﾓﾄ ﾚﾝ

4 8 7047 中山 直紀(2) 作新学院大 23.20 q 4 8 7138 秋元 廉(1) 駿河台大 23.92
ﾜﾀﾍﾞ ｺｳﾍｲ ｲﾁﾑﾗ ｺｳｷ

OP 9 7107 渡部 航平(1) 作新学院大 22.50 2 7098 市村 光毅(1) 国際武道大 DNS
ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ

2 7211 藤田 祥平(3) 順天堂大 DNS 3 7045 米川 航(2) 作新学院大 DNS
ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ

4 7104 稲垣 広弥(1) 作新学院大 DNS 5 4050 古島 匠稀(3) 作新学院高 DNS
ｵﾁｱｲ ﾚﾝ ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ

7 7123 落合 廉(2) 中央大 DNS 7 7041 橋本 柊(2) 作新学院大 DNS

5組 (風:-1.6) 6組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ

1 4 5026 中里 碧翔(1) 白鴎大足利高 23.35 q 1 7 8037 成田 圭佑 OCOSITEI 23.09 q
ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ ﾄﾏﾂ ｱｷﾗ

2 2 4080 垂石 悠吾(3) 白鴎大足利高 23.53 2 8 8119 外松 章 栃木TFC 23.75
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ ｳﾂｷﾞ ﾉｱ

3 7 3064 山本 弥希(2) さくら清修高 23.65 3 5 8168 宇都木 后亜 OCOSITEI 24.24
ﾅｲﾄｳ ﾀｸﾏ ｵｻﾞｷ ﾃﾝﾕｳ

OP 8 7037 内藤 拓磨(3) 作新学院大 23.83 2 8025 尾崎 天佑 OCOSITEI DNS
ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ ｲｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ

3 7030 半田 優馬(4) 作新学院大 DNS 3 3048 石川 翼(2) 石橋高 DNS
ｾｷﾈ ﾋﾛﾏｻ ﾖｼｵｶ ﾊﾔﾄ

5 3274 関根 啓雅(2) 白鴎大足利高 DNS 4 3116 吉岡 勇人(2) 宇都宮南高 DNS
ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ ｻﾄｳ ﾕｳｷ

6 7068 齊藤 直彦(3) 白鴎大 DNS 6 5199 佐藤 優希(1) さくら清修高 DNS
ｵｻﾍﾞ ﾏｻｷ ｶｼﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ

9 8205 長部 雅基 栃木TFC DNS 9 8028 橿淵 京平 OCOSITEI DNS



男子200m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 20.03     末續 慎吾(ミズノ)                     H15.6.7 6月30日 11:20 予　選

大会記録(GR)                 20.98     佐藤 風雅(作新学院大)                 H30 6月30日 13:50 準決勝

栃木県記録(TR)               20.42     斎藤 仁志(筑波大)                     H21.6.26 6月30日 15:15 決　勝

予　選　18組0着＋24

7組 (風:-0.6) 8組 (風:-2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｼｾﾞｷ ﾕｳｽｹ ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾙ

1 4 7067 石関 佑介(3) 白鴎大 22.50 q 1 4 3044 古川 尊(2) 佐野高 23.39
ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾎｼﾉ ﾅｵﾔ

2 8 3217 久保 翼(2) 作新学院高 23.09 q 2 7 3052 星野 尚哉(2) 那須拓陽高 23.85
ｲｲﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ ﾃﾂﾞｶ ｼｵﾝ

3 2 7081 飯村 慶次朗(2) 白鴎大 23.24 q 3 3 8124 手塚 嗣音 栃木TFC 23.98
ｲﾜｶﾐ ﾕｳﾀ ｻﾄｳ ｹﾝ

4 7 7072 岩上 優太(3) 白鴎大 23.34 q 4 6 3161 佐藤 懸(2) 宇都宮高 24.03
ｷﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ ｻｲﾄｳ ｱｵｲ

3 8135 木村 智行 栃木TFC DNS 5 9 5024 齋藤 蒼(1) 白鴎大足利高 24.18
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ ｶｺ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ

5 7199 近藤 真輝(3) 帝京大 DNS 6 5 8027 加古 龍二朗 OCOSITEI 24.28
ｸﾎﾞ ｼｮｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾀ

6 7100 久保 翔(1) 作新学院大 DNS 2 5030 山口 彩太(1) 白鴎大足利高 DNS
ｶｻﾊﾗ ﾋﾛｶｽﾞ ｵｵﾉ ｿﾗ

9 3253 笠原 洋和(2) 大田原高 DNS 8 4182 大野 大空(3) 宇都宮商業高 DNS

9組 (風:-0.9) 10組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺｽｹﾞ ﾕｳﾘ ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ

1 8 4328 小菅 悠理(3) 青藍泰斗高 23.09 q 1 8 3218 上田 康介(2) 作新学院高 23.45
ﾌｼﾞﾋﾗ ﾊﾔﾄ ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾌﾐ

2 6 5278 藤平 隼人(1) 白鴎大足利高 23.52 2 4 3083 荒川 貴郁(2) 栃木高 23.85
ｱﾂｷﾞ ﾊﾙﾐﾂ ﾈｷﾞｼ ﾀｲﾁ

3 2 5221 厚木 晴光(1) 石橋高 23.58 3 3 5066 根岸 太一(1) 小山南高 23.88
ﾉﾅｶ ｼｮｳｺﾞ ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ

4 4 7119 野中 章吾(4) 國學院大 23.86 4 6 5177 山下 駿斗(1) 小山高 24.19
ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳﾔ ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ

5 5 3304 大森 龍矢(2) 上三川高 23.97 5 2 3155 川口 舜平(2) 宇都宮高 24.50
ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂｷ ｵｵﾂｶ ｺｳｽｹ

6 9 4336 神山 竜輝(3) 小山南高 24.26 6 9 3059 大塚 皓介(2) 宇都宮高 24.73
ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ ｻｲﾄｳ ﾀｲｾｲ

3 8127 佐藤 正淑 栃木TFC DNS 7 5 4210 齋藤 泰成(3) 矢板高 25.21
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｳｸ ｶﾜﾅﾐ ｼﾝﾀﾛｳ

7 5063 渡辺 流空(1) 佐野高 DNS 7 8029 川並 慎太郎 OCOSITEI DNS

11組 (風:-0.8) 12組 (風:-2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾅﾘﾀ ﾖｳｽｹ ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ

1 9 3172 成田 陽祐(2) 小山高 23.89 1 5 7145 川野辺 涼(1) 作新学院大 23.48
ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

2 5 5156 山根 有翔(1) 栃木高 24.19 2 9 7182 櫛田 嵩裕(1) 白鴎大 23.81
ﾄﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ

3 2 3246 豊田 幸太郎(2) 大田原高 24.47 3 4 8145 松下 裕哉 ﾘｽRT 24.33
ｵｵﾇｷ ﾘｮｳｶﾞ ﾊﾙﾔﾏ ﾙｷﾄ

4 3 3223 大貫 凌雅(2) 佐野東高 24.52 4 7 3287 春山 瑠輝斗(2) 小山高 24.64
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ ｼﾉｻﾞｷ ﾀｲﾁ

4 3273 斉藤 正真(2) 小山南高 DNS 5 8 5217 篠﨑 太一(1) 石橋高 24.91
ｱｻｲ ﾋﾛﾄ ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ

6 3166 浅井 大翔(2) 宇都宮白楊高 DNS 6 6 8286 星野 祐介 栃木陸協 25.52
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾔ ﾓﾛ ﾀｸﾐ

7 3173 山田 誠也(2) 今市工業高 DNS 7 3 5216 茂呂 拓実(1) 鹿沼高 25.69
ﾓﾛ ｱﾕﾑ ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ

8 3019 茂呂 歩夢(2) 白鴎大足利高 DNS 2 7102 井上 一真(1) 作新学院大 DNS



男子200m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 20.03     末續 慎吾(ミズノ)                     H15.6.7 6月30日 11:20 予　選

大会記録(GR)                 20.98     佐藤 風雅(作新学院大)                 H30 6月30日 13:50 準決勝

栃木県記録(TR)               20.42     斎藤 仁志(筑波大)                     H21.6.26 6月30日 15:15 決　勝

予　選　18組0着＋24

13組 (風:-1.5) 14組 (風:-1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶﾞﾜ ｼｭﾘ ｴﾏﾄﾞ ｲｻ

1 7 3251 小川 珠璃(2) 大田原高 24.83 1 4 5023 エマド 唯沙(1) 白鴎大足利高 24.17
ｶｷｻﾞｷ ﾔﾏﾄ ﾐﾜ ﾘｭｳｾｲ

2 8 3081 柿﨑 大斗(2) 矢板高 24.88 2 2 5161 三輪 龍星(1) 大田原高 25.08
ﾅｶﾔﾏ ﾊﾑｻﾞ ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ

3 6 5304 中山 ハムザ(1) 青藍泰斗高 25.14 3 8 5123 宮本 遥翔(1) 今市高 25.18
ﾅｶｻﾞﾄ ｲﾌﾞｷ ﾜｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾏ

4 2 3108 中里 伊吹(2) 烏山高 25.21 4 7 5163 若目田 翔真(1) 大田原高 25.57
ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ ｵｵﾜ ﾀｸﾔ

5 4 8357 関口 晴陽(1) 帝京大 25.58 5 3 3104 大輪 拓也(2) 烏山高 25.59
ｺｳﾀﾞ ﾘｮｳﾏ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｴｲ

6 5 4125 幸田 龍巻(3) 矢板中央高 25.96 6 6 5212 山口 幸栄(1) 鹿沼高 25.61
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾊｷﾞﾜﾗ ｲﾙﾊ

3 3090 福田 侑大(2) 栃木高 DNS 5 3371 萩原 要羽(2) 佐野日大高 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ ｷｸﾁ ｲｵﾘ

9 5040 小林 建太(1) 大田原高 DNS 9 3114 菊池 偉織(2) 宇都宮南高 DNS

15組 (風:-1.7) 16組 (風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾋﾗｵｶ ﾕｳﾏ ｸﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ

1 6 5334 平岡 優真(1) 作新学院高 23.75 1 7 4102 熊本 一希(3) 佐野日大高 24.40
ｱｲｶﾜ ﾊﾙﾄ ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ

2 5 5335 相川 青澄(1) 作新学院高 24.86 2 5 5306 片桐 颯人(1) 小山南高 25.71
ｱﾘｷ ﾌﾐﾔ ﾃﾗｳﾁ ﾋﾛﾄ

3 3 3336 有木 文哉(2) 宇都宮工業高 25.66 3 6 5116 寺内 博人(1) 今市高 26.38
ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ ｼﾏﾀﾞ ﾕｲﾄ

4 8 5180 吉川 昂佑(1) 小山高 25.70 4 4 5254 嶋田 結翔(1) 高根沢高 26.61
ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ ﾔﾅｷﾞﾀ ｶｲﾄ

5 4 8074 小島 正博 NOBORDER 27.15 5 3 5084 柳田 海斗(1) 宇都宮南高 27.07
ｱｷﾓﾄ ﾕｽﾞｷ ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ

7 5060 秋元 柚希(1) 那須拓陽高 DNS 8 5255 安達 裕太(1) 高根沢高 DNS
ｶﾄｳ ﾏｻｷ ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾏ

9 5083 加藤 正輝(1) 宇都宮南高 DNS 9 5305 西澤 拓馬(1) 青藍泰斗高 DNS

17組 (風:-3.2) 18組 (風:-1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｾｷﾔ ｱｽﾞﾐ ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙｷ

1 8 3312 関谷 明澄(2) 鹿沼高 24.55 1 6 5269 安齋 治輝(1) 宇都宮工業高 24.17
ｱﾍﾞ ｶﾝﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

2 4 3370 阿部 寛也(2) 佐野日大高 24.75 2 4 5173 小林 優斗(1) 烏山高 24.17
ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ ﾔｷﾞﾇﾏ ﾀﾞｲｷ

3 7 7015 岩本 啓寛(6) 自治医大 25.13 3 5 5347 柳沼 大輝(1) 矢板中央高 25.05
ﾆｼﾅｶ ﾕｲﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ

4 5 5191 西中 唯人(1) 宇都宮商業高 27.81 4 9 5338 中川 響(1) 小山北桜高 27.29
ﾌｸﾀﾞ ﾐｽﾞｷ ﾔﾁｭｳﾀﾞ ﾘｮｳ

9 5286 福田 瑞貴(1) 宇都宮高 DQ,T1 3 5179 谷中田 凌(1) 小山高 DNS
ｽｸﾞﾛ ﾀｸﾄ ｶﾜﾅｺﾞ ﾄﾓｷ

3 5273 須黒 拓斗(1) 佐野東高 DNS 7 5271 川中子 朋樹(1) 宇都宮工業高 DNS
ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ

6 5176 影山 優太郎(1) 小山高 DNS 8 3340 須田 悠斗(2) 石橋高 DNS



男子200m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 20.03     末續 慎吾(ミズノ)                     H15.6.7 6月30日 11:20 予　選

大会記録(GR)                 20.98     佐藤 風雅(作新学院大)                 H30 6月30日 13:50 準決勝

栃木県記録(TR)               20.42     斎藤 仁志(筑波大)                     H21.6.26 6月30日 15:15 決　勝

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-2.5) 2組 (風:-2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ

1 6 7103 中里 将基(1) 作新学院大 21.87 Q 1 7 8220 佐藤 風雅 足利銀行 21.98 Q
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ ﾀｶｳﾁ ﾏｵ

2 5 7042 茂呂 柊汰(2) 作新学院大 21.93 Q 2 5 7206 髙内 真壮(4) 早稲田大 22.10 Q
ｾｷﾈ ｲｵﾘ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ

3 7 3055 関根 功織(2) 宇都宮高 21.95 q 3 6 5041 宮嶋 翔大(1) 宇都宮北高 22.34 q
ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

4 4 7110 中西 慧太(4) 立命館大 22.38 4 4 8080 小林 祐介 滝沢ﾊﾑ 22.69
ｺｽｹﾞ ﾕｳﾘ ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾔ

5 9 4328 小菅 悠理(3) 青藍泰斗高 23.00 5 9 5009 秋山 昂也(1) 鹿沼東高 23.05
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ

2 7047 中山 直紀(2) 作新学院大 DNS 6 8 3217 久保 翼(2) 作新学院高 23.21
ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ ｲｲﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ

3 5026 中里 碧翔(1) 白鴎大足利高 DNS 7 2 7081 飯村 慶次朗(2) 白鴎大 23.27
ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ ｲﾜｶﾐ ﾕｳﾀ

8 7043 熊澤 尚央(2) 作新学院大 DNS 8 3 7072 岩上 優太(3) 白鴎大 23.36

3組 (風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾀｹ ﾘｵﾝ

1 5 7207 小竹 理恩(2) 早稲田大 21.85 Q
ｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

2 6 7035 江田 尋貴(3) 作新学院大 21.98 Q
ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ

3 7 5028 松嶋 伶弥(1) 白鴎大足利高 22.37
ｲｼｾﾞｷ ﾕｳｽｹ

4 4 7067 石関 佑介(3) 白鴎大 22.63
ｳｴﾉ ﾘｼﾞｭﾝ

5 9 7046 上野 利隼(2) 作新学院大 22.70
ｶｽｵ ﾕｳﾄ

6 2 4296 粕尾 悠人(3) 宇都宮南高 22.72
ﾂﾅｶﾜ ﾘｷﾄ

7 3 7039 綱川 力斗(3) 作新学院大 23.14
ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ

8 8 8037 成田 圭佑 OCOSITEI 23.28

決　勝　

(風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶｳﾁ ﾏｵ

1 9 7206 髙内 真壮(4) 早稲田大 21.58
ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ

2 7 8220 佐藤 風雅 足利銀行 21.62
ｺﾀｹ ﾘｵﾝ

3 6 7207 小竹 理恩(2) 早稲田大 21.66
ｾｷﾈ ｲｵﾘ

4 3 3055 関根 功織(2) 宇都宮高 21.83
ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ

5 5 7103 中里 将基(1) 作新学院大 21.84
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ

6 4 7042 茂呂 柊汰(2) 作新学院大 21.91
ｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

7 8 7035 江田 尋貴(3) 作新学院大 22.11
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ

8 2 5041 宮嶋 翔大(1) 宇都宮北高 22.15



男子400m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 44.78     高野 進(東海大クラブ)                 H3.6.16 6月28日 10:00 予　選

大会記録(GR)                 47.79     相山 征之(城西大)                     H25 6月28日 12:00 準決勝

栃木県記録(TR)               45.99     佐藤 風雅(作新学院大)                 H29.6.23 6月28日 14:10 決　勝

予　選　9組2着＋6

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ

1 8 8220 佐藤 風雅 足利銀行 48.34 Q 1 6 5037 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(1) 作新学院高 49.95 Q
ﾖｼｵｶ ﾊﾔﾄ ﾄﾖﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

2 6 3116 吉岡 勇人(2) 宇都宮南高 52.64 Q 2 4 4060 豊田 恭平(3) 作新学院高 52.48 Q
ﾂﾅｶﾜ ﾘﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ

3 5 4215 綱川 凜(3) 矢板高 54.40 3 8 7086 山本 駿(2) 白鴎大 52.83 q
ｵｵﾀｹ ﾕｳﾏ ｸﾛｺ ｼｮｳﾀ

4 4 7181 大竹 祐真(1) 白鴎大 55.02 4 9 5182 黒子 翔大(1) 壬生高 53.27 q
ﾓﾛ ﾀｸﾐ ｼｽﾞｲ ﾕｳﾄ

5 3 5216 茂呂 拓実(1) 鹿沼高 56.55 5 5 7097 清井 優斗(1) 国際武道大 53.78
ﾋﾔﾏ ﾀﾂﾔ ﾃﾂｶ ﾘｸﾄ

6 9 8144 樋山 達也 ﾘｽRT 58.02 6 3 5126 手塚 陸大(1) 矢板高 59.26
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝｾｲ

7 8223 石田 祐一 栃木陸協 DNS 7 5259 渡邉 蓮生(1) 今市工業高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ ﾔﾏﾑﾛ ﾘｮｳﾀ

1 6 4250 鈴木 皓介(3) 那須拓陽高 51.51 Q 1 7 7174 山室 良太(4) 國學院大 53.08 Q
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ ﾅﾘｵ ｺｳﾉｽｹ

2 3 3070 鈴木 拓人(2) 宇都宮工業高 52.49 Q 2 8 5298 成尾 康之助(1) 壬生高 54.24 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ ｵｵｶﾜ ｶﾂﾋｻ

3 9 3212 渡辺 俊介(2) 鹿沼東高 53.30 q 3 4 3210 大川 勝久(2) 鹿沼東高 55.75
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ ﾐﾜ ﾘｭｳｾｲ

4 4 3273 斉藤 正真(2) 小山南高 53.66 4 6 5161 三輪 龍星(1) 大田原高 56.02
ｵｵﾇｷ ﾘｮｳｶﾞ ﾎﾝﾏ ｱﾗﾀ

5 7 3223 大貫 凌雅(2) 佐野東高 55.42 5 5 3221 本間 新(2) 那須拓陽高 57.29
ﾜｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾏ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳ

6 8 5163 若目田 翔真(1) 大田原高 56.21 6 9 5219 畠山 凌(1) 石橋高 57.84
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾋﾗﾉ ﾜﾀﾙ

7 5 3275 町田 裕亮(2) 白鴎大足利高 57.18 2 7215 平野 亘(3) 京都大 DNS
ﾀﾅｾ ﾕｳﾄ ｲｿｶﾜ ｼｮｳｺﾞ

2 3065 棚瀨 雄斗(2) さくら清修高 DNS 3 5047 磯川 尚吾(1) 宇都宮白楊高 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾔ ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ

1 8 5009 秋山 昂也(1) 鹿沼東高 52.93 Q 1 9 8250 櫻井 朴也 元気寿司 51.11 Q
ｲｶﾘ ﾕｳﾀ ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ

2 7 7034 猪狩 祐太(3) 作新学院大 54.86 Q 2 5 3218 上田 康介(2) 作新学院高 51.68 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ

3 9 4181 安田 優希(3) 宇都宮商業高 56.60 3 7 3242 菊地 陽翔(2) 石橋高 51.86 q
ｽｽﾞｷ ﾋﾋﾞｷ ﾀﾑﾗ ｹｲﾄ

4 5 5080 鈴木 響基(1) 宇都宮南高 57.03 4 4 3157 田村 啓人(2) 宇都宮高 54.12
ﾏﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾄﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

3 7156 馬立 諒太郎(1) 作新学院大 DNS 5 3 3246 豊田 幸太郎(2) 大田原高 54.12
ﾋﾗﾀ ﾋﾛﾄ ｷﾊﾗ ﾕｳﾄ

4 7176 平田 大叶(1) 國學院大 DNS 6 6 5190 木原 悠斗(1) 宇都宮商業高 58.09
ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ ﾌﾅﾔﾏ ｼﾞｮｳｼﾝ

6 4050 古島 匠稀(3) 作新学院高 DNS 7 8 5196 船山 丈心(1) 那須拓陽高 59.76



男子400m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 44.78     高野 進(東海大クラブ)                 H3.6.16 6月28日 10:00 予　選

大会記録(GR)                 47.79     相山 征之(城西大)                     H25 6月28日 12:00 準決勝

栃木県記録(TR)               45.99     佐藤 風雅(作新学院大)                 H29.6.23 6月28日 14:10 決　勝

予　選　9組2着＋6

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾀｹ ﾘｵﾝ ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ

1 3 7207 小竹 理恩(2) 早稲田大 50.86 Q 1 9 7145 川野辺 涼(1) 作新学院大 51.83 Q
ｾｷﾈ ｲｵﾘ ﾕﾓﾄ ｺｳｼﾞ

2 4 3055 関根 功織(2) 宇都宮高 51.83 Q 2 7 7032 湯本 光司(4) 作新学院大 53.33 Q
ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ ｵｵﾂｶ ｺｳｽｹ

3 5 5197 西村 好誠(1) さくら清修高 52.24 q 3 3 3059 大塚 皓介(2) 宇都宮高 54.31
ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ

4 8 3079 篠田 凌一(2) 小山南高 52.57 q 4 5 4173 清水 駿哉(3) 宇都宮短大附高 54.53
ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｷ ｵｵﾜ ﾀｸﾔ

5 7 4167 田嶋 大暉(3) 宇都宮短大附高 55.04 5 8 3104 大輪 拓也(2) 烏山高 56.69
ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ ﾓﾘﾄ ﾏｻﾔ

6 6 4233 佐藤 悠人(3) 烏山高 56.71 6 6 5079 森戸 雅也(1) 宇都宮南高 56.77
ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｷ ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ

9 5274 大山 智己(1) 佐野東高 DNS 4 8041 丸山 将 OCOSITEI DNS

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ

1 8 7045 米川 航(2) 作新学院大 51.55 Q
ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ

2 5 4209 齋藤 皓佑(3) 矢板高 52.35 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｵ

3 6 3215 渡部 晶夫(2) 鹿沼東高 54.06
ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ

4 7 4010 青山 大空(3) 今市高 54.85
ﾉｻﾞﾜ ﾀｲｷ

5 9 3056 野澤 太紀(2) 宇都宮高 58.40
ﾔｻﾞﾜ ｶﾞｸ

3 4176 谷澤 岳(3) 宇都宮短大附高 DNS
ｲｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ

4 3048 石川 翼(2) 石橋高 DNS

準決勝　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾀｹ ﾘｵﾝ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ

1 6 7207 小竹 理恩(2) 早稲田大 47.46 GR Q 1 5 4250 鈴木 皓介(3) 那須拓陽高 49.28 Q
ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ

2 7 8250 櫻井 朴也 元気寿司 50.25 Q 2 7 5037 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(1) 作新学院高 49.46 Q
ﾔﾏﾑﾛ ﾘｮｳﾀ ｾｷﾈ ｲｵﾘ

3 5 7174 山室 良太(4) 國學院大 51.41 3 4 3055 関根 功織(2) 宇都宮高 49.79 q
ﾕﾓﾄ ｺｳｼﾞ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ

4 9 7032 湯本 光司(4) 作新学院大 51.61 4 8 3070 鈴木 拓人(2) 宇都宮工業高 51.97
ﾖｼｵｶ ﾊﾔﾄ ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ

5 8 3116 吉岡 勇人(2) 宇都宮南高 52.56 5 2 5197 西村 好誠(1) さくら清修高 52.66
ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ ﾅﾘｵ ｺｳﾉｽｹ

6 2 3079 篠田 凌一(2) 小山南高 53.19 6 9 5298 成尾 康之助(1) 壬生高 53.36
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ ｸﾛｺ ｼｮｳﾀ

7 3 7086 山本 駿(2) 白鴎大 53.86 7 3 5182 黒子 翔大(1) 壬生高 53.93
ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾔ

4 3218 上田 康介(2) 作新学院高 DNS 8 6 5009 秋山 昂也(1) 鹿沼東高 58.24



男子400m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 44.78     高野 進(東海大クラブ)                 H3.6.16 6月28日 10:00 予　選

大会記録(GR)                 47.79     相山 征之(城西大)                     H25 6月28日 12:00 準決勝

栃木県記録(TR)               45.99     佐藤 風雅(作新学院大)                 H29.6.23 6月28日 14:10 決　勝

準決勝　3組2着＋2

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ

1 4 8220 佐藤 風雅 足利銀行 50.59 Q
ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ

2 7 7045 米川 航(2) 作新学院大 50.67 Q
ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ

3 5 7145 川野辺 涼(1) 作新学院大 51.00 q
ﾄﾖﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

4 9 4060 豊田 恭平(3) 作新学院高 52.14
ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ

5 6 4209 齋藤 皓佑(3) 矢板高 52.66
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ

6 3 3212 渡辺 俊介(2) 鹿沼東高 53.75
ｲｶﾘ ﾕｳﾀ

7 8 7034 猪狩 祐太(3) 作新学院大 55.84
ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ

2 3242 菊地 陽翔(2) 石橋高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾀｹ ﾘｵﾝ

1 6 7207 小竹 理恩(2) 早稲田大 47.25 GR
ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ

2 8 8250 櫻井 朴也 元気寿司 48.51
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ

3 5 4250 鈴木 皓介(3) 那須拓陽高 49.13
ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ

4 9 7045 米川 航(2) 作新学院大 49.45
ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ

5 4 5037 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(1) 作新学院高 49.70
ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ

6 7 8220 佐藤 風雅 足利銀行 50.32
ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ

7 3 7145 川野辺 涼(1) 作新学院大 50.86
ｾｷﾈ ｲｵﾘ

2 3055 関根 功織(2) 宇都宮高 DNS



男子800m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               1:45.75     川元 奨(日本大)                       H26.5.11 6月29日 11:30 予　選

大会記録(GR)               1:52.20     塩田 徹(作新学院大教)                 S63 6月29日 13:20 準決勝

栃木県記録(TR)             1:49.77     伊澤 賢人(早稲田大)                   H26.9.27 6月30日 15:00 決　勝

予　選　9組2着＋6

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

1 7 4010 青山 大空(3) 今市高 2:05.28 Q 1 3 8210 田中 優樹 栃木陸協 1:59.41 Q
ｷｸﾁ ﾚﾝ ｱｸﾂ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

2 6 3245 菊地 蓮(2) 大田原高 2:05.93 Q 2 6 7175 阿久津 隼平(2) 國學院大 2:05.48 Q
ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙｷ ﾏﾂｼﾀ ﾂｶｻ

3 8 5141 高山 陽紀(1) 宇都宮高 2:06.54 q 3 8 5067 松下 司(1) 小山南高 2:08.30
ｷｸﾁ ﾄﾓｷ ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙｷ

4 4 5192 菊地 智貴(1) 宇都宮商業高 2:14.68 4 9 3329 篠崎 陽葵(2) 宇都宮工業高 2:09.83
ｲﾜﾓﾄ ﾓﾓﾀ ﾊｼﾓﾄ ﾚｵﾝ

2 5311 岩本 李汰(1) 鹿沼南高 DNS 5 5 3288 橋本 怜穏(2) 小山高 2:10.53
ﾐﾔﾀ ﾏﾋﾛ ｲｼｶﾞｷ ｾｲｺﾞｳ

3 3018 宮田 真優(2) 白鴎大足利高 DNS 6 2 5181 石垣 征剛(1) 小山高 2:14.83
ｳｶｼﾞ ｶｽﾞｷ ﾂﾌﾞﾗ ｱｵﾄ

5 7115 宇梶 和希(4) 東北大 DNS 7 7 5193 螺良 蒼斗(1) 宇都宮商業高 2:16.20
ｻｶﾓﾄ ﾀﾕｳ ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ

9 3311 坂本 太佑(2) 鹿沼高 DNS 4 5200 竹村 琉来(1) さくら清修高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｳｴﾉ ﾕｳﾀﾞｲ ｵｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1 5 7122 上野 雄大(4) 中央大 2:02.67 Q 1 5 7201 岡 裕一朗(4) 筑波大 2:05.98 Q
ﾖｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ

2 3 7085 吉田 翼(2) 白鴎大 2:02.82 Q 2 9 3303 篠﨑 隆英(2) 上三川高 2:07.17 Q
ｱｲｻﾞﾜ ｾｲﾔ ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

3 1 3082 愛沢 誠也(2) 栃木高 2:03.17 q 3 8 5147 小川 慶大(1) 栃木高 2:07.81
ﾌｼﾞｻｶ ｾﾅ ｳﾗﾔﾏ ﾖｳｽｹ

4 2 8356 藤坂 世成(1) 帝京大 2:07.86 4 4 8182 浦山 陽介 NINE TC 2:10.54
ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｼｭﾝ

5 9 3088 近藤 和希(2) 栃木高 2:08.73 5 3 4301 泉田 舜(3) 栃木商業高 2:10.73
ｱｵｷ ﾕｳﾏ ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

6 4 5144 青木 悠真(1) 栃木高 2:10.64 6 6 3089 齋藤 貴大(2) 栃木高 2:11.40
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ

7 8 8299 山田 祐樹 栃木陸協 2:16.19 2 4250 鈴木 皓介(3) 那須拓陽高 DNS
ﾓﾘﾄ ﾏｻﾔ ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾀ

8 6 5079 森戸 雅也(1) 宇都宮南高 2:16.26 7 5175 石川 柊太(1) 佐野松桜高 DNS
ﾌｶﾂﾞ ﾀｸﾐ

9 7 3045 深津 拓未(2) 佐野高 2:24.78

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾛﾍﾟｽ ｾｲｲﾁ ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ

1 3 7142 呂比須 聖一(1) 駿河台大 2:01.42 Q 1 5 5018 関本 敬太(1) 文星芸術大附高 2:02.00 Q
ﾎﾘｴ ﾕｳﾔ ｳｽｲ ﾊﾔﾄ

2 7 7213 堀江 優也(1) 順天堂大 2:01.74 Q 2 6 3331 臼井 隼人(2) 宇都宮工業高 2:02.68 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷﾄ ｷﾀﾑﾗ ﾂﾖｼ

3 4 5035 渡辺 力斗(1) 作新学院高 2:02.10 q 3 7 3234 北村 剛志(2) 宇都宮短大附高 2:03.24 q
ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ ｷﾊﾗ ﾕｳﾄ

4 5 8365 高橋 俊樹 栃木陸協 2:03.16 q 4 3 5190 木原 悠斗(1) 宇都宮商業高 2:12.82
ﾋﾔﾏ ﾀﾂﾔ ｻﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ

5 6 8144 樋山 達也 ﾘｽRT 2:12.97 5 9 3092 佐藤 雅日(2) 壬生高 2:14.56
ｶﾅｲ ﾊﾙｷ ﾔｷﾞｻﾜ ﾕｳﾏ

6 9 5307 金井 春樹(1) 佐野高 2:14.05 6 8 5072 八木澤 侑真(1) 矢板高 2:21.26
ｱｶｲｼ ﾀｲｾｲ ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｶｲｾｲ

7 2 5227 赤石 大星(1) 石橋高 2:17.11 7 4 8142 永藤 魁晟 ﾘｽRT 2:33.39
ｵｵﾂ ﾏﾋﾛ ｳﾒｻﾞﾜ ﾀﾂｷ

8 5328 大津 真優(1) 作新学院高 DNS 2 7169 梅沢 龍輝(1) 慶應義塾大 DNS



男子800m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               1:45.75     川元 奨(日本大)                       H26.5.11 6月29日 11:30 予　選

大会記録(GR)               1:52.20     塩田 徹(作新学院大教)                 S63 6月29日 13:20 準決勝

栃木県記録(TR)             1:49.77     伊澤 賢人(早稲田大)                   H26.9.27 6月30日 15:00 決　勝

予　選　9組2着＋6

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾎｼ ｹﾝﾀ ｺﾌｼﾞ ﾊﾔﾄ

1 9 4057 星 健太(3) 作新学院高 2:05.53 Q 1 4 3127 小藤 颯人(2) 鹿沼商工高 2:05.02 Q
ｲｼﾜﾀ ｼｮｳﾀ ｸﾜﾊﾞﾗ ｷｽﾞｷ

2 3 8305 石渡 聖大 栃木陸協 2:06.85 Q 2 3 3247 桑原 築希(2) 大田原高 2:06.45 Q
ﾂﾅｶﾜ ﾘﾝ ｱｼﾞﾛ ﾀｸﾐ

3 5 4215 綱川 凜(3) 矢板高 2:08.44 3 7 4021 網代 匠(3) 大田原高 2:08.14
ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾃﾂｶ ﾀﾞｲｽｹ

4 2 5065 伊藤 龍太郎(1) 小山南高 2:11.03 4 5 4126 手塚 大輔(3) 矢板中央高 2:09.32
ｻｸﾗｲ ﾊﾔﾄ ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ

5 4 5086 櫻井 颯人(1) 小山南高 2:14.99 5 9 5164 平山 大将(1) 矢板東高 2:16.54
ﾃﾂｶ ﾘｸﾄ ｱﾗｲ ﾏｻｷ

6 8 5126 手塚 陸大(1) 矢板高 2:16.14 6 8 5145 新井 柾(1) 栃木高 2:16.59
ﾋｼﾞｶﾀ ﾋﾛﾉﾘ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

6 7052 土方 啓慎(4) 宇都宮大 DNS 7 6 7196 松本 英樹(3) 帝京大 2:21.18
ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾏ ｽｽﾞｷ ｹｲﾄ

7 3115 田村 渉馬(2) 宇都宮南高 DNS 2 4039 鈴木 景仁(3) 國學院栃木高 DNS

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

1 6 7212 根本 大輝(2) 順天堂大 2:00.20 Q
ｵｵﾃﾞ ﾅｵﾔ

2 8 7208 大出 直哉(2) 新潟大 2:03.42 Q
ﾋｮｳﾄﾞｳ ｹﾝ

3 3 7179 兵藤 賢(2) 名古屋大 2:03.78 q
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

4 9 5150 齋藤 大泰(1) 栃木高 2:07.90
ﾏｼﾔﾏ ﾋﾞｼｭｳ

5 2 5155 増山 美秋(1) 栃木高 2:08.70
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ

6 5 7200 山田 誠人(3) 帝京科学大 2:09.64
ﾋﾄﾐ ﾊﾔﾄ

7 7 5202 人見 颯(1) 宇都宮白楊高 2:16.62
ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｷ

8 4 5274 大山 智己(1) 佐野東高 2:17.79
ﾄﾓﾉ ﾅｵｷ

9 1 3322 友野 直樹(2) 佐野高 2:26.42

準決勝　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾛﾍﾟｽ ｾｲｲﾁ ｺﾌｼﾞ ﾊﾔﾄ

1 6 7142 呂比須 聖一(1) 駿河台大 1:56.46 Q 1 7 3127 小藤 颯人(2) 鹿沼商工高 2:02.19 Q
ｵｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ

2 7 7201 岡 裕一朗(4) 筑波大 1:58.06 Q 2 5 4010 青山 大空(3) 今市高 2:03.34 Q
ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ ｵｵﾃﾞ ﾅｵﾔ

3 4 5018 関本 敬太(1) 文星芸術大附高 1:58.32 q 3 9 7208 大出 直哉(2) 新潟大 2:03.78
ﾎﾘｴ ﾕｳﾔ ﾖｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

4 5 7213 堀江 優也(1) 順天堂大 1:58.68 4 6 7085 吉田 翼(2) 白鴎大 2:05.30
ｸﾜﾊﾞﾗ ｷｽﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷﾄ

5 8 3247 桑原 築希(2) 大田原高 2:03.01 5 2 5035 渡辺 力斗(1) 作新学院高 2:06.66
ｱｲｻﾞﾜ ｾｲﾔ ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙｷ

6 2 3082 愛沢 誠也(2) 栃木高 2:05.65 6 3 5141 高山 陽紀(1) 宇都宮高 2:08.14
ｷｸﾁ ﾚﾝ ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ

7 9 3245 菊地 蓮(2) 大田原高 2:07.50 7 8 3303 篠﨑 隆英(2) 上三川高 2:10.43
ｷﾀﾑﾗ ﾂﾖｼ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

8 3 3234 北村 剛志(2) 宇都宮短大附高 2:07.61 4 8210 田中 優樹 栃木陸協 DNS



男子800m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               1:45.75     川元 奨(日本大)                       H26.5.11 6月29日 11:30 予　選

大会記録(GR)               1:52.20     塩田 徹(作新学院大教)                 S63 6月29日 13:20 準決勝

栃木県記録(TR)             1:49.77     伊澤 賢人(早稲田大)                   H26.9.27 6月30日 15:00 決　勝

準決勝　3組2着＋2

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

1 7 7212 根本 大輝(2) 順天堂大 1:54.68 Q
ｳｴﾉ ﾕｳﾀﾞｲ

2 5 7122 上野 雄大(4) 中央大 1:57.48 Q
ﾎｼ ｹﾝﾀ

3 6 4057 星 健太(3) 作新学院高 1:57.68 q
ｳｽｲ ﾊﾔﾄ

4 4 3331 臼井 隼人(2) 宇都宮工業高 2:02.34
ﾋｮｳﾄﾞｳ ｹﾝ

5 2 7179 兵藤 賢(2) 名古屋大 2:04.96
ｱｸﾂ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

6 8 7175 阿久津 隼平(2) 國學院大 2:06.11
ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ

7 3 8365 高橋 俊樹 栃木陸協 2:15.30
ｲｼﾜﾀ ｼｮｳﾀ

9 8305 石渡 聖大 栃木陸協 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

1 6 7212 根本 大輝(2) 順天堂大 1:51.06 GR
ﾛﾍﾟｽ ｾｲｲﾁ

2 5 7142 呂比須 聖一(1) 駿河台大 1:54.55
ｳｴﾉ ﾕｳﾀﾞｲ

3 7 7122 上野 雄大(4) 中央大 1:55.21
ｺﾌｼﾞ ﾊﾔﾄ

4 4 3127 小藤 颯人(2) 鹿沼商工高 1:55.75
ﾎｼ ｹﾝﾀ

5 2 4057 星 健太(3) 作新学院高 1:56.11
ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ

6 3 5018 関本 敬太(1) 文星芸術大附高 1:56.50
ｵｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ

7 9 7201 岡 裕一朗(4) 筑波大 1:56.72
ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ

8 8 4010 青山 大空(3) 今市高 2:02.55



男子1500m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               3:37.42     小林 史和(NTN)                        H16.7.31

大会記録(GR)               3:48.20     鈴木 賢一(富士通)                     H2 6月28日 11:05 予　選

栃木県記録(TR)             3:41.84     鈴木 賢一(富士通)                     H3.6.15 6月28日 14:25 決　勝

予　選　7組0着＋20

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲｶﾞ ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾑ

1 6 4122 平山 大雅(3) 宇都宮高 3:55.38 q 1 3 3036 工藤 巧夢(2) 那須拓陽高 4:03.46 q
ﾐﾔﾀ ﾏﾋﾛ ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ

2 24 3018 宮田 真優(2) 白鴎大足利高 3:58.14 q 2 21 4085 山下 航平(3) 白鴎大足利高 4:04.92 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｱｷ

3 12 4054 藤原 広翔(3) 作新学院高 3:59.90 q 3 14 3276 安藤 光亮(2) 白鴎大足利高 4:05.42 q
ﾌｶｲ ﾘｭｳｾｲ ｲｲﾀ ｼﾝｼﾞ

4 14 4242 深井 琉聖(3) 那須拓陽高 4:00.02 q 4 17 7218 飯田 真至(1) 宇都宮大 4:05.44 q
ｶﾝﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

5 10 3277 菅野 涼介(2) 白鴎大足利高 4:00.93 q 5 25 8210 田中 優樹 栃木陸協 4:05.72 q
ｱﾍﾞ ｹﾝ ﾊﾘｶﾞｲ ｼｮｳｷ

6 9 5022 阿部 健(1) 白鴎大足利高 4:01.19 q 6 23 4083 針谷 咲輝(3) 白鴎大足利高 4:05.82 q
ﾏｴﾀﾞ ｱﾗﾀ ｲﾁﾑﾗ ｼｭﾝ

7 4 4084 前田 新太(3) 白鴎大足利高 4:02.58 q 7 4 7177 市村 駿(1) 流通経済大 4:06.12 q
ｱｵｷ ｼｮｳ ｼｵﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

8 16 4248 青木 翔(3) 那須拓陽高 4:03.07 q 8 16 4245 塩田 翔己(3) 那須拓陽高 4:07.09 q
ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｷ ﾀｶﾂﾄ ﾀｸﾐ

9 11 3017 松田 朋樹(2) 白鴎大足利高 4:03.46 q 9 13 8061 高津戸 拓実 MKPJT 4:07.40
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ ｶﾏﾀ ｱﾕﾑ

10 23 8114 野上 善弘 NINE TC 4:05.78 q 10 7 4061 鎌田 歩夢(3) 作新学院高 4:07.69
ﾃﾂｶ ｹｲｽｹ ﾊｼﾔ ﾕｳｽｹ

11 19 3032 手塚 啓介(2) 那須拓陽高 4:05.97 q 11 5 3016 橋屋 憂典(2) 白鴎大足利高 4:08.52
ｵｸﾀﾞ ﾊﾙﾄ ﾔﾏﾑﾛ ﾘｵﾄ

12 15 4077 奥田 遥音(3) 白鴎大足利高 4:07.20 12 24 3021 山室 理響(2) 白鴎大足利高 4:08.65
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ

13 5 3027 小島 悠生(2) 作新学院高 4:08.24 13 20 4056 齋藤 駿斗(3) 作新学院高 4:09.95
ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾋﾃﾞ ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ

14 21 4055 前田 晃秀(3) 作新学院高 4:09.63 14 22 5107 松本 海音(1) 那須拓陽高 4:11.73
ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾑ ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｷ

15 13 4081 千葉 大夢(3) 白鴎大足利高 4:11.78 15 10 5207 村上 尚希(1) 作新学院高 4:14.07
ｼｵﾉﾒ ﾋﾃﾞ ｶﾄｳ ﾀｸﾐ

16 3 4026 塩野目 英(3) 大田原高 4:11.90 16 19 5059 加藤 拓海(1) 大田原高 4:14.47
ﾖｼﾀﾞ ｼﾝ ﾃﾂｶ ｼﾝｽｹ

17 25 3038 吉田 慎(2) 那須拓陽高 4:12.78 17 12 7070 手塚 新輔(3) 白鴎大 4:17.11
ｲﾄｳ ﾊﾔﾃ ｻｸﾗｵｶ ﾕｳ

18 22 4024 伊藤 颯(3) 大田原高 4:13.06 18 2 4025 櫻岡 悠(3) 大田原高 4:17.50
ｻｸﾗｲ ﾕｳｾｲ ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ

19 8 3041 櫻井 勇生(2) 那須拓陽高 4:19.77 19 8 8090 島田 敦史 Honda栃木 4:23.93
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭｳﾄ ｺﾀﾞｲﾗ ﾅｵｷ

20 20 7184 小野寺 秀斗(3) 白鴎大 4:20.53 20 6 8352 小平 尚輝 栃木陸協 4:25.66
ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ ｴﾋﾞｻﾜ ｹﾝｼﾝ

21 18 5033 大森 悠生(1) 作新学院高 4:20.64 21 9 3035 海老澤 憲伸(2) 那須拓陽高 4:27.25
ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾏ ﾔﾏﾈ ｻｷﾄ

22 1 4071 會澤 優磨(3) 白鴎大足利高 4:20.95 1 3020 山根 彗斗(2) 白鴎大足利高 DNS
ﾀﾅｶ ﾅｵｷ ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ

2 8091 田中 直樹 Honda栃木 DNS 11 4029 齋藤 翔哉(3) 大田原高 DNS
ﾃﾂｶ ﾀｲﾁ ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

7 5105 手塚 太一(1) 那須拓陽高 DNS 15 3013 関口 大祐(2) 白鴎大足利高 DNS
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ ｲﾉｾ ﾕｳｽｹ

17 8062 高林 大樹 MKPJT DNS 18 8084 猪瀬 祐輔 吉本ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ DNS



男子1500m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               3:37.42     小林 史和(NTN)                        H16.7.31

大会記録(GR)               3:48.20     鈴木 賢一(富士通)                     H2 6月28日 11:05 予　選

栃木県記録(TR)             3:41.84     鈴木 賢一(富士通)                     H3.6.15 6月28日 14:25 決　勝

予　選　7組0着＋20

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒﾄ ｻﾜﾄ ﾕﾀｶ

1 16 5102 稲葉 夢斗(1) 那須拓陽高 4:07.24 1 15 8059 沢登 豊 MKPJT 4:01.86 q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾂｷ ｲﾄｳ ﾕｳ

2 23 4058 吉澤 幸輝(3) 作新学院高 4:08.64 2 25 5101 伊藤 優(1) 那須拓陽高 4:13.98
ｵｶﾀﾞ ﾌｳﾏ ｸﾜﾊﾞﾗ ｷｽﾞｷ

3 9 5103 岡田 楓真(1) 那須拓陽高 4:08.80 3 1 3247 桑原 築希(2) 大田原高 4:14.55
ﾌｸﾀﾞ ﾘｸﾄ ｲﾜｻﾜ ﾘｮｳ

4 11 5027 福田 陸人(1) 白鴎大足利高 4:09.15 4 22 3254 岩澤 亮(2) 大田原高 4:16.14
ｵｵｶﾜ ｱｲﾄ ｺｲｹ ｹｲﾄ

5 2 3009 大川 藍利(2) 白鴎大足利高 4:09.77 5 12 5327 小池 啓斗(1) 作新学院高 4:16.32
ｱﾏｶﾞｻ ｲｸﾐ ｽｽﾞｷ ｵﾝ

6 19 4072 天笠 郁海(3) 白鴎大足利高 4:10.31 6 24 3012 鈴木 温(2) 白鴎大足利高 4:16.71
ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ ｻｲﾄｳ ｱｻﾄ

7 25 5052 鈴木 太陽(1) 宇都宮高 4:10.58 7 20 4065 齋藤 旭翔(3) 作新学院高 4:17.22
ｻｸﾏ ﾀｹﾄ ｱｻﾐ ﾅﾂｷ

8 21 5038 佐久間 傑斗(1) 大田原高 4:10.73 8 11 5039 浅見 夏希(1) 大田原高 4:17.27
ﾀｶｸ ﾀｶﾂｸﾞ ﾐﾔｷ ﾀｶﾕｷ

9 5 3042 髙久 峻世(2) 那須拓陽高 4:11.26 9 19 3351 宮木 貴由樹(2) 作新学院高 4:17.30
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷﾄ ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙｷ

10 17 5035 渡辺 力斗(1) 作新学院高 4:11.57 10 13 5141 高山 陽紀(1) 宇都宮高 4:17.95
ｻｲﾄｳ ﾀｲｷ ｷｸﾁ ﾘｮｳ

11 1 3062 齊藤 太軌(2) 宇都宮高 4:12.55 11 17 3030 菊池 涼(2) 那須拓陽高 4:18.74
ﾌｼﾞﾀ ｱﾄﾑ ｸｽﾞﾐ ｶｽﾞﾄ

12 4 5106 藤田 アトム(1) 那須拓陽高 4:12.58 12 23 4078 久住 一翔(3) 白鴎大足利高 4:19.75
ｼﾝﾏﾁ ﾀﾞｲﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾄ

13 24 5025 新町 太哉(1) 白鴎大足利高 4:12.64 13 5 5120 渡邉 彩斗(1) 今市高 4:19.89
ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ ｵｵｻﾜ ﾙｶ

14 7 3118 阿部 裕希(2) 宇都宮南高 4:13.08 14 4 3040 大澤 瑠海(2) 那須拓陽高 4:21.16
ﾔｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ ﾀﾆﾊﾞﾀ ﾖｼﾀｶ

15 3 3037 矢口 昇也(2) 那須拓陽高 4:15.13 15 21 3381 谷端 良鷹(2) 石橋高 4:25.49
ﾊﾀｹﾔﾏ ｿﾗ ｶｷｻﾞｷ ﾄｼﾔ

16 13 4239 畠山 大空(3) 那須拓陽高 4:15.27 16 14 8231 柿崎 敬也 栃木陸協 4:26.66
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ ﾋｸﾞﾁ ﾀﾛｳ

17 14 3109 渡邊 晴斗(2) 作新学院高 4:15.65 17 6 3248 樋口 太朗(2) 大田原高 4:27.13
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ ｷﾉｼﾀ ﾅｵｷ

18 6 4192 渡邊 海人(3) 矢板東高 4:16.24 18 10 7061 木下 直樹(2) 宇都宮大 4:27.63
ﾊｷﾞﾉﾔ ﾕｷﾋﾛ ｶｼﾜｾ ﾐﾋﾛ

19 20 4063 萩野谷 幸宏(3) 作新学院高 4:21.45 19 16 3010 柏瀬 登博(2) 白鴎大足利高 4:31.99
ﾃﾙｳﾁ ｱﾂﾄｼ ﾊｷﾞﾔ ｼｭﾝﾀ

20 10 4120 照内 淳和(3) 宇都宮高 4:22.23 20 7 8115 萩谷 駿太 NINE TC 4:32.06
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ ﾏﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀﾛｳ

21 18 8348 斎藤 智洋 栃木陸協 4:22.65 21 9 7156 馬立 諒太郎(1) 作新学院大 4:33.89
ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵｷ ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ

22 8 3043 町田 直紀(2) 那須拓陽高 4:27.34 2 3031 酒井 遼介(2) 那須拓陽高 DNS
ｳｴｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ ｲﾄｳ ﾋｶﾙ

12 5048 上澤 一央(1) 宇都宮高 DNS 3 4238 伊藤 洸(3) 那須拓陽高 DNS
ｲｻﾞﾜ ﾅｷﾞｻ ｵｵﾂ ﾏﾋﾛ

15 4073 伊澤 渚(3) 白鴎大足利高 DNS 8 5328 大津 真優(1) 作新学院高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ ｱｵｷ ｺｳﾀ

22 5165 渡辺 聡(1) 矢板東高 DNS 18 5034 青木 孝太(1) 作新学院高 DNS



男子1500m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               3:37.42     小林 史和(NTN)                        H16.7.31

大会記録(GR)               3:48.20     鈴木 賢一(富士通)                     H2 6月28日 11:05 予　選

栃木県記録(TR)             3:41.84     鈴木 賢一(富士通)                     H3.6.15 6月28日 14:25 決　勝

予　選　7組0着＋20

5組 6組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾘｮｳﾂﾞｶ ﾕｳﾀ ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ

1 14 5109 領塚 脩太(1) 那須拓陽高 4:19.46 1 2 5104 小川 暖葵(1) 那須拓陽高 4:25.79
ｵｵｶﾜ ｼｭｳｿﾞｳ ﾏﾂｼﾏ ｼｭﾝﾔ

2 23 5036 大川 修蔵(1) 作新学院高 4:19.81 2 11 5111 松嶋 峻矢(1) 那須拓陽高 4:27.27
ｾｷ ﾏｻｱｷ ｳｴﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ

3 9 5345 關 聖明(1) 白鴎大足利高 4:22.60 3 13 5226 上野 翔大(1) 石橋高 4:30.08
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ ｺﾏﾂ ｿﾗ

4 21 3121 西澤 真翔(2) 宇都宮南高 4:22.62 4 21 5208 小松 宙央(1) 作新学院高 4:30.67
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ

5 12 3303 篠﨑 隆英(2) 上三川高 4:24.17 5 20 5225 小澤 康太(1) 石橋高 4:33.31
ﾀｷｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

6 8 4191 滝口 智弘(3) 矢板東高 4:24.51 6 8 3034 吉澤 優翔(2) 那須拓陽高 4:34.08
ｷﾀﾑﾗ ﾂﾖｼ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ

7 7 3234 北村 剛志(2) 宇都宮短大附高 4:24.72 7 5 5118 中村 優心(1) 今市高 4:34.14
ﾋﾗｲ ｼｭﾝ ｶﾅｲ ﾊﾙｷ

8 17 3382 平井 駿(2) 黒磯南高 4:25.42 8 15 5307 金井 春樹(1) 佐野高 4:34.29
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾙ ｱｷﾓﾄ ﾀﾂｼ

9 13 3317 小林 夢琉(2) 那須拓陽高 4:26.18 9 10 3243 秋元 達志(2) 大田原高 4:35.00
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ ｷｸﾁ ﾄﾓｷ

10 4 5110 小林 凌真(1) 那須拓陽高 4:26.20 10 4 5192 菊地 智貴(1) 宇都宮商業高 4:37.11
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ ﾄｸﾀｹ ﾄﾓﾌﾐ

11 5 5329 若林 陵太(1) 作新学院高 4:27.70 11 1 7048 徳武 共史(4) 宇都宮大 4:37.87
ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾝ ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｷ

12 24 5076 坂本 健真(1) 宇都宮南高 4:27.84 12 14 8076 長野 友紀 NOBORDER 4:42.12
ﾊﾀｹﾔﾏ ｳﾐ ｱｷﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ

13 20 5100 畠山 大海(1) 那須拓陽高 4:28.14 13 23 8177 秋山 信行 NINE TC 4:43.06
ｻｶﾓﾄ ﾀﾕｳ ｲｼﾊﾞｼ ｾﾞﾝ

14 11 3311 坂本 太佑(2) 鹿沼高 4:28.92 14 22 3077 石橋 禅(2) 小山南高 4:44.64
ﾏﾂｼﾀ ﾂｶｻ ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｷ

15 19 5067 松下 司(1) 小山南高 4:29.11 15 6 3352 森山 大輝(2) 作新学院高 4:48.18
ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｻﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ

16 15 5065 伊藤 龍太郎(1) 小山南高 4:29.28 16 19 3092 佐藤 雅日(2) 壬生高 4:49.57
ｱｸﾂ ﾊﾙｷ ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｷ

17 10 3353 阿久津 遥輝(2) 作新学院高 4:29.56 17 24 5274 大山 智己(1) 佐野東高 4:54.09
ｵｶｻﾞｷ ｶﾅﾀ ｻｶﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

18 2 4234 岡崎 かなた(3) 烏山高 4:31.46 18 9 5330 坂本 健太朗(1) 作新学院高 4:54.96
ｽｷﾞﾉ ﾕｳﾔ ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾄ

19 1 4211 杉野 裕哉(3) 矢板高 4:32.27 19 7 3294 福田 拓斗(2) 今市工業高 4:56.70
ﾏﾂｼﾏ ｺｳﾍｲ ｲｼｶﾜ ｶｲﾄ

20 22 8077 松嶋 康平 NOBORDER 4:37.59 20 16 3176 石川 海斗(2) 今市工業高 4:58.19
ｻｸﾗｲ ﾊﾔﾄ ﾆｼﾐﾔ ｹｲﾀ

21 16 5086 櫻井 颯人(1) 小山南高 4:38.81 21 18 5301 西宮 圭太(1) 鹿沼東高 5:01.24
ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｺﾞ ｶﾄｳ ﾀｸﾐ

22 3 3348 村山 心吾(2) 作新学院高 4:39.93 3 5135 加藤 匠(1) 宇都宮短大附高 DNS
ｸﾛｲﾜ ｹｲﾀ ｳﾒﾀﾞ ｼｭｳｾｲ

OP 18 7195 黒岩 慶大(3) 帝京大 4:39.72 12 5049 梅田 宗誠(1) 宇都宮高 DNS
ﾉﾐ ﾀｲｷ ﾐﾔｼﾀ ｱﾕｷ

OP 6 7197 能美 泰樹(2) 帝京大 4:40.15 17 5108 宮下 歩樹(1) 那須拓陽高 DNS



男子1500m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               3:37.42     小林 史和(NTN)                        H16.7.31

大会記録(GR)               3:48.20     鈴木 賢一(富士通)                     H2 6月28日 11:05 予　選

栃木県記録(TR)             3:41.84     鈴木 賢一(富士通)                     H3.6.15 6月28日 14:25 決　勝

予　選　7組0着＋20

7組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｷ

1 15 8252 岡崎 浩樹 栃木陸協 4:08.41
ｲﾅﾐ ﾀｶﾉﾘ

2 19 8169 稲見 隆典 NINE TC 4:20.65
ﾐﾋﾛ ﾘｮｳｲﾁ

3 17 5214 見廣 遼一(1) 鹿沼高 4:37.23
ｺﾝｺﾞｳﾁ ﾘｸﾄ

4 1 5213 金剛地 陸翔(1) 鹿沼高 4:37.44
ｸﾛｺ ﾕｳｾｲ

5 8 5211 黒子 湧生(1) 鹿沼高 4:38.57
ｲﾘｻﾜ ﾋﾋﾞｷ

6 24 5157 入澤 響(1) 小山西高 4:45.54
ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ

7 4 5200 竹村 琉来(1) さくら清修高 4:46.99
ﾅｶﾔﾏ ﾌﾐﾄ

8 5 3310 中山 文富(2) 鹿沼高 4:47.37
ﾊｾｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ

9 12 5069 長谷川 やまと(1) 那須拓陽高 4:47.63
ﾐｶﾜ ｸｳﾀ

10 18 5245 三川 空詩(1) 栃木翔南高 4:49.57
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾔ

11 23 3173 山田 誠也(2) 今市工業高 4:50.39
ﾂﾌﾞﾗ ｱｵﾄ

12 14 5193 螺良 蒼斗(1) 宇都宮商業高 4:51.81
ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ

13 21 5064 林 裕也(1) 佐野高 4:52.55
ﾌｶﾂﾞ ﾀｸﾐ

14 6 3045 深津 拓未(2) 佐野高 4:52.62
ﾓﾘﾄ ﾏｻﾔ

15 7 5079 森戸 雅也(1) 宇都宮南高 5:00.73
ﾄﾓﾉ ﾅｵｷ

16 9 3322 友野 直樹(2) 佐野高 5:12.86
ｵｶ ﾕｳﾔ

17 16 5297 岡 有哉(1) 上三川高 5:17.52
ﾋｻﾉ ｱﾔﾄ

2 5222 久野 彩翔(1) 石橋高 DNS
ﾊﾔｶﾜ ｿﾗ

3 3272 早川 空(2) 佐野松桜高 DNS
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

10 3153 橋本 大樹(2) 小山西高 DNS
ｲﾉｾ ｱﾕﾑ

11 3154 猪瀬 歩睦(2) 小山西高 DNS
ｼﾏﾀﾞ ﾕｲﾄ

13 5254 嶋田 結翔(1) 高根沢高 DNS
ｵｵﾇﾏ ｼｭﾘ

20 3316 大沼 朱璃(2) 鹿沼南高 DNS
ｲﾜﾓﾄ ﾓﾓﾀ

22 5311 岩本 李汰(1) 鹿沼南高 DNS



男子1500m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               3:37.42     小林 史和(NTN)                        H16.7.31

大会記録(GR)               3:48.20     鈴木 賢一(富士通)                     H2 6月28日 11:05 予　選

栃木県記録(TR)             3:41.84     鈴木 賢一(富士通)                     H3.6.15 6月28日 14:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾑ

1 11 3036 工藤 巧夢(2) 那須拓陽高 3:56.84
ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲｶﾞ

2 15 4122 平山 大雅(3) 宇都宮高 3:58.88
ｻﾜﾄ ﾕﾀｶ

3 5 8059 沢登 豊 MKPJT 4:00.25
ｶﾝﾉ ﾘｮｳｽｹ

4 17 3277 菅野 涼介(2) 白鴎大足利高 4:01.28
ﾌｶｲ ﾘｭｳｾｲ

5 9 4242 深井 琉聖(3) 那須拓陽高 4:01.83
ｲﾁﾑﾗ ｼｭﾝ

6 19 7177 市村 駿(1) 流通経済大 4:02.01
ﾊﾘｶﾞｲ ｼｮｳｷ

7 13 4083 針谷 咲輝(3) 白鴎大足利高 4:03.20
ｱﾍﾞ ｹﾝ

8 14 5022 阿部 健(1) 白鴎大足利高 4:03.56
ｼｵﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

9 12 4245 塩田 翔己(3) 那須拓陽高 4:05.16
ｲｲﾀ ｼﾝｼﾞ

10 18 7218 飯田 真至(1) 宇都宮大 4:05.26
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｱｷ

11 20 3276 安藤 光亮(2) 白鴎大足利高 4:05.56
ｱｵｷ ｼｮｳ

12 16 4248 青木 翔(3) 那須拓陽高 4:05.92
ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｷ

13 7 3017 松田 朋樹(2) 白鴎大足利高 4:06.49
ﾏｴﾀﾞ ｱﾗﾀ

14 1 4084 前田 新太(3) 白鴎大足利高 4:06.85
ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ

15 6 4085 山下 航平(3) 白鴎大足利高 4:08.77
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ

16 4 8114 野上 善弘 NINE TC 4:10.01
ﾐﾔﾀ ﾏﾋﾛ

17 3 3018 宮田 真優(2) 白鴎大足利高 4:12.50
ﾃﾂｶ ｹｲｽｹ

18 10 3032 手塚 啓介(2) 那須拓陽高 4:17.25
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

19 8 8210 田中 優樹 栃木陸協 4:26.00
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ

2 4054 藤原 広翔(3) 作新学院高 DNS



少年男子B3000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

栃木県高校記録(THR)        8:04.99     大森 龍之介(佐野日大)                 H28.9.17 6月29日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｶﾜ ｼｭｳｿﾞｳ ｱﾍﾞ ｹﾝ

1 8 5036 大川 修蔵(1) 作新学院高 9:23.71 1 11 5022 阿部 健(1) 白鴎大足利高 8:57.05
ｼﾝﾏﾁ ﾀﾞｲﾔ ｵｶﾀﾞ ﾌｳﾏ

2 11 5025 新町 太哉(1) 白鴎大足利高 9:27.22 2 7 5103 岡田 楓真(1) 那須拓陽高 9:00.78
ﾘｮｳﾂﾞｶ ﾕｳﾀ ﾌｼﾞﾀ ｱﾄﾑ

3 10 5109 領塚 脩太(1) 那須拓陽高 9:27.85 3 10 5106 藤田 アトム(1) 那須拓陽高 9:00.80
ﾏﾂｼﾏ ｼｭﾝﾔ ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ

4 16 5111 松嶋 峻矢(1) 那須拓陽高 9:29.64 4 9 5033 大森 悠生(1) 作新学院高 9:04.10
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾄ ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒﾄ

5 4 5120 渡邉 彩斗(1) 今市高 9:31.22 5 12 5102 稲葉 夢斗(1) 那須拓陽高 9:04.52
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ ﾌｸﾀﾞ ﾘｸﾄ

6 14 5329 若林 陵太(1) 作新学院高 9:42.38 6 5 5027 福田 陸人(1) 白鴎大足利高 9:05.78
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ ｶﾄｳ ﾀｸﾐ

7 12 5118 中村 優心(1) 今市高 9:51.97 7 4 5059 加藤 拓海(1) 大田原高 9:06.10
ｲﾉ ｶｲﾄ ｱｵｷ ｺｳﾀ

8 15 5170 猪野 快人(1) 烏山高 9:59.45 8 13 5034 青木 孝太(1) 作新学院高 9:06.95
ｶｼﾜｻﾞｷ ﾖｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ

9 3 5206 柏﨑 陽(1) 今市工業高 10:05.67 9 16 5110 小林 凌真(1) 那須拓陽高 9:06.96
ｲｼｶﾞｷ ｾｲｺﾞｳ ｲﾄｳ ﾕｳ

10 6 5181 石垣 征剛(1) 小山高 10:12.17 10 8 5101 伊藤 優(1) 那須拓陽高 9:06.96
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ

11 2 5017 鈴木 健太(1) 文星芸術大附高 10:14.80 11 3 5104 小川 暖葵(1) 那須拓陽高 9:16.80
ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ ｵﾁｱｲ ﾂﾊﾞｻ

12 13 5172 佐藤 佑月(1) 烏山高 10:15.86 12 6 5015 落合 翼(1) 文星芸術大附高 9:17.61
ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ ｾｷ ﾏｻｱｷ

13 5 5064 林 裕也(1) 佐野高 10:19.61 13 17 5345 關 聖明(1) 白鴎大足利高 9:18.07
ﾊｾｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ ｱｻﾐ ﾅﾂｷ

14 9 5069 長谷川 やまと(1) 那須拓陽高 10:29.10 14 1 5039 浅見 夏希(1) 大田原高 9:21.38
ｲﾜﾅﾐ ｻﾄｲ ｻｸﾏ ﾀｹﾄ

15 7 5171 岩波 怜(1) 烏山高 10:32.75 15 14 5038 佐久間 傑斗(1) 大田原高 9:30.30
ｵｵｼﾏ ﾕｳﾏ ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ

1 5318 大嶋 優海(1) 文星芸術大附高 DNS 2 5019 根岸 悠斗(1) 文星芸術大附高 DNS
ﾐﾔｼﾀ ｱﾕｷ ｵｸﾞﾗ ｹﾝ

17 5108 宮下 歩樹(1) 那須拓陽高 DNS 15 5014 小倉 健(1) 文星芸術大附高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾍﾞ ｹﾝ

1 5022 阿部 健(1) 白鴎大足利高 8:57.05
ｵｶﾀﾞ ﾌｳﾏ

2 5103 岡田 楓真(1) 那須拓陽高 9:00.78
ﾌｼﾞﾀ ｱﾄﾑ

3 5106 藤田 アトム(1) 那須拓陽高 9:00.80
ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ

4 5033 大森 悠生(1) 作新学院高 9:04.10
ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒﾄ

5 5102 稲葉 夢斗(1) 那須拓陽高 9:04.52
ﾌｸﾀﾞ ﾘｸﾄ

6 5027 福田 陸人(1) 白鴎大足利高 9:05.78
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ

7 5059 加藤 拓海(1) 大田原高 9:06.10
ｱｵｷ ｺｳﾀ

8 5034 青木 孝太(1) 作新学院高 9:06.95



男子5000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)              13:08.40     大迫 傑(ナイキオレゴンプロジェクト)   H27.7.17

大会記録(GR)              14:08.58     阿久津 浩三(福島病院)                 H5

栃木県記録(TR)            13:28.79     八木沢 元樹(明治大)                   H25.9.29 6月29日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴﾋﾞｻﾜ ｹﾝｼﾝ ｸﾜﾅ ｱｵﾄ

1 11 3035 海老澤 憲伸(2) 那須拓陽高 14:44.39 1 15 4246 桑名 碧人(3) 那須拓陽高 15:23.72

ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾑ ｼｵﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

2 6 3036 工藤 巧夢(2) 那須拓陽高 14:51.65 2 11 4245 塩田 翔己(3) 那須拓陽高 15:25.23

ｵｶﾓﾄ ｱﾕﾑ ﾖｼﾀﾞ ｼﾝ

3 27 4243 岡本 歩夢(3) 那須拓陽高 14:52.53 3 7 3038 吉田 慎(2) 那須拓陽高 15:26.62

ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ ﾊﾀｹﾔﾏ ｿﾗ

4 16 4244 鈴木 紀寛(3) 那須拓陽高 14:54.92 4 1 4239 畠山 大空(3) 那須拓陽高 15:27.09

ｶﾝﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳ

5 4 3277 菅野 涼介(2) 白鴎大足利高 15:02.82 5 21 3252 村上 心優(2) 大田原高 15:27.26

ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｱｷ ﾀｶｸ ﾀｶﾂｸﾞ

6 28 3276 安藤 光亮(2) 白鴎大足利高 15:06.85 6 27 3042 髙久 峻世(2) 那須拓陽高 15:27.70

ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ

7 7 3013 関口 大祐(2) 白鴎大足利高 15:08.12 7 17 5107 松本 海音(1) 那須拓陽高 15:28.54

ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｷ ﾔﾏﾑﾛ ﾘｵﾄ

8 24 3017 松田 朋樹(2) 白鴎大足利高 15:09.99 8 10 3021 山室 理響(2) 白鴎大足利高 15:32.71

ｶｷﾇﾏ ﾕｳｽｹ ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ

9 3 7060 柿沼 祐亮(2) 宇都宮大 15:13.39 9 16 3027 小島 悠生(2) 作新学院高 15:37.56

ﾜｶﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ ｵｵｶﾜ ｱｲﾄ

10 12 4207 若田 宗一郎(3) 文星芸術大附高 15:13.48 10 8 3009 大川 藍利(2) 白鴎大足利高 15:39.54

ﾊﾘｶﾞｲ ｼｮｳｷ ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳ

11 18 4083 針谷 咲輝(3) 白鴎大足利高 15:15.42 11 9 3033 藤田 翔(2) 那須拓陽高 15:41.12

ﾏｴﾀﾞ ｱﾗﾀ ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ

12 20 4084 前田 新太(3) 白鴎大足利高 15:16.26 12 13 8114 野上 善弘 NINE TC 15:41.55

ﾐﾔﾀ ﾏﾋﾛ ﾃﾙｳﾁ ｱﾂﾄｼ

13 17 3018 宮田 真優(2) 白鴎大足利高 15:20.30 13 24 4120 照内 淳和(3) 宇都宮高 15:41.81

ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ ﾃﾂｶ ｹｲｽｹ

14 9 4085 山下 航平(3) 白鴎大足利高 15:21.17 14 25 3032 手塚 啓介(2) 那須拓陽高 15:51.10

ﾏﾂﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ

15 1 8063 松村 紀幸 MKPJT 15:22.37 15 28 4192 渡邊 海人(3) 矢板東高 15:52.76

ﾓﾘｻﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾊｼﾔ ﾕｳｽｹ

16 14 4206 森澤 俊平(3) 文星芸術大附高 15:23.26 16 4 3016 橋屋 憂典(2) 白鴎大足利高 15:53.19

ｷｸﾁ ｹｲﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ

17 25 4241 菊地 圭太(3) 那須拓陽高 15:25.54 17 19 3109 渡邊 晴斗(2) 作新学院高 15:56.76

ﾌﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ

18 2 8116 淵本 光 NINE TC 15:30.64 18 5 8092 林 秀行 Honda栃木 15:58.99

ﾀｶﾂﾄ ﾀｸﾐ ﾓﾘ ｱﾂﾋﾛ

19 5 8061 高津戸 拓実 MKPJT 15:32.51 19 12 7214 森 淳弘(3) 高崎経済大 15:59.67

ｵｸﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｱﾏｶﾞｻ ｲｸﾐ

20 13 4077 奥田 遥音(3) 白鴎大足利高 15:33.18 20 2 4072 天笠 郁海(3) 白鴎大足利高 16:01.27

ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾑ ﾃﾂｶ ｼﾝｽｹ

21 23 4081 千葉 大夢(3) 白鴎大足利高 15:41.70 21 26 7070 手塚 新輔(3) 白鴎大 16:05.19

ｱｷﾓﾄ ｺｳｼ ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ

22 10 8227 秋元 皓志 栃木陸協 15:44.51 22 3 4056 齋藤 駿斗(3) 作新学院高 16:16.56

ｻｸﾗｲ ﾕｳｾｲ ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ

23 21 3041 櫻井 勇生(2) 那須拓陽高 15:54.21 23 14 8348 斎藤 智洋 栃木陸協 16:23.58

ﾀﾅｶ ﾅｵｷ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ

24 15 8091 田中 直樹 Honda栃木 15:57.75 24 18 8062 高林 大樹 MKPJT 16:40.46

ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾏ

25 26 8224 鈴木 滉也 栃木陸協 16:00.72 25 23 4071 會澤 優磨(3) 白鴎大足利高 16:49.09

ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾋﾃﾞ ﾔﾏﾈ ｻｷﾄ

8 4055 前田 晃秀(3) 作新学院高 DNF 6 3020 山根 彗斗(2) 白鴎大足利高 DNS
ｲﾉｾ ﾕｳｽｹ ｲﾄｳ ﾋｶﾙ

19 8084 猪瀬 祐輔 吉本ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ DNS 20 4238 伊藤 洸(3) 那須拓陽高 DNS
ｶﾐｵｶ ｼｮｳﾀ ｲｻﾞﾜ ﾅｷﾞｻ

22 8057 上岡 正太 MKPJT DNS 22 4073 伊澤 渚(3) 白鴎大足利高 DNS
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ﾕｳ ﾉｳﾐ ﾀｶﾋﾛ

29 4204 髙根沢 悠(3) 文星芸術大附高 DNS 29 8113 能見 隆弘 NINE TC DNS



男子5000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)              13:08.40     大迫 傑(ナイキオレゴンプロジェクト)   H27.7.17

大会記録(GR)              14:08.58     阿久津 浩三(福島病院)                 H5

栃木県記録(TR)            13:28.79     八木沢 元樹(明治大)                   H25.9.29 6月29日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾊﾔﾃ ｲﾄｳ ｻﾄｼ

1 4 4024 伊藤 颯(3) 大田原高 15:57.16 1 23 8225 伊藤 達志 栃木陸協 15:54.21

ﾔｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ ｲﾅﾐ ﾀｶﾉﾘ

2 5 3037 矢口 昇也(2) 那須拓陽高 15:58.34 2 27 8169 稲見 隆典 NINE TC 16:39.84

ｲﾄｳ ﾋﾛｼ ﾀﾆﾊﾞﾀ ﾖｼﾀｶ

3 22 8005 伊藤 浩嗣 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 16:03.16 3 9 3381 谷端 良鷹(2) 石橋高 16:42.31

ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ ﾀｹｼﾀ ﾘｼﾞｮｳ

4 6 3118 阿部 裕希(2) 宇都宮南高 16:03.19 4 28 5152 竹下 利盛(1) 栃木高 16:43.52

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾂｷ ﾀｷｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ

5 17 4058 吉澤 幸輝(3) 作新学院高 16:09.20 5 22 4191 滝口 智弘(3) 矢板東高 16:50.58

ｻｲﾄｳ ﾀｲｷ ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

6 23 3062 齊藤 太軌(2) 宇都宮高 16:13.81 6 19 8273 吉田 健吾 栃木陸協 16:55.52

ﾊｷﾞﾉﾔ ﾕｷﾋﾛ ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾝ

7 2 4063 萩野谷 幸宏(3) 作新学院高 16:14.37 7 20 5076 坂本 健真(1) 宇都宮南高 16:55.83

ﾐﾔｷ ﾀｶﾕｷ ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｺﾞ

8 24 3351 宮木 貴由樹(2) 作新学院高 16:15.50 8 25 3348 村山 心吾(2) 作新学院高 16:56.56

ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾖｳ ﾔﾅｷﾞﾀ ｶﾞｸ

9 10 4292 清水 太陽(3) 宇都宮南高 16:18.05 9 4 3355 柳田 楽(2) 作新学院高 16:58.87

ｸｽﾞﾐ ｶｽﾞﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ

10 15 4078 久住 一翔(3) 白鴎大足利高 16:18.26 10 2 8141 中川 壮気 ﾘｽRT 17:06.86

ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲｸｵ

11 7 8112 田村 悠貴 NINE TC 16:19.86 11 3 7171 若林 郁生(4) 東北大 17:07.74

ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

12 27 3031 酒井 遼介(2) 那須拓陽高 16:22.12 12 13 3034 吉澤 優翔(2) 那須拓陽高 17:10.70

ｲﾜｲ ｺｳｽｹ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ

13 3 3139 岩井 康祐(2) 宇都宮北高 16:24.72 13 6 3121 西澤 真翔(2) 宇都宮南高 17:12.03

ｽｽﾞｷ ｵﾝ ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ

14 1 3012 鈴木 温(2) 白鴎大足利高 16:26.76 14 15 3354 臼井 嶺太(2) 作新学院高 17:12.79

ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ

15 26 3074 後藤 亮介(2) 文星芸術大附高 16:30.94 15 24 8089 伊藤 範朗 Honda栃木 17:15.84

ｲﾉ ｼｭｳﾄ ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ

16 28 4269 猪野 秀斗(3) さくら清修高 16:31.08 16 17 7055 坂本 凌(3) 宇都宮大 17:35.93

ﾅｶｱﾗｲ ｺｳﾀ ﾏｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ

17 13 8075 中荒井 紘太 NOBORDER 16:39.13 17 26 7216 増田 知大(1) 宇都宮大 18:28.85

ﾀﾐﾔ ﾀｲｶﾞ ﾌﾙｻﾜ ﾕｳｷ

18 14 4205 田宮 大雅(3) 文星芸術大附高 16:39.63 18 8 3330 古澤 勇希(2) 宇都宮工業高 18:31.45

ｽﾜ ﾕｳﾄ ﾄｸﾀｹ ﾄﾓﾌﾐ

19 9 7010 諏訪 悠斗(6) 自治医大 16:43.16 19 14 7048 徳武 共史(4) 宇都宮大 18:34.45

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ ｲｲｼﾞﾏ ﾄﾓﾋｺ

20 20 8093 松本 光一 Honda栃木 16:45.51 20 10 8179 飯嶋 知彦 NINE TC 19:05.79

ｺﾞﾄｳ ｼｮｳ ﾖｼﾅｶ ﾀﾞｲｷ

21 16 4028 後藤 頌(3) 大田原高 16:53.59 21 1 4184 吉中 大樹(3) 黒磯高 19:18.83

ｵｶｻﾞｷ ｶﾅﾀ ﾄｷﾆﾜ ｶﾂﾓﾄ

22 21 4234 岡崎 かなた(3) 烏山高 16:55.46 5 3188 時庭 勝元(2) 黒磯高 DNS
ｳﾗﾔﾏ ﾖｳｽｹ ｱｻﾉ ﾏﾅﾌﾞ

23 25 8182 浦山 陽介 NINE TC 16:56.86 7 8178 浅野 学 NINE TC DNS
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ

24 18 7059 岡田 工平(2) 宇都宮大 16:56.95 11 8058 小西 亘 MKPJT DNS
ｶｼﾜｾ ﾐﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ

25 8 3010 柏瀬 登博(2) 白鴎大足利高 17:03.83 12 5165 渡辺 聡(1) 矢板東高 DNS
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ ﾃﾂｶ ﾀｲﾁ

OP 11 8300 藤原 仁 富士森走友会 16:39.96 16 5105 手塚 太一(1) 那須拓陽高 DNS
ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｱｷ ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ

29 8060 篠原 寛明 MKPJT DNF 18 5016 木村 駿斗(1) 文星芸術大附高 DNS
ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾔ ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｷ

12 8110 石原 宏哉 MKPJT DNS 21 3352 森山 大輝(2) 作新学院高 DNS
ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾏ

19 3115 田村 渉馬(2) 宇都宮南高 DNS



男子5000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)              13:08.40     大迫 傑(ナイキオレゴンプロジェクト)   H27.7.17

大会記録(GR)              14:08.58     阿久津 浩三(福島病院)                 H5

栃木県記録(TR)            13:28.79     八木沢 元樹(明治大)                   H25.9.29 6月29日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴﾋﾞｻﾜ ｹﾝｼﾝ

1 3035 海老澤 憲伸(2) 那須拓陽高 14:44.39

ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾑ

2 3036 工藤 巧夢(2) 那須拓陽高 14:51.65

ｵｶﾓﾄ ｱﾕﾑ

3 4243 岡本 歩夢(3) 那須拓陽高 14:52.53

ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

4 4244 鈴木 紀寛(3) 那須拓陽高 14:54.92

ｶﾝﾉ ﾘｮｳｽｹ

5 3277 菅野 涼介(2) 白鴎大足利高 15:02.82

ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｱｷ

6 3276 安藤 光亮(2) 白鴎大足利高 15:06.85

ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

7 3013 関口 大祐(2) 白鴎大足利高 15:08.12

ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｷ

8 3017 松田 朋樹(2) 白鴎大足利高 15:09.99



男子10000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)              27:29.69     村山 紘太(旭化成)                     H27.11.28

大会記録(GR)              29:11.10     阿久津 浩三(福島病院)                 S61

栃木県記録(TR)            27:46.16     阿久津 浩三(福島病院)                 S63.5.13 6月30日 09:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾓﾄ ｱﾕﾑ ｾｷﾈ ﾀｶｼ

1 7 4243 岡本 歩夢(3) 那須拓陽高 31:09.56 1 16 8068 関根 隆 石川走友会 33:52.60

ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ｲｼﾊﾏ ﾕｳﾏ

2 6 7190 野澤 巧理(2) 東京国際大 31:23.82 2 14 3063 石濵 佑真(2) 宇都宮高 33:56.43

ﾌｶｲ ﾘｭｳｾｲ ﾃﾂｶ ﾕｳ

3 9 4242 深井 琉聖(3) 那須拓陽高 31:30.31 3 10 4023 手塚 悠(3) 大田原高 34:21.04

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｲｼ ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ

4 14 8056 海老沼 太志 MKPJT 31:33.82 4 3 8058 小西 亘 MKPJT 34:34.90

ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ ｱｻﾉ ﾏﾅﾌﾞ

5 10 4244 鈴木 紀寛(3) 那須拓陽高 31:41.38 5 4 8178 浅野 学 NINE TC 34:38.58

ｻﾜﾄ ﾕﾀｶ ﾔｲﾀ ﾕｳｷ

6 19 8059 沢登 豊 MKPJT 32:15.12 6 7 4027 矢板 優紀(3) 大田原高 34:50.25

ｸﾜﾅ ｱｵﾄ ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾖｳ

7 5 4246 桑名 碧人(3) 那須拓陽高 32:15.62 7 15 4292 清水 太陽(3) 宇都宮南高 35:11.06

ﾏﾂﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ ｲﾉ ｼｭｳﾄ

8 8 8063 松村 紀幸 MKPJT 32:17.84 8 6 4269 猪野 秀斗(3) さくら清修高 35:13.68

ｷｸﾁ ｹｲﾀ ｽﾜ ﾕｳﾄ

9 22 4241 菊地 圭太(3) 那須拓陽高 32:39.69 9 8 7010 諏訪 悠斗(6) 自治医大 35:24.37

ｲﾜｻｷ ｼｮｳ ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛｷ

10 21 8066 岩崎 翔 石川走友会 32:54.76 10 13 7189 堀内 弘貴(1) 東京情報大 35:35.83

ｱｷﾓﾄ ｺｳｼ ｻｸﾗｵｶ ﾕｳ

11 12 8227 秋元 皓志 栃木陸協 32:57.09 11 9 4025 櫻岡 悠(3) 大田原高 35:36.87

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ ｶﾈｺ ﾉﾘﾋｻ

12 16 7188 渡部 裕太(4) 東京情報大 33:16.17 12 11 4335 金子 典永(3) 小山南高 37:29.26

ｱｵｷ ｼｮｳ ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ

13 17 4248 青木 翔(3) 那須拓陽高 33:17.65 13 12 8074 小島 正博 NOBORDER 39:26.29

ﾃﾂｶ ｼﾝｽｹ ｲｲｼﾞﾏ ｻﾄｼ

14 4 7070 手塚 新輔(3) 白鴎大 33:24.48 5 8002 飯島 聡 足利陸上ｸﾗﾌﾞ DNF
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ ﾀﾅｶ ﾌｳﾏ

15 20 8114 野上 善弘 NINE TC 33:59.89 1 5054 田中 風舞(1) 宇都宮高 DNS
ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ ｿｳﾏ ﾕｳﾔ

16 23 8096 大嶋 義昭 小山向野JC 34:10.67 2 8249 相馬 優也 栃木陸協 DNS
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ

17 13 8229 杉山 悠 栃木陸協 34:30.80

ﾉｳﾐ ﾀｶﾋﾛ

24 8113 能見 隆弘 NINE TC DNF
ｶﾄｳ ﾕｳﾋ

1 7205 加藤 優陽(3) 拓殖大 DNS
ｻﾄｳ ﾚｲ

2 8146 佐藤 玲偉 MKPJT DNS
ｶﾐｵｶ ｼｮｳﾀ

3 8057 上岡 正太 MKPJT DNS
ﾜｶﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ

11 4207 若田 宗一郎(3) 文星芸術大附高 DNS
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ﾕｳ

15 4204 髙根沢 悠(3) 文星芸術大附高 DNS
ﾓﾘｻﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ

18 4206 森澤 俊平(3) 文星芸術大附高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾓﾄ ｱﾕﾑ

1 4243 岡本 歩夢(3) 那須拓陽高 31:09.56

ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ

2 7190 野澤 巧理(2) 東京国際大 31:23.82

ﾌｶｲ ﾘｭｳｾｲ

3 4242 深井 琉聖(3) 那須拓陽高 31:30.31

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｲｼ

4 8056 海老沼 太志 MKPJT 31:33.82

ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

5 4244 鈴木 紀寛(3) 那須拓陽高 31:41.38

ｻﾜﾄ ﾕﾀｶ

6 8059 沢登 豊 MKPJT 32:15.12

ｸﾜﾅ ｱｵﾄ

7 4246 桑名 碧人(3) 那須拓陽高 32:15.62

ﾏﾂﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ

8 8063 松村 紀幸 MKPJT 32:17.84



男子110mH(1.067m)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 13.36     金井 大旺(福井県スポーツ協会)         H30.6.24

大会記録(GR)                 13.97     降矢 恭兵(順天堂大)                   H28 6月29日 12:30 予　選

栃木県記録(TR)               13.77     首藤 貴之(拓陽クラブ)                 H21.6.27 6月29日 14:15 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 (風:-0.6) 2組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｷ ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1 6 4086 吉田 龍生(3) 白鴎大足利高 14.77 Q 1 7 8241 首藤 貴之 栃木陸協 14.54 Q
ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ ｵｵﾊｼ ﾅｵﾔ

2 8 8213 吉永 一行 栃木陸協 14.86 q 2 4 7089 大橋 直也(3) 国際武道大 14.99 q
ﾋﾗﾓﾄ ﾚﾝ ｶﾜﾏﾀ ﾂﾊﾞｻ

3 4 7137 平本 廉(2) 駿河台大 14.95 q 3 6 7033 川俣 翼(3) 作新学院大 15.60
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｶﾞｸ ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ

4 9 3054 髙根沢 楽(2) 那須拓陽高 15.95 4 5 3086 大森 俊一郎(2) 栃木高 16.11
ﾆｼﾅ ｾﾞﾝﾄ ｲﾄｳ ﾕｳﾏ

5 7 5074 仁科 然斗(1) 宇都宮南高 16.29 5 9 5043 伊藤 優眞(1) 小山西高 16.47
ﾀｺｳ ﾕｳﾀ ｺｽｹﾞ ﾂﾖｼ

6 5 5218 田髙 優太(1) 石橋高 17.40 6 8 5070 小菅 剛志(1) 高根沢高 18.42
ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｷ

3 5160 前田 龍生(1) 大田原高 DNS

3組 (風:-0.1) 4組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌﾙﾔ ｷｮｳﾍｲ ｽｶﾞﾔ ﾀｸﾐ

1 4 8131 降矢 恭兵 佐野市役所 14.41 Q 1 7 4266 菅谷 拓海(3) さくら清修高 14.65 Q
ﾌﾙﾔ ﾏﾋﾛ ｵｵﾄﾓ ﾀｹﾙ

2 8 7101 降矢 稀祐(1) 作新学院大 14.99 q 2 9 7090 大友 健瑠(3) 国際武道大 15.18
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾔ ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ

3 6 7012 増田 寛也(5) 自治医大 15.17 3 8 5026 中里 碧翔(1) 白鴎大足利高 15.31
ﾌﾞﾝｺﾞ ｺｳｽｹ ｵｵｷ ｶｽﾞﾄ

4 7 3026 豊後 滉輔(2) 作新学院高 16.65 4 5 3238 大樹 一仁(2) 宇都宮工業高 16.33
ｳｶｼﾞ ｻﾄﾔ ﾎﾘｺｼ ﾋﾅﾀ

5 5 3112 宇梶 聡也(2) 矢板東高 16.77 5 6 3163 堀越 日向(2) 宇都宮高 18.72
ｵｵﾔﾏ ﾐｷｵ ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｷ

6 3 5050 大山 幹生(1) 宇都宮高 18.23 4 3146 町田 光輝(2) 小山西高 DNS
ﾅｶﾞｲ ｾｲﾔ

9 5010 永井 誠也(1) 鹿沼東高 DNS

決　勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1 7 8241 首藤 貴之 栃木陸協 14.26
ﾌﾙﾔ ｷｮｳﾍｲ

2 5 8131 降矢 恭兵 佐野市役所 14.27
ｽｶﾞﾔ ﾀｸﾐ

3 4 4266 菅谷 拓海(3) さくら清修高 14.33 THR
ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｷ

4 6 4086 吉田 龍生(3) 白鴎大足利高 14.72
ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ

5 9 8213 吉永 一行 栃木陸協 14.78
ﾋﾗﾓﾄ ﾚﾝ

6 8 7137 平本 廉(2) 駿河台大 14.80
ｵｵﾊｼ ﾅｵﾔ

7 3 7089 大橋 直也(3) 国際武道大 14.81
ﾌﾙﾔ ﾏﾋﾛ

8 2 7101 降矢 稀祐(1) 作新学院大 15.01



少年男子共通110mJH(99.1cm)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

栃木県高校記録(THR)          14.05     降矢 恭兵(國學院栃木)                 H.24.10.19 6月29日 14:05 決　勝

決　勝　

(風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾊｼﾞﾒ

1 8 5209 片柳 創(1) 鹿沼高 15.91
ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ

2 4 5272 村上 兼太郎(1) 作新学院高 16.12
ﾀﾀﾞ ｱｷﾗ

3 5 3241 多田 成(2) 石橋高 16.47
ｸﾛﾊﾞﾈ ｼｭﾝ

4 7 5333 黒羽 峻(1) 作新学院高 16.90
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ

6 5040 小林 建太(1) 大田原高 DNS
ﾃﾗｳﾁ ﾋﾛﾄ

9 5116 寺内 博人(1) 今市高 DNS



男子400mH(0.914m)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 47.89     為末 大(法政大)                       H13.8.10

大会記録(GR)                 51.04     吉井 豪(宇都宮大)                     H27 6月30日 13:15 予　選

栃木県記録(TR)               51.04     吉井 豪(宇都宮大)                     H27.5.31 6月30日 15:35 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶｼﾞ ﾀｸﾔ ｱｻｺ ﾄﾓﾅﾘ

1 3 7116 加地 拓弥(3) 東北大 55.85 Q 1 2 7114 浅子 有成(2) 平成国際大 56.33 Q
ｲﾃﾞｲ ﾄｷ ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ

2 8 4312 出居 時(3) 佐野東高 56.35 q 2 6 4209 齋藤 皓佑(3) 矢板高 58.16
ｵｷﾞﾜﾗ ﾊﾔﾃ ｾｷ ﾅｵﾔ

3 4 4033 荻原 颯(3) 鹿沼商工高 59.58 3 8 8034 関 直也 OCOSITEI 59.60
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ﾀｺｳ ﾕｳﾀ

4 5 8299 山田 祐樹 栃木陸協 1:00.80 4 4 5218 田髙 優太(1) 石橋高 1:00.13
ﾀﾅｾ ﾕｳﾄ ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

5 9 3065 棚瀨 雄斗(2) さくら清修高 1:01.23 5 7 3230 前田 光太郎(2) 宇都宮短大附高 1:01.73
ｵｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ﾅｶﾞｲ ｾｲﾔ

6 2 3066 岡村 大輝(2) 佐野東高 1:01.92 6 9 5010 永井 誠也(1) 鹿沼東高 1:04.11
ｱﾍﾞ ｶﾝﾔ ﾋﾗﾉ ﾜﾀﾙ

7 7 3370 阿部 寛也(2) 佐野日大高 1:03.78 3 7215 平野 亘(3) 京都大 DNS
ｲﾜﾀ ｱｷﾂﾈ ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ

8 6 5085 岩田 章継(1) 小山南高 1:04.45 5 5098 落合 悠真(1) 佐野松桜高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ

1 7 7217 木村 友哉(1) 宇都宮大 57.22 Q 1 3 7209 浅子 隆一(4) 順天堂大 55.02 Q
ｺｲｹ ｶｹﾙ ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ

2 8 8031 小池 翔 OCOSITEI 57.36 q 2 4 3242 菊地 陽翔(2) 石橋高 56.64 q
ｼｵﾉﾒ ﾕｳﾄ ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ

3 2 3159 塩野目 友都(2) 宇都宮高 57.93 3 6 3079 篠田 凌一(2) 小山南高 57.05 q
ｻﾉ ﾏｻﾄｼ ｶﾐﾔﾏ ｼｮｳ

4 4 8235 佐野 雅敏 栃木陸協 59.52 4 9 8247 神山 正(3) 日大生物資源 57.47
ｵｵﾂｷ ﾄﾓｷ ﾔｻﾞﾜ ｶﾞｸ

5 6 7071 大槻 朋輝(3) 白鴎大 1:00.05 5 2 4176 谷澤 岳(3) 宇都宮短大附高 58.40
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾊｼﾞﾒ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ

6 9 5209 片柳 創(1) 鹿沼高 1:01.62 6 7 3212 渡辺 俊介(2) 鹿沼東高 1:02.23
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾆｼﾅ ｾﾞﾝﾄ

7 5 4104 渡邊 隆成(3) 佐野日大高 1:01.63 5 5074 仁科 然斗(1) 宇都宮南高 DNS
ﾂﾂﾞｷﾀﾞ ｿｳ ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ

8 3 5186 續田 颯(1) 黒磯高 1:04.66 8 5197 西村 好誠(1) さくら清修高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ

1 6 7209 浅子 隆一(4) 順天堂大 52.51
ｶｼﾞ ﾀｸﾔ

2 5 7116 加地 拓弥(3) 東北大 53.05
ｱｻｺ ﾄﾓﾅﾘ

3 4 7114 浅子 有成(2) 平成国際大 54.33
ｲﾃﾞｲ ﾄｷ

4 8 4312 出居 時(3) 佐野東高 55.58
ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ

5 9 3242 菊地 陽翔(2) 石橋高 56.75
ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ

6 2 3079 篠田 凌一(2) 小山南高 58.09
ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ

7 7 7217 木村 友哉(1) 宇都宮大 58.31
ｺｲｹ ｶｹﾙ

3 8031 小池 翔 OCOSITEI DNS



男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               8:18.93     岩水 嘉孝(トヨタ自動車)               H15.8.23

大会記録(GR)                8:53.2     川口 晴実(黒磯南高教)                 S55

栃木県記録(TR)              8:41.5     川口 晴実(黒磯南高教)                 S56.10.18 6月30日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲｶﾞ ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳ

1 10 4122 平山 大雅(3) 宇都宮高 9:31.15 1 13 3033 藤田 翔(2) 那須拓陽高 10:10.13

ｲﾘﾉ ｼｮｳﾀ ｻｲﾄｳ ｱｻﾄ

2 3 7191 入野 翔太(4) 東京学芸大 9:33.38 2 3 4065 齋藤 旭翔(3) 作新学院高 10:12.31

ｶｻﾞﾏ ｷﾞﾝｶﾞ ｷｸﾁ ﾘｮｳ

3 9 3058 風間 銀河(2) 宇都宮高 9:38.46 3 2 3030 菊池 涼(2) 那須拓陽高 10:15.66

ｽﾄｳ ｼｭｳ ﾊｷﾞﾔ ｼｭﾝﾀ

4 8 3170 須藤 周(2) 小山高 9:44.44 4 9 8115 萩谷 駿太 NINE TC 10:27.71

ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ ｵｵｻﾜ ﾙｶ

5 1 4029 齋藤 翔哉(3) 大田原高 9:48.37 5 5 3040 大澤 瑠海(2) 那須拓陽高 10:40.79

ｼｵﾉﾒ ﾋﾃﾞ ｲﾜｻﾜ ﾘｮｳ

6 17 4026 塩野目 英(3) 大田原高 9:56.23 6 1 3254 岩澤 亮(2) 大田原高 10:48.88

ｱｵﾔﾏ ﾐﾂｷ ﾊﾀｹﾔﾏ ｳﾐ

7 4 7053 青山 光生(3) 宇都宮大 9:59.00 7 16 5100 畠山 大海(1) 那須拓陽高 10:49.00

ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ

8 15 7170 林田 祥志(1) 埼玉大 9:59.35 8 4 7059 岡田 工平(2) 宇都宮大 10:55.22

ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ ｱｷﾓﾄ ﾀﾂｼ

9 6 4022 後藤 漱太(3) 大田原高 10:06.49 9 14 3243 秋元 達志(2) 大田原高 11:03.48

ｶｷｻﾞｷ ﾄｼﾔ ｲｼﾜﾀ ｼｮｳﾀ

10 14 8231 柿崎 敬也 栃木陸協 10:06.95 10 17 8305 石渡 聖大 栃木陸協 11:04.46

ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾙ

11 13 8090 島田 敦史 Honda栃木 10:08.99 11 8 3317 小林 夢琉(2) 那須拓陽高 11:09.32

ｵﾉ ｺｳｷ ｺｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ

12 11 4038 小野 浩輝(3) 國學院栃木高 10:14.85 12 10 3149 小島 大河(2) 小山西高 11:09.83

ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵｷ ｺﾏﾂ ｿﾗ

13 2 3043 町田 直紀(2) 那須拓陽高 10:31.70 13 11 5208 小松 宙央(1) 作新学院高 11:13.62

ｲﾁﾑﾗ ｼｭﾝ ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

5 7177 市村 駿(1) 流通経済大 DQ,T7 6 8302 伊藤 雅浩 栃木陸協 DNF
ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳｺﾞ ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｼｭﾝ

7 7202 松村 匡悟(1) 筑波大 DNS 7 4301 泉田 舜(3) 栃木商業高 DNS
ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｷ

12 5052 鈴木 太陽(1) 宇都宮高 DNS 12 8252 岡崎 浩樹 栃木陸協 DNS,DNF

ﾋﾛｻﾜ ﾕｳﾄ ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ

16 7187 廣澤 優斗(1) 日本体育大 DNS 15 8114 野上 善弘 NINE TC DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲｶﾞ

1 4122 平山 大雅(3) 宇都宮高 9:31.15
ｲﾘﾉ ｼｮｳﾀ

2 7191 入野 翔太(4) 東京学芸大 9:33.38
ｶｻﾞﾏ ｷﾞﾝｶﾞ

3 3058 風間 銀河(2) 宇都宮高 9:38.46
ｽﾄｳ ｼｭｳ

4 3170 須藤 周(2) 小山高 9:44.44
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ

5 4029 齋藤 翔哉(3) 大田原高 9:48.37
ｼｵﾉﾒ ﾋﾃﾞ

6 4026 塩野目 英(3) 大田原高 9:56.23
ｱｵﾔﾏ ﾐﾂｷ

7 7053 青山 光生(3) 宇都宮大 9:59.00
ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ

8 7170 林田 祥志(1) 埼玉大 9:59.35



男子5000mW
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)              18:37.22     鈴木 雄介(富士通)                     H27.7.12

大会記録(GR)              19:46.73     山崎 勇喜(長谷川体育施設)             H21

栃木県記録(TR)            19:46.73     山崎 勇喜(長谷川体育施設)             H21.5.29 6月28日 09:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｴｶﾞﾗ ｺｳｷ

1 2 7186 末柄 輝希(1) 日本大 23:37.13

ｶｶﾞﾜ ｼﾝ

2 3 8122 香川 新 栃木TFC 27:22.14

ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

3 1 8302 伊藤 雅浩 栃木陸協 28:33.42



男子4X100mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 37.60     山縣・飯塚・桐生・ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ(日本)      H28.8.19

大会記録(GR)                 40.42     上野・橋本・茂呂・佐藤(作新学院大)    H30 6月28日 09:00 予　選

栃木県記録(TR)               39.93     上野・茂呂・中里・江田(作新学院大)    R01.5.24 6月28日 15:40 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 滝沢ハム 8082 前原 宙哉 ﾏｴﾊﾗ ﾋﾛﾔ 42.31 1 9 作新学院高 3025 大根田 翼(2) ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 41.42
8081 坂本 将希 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ Q 3023 ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ Q
8080 小林 祐介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 3024 野口 祐叶(2) ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
8083 吉澤 尚哉 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 3022 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ

2 2 宇都宮高 5057 松木 悠眞(1) ﾏﾂｷ ﾕｳﾏ 42.85 2 8 白鴎大足利高 3015 鶴見 光(2) ﾂﾙﾐ ﾋｶﾘ 42.25
3163 堀越 日向(2) ﾎﾘｺｼ ﾋﾅﾀ Q 5029 松本 涼(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ Q
3159 塩野目 友都(2) ｼｵﾉﾒ ﾕｳﾄ 4074 磯部 剛(3) ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳ
3055 関根 功織(2) ｾｷﾈ ｲｵﾘ 5028 松嶋 伶弥(1) ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ

3 5 那須拓陽高 3054 髙根沢 楽(2) ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｶﾞｸ 43.96 3 7 栃木TFC 8135 木村 智行 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 42.54
3052 星野 尚哉(2) ﾎｼﾉ ﾅｵﾔ 8123 下村 大貴 ｼﾓﾑﾗ ﾀﾞｲｷ q
3053 毛塚 隆斗(2) ｹﾂｶ ﾘｭｳﾄ 8205 長部 雅基 ｵｻﾍﾞ ﾏｻｷ
3222 遠山 鉄平(2) ﾄｵﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 8124 手塚 嗣音 ﾃﾂﾞｶ ｼｵﾝ

4 8 駿河台大 7139 直井 星汰 (1) ﾅｵｲ ｼｮｳﾀ 44.16 4 2 さくら清修高 3065 棚瀨 雄斗(2) ﾀﾅｾ ﾕｳﾄ 43.06
7137 平本 廉(2) ﾋﾗﾓﾄ ﾚﾝ 4266 菅谷 拓海(3) ｽｶﾞﾔ ﾀｸﾐ q
7141 田村 桂(1) ﾀﾑﾗ ｹｲ 5199 佐藤 優希(1) ｻﾄｳ ﾕｳｷ
7138 秋元 廉(1) ｱｷﾓﾄ ﾚﾝ 3064 山本 弥希(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ

5 7 矢板東高 3111 竹之内 一真(2) ﾀｹﾉｳﾁ ｶｽﾞﾏ 44.48 5 4 鹿沼東高 3212 渡辺 俊介(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 43.83
4193 室井 颯太(3) ﾑﾛｲ ｿｳﾀ 5009 秋山 昂也(1) ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾔ
3112 宇梶 聡也(2) ｳｶｼﾞ ｻﾄﾔ 5096 田代 颯星(1) ﾀｼﾛ ﾊﾔｾ
3113 中田 航輔(2) ﾅｶﾀ ｺｳｽｹ 5010 永井 誠也(1) ﾅｶﾞｲ ｾｲﾔ

6 9 宇都宮工業高 3237 滝田 和真(2) ﾀｷﾀ ｶｽﾞﾏ 44.82 6 5 大田原高 3251 小川 珠璃(2) ｵｶﾞﾜ ｼｭﾘ 45.34
3332 相澤 快飛(2) ｱｲｻﾞﾜ ｶｲﾄ 5040 小林 建太(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ
5269 安齋 治輝(1) ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙｷ 5161 三輪 龍星(1) ﾐﾜ ﾘｭｳｾｲ
3238 大樹 一仁(2) ｵｵｷ ｶｽﾞﾄ 3246 豊田 幸太郎(2) ﾄﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

7 3 今市高 5123 宮本 遥翔(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ 46.09 7 6 矢板高 4215 綱川 凜(3) ﾂﾅｶﾜ ﾘﾝ 46.07
5117 加藤 大樹(1) ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 4210 齋藤 泰成(3) ｻｲﾄｳ ﾀｲｾｲ
5119 橋本 拓真(1) ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 3081 柿﨑 大斗(2) ｶｷｻﾞｷ ﾔﾏﾄ
5121 宇和野 睦(1) ｳﾜﾉ ﾑﾂﾐ 4209 齋藤 皓佑(3) ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ

OP 4 白鴎B 7069 関口 治希(3) ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 44.23 8 3 宇都宮南高 5084 柳田 海斗(1) ﾔﾅｷﾞﾀ ｶｲﾄ 46.82
7073 添田 絋平(3) ｿｴﾀ ｺｳﾍｲ 5083 加藤 正輝(1) ｶﾄｳ ﾏｻｷ
7071 大槻 朋輝(3) ｵｵﾂｷ ﾄﾓｷ 5078 川田 賢佑(1) ｶﾜﾀ ｹﾝｽｹ
7084 山本 翔真(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 3114 菊池 偉織(2) ｷｸﾁ ｲｵﾘ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 作新学院大 7046 上野 利隼(2) ｳｴﾉ ﾘｼﾞｭﾝ 40.47
7042 茂呂 柊汰(2) ﾓﾛ ｼｭｳﾀ Q
7103 中里 将基(1) ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ
7035 江田 尋貴(3) ｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

2 3 白鴎大A 7083 高松 克輝(2) ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞｷ 42.74
7081 飯村 慶次朗(2) ｲｲﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ Q
7072 岩上 優太(3) ｲﾜｶﾐ ﾕｳﾀ
7067 石関 佑介(3) ｲｼｾﾞｷ ﾕｳｽｹ

3 2 小山南高 4336 神山 竜輝(3) ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂｷ 43.90
3079 篠田 凌一(2) ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ
4334 國井 真人(3) ｸﾆｲ ﾏｻﾄ
5066 根岸 太一(1) ﾈｷﾞｼ ﾀｲﾁ

4 7 OCOSITEI 8043 渡邉 晋作 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｻｸ 44.04
8028 橿淵 京平 ｶｼﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ
8039 林 拓己 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ
8024 岡本 堅 ｵｶﾓﾄ ｹﾝ

5 4 宇都宮短大附高 3230 前田 光太郎(2) ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 45.27
4173 清水 駿哉(3) ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ
4176 谷澤 岳(3) ﾔｻﾞﾜ ｶﾞｸ
4167 田嶋 大暉(3) ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

6 5 宇都宮白楊高 5046 榎本 悠良(1) ｴﾉﾓﾄ ﾕｳﾗ 45.40
3167 野中 響介(2) ﾉﾅｶ ｷｮｳｽｹ
3166 浅井 大翔(2) ｱｻｲ ﾋﾛﾄ
3050 鈴木 海(2) ｽｽﾞｷ ｶｲ

9 佐野日大高 5008 大川 喬聖(1) ｵｵｶﾜ ｷｮｳｾｲ DQ,R1

3370 阿部 寛也(2) ｱﾍﾞ ｶﾝﾔ
3371 萩原 要羽(2) ﾊｷﾞﾜﾗ ｲﾙﾊ
5351 境井 将人(1) ｻｶｲ ﾏｻﾄ

6 佐野東高 DNS



男子4X100mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 37.60     山縣・飯塚・桐生・ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ(日本)      H28.8.19

大会記録(GR)                 40.42     上野・橋本・茂呂・佐藤(作新学院大)    H30 6月28日 09:00 予　選

栃木県記録(TR)               39.93     上野・茂呂・中里・江田(作新学院大)    R01.5.24 6月28日 15:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 作新学院大 7046 上野 利隼(2) ｳｴﾉ ﾘｼﾞｭﾝ 40.17 GR
7042 茂呂 柊汰(2) ﾓﾛ ｼｭｳﾀ
7103 中里 将基(1) ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ
7035 江田 尋貴(3) ｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

2 6 作新学院高 3025 大根田 翼(2) ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 41.36
3023 ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ
3024 野口 祐叶(2) ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
3022 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ

3 9 宇都宮高 5057 松木 悠眞(1) ﾏﾂｷ ﾕｳﾏ 42.81
3163 堀越 日向(2) ﾎﾘｺｼ ﾋﾅﾀ
3159 塩野目 友都(2) ｼｵﾉﾒ ﾕｳﾄ
3055 関根 功織(2) ｾｷﾈ ｲｵﾘ

4 2 さくら清修高 3065 棚瀨 雄斗(2) ﾀﾅｾ ﾕｳﾄ 43.03
4266 菅谷 拓海(3) ｽｶﾞﾔ ﾀｸﾐ
5199 佐藤 優希(1) ｻﾄｳ ﾕｳｷ
3064 山本 弥希(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ

5 7 白鴎大足利高 4080 垂石 悠吾(3) ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ 43.50
5029 松本 涼(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ
4074 磯部 剛(3) ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳ
5028 松嶋 伶弥(1) ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ

3 栃木TFC DNS

4 滝沢ハム DNS

8 白鴎大A DNS



男子4X400mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               3:00.76     苅部・伊藤・小坂田・大森(日本)        H8.8.3

大会記録(GR)               3:14.48     櫻井･土屋･磯･犬飼(日本大)             H12 6月29日 16:10 予　選

栃木県記録(TR)             3:12.55     川村・佐藤・小林・岡本(作新学院大)    H28.5.22 6月30日 16:40 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 作新学院高 5037 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(1) ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ 3:19.30 1 3 宇都宮工業高 3332 相澤 快飛(2) ｱｲｻﾞﾜ ｶｲﾄ 3:28.20

3022 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ Q 3331 臼井 隼人(2) ｳｽｲ ﾊﾔﾄ Q
3023 ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 5263 佐々木 光平(1) ｻｻｷ ｺｳﾍｲ
3218 上田 康介(2) ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 3070 鈴木 拓人(2) ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ

2 4 白鴎大A 7086 山本 駿(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 3:28.52 2 6 那須拓陽高 4250 鈴木 皓介(3) ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 3:28.44

7067 石関 佑介(3) ｲｼｾﾞｷ ﾕｳｽｹ Q 3052 星野 尚哉(2) ﾎｼﾉ ﾅｵﾔ Q
7073 添田 絋平(3) ｿｴﾀ ｺｳﾍｲ 3039 若林 昂己(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ
7081 飯村 慶次朗(2) ｲｲﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 3054 髙根沢 楽(2) ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｶﾞｸ

3 7 小山南高 5066 根岸 太一(1) ﾈｷﾞｼ ﾀｲﾁ 3:34.31 3 7 宇都宮高 3161 佐藤 懸(2) ｻﾄｳ ｹﾝ 3:28.99

3079 篠田 凌一(2) ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 3157 田村 啓人(2) ﾀﾑﾗ ｹｲﾄ q
4334 國井 真人(3) ｸﾆｲ ﾏｻﾄ 3059 大塚 皓介(2) ｵｵﾂｶ ｺｳｽｹ
4336 神山 竜輝(3) ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂｷ 3159 塩野目 友都(2) ｼｵﾉﾒ ﾕｳﾄ

4 3 大田原高 5163 若目田 翔真(1) ﾜｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾏ 3:42.12 4 4 宇都宮短大附高 3230 前田 光太郎(2) ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 3:29.95

3246 豊田 幸太郎(2) ﾄﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 4176 谷澤 岳(3) ﾔｻﾞﾜ ｶﾞｸ
3251 小川 珠璃(2) ｵｶﾞﾜ ｼｭﾘ 4173 清水 駿哉(3) ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ
5161 三輪 龍星(1) ﾐﾜ ﾘｭｳｾｲ 4167 田嶋 大暉(3) ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

6 白鴎大足利高 DNS 5 9 矢板高 5126 手塚 陸大(1) ﾃﾂｶ ﾘｸﾄ 3:37.99

4215 綱川 凜(3) ﾂﾅｶﾜ ﾘﾝ
3081 柿﨑 大斗(2) ｶｷｻﾞｷ ﾔﾏﾄ
4209 齋藤 皓佑(3) ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ

8 佐野東高 DNS 6 8 今市工業高 5259 渡邉 蓮生(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝｾｲ 3:42.84

3173 山田 誠也(2) ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾔ
4226 杉浦 天晴(3) ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾊﾙ
4229 渡邉 司(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｶｻ

9 小山高 DNS 5 石橋高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 作新学院大学 7034 猪狩 祐太(3) ｲｶﾘ ﾕｳﾀ 3:23.50

7045 米川 航(2) ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ Q
7145 川野辺 涼(1) ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ
7032 湯本 光司(4) ﾕﾓﾄ ｺｳｼﾞ

2 4 OCOSITEI 8039 林 拓己 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 3:24.71

8028 橿淵 京平 ｶｼﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ Q
8168 宇都木 后亜 ｳﾂｷﾞ ﾉｱ
8025 尾崎 天佑 ｵｻﾞｷ ﾃﾝﾕｳ

3 9 栃木高 4068 茂木 駿介(3) ﾓﾃｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 3:25.07

3082 愛沢 誠也(2) ｱｲｻﾞﾜ ｾｲﾔ q
4066 根本 直輝(3) ﾈﾓﾄ ﾅｵｷ
3083 荒川 貴郁(2) ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾌﾐ

4 3 宇都宮南高 5079 森戸 雅也(1) ﾓﾘﾄ ﾏｻﾔ 3:44.95

5078 川田 賢佑(1) ｶﾜﾀ ｹﾝｽｹ
5074 仁科 然斗(1) ﾆｼﾅ ｾﾞﾝﾄ
5080 鈴木 響基(1) ｽｽﾞｷ ﾋﾋﾞｷ

OP 8 白鴎大B 7071 大槻 朋輝(3) ｵｵﾂｷ ﾄﾓｷ 3:32.85

7083 高松 克輝(2) ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞｷ
7181 大竹 祐真(1) ｵｵﾀｹ ﾕｳﾏ
7182 櫛田 嵩裕(1) ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

5 鹿沼東高 DNS

6 宇都宮大 DNS



男子4X400mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               3:00.76     苅部・伊藤・小坂田・大森(日本)        H8.8.3

大会記録(GR)               3:14.48     櫻井･土屋･磯･犬飼(日本大)             H12 6月29日 16:10 予　選

栃木県記録(TR)             3:12.55     川村・佐藤・小林・岡本(作新学院大)    H28.5.22 6月30日 16:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 作新学院大学 7032 湯本 光司(4) ﾕﾓﾄ ｺｳｼﾞ 3:16.55

7103 中里 将基(1) ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ
7045 米川 航(2) ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ
7145 川野辺 涼(1) ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ

2 6 作新学院高 5037 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(1) ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ 3:17.33

3022 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ
3023 ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ
3218 上田 康介(2) ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ

3 4 OCOSITEI 8031 小池 翔 ｺｲｹ ｶｹﾙ 3:21.26

8028 橿淵 京平 ｶｼﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ
8023 海老原 侑也 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ
8025 尾崎 天佑 ｵｻﾞｷ ﾃﾝﾕｳ

4 2 栃木高 4068 茂木 駿介(3) ﾓﾃｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 3:24.41

3082 愛沢 誠也(2) ｱｲｻﾞﾜ ｾｲﾔ
3083 荒川 貴郁(2) ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾌﾐ
4066 根本 直輝(3) ﾈﾓﾄ ﾅｵｷ

5 3 宇都宮高 3161 佐藤 懸(2) ｻﾄｳ ｹﾝ 3:25.91

3159 塩野目 友都(2) ｼｵﾉﾒ ﾕｳﾄ
3157 田村 啓人(2) ﾀﾑﾗ ｹｲﾄ
3055 関根 功織(2) ｾｷﾈ ｲｵﾘ

6 9 白鴎大A 7086 山本 駿(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 3:27.07

7067 石関 佑介(3) ｲｼｾﾞｷ ﾕｳｽｹ
7073 添田 絋平(3) ｿｴﾀ ｺｳﾍｲ
7081 飯村 慶次朗(2) ｲｲﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ

7 8 那須拓陽高 3052 星野 尚哉(2) ﾎｼﾉ ﾅｵﾔ 3:27.98

4250 鈴木 皓介(3) ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ
5114 大久保 真聖(1) ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾅﾄ
3039 若林 昂己(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ

8 7 宇都宮工業高 3332 相澤 快飛(2) ｱｲｻﾞﾜ ｶｲﾄ 3:28.63

3331 臼井 隼人(2) ｳｽｲ ﾊﾔﾄ
5263 佐々木 光平(1) ｻｻｷ ｺｳﾍｲ
3070 鈴木 拓人(2) ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ



男子走高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  2m35     戸邉 直人(つくばツインピークス)       H31.2.2

大会記録(GR)                  2m20     中島 大輔(日本大)                     H26

栃木県記録(TR)                2m21     中島 大輔(日本大)                     H28.8.7 6月30日 13:30 決　勝    

決　勝　

ｺﾓﾘ ｼｮｳﾀ － － － － － ○ ○ × × ○

1 39 8032 小森 翔太 OCOSITEI × × × 2m05
ｵｼﾞﾏ ｷｮｳ － － － ○ ○ × ○ ○ × × ×

2 35 8233 尾島 京 栃木陸協 2m00
ﾉﾃ ﾄｼﾐﾂ － － － － － ○ × × ○ × × ×

3 37 8053 能手 俊光 SAC 2m00
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ － － － ○ ○ × ○ × × ×

4 33 8359 小林 海 栃木陸協 1m95
ﾉﾃ ﾉﾌﾞﾋﾛ － － － － ○ × × ○ × × ×

5 36 7113 能手 宣拓(4) 平成国際大 1m95
ｶﾜﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ － － ○ × ○ × ○ × × ○ × × ×

6 29 3123 川田 晴之(2) 鹿沼商工高 1m95
ｱﾐ ﾘﾄﾅ － × × ○ × ○ ○ × ○ × × ×

7 28 5112 阿見 凜人(1) 那須拓陽高 1m90
ﾎｿｶﾜ ﾐｸﾄ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

8 26 5265 細川 未空翔(1) 宇都宮工業高 1m90
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ － － × ○ ○ × × ○ × × ×

8 34 8171 高橋 優希 SAC 1m90
ﾀﾝｼﾞ ﾉﾘﾊﾙ － － ○ × × ○ × × ○ × × ×

10 30 7203 丹治 憲治(3) 筑波大 1m90
ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｸﾄ － ○ ○ × ○ × × ×

11 21 7054 大坪 拓斗(3) 宇都宮大 1m85
ｵｵﾀｶ ﾏｻﾔ － － × ○ × ○ × × ×

12 27 8343 大高 雅也 栃木陸協 1m85
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾔ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

13 3 5266 渡邊 大弥(1) 宇都宮工業高 1m85
ﾃﾂｶ ﾀﾞｲﾁ － ○ × × ○ × × ○ × × ×

14 18 3225 手塚 大地(2) さくら清修高 1m85
ｵｵﾓﾘ ｶｲﾄ ○ ○ ○ × × ×

15 24 7038 大森 海翔(3) 作新学院大 1m80
ﾖｼﾀｹ ﾏｻﾄ × ○ ○ ○ × × ×

16 23 8207 吉武 真人 栃木陸協 1m80
ﾄｵﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ － × × ○ ○ × × ×

17 15 3222 遠山 鉄平(2) 那須拓陽高 1m80
ﾉﾅｶ ｷｮｳｽｹ ○ ○ × × ○ × × ×

18 11 3167 野中 響介(2) 宇都宮白楊高 1m80
ﾖﾓｷﾞﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ × ○ ○ × × ○ × × ×

19 13 5081 蓬田 祥大(1) 宇都宮南高 1m80
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ ○ ○ × × ×

20 14 5117 加藤 大樹(1) 今市高 1m75
ｲｲﾉ ﾋｮｳﾏ ○ ○ × × ×

20 22 4327 飯野 彪真(3) 青藍泰斗高 1m75
ｶﾜｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ × ○ ○ × × ×

22 20 5139 川久保 翼(1) 栃木工業高 1m75
ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ － × × ○ × × ×

23 16 5093 髙田 遼雅(1) 宇都宮北高 1m75
ﾀｷﾀ ｶｽﾞﾏ × ○ × × ×

24 6 3237 滝田 和真(2) 宇都宮工業高 1m70
ｵｵｼﾏ ﾜﾀﾙ × × ○ × × ×

25 8 5077 大島 和航(1) 宇都宮南高 1m70
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

OP 38 3604 渡辺 健太(3) 上武大 2m00
ﾀﾃﾉ ﾌﾐﾋﾛ － × ○ × × ○ × × ×

OP 32 3632 舘野 文裕(4) 上武大 1m80
ｲﾝﾅﾐ ｱﾔﾄ × × ×

1 5131 印南 綾斗(1) 宇都宮短大附高 NM
ｻｻｷ ﾘﾝ × × ×

7 3177 佐々木 凜(2) 今市工業高 NM
ﾀﾀﾞ ｱｷﾗ × × ×

10 3241 多田 成(2) 石橋高 NM
ｱﾗｲ ｶｲ － － × × ×

25 3008 新井 甲斐(2) 白鴎大足利高 NM
ｳｴﾉ ｺｳﾀﾛｳ

2 5287 上野 航太郎(1) 宇都宮白楊高 DNS
ｱﾅﾔﾏ ｺｳﾀ

4 5169 穴山 浩大(1) 烏山高 DNS
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳ

5 5219 畠山 凌(1) 石橋高 DNS

2m05
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m75 1m80 1m85 1m90 1m95 2m00
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m70

2m10



男子走高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  2m35     戸邉 直人(つくばツインピークス)       H31.2.2

大会記録(GR)                  2m20     中島 大輔(日本大)                     H26

栃木県記録(TR)                2m21     中島 大輔(日本大)                     H28.8.7 6月30日 13:30 決　勝    

決　勝　

2m05
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m75 1m80 1m85 1m90 1m95 2m00
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m70

2m10

ﾀｷﾀ ﾏｻﾄ

9 7080 滝田 雅斗(2) 白鴎大 DNS
ｵｵｼﾛ ｶﾞｸ

12 3344 大城 岳(2) 佐野日大高 DNS
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ

17 3190 木村 悠人(2) 黒磯高 DNS
ｻﾔﾏ ﾋﾛﾄ

19 3191 佐山 寛人(2) 栃木工業高 DNS
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ

31 8051 高橋 雅也 SAC DNS



男子棒高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  5m83     澤野 大地(ニシ･スポーツ)              H17.5.3

大会記録(GR)                  4m90     上野 伊織(城西大)                     H24

栃木県記録(TR)                5m01     成瀬 晴美(矢板東高教)                 S54.9.16 6月29日 10:00 決　勝    

決　勝　

ｲﾀｲ ｷｭｳﾏ － － － － － － － －

1 11 7155 板井 赳磨(1) 福島大 － ○ － × × ○ － ○ × × × 4m20
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ － － － － － － － ○

2 10 5075 小笠原 涼介(1) 宇都宮南高 ○ － × ○ × ○ × × × 4m00
ｽｽﾞｴ ﾕｳｷ － － － － － ○ × ○ ○

3 7 4320 鈴江 憂騎(3) 宇都宮北高 ○ ○ × × × 3m80
ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ － － － － － × ○ × × ○ × × ○

4 5 3340 須田 悠斗(2) 石橋高 × × × 3m60
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ － － － ○ × × ○ ○ ○ × × ×

5 4 5061 渡邉 歩(1) 那須拓陽高 3m50
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ － － － ○ － × × ○ × ○ × × ×

6 9 5220 上野 樹(1) 石橋高 3m50
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ － － － ○ × ○ ○ × × ×

7 6 5194 渡邉 智博(1) 那須拓陽高 3m40
ｷﾑﾗ ｹｲﾀ ○ × ○ × ○ × × ×

8 3 5082 木村 圭汰(1) 宇都宮南高 3m10
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ × × ×

2 3039 若林 昂己(2) 那須拓陽高 NM
ﾎﾝﾏ ｱﾗﾀ

1 3221 本間 新(2) 那須拓陽高 DNS
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ

8 7082 鈴木 亮真(2) 白鴎大 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m90

3m70

3m00

3m80

3m10

3m90

3m20

4m00

3m60
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m30

4m10

3m40

4m20

3m50

4m40



男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  8m25     森長 正樹(日本大)                     H4.5.5

大会記録(GR)                  7m52     山本 潤(慶応大)                       S61

栃木県記録(TR)                7m75     今井 雄紀(日本大)                     H16.5.5 6月28日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾔ × 7m09 6m69 6m77 7m15 7m61 7m61
1 72 8083 吉澤 尚哉 滝沢ﾊﾑ +1.7 +0.6 +0.5 +0.1 +1.1 +1.1 GR

ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ × 7m41 7m27 7m06 × 7m33 7m41
2 71 7192 村田 遼介(M2) 東海大 +1.3 +1.0 +0.6 0.0 +1.3

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｮｳ 7m27 × － 7m23 × 7m36 7m36
3 61 8369 松原 奨 栃木陸協 +1.8 0.0 +1.0 +1.0

ﾋﾙﾏ ﾕｳﾔ × × 7m27 × × 7m22 7m27
4 68 7148 蛭間 雄也(2) 城西大 +0.7 +0.6 +0.7

ｶｼﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾏ × 7m02 7m13 × 7m18 × 7m18
5 69 7036 橿淵 和馬(3) 作新学院大 +1.5 +0.2 0.0 0.0

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 6m71 6m97 6m66 × 7m06 7m16 7m16
6 67 4251 村上 潤(3) 那須拓陽高 +1.4 +1.0 +0.7 0.0 +1.3 +1.3

ｵｵｼﾏ ｲｯｾｲ × 6m91 6m79 6m74 6m90 × 6m91
7 64 7088 大島 一晟(1) 平成国際大 +1.6 +0.6 0.0 +0.1 +1.6

ﾅﾘﾏﾂ ﾑﾂｷ 6m44 6m62 6m81 × － 6m65 6m81
8 62 7093 成松 睦輝(4) 国際武道大 +1.3 +1.9 +0.6 +0.8 +0.6

ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞﾑ × 6m37 6m67 6m67
9 58 7149 竹村 和夢(2) 城西大 +1.3 -0.2 -0.2

ｻｶｳｴ ﾊﾙﾏ 6m14 × 6m55 6m55
10 49 8361 坂上 春馬(2) 帝京大 +1.4 +1.7 +1.7

ｶﾐﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 6m54 6m50 6m47 6m54
11 60 7031 神山 伊吹(4) 作新学院大 +1.7 +1.5 +1.3 +1.7

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 6m43 6m52 × 6m52
12 57 7057 山口 智也(3) 宇都宮大 +2.4 +0.9 +0.9

ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 6m08 6m49 × 6m49
13 39 7069 関口 治希(3) 白鴎大 0.0 +0.4 +0.4

ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ × 6m37 6m47 6m47
14 63 3023 ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) 作新学院高 +1.3 +0.6 +0.6

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ × × 6m46 6m46
15 52 7099 渡辺 雅博(2) 文教大 -0.4 -0.4

ﾅｵｲ ｼｮｳﾀ 6m45 × 6m17 6m45
16 59 7139 直井 星汰 (1) 駿河台大 +1.8 +0.7 +1.8

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 6m20 6m19 6m43 6m43
17 47 7084 山本 翔真(2) 白鴎大 +1.1 +1.7 +1.6 +1.6

ﾖﾓｷﾞﾀ ｺｳｾｲ 6m41 × 5m89 6m41
18 55 4298 蓬田 昂生(3) 宇都宮南高 +1.9 -2.1 +1.9

ｻｶﾓﾄ ﾀｲ 6m39 6m20 5m91 6m39
19 51 3057 坂元 泰(2) 宇都宮高 +1.2 +1.5 -0.2 +1.2

ｿｴﾀ ｺｳﾍｲ 6m21 6m37 6m17 6m37
20 22 7073 添田 絋平(3) 白鴎大 +1.8 +1.9 +0.9 +1.9

ﾓﾘﾀ ｶﾝ × 6m21 6m34 6m34
21 40 4294 森田 寛(3) 宇都宮南高 +1.0 +1.6 +1.6

ﾀｶﾂﾄﾞ ｹﾝﾀ 5m96 6m28 6m25 6m28
22 48 5032 高津戸 堅太(1) 作新学院高 +0.6 +1.1 +1.5 +1.1

ﾋﾗｲ ﾘｮｳﾀ 4m61 6m24 6m18 6m24
23 65 7092 平井 涼太(4) 国際武道大 +2.0 +1.2 +0.2 +1.2

ﾊﾞﾝｾ ﾕｳｷ 6m21 6m12 6m18 6m21
24 35 4199 伴瀬 勇輝(3) 高根沢高 +1.6 +3.1 -1.3 +1.6

ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 6m07 6m21 6m08 6m21
25 53 8039 林 拓己 OCOSITEI +1.2 +1.6 -1.4 +1.6

ﾏﾂｷ ﾕｳﾏ × 5m92 6m19 6m19
26 56 5057 松木 悠眞(1) 宇都宮高 +2.6 -0.8 -0.8

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 5m62 6m18 5m96 6m18
27 24 5115 安藤 悠(1) 那須拓陽高 +1.9 +2.5 +1.2 +2.5

ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾍｲ × × 6m12 6m12
28 42 7056 髙橋 周平(3) 宇都宮大 +1.7 +1.7

ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾁ 6m09 6m10 × 6m10
29 5 3152 清水 寛地(2) 小山西高 -0.1 +2.3 +2.3

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 5m91 × 6m03 6m03
30 45 3136 佐藤 瞭真(2) 宇都宮商業高 +0.7 +0.9 +0.9

ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾅﾄ × 5m97 6m00 6m00
31 31 5114 大久保 真聖(1) 那須拓陽高 +1.2 -0.4 -0.4

ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏｺﾄ 5m95 6m00 5m79 6m00
32 50 8350 東海林 真(1) 帝京大 -1.1 +2.0 +1.5 +2.0

ﾜｶﾒﾀﾞ ｶﾔﾄ － 5m96 × 5m96
33 38 5203 若目田 茅都(1) 宇都宮白楊高 +0.6 +0.6

ｵｵﾋﾗ ﾀﾂｷ 5m62 5m93 5m84 5m93
34 30 4110 大平 樹(3) 鹿沼東高 +0.9 +1.7 -0.4 +1.7



男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  8m25     森長 正樹(日本大)                     H4.5.5

大会記録(GR)                  7m52     山本 潤(慶応大)                       S61

栃木県記録(TR)                7m75     今井 雄紀(日本大)                     H16.5.5 6月28日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ 5m49 × 5m90 5m90
35 25 3345 丸山 浩季(2) 壬生高 +1.4 +2.0 +2.0

ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ × 5m88 5m87 5m88
36 6 3151 村上 太一(2) 小山西高 +2.0 +1.6 +2.0

ｽｽﾞｷ ｶｲ 5m78 5m88 5m77 5m88
37 14 3050 鈴木 海(2) 宇都宮白楊高 +0.6 +1.2 +1.6 +1.2

ｵｵｶﾜ ｷｮｳｾｲ 5m88 × 5m72 5m88
38 28 5008 大川 喬聖(1) 佐野日大高 +1.8 +0.6 +1.8

ｸﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 5m85 5m71 × 5m85
39 41 4102 熊本 一希(3) 佐野日大高 +1.7 +1.8 +1.7

ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾄ 5m79 5m81 5m79 5m81
40 21 5138 山崎 海都(1) 栃木工業高 +1.2 +2.1 +2.2 +2.1

ｳｶｼﾞ ｻﾄﾔ × 5m81 × 5m81
41 26 3112 宇梶 聡也(2) 矢板東高 +1.1 +1.1

ﾌｼﾞﾋﾗ ﾊﾔﾄ 5m58 5m78 5m72 5m78
42 34 5278 藤平 隼人(1) 白鴎大足利高 +1.7 +1.3 -1.0 +1.3

ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 5m76 5m74 5m58 5m76
43 23 3231 伊藤 雅哲(2) 宇都宮短大附高 +2.1 +1.2 -0.1 +2.1

ﾎﾘｺｼ ﾋﾅﾀ × 5m75 5m47 5m75
44 44 3163 堀越 日向(2) 宇都宮高 +1.0 +0.9 +1.0

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾝ 5m61 5m60 5m72 5m72
45 36 5215 吉澤 佑仁(1) 鹿沼高 +1.1 +2.1 -1.3 -1.3

ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ × 5m52 5m48 5m52
46 19 5332 遠藤 颯一郎(1) 作新学院高 +1.6 +1.5 +1.6

ｵﾊﾞﾅ ﾄﾓﾉﾘ 5m33 5m50 × 5m50
47 12 5062 尾花 知典(1) 佐野高 +1.1 +0.4 +0.4

ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 5m30 5m24 5m49 5m49
48 3 5098 落合 悠真(1) 佐野松桜高 +0.3 +1.9 +1.3 +1.3

ｽﾘｷ ｼｭﾝ × 5m37 × 5m37
49 20 5094 摺木 舜(1) 鹿沼東高 +1.7 +1.7

ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾔ 4m97 5m34 5m19 5m34
50 33 5267 永井 雅也(1) 宇都宮工業高 +1.9 +0.9 -1.3 +0.9

ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 4m95 5m30 5m06 5m30
51 10 7180 木村 亮太(1) 白鴎大 +1.1 +2.0 +1.3 +2.0

ｺｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ 5m23 5m27 5m01 5m27
52 11 5122 小島 佳瑚(1) 今市高 +0.7 +1.8 +1.8 +1.8

ｶﾜﾀ ｹﾝｽｹ 4m06 5m13 5m27 5m27
53 17 5078 川田 賢佑(1) 宇都宮南高 +1.5 +1.8 +0.8 +0.8

ﾀｶﾑﾗ ｲｯｾｲ 4m67 5m02 5m23 5m23
54 18 5095 髙村 一正(1) 鹿沼東高 +1.2 +2.5 +1.0 +1.0

ｷｸﾁ ｿｳﾀ × 5m03 × 5m03
55 9 3263 菊池 崇太(2) 宇都宮白楊高 +2.0 +2.0

ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 4m78 4m92 4m98 4m98
56 4 5158 市川 渓登(1) 小山西高 0.0 +1.0 +1.8 +1.8

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 3m83 × × 3m83
57 8 5338 中川 響(1) 小山北桜高 +0.9 +0.9

ﾅｶﾞｼﾏ ｶｵﾙ 7m09 7m21 6m97 7m21
OP 70 1279 長島 薫 平成国際大AC +2.9 +0.9 +0.3 +0.9

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 6m18 6m16 5m95 6m18
OP 27 7106 山田 稜晟(1) 作新学院大 +1.4 +1.1 +1.2 +1.4

ﾏｽﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ × × ×
15 5331 増山 翼(1) 作新学院高 NM

ｶﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ × × ×
16 5068 金井 祐寛(1) 作新学院高 NM

ｲﾅﾊﾞ ﾀｸﾏ

46 4319 稲葉 拓真(3) 宇都宮北高 DNS
ｵｵﾇﾏ ｼｭﾘ

1 3316 大沼 朱璃(2) 鹿沼南高 DNS
ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ

2 5261 田中 槙之助(1) 栃木商業高 DNS
ｺｽｷﾞ ﾀｸﾄ

7 3379 小杉 拓人(2) 鹿沼南高 DNS
ｱｸﾂ ﾏｻﾄ

13 5205 阿久津 勝斗(1) 今市工業高 DNS
ﾓﾛ ｱﾕﾑ

29 3019 茂呂 歩夢(2) 白鴎大足利高 DNS
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ

32 8126 若林 達也 栃木TFC DNS



男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  8m25     森長 正樹(日本大)                     H4.5.5

大会記録(GR)                  7m52     山本 潤(慶応大)                       S61

栃木県記録(TR)                7m75     今井 雄紀(日本大)                     H16.5.5 6月28日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｸ

37 4183 柴田 龍玖(3) 宇都宮商業高 DNS
ｸﾎﾞ ｱﾏﾈ

43 4115 久保 亘(3) 宇都宮高 DNS
ﾄﾍﾞ ﾋﾛｱｷ

54 7040 戸邊 裕晶(3) 作新学院大 DNS
ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳ

66 4051 川上 涼(3) 作新学院高 DNS



男子三段跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 17m15     山下 訓史(日本電気)                   S61.6.1

大会記録(GR)                 15m82     齋藤 勇太(作新学院大)                 H30

栃木県記録(TR)               16m34     松本 茂久(作新学院教)                 H6.5.8 6月30日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ × 14m51 14m98 × 15m01 15m54 15m54
1 29 8117 齋藤 勇太 宇都宮記念病院 +1.1 +0.3 +1.9 +2.2 +2.2

ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 14m85 － 13m16 14m10 14m37 14m78 14m85
2 28 8023 海老原 侑也 OCOSITEI +1.0 +0.5 +0.8 +1.0 +2.2 +1.0

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｵ 14m11 14m26 13m64 13m73 13m93 14m22 14m26
3 24 7152 山本 崇雄(2) 国士舘大 +1.1 +0.3 +1.4 +2.1 +2.0 +1.6 +0.3

ｵｵｼﾏ ｲｯｾｲ 13m64 × 13m15 × × 14m13 14m13
4 2 7088 大島 一晟(1) 平成国際大 +0.6 +1.1 +1.5 +1.5

ｶｼﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 13m86 13m70 13m72 13m77 × 13m86 13m86
5 23 7036 橿淵 和馬(3) 作新学院大 +0.8 +0.2 +0.5 +2.1 +2.1 +0.8

ﾑﾛｲ ｿｳﾀ 13m62 13m71 13m69 13m59 13m49 11m86 13m71
6 26 4193 室井 颯太(3) 矢板東高 +0.7 +0.6 0.0 +1.1 +0.7 +2.2 +0.6

ｶﾐﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 13m21 12m53 13m59 × 13m19 13m02 13m59
7 25 7031 神山 伊吹(4) 作新学院大 +1.1 +0.5 +1.7 +1.8 +1.7 +1.7

ﾅｸﾞﾓ ﾄﾓﾅﾘ × × 13m58 13m26 11m61 13m44 13m58
8 27 8172 南雲 智成 SAC +1.6 +0.4 +1.0 +1.5 +1.6

ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞﾑ 13m57 11m64 13m30 13m57
9 22 7149 竹村 和夢(2) 城西大 +0.7 +1.4 +1.2 +0.7

ﾓﾘﾀ ｶﾝ 13m28 13m18 11m98 13m28
10 3 4294 森田 寛(3) 宇都宮南高 +1.0 +0.7 +0.8 +1.0

ﾅｶﾀ ｺｳｽｹ 12m98 13m10 12m79 13m10
11 19 3113 中田 航輔(2) 矢板東高 +0.9 +0.3 +1.5 +0.3

ﾖﾓｷﾞﾀ ｺｳｾｲ 11m94 12m48 12m97 12m97
12 1 4298 蓬田 昂生(3) 宇都宮南高 +1.6 +0.7 +0.6 +0.6

ｿｴﾀ ｺｳﾍｲ 12m49 12m94 × 12m94
13 15 7073 添田 絋平(3) 白鴎大 +0.3 +1.1 +1.1

ﾀﾝｼﾞ ﾉﾘﾊﾙ 12m71 11m92 12m55 12m71
14 18 7203 丹治 憲治(3) 筑波大 +1.3 +0.7 +1.1 +1.3

ﾜｷ ﾀｲｶﾞ × 12m69 12m59 12m69
15 21 8042 和氣 大河 OCOSITEI +0.4 +1.6 +0.4

ﾄｻｷ ｹｲﾀ 12m27 × × 12m27
16 7 5055 戸﨑 景太(1) 宇都宮高 +0.7 +0.7

ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｸﾄ 12m01 12m19 11m97 12m19
17 14 7054 大坪 拓斗(3) 宇都宮大 +0.3 +0.6 +1.2 +0.6

ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ × 11m53 12m14 12m14
18 17 3138 田口 雅大(2) 宇都宮北高 +0.8 +0.3 +0.3

ﾖｼﾅｶ ﾀﾞｲｷ 11m73 11m15 12m08 12m08
19 12 4184 吉中 大樹(3) 黒磯高 +0.7 +0.4 +1.3 +1.3

ﾀｶﾂﾄﾞ ｹﾝﾀ 11m71 11m70 12m06 12m06
20 6 5032 高津戸 堅太(1) 作新学院高 +0.5 +0.3 +1.5 +1.5

ﾀｹﾉｳﾁ ｶｽﾞﾏ 11m84 － － 11m84
21 16 3111 竹之内 一真(2) 矢板東高 +0.5 +0.5

ﾎﾝﾏ ｱﾗﾀ 11m18 11m56 × 11m56
22 8 3221 本間 新(2) 那須拓陽高 +0.1 +0.1 +0.1

ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 11m45 × × 11m45
23 5 5185 佐藤 亘(1) 黒磯高 +0.2 +0.2

ﾌﾞﾝｺﾞ ｺｳｽｹ × × 11m24 11m24
24 10 3026 豊後 滉輔(2) 作新学院高 +0.3 +0.3

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ × 11m11 － 11m11
25 11 3039 若林 昂己(2) 那須拓陽高 +0.4 +0.4

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ × × ×
4 3260 山本 翔太(2) 小山北桜高 NM

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

9 3208 松本 真広(2) 鹿沼東高 DNS
ｲﾅﾊﾞ ﾀｸﾏ

13 4319 稲葉 拓真(3) 宇都宮北高 DNS
ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ

20 8039 林 拓己 OCOSITEI DNS



男子砲丸投(7.26kg)
審 判 長：日渡 勝則

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 18m85     中村 太地(チームミズノ)               H30.5.20

大会記録(GR)                 16m39     鈴木 愛勇(佐野日大短大ク)             H30

栃木県記録(TR)               16m40     鈴木 愛勇(佐野日大短大ク)             H30.4.22 6月29日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀ ｶﾝｼﾞ

1 16 7151 太田 幹二(3) 国士舘大 14m42 14m59 14m43 14m59 × × 14m49 14m59

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

2 14 4326 藤田 天史(3) 青藍泰斗高 12m80 13m64 13m88 13m88 14m21 13m83 13m85 14m21

ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾋｺ

3 13 8120 内山 直彦 栃木TFC 12m48 12m42 12m41 12m48 12m48 12m56 12m34 12m56

ﾃﾞﾝﾌﾟｼｰ ｼﾞｬｽﾃｨﾝｼｮｳ

4 11 7178 ﾃﾞﾝﾌﾟｼｰ ｼﾞｬｽﾃｨﾝ昇(3) 立教大 12m20 12m16 11m70 12m20 × × 12m49 12m49

ﾀｹｻﾞﾜ ｶｲﾄ

5 15 8052 竹澤 海斗 SAC × × 12m19 12m19 12m08 12m18 11m83 12m19

ﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ

6 2 8219 田島 駿 栃木陸協 11m79 11m45 11m75 11m79 11m98 12m02 11m97 12m02

ｵｵﾂｶ ｾｲﾔ

7 12 3068 大塚 誠也(2) 宇都宮工業高 9m40 10m69 11m18 11m18 9m99 10m83 11m63 11m63

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

8 10 3007 嶋田 裕二(2) 青藍泰斗高 10m97 10m30 10m67 10m97 11m27 11m25 11m47 11m47

ｳｽｲ ﾀﾞｲｷ

9 9 4064 臼井 大貴(3) 作新学院高 9m34 × 9m58 9m58 9m58

ｵﾉｻﾞｷ ｼｮｳﾔ

10 7 3290 小野﨑 翔也(2) さくら清修高 8m29 8m64 8m94 8m94 8m94

ｵｵﾇｷ ﾋﾅﾀ

11 3 4350 大貫 陽向(3) 黒磯南高 7m94 8m43 7m82 8m43 8m43

ｷﾐｼﾏ ｺｳｽｹ

12 5 4200 君嶋 晃輔(3) 高根沢高 × 7m66 7m50 7m66 7m66

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｷ

13 6 3213 渡邊 旺樹(2) 鹿沼東高 7m04 7m31 7m38 7m38 7m38

ﾀｶｸ ﾕｳﾄ

14 1 3261 髙久 雄飛(2) 小山北桜高 6m23 6m68 6m85 6m85 6m85

ﾊﾔﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ

15 4 3171 速水 翔吾(2) 小山高 5m30 5m47 5m58 5m58 5m58

ﾑﾗｷ ﾐｽﾞﾎ

8 8018 村木 瑞穂 NSAC DNS



少年男子B砲丸投(5.000kg)
審 判 長：日渡 勝則

記録主任：渡辺 伸夫

栃木県高校記録(THR)          15m95     竹澤 海斗(青藍泰斗)                   H28.7.17 6月29日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｺﾞｳ ﾅｵ

1 12 5056 中郷 成生(1) 宇都宮高 13m31 13m52 13m49 13m52 13m17 12m82 × 13m52

ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ

2 14 5119 橋本 拓真(1) 今市高 12m21 × 13m26 13m26 12m55 12m22 13m32 13m32

ｾｷﾔﾏ ｺｳﾔ

3 1 5042 関山 洸哉(1) 小山西高 13m14 12m21 12m17 13m14 12m89 13m23 13m30 13m30

ｲｼｶﾜ ｼﾞﾝ

4 2 5011 石川 ジン(1) 文星芸術大附高 12m70 12m56 10m85 12m70 × 12m45 12m38 12m70

ﾇﾏｵ ｿﾗ

5 13 1113 沼尾 空(3) 一条中 10m94 12m00 10m38 12m00 11m33 11m66 12m23 12m23

ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ

6 11 5198 森山 雄翔(1) さくら清修高 10m99 10m80 11m20 11m20 10m92 11m37 11m76 11m76

ﾏｴﾀﾞ ｶﾝﾀ

7 9 5224 前田 幹太(1) 石橋高 9m44 10m67 10m81 10m81 11m04 10m69 11m25 11m25

ｲﾄｳ ｿｳﾏ

8 3 5146 伊藤 颯真(1) 栃木高 10m85 10m68 10m68 10m85 9m83 11m05 10m51 11m05

ｶﾈﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ

9 8 5099 金田 大地(1) 矢板中央高 10m18 10m04 10m64 10m64 10m64

ﾖﾈﾀｹ ﾚﾝ

10 10 5097 米竹 玲音(1) 黒磯南高 9m94 9m96 9m86 9m96 9m96

ｳﾜﾉ ﾑﾂﾐ

11 7 5121 宇和野 睦(1) 今市高 9m30 8m82 8m19 9m30 9m30

ﾔｽﾀﾞ ｺｳｾｲ

12 4 5178 安田 昂生(1) 小山高 7m31 7m64 7m79 7m79 7m79

ｺｲｹ ｶｴﾃﾞ

5 5013 小池 楓(1) 文星芸術大附高 DNS
ｲﾅﾊﾞ ｹｲｺﾞ

6 5113 稲葉 慶悟(1) 那須拓陽高 DNS



男子円盤投(2.0kg)
審 判 長：日渡 勝則

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 62m16     湯上 剛輝(トヨタ自動車)               H30.6.24

大会記録(GR)                 46m46     志田 利宏(県運動公園)                 S55

栃木県記録(TR)               48m56     志田 利宏(県運動公園)                 S55.10.16 6月28日 09:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ｹｲ

1 17 7194 佐藤 慧(1) 東海大 40m30 × 40m41 40m41 37m52 41m43 41m11 41m43

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

2 16 4326 藤田 天史(3) 青藍泰斗高 40m03 × × 40m03 39m49 × 38m98 40m03

ｲｼｶﾜ ﾅｵﾋﾛ

3 12 7146 石川 有宏(1) 仙台大 34m24 34m93 35m73 35m73 33m98 35m95 37m11 37m11

ｵｸﾞﾗ ｺｳﾔ

4 15 4213 小倉 洸哉(3) 矢板高 36m90 35m25 34m61 36m90 35m06 36m46 × 36m90

ｸﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ

5 10 7063 熊田 隼斗(4) 白鴎大 35m86 36m46 35m53 36m46 × × × 36m46

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

6 11 3007 嶋田 裕二(2) 青藍泰斗高 35m63 32m63 × 35m63 × × × 35m63

ﾀｹｻﾞﾜ ｶｲﾄ

7 14 8052 竹澤 海斗 SAC × 32m73 × 32m73 32m23 33m50 31m22 33m50

ﾅｶｺﾞｳ ﾅｵ

8 8 5056 中郷 成生(1) 宇都宮高 28m66 × 32m53 32m53 × × 31m96 32m53

ｳﾗｶﾜ ｻﾄｼ

9 13 7095 裏川 智史(4) 国際武道大 × × 31m13 31m13 31m13

ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ

10 7 7183 岡崎 純也(1) 白鴎大 30m90 29m62 × 30m90 30m90

ｷｸﾁ ﾂﾊﾞｻ

11 9 7140 菊地 翼裟 (1) 駿河台大 29m29 × 30m39 30m39 30m39

ﾃﾗｳﾁ ｹﾝ

12 6 7087 寺内 健(2) 白鴎大 28m82 29m56 28m90 29m56 29m56

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ

13 1 3362 小林 弘季(2) 足利大附高 × 24m99 25m39 25m39 25m39

ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ

14 2 5198 森山 雄翔(1) さくら清修高 × 23m87 23m21 23m87 23m87

ｷｸﾁ ﾕｳﾄ

15 5 3255 菊地 祐道(2) 大田原高 × 23m24 × 23m24 23m24

ｻﾄｳ ﾀｸﾔ

16 3 5073 佐藤 拓哉(1) 矢板高 16m97 17m44 × 17m44 17m44

ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

4 3264 澤田 涼平(2) 宇都宮白楊高 DNS



男子ハンマー投(7.26kg)
審 判 長：日渡 勝則

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 84m86     室伏 広治(ミズノ)                     H15.6.29

大会記録(GR)                 64m04     遠藤 彰(国際武道大大学院)             H20

栃木県記録(TR)               67m55     遠藤 彰(国際武道大大学院)             H20.9.12 6月29日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｼﾏ ﾖｳ

1 9 4212 大島 瑶(3) 矢板高 47m83 × 47m63 47m83 × × 48m98 48m98

ｼｼﾄﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

2 8 7193 宍戸 秀徳(2) 東海大 43m23 42m79 46m88 46m88 44m80 × 43m66 46m88

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ

3 4 4340 高橋 勇二(3) 真岡工業高 × 44m62 × 44m62 × × 44m12 44m62

ﾃﾗｳﾁ ｹﾝ

4 6 7087 寺内 健(2) 白鴎大 42m15 × 41m51 42m15 × × 43m00 43m00

ﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ

5 3 8219 田島 駿 栃木陸協 38m28 × × 38m28 42m00 × 37m89 42m00

ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｮｳｴｲ

6 1 5296 吉田 城栄(1) 上三川高 × 21m18 22m05 22m05 × 24m22 22m68 24m22

ｳｴｿﾞﾉ ｼｭｳｼﾞ

OP 7 3620 上薗 柊二(1) 上武大 40m75 × × 40m75 40m75

ﾑﾗｷ ﾐｽﾞﾎ

5 8018 村木 瑞穂 NSAC × × × × × × NM
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ

2 5289 吉澤 泰征(1) 小山西高 DNS



男子やり投(800g)
審 判 長：日渡 勝則

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 87m60     溝口 和洋(ゴールドウイン)             H1.5.27

大会記録(GR)                 69m32     坂本 嘉史(国際武道大)                 H7

栃木県記録(TR)               74m10     坂本 嘉史(国際武道大)                 H7.8.31 6月30日 11:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆｶﾞﾜ ｹﾝﾀ

1 41 8035 谷川 健太 OCOSITEI 60m16 60m22 64m05 64m05 × － 59m47 64m05

ｺﾞﾐ ﾏｺﾄ

2 4 8346 五味 誠 栃木陸協 56m80 54m28 60m39 60m39 59m02 59m45 × 60m39

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾊﾙ

3 35 7167 近藤 千晴(2) 作新学院大 55m90 58m36 53m21 58m36 53m94 53m88 × 58m36

ｲｿ ﾌﾐﾔ

4 33 7044 磯 文也(2) 作新学院大 47m45 57m82 49m38 57m82 47m27 43m39 － 57m82

ｲﾉｾ ｶｽﾞｷ

5 37 7210 猪瀬 和希(3) 順天堂大 52m08 54m10 × 54m10 － 56m32 － 56m32

ﾅｶﾊﾀ ﾅｵﾔ

6 39 7049 中畠 直哉(4) 宇都宮大 48m44 55m50 55m24 55m50 55m55 55m18 56m11 56m11

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ

7 36 7204 渡邊 寛之(1) 筑波大 50m97 53m78 51m85 53m78 52m72 55m45 × 55m45

ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

8 40 8055 安田 淳 SAC 49m16 54m07 51m35 54m07 － － － 54m07

ｲｼｸﾞﾛ ｼｭｳｲﾁ

9 30 8015 石黒 守一 NSAC 51m00 × 51m54 51m54 51m54

ﾃﾗｼﾏ ｶﾞｸﾄ

10 31 4357 寺嶋 岳都(3) 佐野高 46m63 42m12 51m31 51m31 51m31

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ

11 32 7062 鈴木 理太(2) 宇都宮大 47m63 51m24 × 51m24 51m24

ｶﾜｲ ｿﾗ

12 24 4214 河井 塑羅(3) 矢板高 45m84 47m15 50m04 50m04 50m04

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ

13 22 8021 渡邊 涼 NSAC 43m88 48m67 49m67 49m67 49m67

ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ

14 25 8014 石川 淳太郎 NSAC 48m72 47m37 46m99 48m72 48m72

ﾀﾃﾇﾏ ﾀﾞｲｷ

15 2 4041 蓼沼 大輝(3) 足利大附高 45m71 45m82 × 45m82 45m82

ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏﾅﾄ

16 27 3078 長濵 愛斗(2) 小山南高 37m40 45m28 × 45m28 45m28

ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾄ

17 26 4082 永野 友斗(3) 白鴎大足利高 41m19 43m74 40m03 43m74 43m74

ｶﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ

18 23 5068 金井 祐寛(1) 作新学院高 37m87 43m22 40m57 43m22 43m22

ﾀｼﾞﾘ ｼｮｳﾀﾞｲ

19 21 3372 田尻 翔大(2) 佐野日大高 35m50 35m26 42m53 42m53 42m53

ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ

20 1 5198 森山 雄翔(1) さくら清修高 34m32 37m35 × 37m35 37m35

ｵﾉｸﾞﾁ ﾚﾝ

21 20 3309 小野口 廉(2) 鹿沼高 34m50 37m11 36m16 37m11 37m11

ｶﾂﾇﾏ ﾚｵ

22 19 8170 勝沼 怜央 SAC 30m72 33m13 36m55 36m55 36m55

ｻﾄｳ ﾚﾝ

23 17 3147 佐藤 練(2) 小山西高 29m84 × 35m02 35m02 35m02

ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ

24 15 5119 橋本 拓真(1) 今市高 29m65 27m61 34m72 34m72 34m72

ｸﾛﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ

25 13 5162 黒田 龍一(1) 大田原高 32m82 × 34m49 34m49 34m49

ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ

26 14 3160 高野 大輔(2) 宇都宮高 33m22 34m00 × 34m00 34m00

ﾅｶｺﾞｳ ﾘｵ

27 18 3158 中郷 李生(2) 宇都宮高 29m82 32m53 27m56 32m53 32m53

ｵｵﾔﾏ ﾘｮｳ

28 11 3214 大山 陵(2) 鹿沼東高 31m25 30m78 31m02 31m25 31m25

ﾀｶﾅｼ ﾄｳｺﾞ

29 9 5159 髙梨 東吾(1) 大田原高 26m11 × 27m72 27m72 27m72

ﾅｶﾞｲ ﾅｵｷ

30 16 3049 長井 尚紀(2) 宇都宮白楊高 × 26m55 25m71 26m55 26m55

ｲﾜﾀ ﾕｳﾏ

31 12 3219 岩田 優真(2) 作新学院高 × 24m91 25m18 25m18 25m18

ｽｽﾞｷ ﾐｷﾊﾙ

32 3 5127 鈴木 幹治(1) 矢板高 21m17 × × 21m17 21m17

ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｷ

OP 38 3629 大塚 主稀(4) 上武大 × 54m41 57m89 57m89 57m89

ﾑﾛｲ ﾌﾐﾔ

8 3250 室井 郁哉(2) 大田原高 × × × NM



男子やり投(800g)
審 判 長：日渡 勝則

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 87m60     溝口 和洋(ゴールドウイン)             H1.5.27

大会記録(GR)                 69m32     坂本 嘉史(国際武道大)                 H7

栃木県記録(TR)               74m10     坂本 嘉史(国際武道大)                 H7.8.31 6月30日 11:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ

5 3289 齋藤 佑介(2) 小山高 DNS
ｲｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ

6 3265 石川 太雅(2) 宇都宮白楊高 DNS
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ

7 4250 鈴木 皓介(3) 那須拓陽高 DNS
ｲｿｶﾜ ｼｮｳｺﾞ

10 5047 磯川 尚吾(1) 宇都宮白楊高 DNS
ｸﾗｼｹﾞ ｼｭｳﾍｲ

28 8016 倉茂 修平 NSAC DNS
ｶﾜﾏﾀ ｿｳｼ

29 3148 川俣 颯士(2) 小山西高 DNS
ﾐﾁｼﾀ ﾘｮｳ

34 7050 道下 遼(4) 宇都宮大 DNS



男子十種競技
審 判 長：遠藤 史晃
記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  8308     右代 啓祐(スズキ浜松AC)               H26.6.1
大会記録(GR)                  6868     須藤 宏(足利工高教)                   S62
栃木県記録(TR)                7029     須藤 宏(佐野SAC)                      S58.9.11

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m 110mH 円盤投 棒高跳 やり投 1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ

11.26 6m55 10m75 1m81 51.45 15.67 28m80 3m00 48m80 4:50.33

1 7150 -1.3 +1.5 -1.4 6185
(804) (709) (531) (636) (749) (770) (441) (357) (571) (617)
11.71 6m23 11m83 1m65 52.14 16.72 30m33 3m80 42m70 4:54.91

2 7153 -1.3 +1.4 -1.4 5922
(709) (637) (596) (504) (719) (654) (471) (562) (481) (589)
11.48 5m50 9m13 1m65 51.60 16.26 27m13 NM 51m22 5:13.16

3 7096 -1.3 +1.3 -1.4 5123
(757) (481) (434) (504) (742) (704) (408) (0) (607) (486)
12.06 6m14 7m47 1m60 53.04 17.70 21m77 3m40 33m85 4:51.26

4 7111 -1.3 +0.4 -1.4 5015
(639) (617) (335) (464) (680) (553) (305) (457) (354) (611)
12.43 5m42 8m43 1m70 57.09 18.62 23m37 2m20 39m51 4:55.09

5 5058 -1.3 +0.9 -1.4 4491
(569) (465) (392) (544) (517) (466) (336) (179) (435) (588)
12.06 5m74 6m98 1m55 57.96 19.42 19m88 NM 24m81 5:12.24

6 5051 -1.3 +0.3 -1.4 3771
(639) (531) (306) (426) (485) (396) (270) (0) (227) (491)
12.06 5m42 8m71 NM 57.82 17.98 19m68 1m70 34m62 5:24.84

7 7011 -1.3 -0.1 -1.4 3670
(639) (465) (408) (0) (490) (526) (266) (86) (365) (425)
11.91 6m07 11m31 1m70 54.10 DNS DNS DNS DNS

8046 -1.3 +0.4 DNF
(669) (602) (565) (544) (635)

氏名 所属

ｱｵｷ ｹｲﾄ

青木 渓登 国士舘大

(3)
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾘ

五十嵐 貴紀 福島大

(4)
ｸﾎﾞ ﾕｳｷ

久保 勇貴 国際武道大

(1)
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

鈴木 琢磨 流通経済大

(4)
ｲﾄｳ ﾘｵﾝ

伊藤 りおん 鹿沼高

(1)
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ

佐藤 稜真 宇都宮高

(1)
ﾁﾝ ﾖｼﾀﾂ

陳 嘉辰 自治医大

(4)
ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ

新井 真秀 SAC



男子十種競技 100m
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月29日 09:10 決　勝

(風:-1.3)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵｷ ｹｲﾄ

1 9 7150 青木 渓登(3) 国士舘大 11.26 804
ｸﾎﾞ ﾕｳｷ

2 2 7096 久保 勇貴(1) 国際武道大 11.48 757
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾘ

3 4 7153 五十嵐 貴紀(4) 福島大 11.71 709
ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ

4 6 8046 新井 真秀 SAC 11.91 669
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

5 5 7111 鈴木 琢磨(4) 流通経済大 12.06 639
ﾁﾝ ﾖｼﾀﾂ

6 7 7011 陳 嘉辰(4) 自治医大 12.06 639
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ

7 8 5051 佐藤 稜真(1) 宇都宮高 12.06 639
ｲﾄｳ ﾘｵﾝ

8 3 5058 伊藤 りおん(1) 鹿沼高 12.43 569



男子十種競技 走幅跳
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月29日 10:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵｷ ｹｲﾄ

1 2 7150 青木 渓登(3) 国士舘大
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾘ

2 8 7153 五十嵐 貴紀(4) 福島大
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

3 3 7111 鈴木 琢磨(4) 流通経済大
ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ

4 5 8046 新井 真秀 SAC
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ

5 4 5051 佐藤 稜真(1) 宇都宮高
ｸﾎﾞ ﾕｳｷ

6 7 7096 久保 勇貴(1) 国際武道大
ｲﾄｳ ﾘｵﾝ

7 1 5058 伊藤 りおん(1) 鹿沼高
ﾁﾝ ﾖｼﾀﾂ

8 6 7011 陳 嘉辰(4) 自治医大

1回目 2回目 3回目 記録 得点

6m47
+1.3

6m37
+0.6

6m55
+1.5

6m55
+1.5 709

6m23
+1.4

6m16
0.0

6m14
+1.1

6m23
+1.4 637

6m04
+0.7

6m14
+0.4

6m10
+1.7

6m14
+0.4 617

5m91
+1.1

6m07
+0.4

6m01
+1.7

6m07
+0.4 602

5m71
+0.9

5m74
+0.3

5m60
+1.8

5m74
+0.3 531

× 3m73
+0.2

5m50
+1.3

5m50
+1.3 481

5m42
+0.9

5m28
+0.5

5m42
+0.1

5m42
+0.9

465

465
× 5m42

-0.1
× 5m42

-0.1



男子十種競技 砲丸投(7.260kg)
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月29日 12:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾘ

1 1 7153 五十嵐 貴紀(4) 福島大
ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ

2 5 8046 新井 真秀 SAC
ｱｵｷ ｹｲﾄ

3 6 7150 青木 渓登(3) 国士舘大
ｸﾎﾞ ﾕｳｷ

4 8 7096 久保 勇貴(1) 国際武道大
ﾁﾝ ﾖｼﾀﾂ

5 4 7011 陳 嘉辰(4) 自治医大
ｲﾄｳ ﾘｵﾝ

6 7 5058 伊藤 りおん(1) 鹿沼高
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

7 2 7111 鈴木 琢磨(4) 流通経済大
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ

8 3 5051 佐藤 稜真(1) 宇都宮高 306

335

6m90 6m67 6m98 6m98

392

7m47 7m35 × 7m47

408

7m68 7m58 8m43 8m43

434

8m71 × 8m19 8m71

531

× × 9m13 9m13

565

10m75 9m60 10m18 10m75

596

10m69 10m54 11m31 11m31

11m44 11m42 11m83 11m83

1回目 2回目 3回目 記録 得点



男子十種競技 走高跳
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月29日 13:30  1組

ｱｵｷ ｹｲﾄ － － ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

1 4 7150 青木 渓登(3) 国士舘大 × × × 1m81 636

ｲﾄｳ ﾘｵﾝ － － ○ ○ ○ × × ×

2 7 5058 伊藤 りおん(1) 鹿沼高 1m70 544

ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ － － － ○ × ○ × × ×

3 2 8046 新井 真秀 SAC 1m70 544

ｸﾎﾞ ﾕｳｷ － ○ ○ × ○ × × ×

4 3 7096 久保 勇貴(1) 国際武道大 1m65 504

ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾘ － ○ × × ○ × × ○ × × ×

5 8 7153 五十嵐 貴紀(4) 福島大 1m65 504

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ － － × ○ × × ×

6 6 7111 鈴木 琢磨(4) 流通経済大 1m60 464

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ × × ○ ○ × × ×

7 5 5051 佐藤 稜真(1) 宇都宮高 1m55 426

ﾁﾝ ﾖｼﾀﾂ × × ×

1 7011 陳 嘉辰(4) 自治医大 0 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m50

1m84

1m81
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m78



男子十種競技 400m
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月29日 16:00 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵｷ ｹｲﾄ

1 6 7150 青木 渓登(3) 国士舘大 51.45 749
ｸﾎﾞ ﾕｳｷ

2 8 7096 久保 勇貴(1) 国際武道大 51.60 742
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾘ

3 7 7153 五十嵐 貴紀(4) 福島大 52.14 719
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

4 5 7111 鈴木 琢磨(4) 流通経済大 53.04 680
ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ

5 4 8046 新井 真秀 SAC 54.10 635
ｲﾄｳ ﾘｵﾝ

6 3 5058 伊藤 りおん(1) 鹿沼高 57.09 517
ﾁﾝ ﾖｼﾀﾂ

7 9 7011 陳 嘉辰(4) 自治医大 57.82 490
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ

8 2 5051 佐藤 稜真(1) 宇都宮高 57.96 485



男子十種競技 110mH(1.067m)
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月30日 09:00 決　勝

(風:-1.4)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵｷ ｹｲﾄ

1 7 7150 青木 渓登(3) 国士舘大 15.67 770
ｸﾎﾞ ﾕｳｷ

2 8 7096 久保 勇貴(1) 国際武道大 16.26 704
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾘ

3 4 7153 五十嵐 貴紀(4) 福島大 16.72 654
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

4 6 7111 鈴木 琢磨(4) 流通経済大 17.70 553
ﾁﾝ ﾖｼﾀﾂ

5 3 7011 陳 嘉辰(4) 自治医大 17.98 526
ｲﾄｳ ﾘｵﾝ

6 9 5058 伊藤 りおん(1) 鹿沼高 18.62 466
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ

7 2 5051 佐藤 稜真(1) 宇都宮高 19.42 396
ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ

5 8046 新井 真秀 SAC DNS



男子十種競技 円盤投(2.000kg)
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月30日 10:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾘ

1 8 7153 五十嵐 貴紀(4) 福島大
ｱｵｷ ｹｲﾄ

2 5 7150 青木 渓登(3) 国士舘大
ｸﾎﾞ ﾕｳｷ

3 4 7096 久保 勇貴(1) 国際武道大
ｲﾄｳ ﾘｵﾝ

4 3 5058 伊藤 りおん(1) 鹿沼高
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

5 7 7111 鈴木 琢磨(4) 流通経済大
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ

6 2 5051 佐藤 稜真(1) 宇都宮高
ﾁﾝ ﾖｼﾀﾂ

7 6 7011 陳 嘉辰(4) 自治医大
ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ

1 8046 新井 真秀 SAC DNS

266

270

19m68 × 18m63 19m68

305

19m88 × × 19m88

336

21m77 × × 21m77

408

23m37 23m33 × 23m37

441

27m13 × × 27m13

471

28m80 24m93 25m96 28m80

30m33 × × 30m33

1回目 2回目 3回目 記録 得点



男子十種競技 棒高跳
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月30日 11:30  1組

ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾘ － － － － － － － －

1 3 7153 五十嵐 貴紀(4) 福島大 － － － － × ○ ○ ○ ○ 3m80 562

× ○ × × ×

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ － － － － － － － －

2 1 7111 鈴木 琢磨(4) 流通経済大 － － － ○ ○ × × × 3m40 457

ｱｵｷ ｹｲﾄ － － － － － － ○ ○

3 8 7150 青木 渓登(3) 国士舘大 ○ ○ × × × 3m00 357

ｲﾄｳ ﾘｵﾝ ○ × ○ － × ○ ○ × × ○ × × ×

4 4 5058 伊藤 りおん(1) 鹿沼高 2m20 179

ﾁﾝ ﾖｼﾀﾂ × ○ ○ × × ×

5 2 7011 陳 嘉辰(4) 自治医大 1m70 86

ｸﾎﾞ ﾕｳｷ × × ×

5 7096 久保 勇貴(1) 国際武道大 0 NM

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ × × ×

6 5051 佐藤 稜真(1) 宇都宮高 0 NM

ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ

7 8046 新井 真秀 SAC DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m50

2m90

3m80

3m60

1m70

3m00

3m90

1m80

3m10

2m00

3m20

2m80

3m70 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

2m10

3m40

2m20

3m50

2m70



男子十種競技 やり投(800g)
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月30日 13:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞ ﾕｳｷ

1 1 7096 久保 勇貴(1) 国際武道大
ｱｵｷ ｹｲﾄ

2 4 7150 青木 渓登(3) 国士舘大
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾘ

3 3 7153 五十嵐 貴紀(4) 福島大
ｲﾄｳ ﾘｵﾝ

4 5 5058 伊藤 りおん(1) 鹿沼高
ﾁﾝ ﾖｼﾀﾂ

5 7 7011 陳 嘉辰(4) 自治医大
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

6 6 7111 鈴木 琢磨(4) 流通経済大
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ

7 8 5051 佐藤 稜真(1) 宇都宮高
ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ

2 8046 新井 真秀 SAC DNS

227

354

24m81 × 22m34 24m81

365

33m37 33m44 33m85 33m85

435

× 32m14 34m62 34m62

481

36m94 34m40 39m51 39m51

571

39m54 40m11 42m70 42m70

607

42m52 48m80 18m08 48m80

51m22 46m09 × 51m22

1回目 2回目 3回目 記録 得点



男子十種競技 1500m
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月30日 15:55 決　勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵｷ ｹｲﾄ

1 1 7150 青木 渓登(3) 国士舘大 4:50.33 617
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

2 4 7111 鈴木 琢磨(4) 流通経済大 4:51.26 611
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾘ

3 2 7153 五十嵐 貴紀(4) 福島大 4:54.91 589
ｲﾄｳ ﾘｵﾝ

4 5 5058 伊藤 りおん(1) 鹿沼高 4:55.09 588
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ

5 6 5051 佐藤 稜真(1) 宇都宮高 5:12.24 491
ｸﾎﾞ ﾕｳｷ

6 3 7096 久保 勇貴(1) 国際武道大 5:13.16 486
ﾁﾝ ﾖｼﾀﾂ

7 7 7011 陳 嘉辰(4) 自治医大 5:24.84 425



女子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 11.21     福島 千里(北海道ハイテクAC)           H22.4.29 6月28日 12:20 予　選

大会記録(GR)                 11.79     福田 奈央(作新学院高)                 H30 6月29日 12:50 準決勝

栃木県記録(TR)               11.74     小寺 美沙季(作新学院大)               H29.7.30 6月29日 14:25 決　勝

予　選　7組0着＋24

1組 (風:+0.3) 2組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｸﾗｻﾜ ﾐﾅﾊ ﾀｷﾀ ｶﾘﾝ

1 6 5033 倉澤 みはな(1) 作新学院高 12.48 q 1 6 5103 滝田 花凜(1) さくら清修高 12.79 q
ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ ﾀｶﾊｼ ﾓｴ

2 3 3046 木田 菜摘(2) 小山南高 13.21 q 2 2 7037 高橋 萌(1) 作新学院大 12.97 q
ﾊﾝﾀﾞ ﾙﾅ ｵﾉ ﾏｻｴ

3 4 5069 半田 留愛(1) 鹿沼東高 13.45 q 3 7 5161 小野 正恵(1) 上三川高 13.15 q
ｱﾗｲ ﾏｵ ﾌｸﾊﾗ ｻﾅ

4 5 4183 新井 真央(3) 小山南高 13.77 4 4 4053 福原 沙菜(3) 真岡女高 13.67
ﾔｼﾛ ﾕｲ ｺﾎﾞﾘ ﾅﾂﾐ

5 9 4111 屋代 唯(3) 烏山高 13.92 5 9 3118 小堀 奈津実(2) 佐野東高 13.84
ｲｲﾀﾞ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾞｼﾏ ﾆﾁｶ

6 7 5074 飯田 和々実(1) 真岡女高 14.28 6 5 5083 長島 日花(1) 矢板東高 14.31
ｼﾉﾊﾗ ﾕﾉ ｵｿﾞﾈ ﾙｶ

7 8 5163 篠原 夢乃(1) 上三川高 14.64 7 8 3182 小曽根 瑠華(2) 栃木翔南高 15.80
ｾｷﾈ ｺｺﾛ ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ

2 4038 関根 こころ(3) 白鴎大足利高 DNS 1 7036 福田 奈央(1) 作新学院大 DNS
ﾜｶﾅ ﾘｵ

3 5169 若菜 利緒(1) 佐野高 DNS

3組 (風:+2.1) 4組 (風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵﾉ ﾏﾕ ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ

1 9 7045 小野 真由(2) 中央大 12.43 q 1 6 4024 市川 亜澄(3) 作新学院高 12.14 q
ｽｽﾞｷ ﾊﾕｳ ﾎｻｶ ﾋﾅ

2 4 5023 鈴木 巴悠(1) 宇都宮南高 13.25 q 2 1 5029 保坂 日菜(1) 白鴎大足利高 12.57 q
ﾂｸｲ ﾊﾅ ﾆｼﾏｷ ﾋﾏﾘ

3 5 5013 津久井 華(1) 青藍泰斗高 13.35 q 3 5 3037 西巻 陽万葵(2) さくら清修高 13.18 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｯｶ ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ

4 3 5082 渡辺 妃香(1) 矢板東高 13.85 4 4 8026 戸田 夏希 mo's 13.67
ﾓﾛﾈ ﾊﾙﾉ ｲﾜｶﾐ ｲﾂｷ

5 2 3178 諸根 陽乃(2) 鹿沼高 13.97 5 7 5153 岩上 樹(1) 佐野東高 13.99
ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ ﾀｶﾉ ﾏﾘ

6 8 5049 松本 明莉(1) 小山南高 14.09 6 2 3066 高野 真里(2) 烏山高 14.34
ﾅｶﾀ ﾐｸ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵﾅ

7 6 3173 仲田 海来(2) 上三川高 14.82 7 8 5180 小林 レオナ(1) 小山北桜高 14.54
ﾀｼﾛ ﾅﾅ ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ

7 5009 田代 菜々(1) 真岡女高 DNS 3 3043 鈴木 彩菜(2) 小山南高 DNS
ｺｼｼﾞ ﾊﾙﾅ

9 5039 越路 遥菜(1) 那須拓陽高 DNS

5組 (風:+2.0) 6組 (風:+2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ ｵｻﾞｷ ｼｭﾘ

1 2 3032 鈴木 わかば(2) 宇都宮女高 12.23 q 1 1 4037 尾崎 朱凛(3) 白鴎大足利高 12.38 q
ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ

2 1 3017 田中 玖留実(2) 作新学院高 12.43 q 2 9 4041 福田 捺巴(3) 白鴎大足利高 12.40 q
ｻｲﾄｳ ﾘｻ ﾂｸｲ ｶｽﾞﾐ

3 8 5014 齋藤 理沙(1) 青藍泰斗高 13.58 q 3 7 5121 津久井 和美(1) 那須拓陽高 13.08 q
ｾｶﾞﾜ ｺﾄﾈ ｵｸﾀﾞ ｶﾚﾝ

4 4 5106 瀬川 琴音(1) さくら清修高 13.63 4 6 3048 奥田 かれん(2) 小山南高 13.09 q
ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ ﾋｷﾁ ﾋﾅﾘ

5 7 4113 佐藤 しずく(3) 烏山高 13.67 5 2 3163 曵地 ひな梨(2) 小山南高 13.47 q
ｸﾏｸﾗ ﾁﾅ ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ

6 5 5048 熊倉 千波(1) 小山南高 14.26 6 5 3047 木村 光希(2) 小山南高 13.82
ｿﾒｲ ﾕﾏ ﾎﾘｲｹ ｶﾉﾝ

7 6 3214 染井 祐茉(2) 黒磯南高 14.31 7 8 3184 堀池 佳音(2) 栃木翔南高 14.72
ｸﾏｸﾗ ﾁｶ ｶﾔｼﾏ ｱｲﾅ

8 9 5044 熊倉 千佳(1) 小山南高 14.39 3 5155 茅島 愛奈(1) 佐野東高 DNS
ｲﾄｳ ﾐｻｷ ｵｵﾀﾜ ﾋﾅ

3 7038 伊藤 美咲(1) 作新学院大 DNS 4 3062 大田和 姫奈(2) 今市高 DNS



女子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 11.21     福島 千里(北海道ハイテクAC)           H22.4.29 6月28日 12:20 予　選

大会記録(GR)                 11.79     福田 奈央(作新学院高)                 H30 6月29日 12:50 準決勝

栃木県記録(TR)               11.74     小寺 美沙季(作新学院大)               H29.7.30 6月29日 14:25 決　勝

予　選　7組0着＋24

7組 (風:+2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ

1 4 8016 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 11.97 q
ﾄｺｲ ｱﾔﾈ

2 5 4051 床井 絢音(3) 真岡女高 12.71 q
ﾖｼﾀｹ ﾕﾉ

3 7 3015 吉武 祐乃(2) 白鴎大足利高 13.08 q
ﾋﾄﾐ ｱｽﾞｻ

4 3 5040 人見 梓(1) 那須拓陽高 13.30 q
ｶﾜﾊﾗ ﾓﾓ

5 9 5073 河原 もも(1) 真岡女高 14.43
ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｵ

6 8 5135 中島 真央(1) 栃木翔南高 15.12
ｴｸﾞﾁ ｻﾘﾅ

1 5164 江口 紗理菜(1) 矢板高 DNS
ﾒｸﾞﾛ ｱﾘｻ

2 3117 目黒 有紗(2) 真岡女高 DNS
ｲﾄｳ ﾐﾂｷ

6 5066 伊藤 光希(1) 鹿沼東高 DNS

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-0.9) 2組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ

1 4 3032 鈴木 わかば(2) 宇都宮女高 12.52 Q 1 5 8016 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 12.22 Q
ｵｻﾞｷ ｼｭﾘ ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ

2 7 4037 尾崎 朱凛(3) 白鴎大足利高 12.72 Q 2 7 3017 田中 玖留実(2) 作新学院高 12.53 Q
ﾎｻｶ ﾋﾅ ｵﾉ ﾏﾕ

3 6 5029 保坂 日菜(1) 白鴎大足利高 12.74 q 3 6 7045 小野 真由(2) 中央大 12.69 q
ﾄｺｲ ｱﾔﾈ ﾀｶﾊｼ ﾓｴ

4 5 4051 床井 絢音(3) 真岡女高 13.16 4 4 7037 高橋 萌(1) 作新学院大 13.18
ｵﾉ ﾏｻｴ ﾖｼﾀｹ ﾕﾉ

5 8 5161 小野 正恵(1) 上三川高 13.46 5 9 3015 吉武 祐乃(2) 白鴎大足利高 13.20
ｵｸﾀﾞ ｶﾚﾝ ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ

6 9 3048 奥田 かれん(2) 小山南高 13.52 6 8 3046 木田 菜摘(2) 小山南高 13.38
ﾊﾝﾀﾞ ﾙﾅ ｽｽﾞｷ ﾊﾕｳ

7 2 5069 半田 留愛(1) 鹿沼東高 13.53 7 3 5023 鈴木 巴悠(1) 宇都宮南高 13.58
ﾂｸｲ ﾊﾅ ｻｲﾄｳ ﾘｻ

8 3 5013 津久井 華(1) 青藍泰斗高 13.69 8 2 5014 齋藤 理沙(1) 青藍泰斗高 13.74

3組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ

1 6 4024 市川 亜澄(3) 作新学院高 12.47 Q
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ

2 7 4041 福田 捺巴(3) 白鴎大足利高 12.66 Q
ｸﾗｻﾜ ﾐﾅﾊ

3 5 5033 倉澤 みはな(1) 作新学院高 12.76
ﾀｷﾀ ｶﾘﾝ

4 4 5103 滝田 花凜(1) さくら清修高 13.27
ﾂｸｲ ｶｽﾞﾐ

5 9 5121 津久井 和美(1) 那須拓陽高 13.45
ﾆｼﾏｷ ﾋﾏﾘ

6 8 3037 西巻 陽万葵(2) さくら清修高 13.57
ﾋﾄﾐ ｱｽﾞｻ

7 3 5040 人見 梓(1) 那須拓陽高 13.67
ﾋｷﾁ ﾋﾅﾘ

8 2 3163 曵地 ひな梨(2) 小山南高 14.07



女子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 11.21     福島 千里(北海道ハイテクAC)           H22.4.29 6月28日 12:20 予　選

大会記録(GR)                 11.79     福田 奈央(作新学院高)                 H30 6月29日 12:50 準決勝

栃木県記録(TR)               11.74     小寺 美沙季(作新学院大)               H29.7.30 6月29日 14:25 決　勝

決　勝　

(風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ

1 5 8016 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 12.21
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ

2 6 4024 市川 亜澄(3) 作新学院高 12.39
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ

3 7 3032 鈴木 わかば(2) 宇都宮女高 12.44
ｵｻﾞｷ ｼｭﾘ

4 9 4037 尾崎 朱凛(3) 白鴎大足利高 12.57
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ

5 8 4041 福田 捺巴(3) 白鴎大足利高 12.59
ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ

6 4 3017 田中 玖留実(2) 作新学院高 12.61
ｵﾉ ﾏﾕ

7 2 7045 小野 真由(2) 中央大 12.61
ﾎｻｶ ﾋﾅ

8 3 5029 保坂 日菜(1) 白鴎大足利高 12.76



女子200m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 22.88     福島 千里(北海道ハイテクAC)           H28.6.26 6月30日 10:50 予　選

大会記録(GR)                 24.88     小西 恵美子(烏山女高教)               S57 6月30日 13:40 準決勝

栃木県記録(TR)               24.27     小寺 美沙季(作新学院大)               H29.5.27 6月30日 15:10 決　勝

予　選　6組0着＋24

1組 (風:-0.4) 2組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ

1 5 8016 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 25.67 q 1 9 4041 福田 捺巴(3) 白鴎大足利高 26.03 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ ｸﾗｻﾜ ﾐﾅﾊ

2 4 5031 山口 優芽(1) 作新学院高 26.20 q 2 3 5033 倉澤 みはな(1) 作新学院高 26.15 q
ﾌｸｼﾏ ｱﾐ ｵｻﾞｷ ｼｭﾘ

3 3 7070 福島 采美(3) 福島大 26.48 q 3 4 4037 尾崎 朱凛(3) 白鴎大足利高 26.57 q
ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾉ

4 7 3046 木田 菜摘(2) 小山南高 27.91 q 4 2 7035 安達 千乃(2) 作新学院大 27.50 q
ﾌｸﾊﾗ ｻﾅ ﾔﾉ ｴｲｶ

5 2 4053 福原 沙菜(3) 真岡女高 28.44 q 5 5 4054 矢野 永華(3) 真岡女高 28.64
ｶﾗｻﾜ ﾘﾅ ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ

6 8 5043 唐澤 里菜(1) 小山南高 29.58 6 6 3043 鈴木 彩菜(2) 小山南高 28.72
ｲｲﾀﾞ ﾅﾅﾐ ﾓﾛﾈ ﾊﾙﾉ

7 6 5074 飯田 和々実(1) 真岡女高 30.45 7 8 3178 諸根 陽乃(2) 鹿沼高 29.72
ﾆｼﾏｷ ﾋﾏﾘ ｸﾏｸﾗ ﾁﾅ

9 3037 西巻 陽万葵(2) さくら清修高 DNS 8 7 5048 熊倉 千波(1) 小山南高 29.93

3組 (風:-1.1) 4組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ ｵﾉ ﾏﾕ

1 5 5034 仁野平 千怜(1) 宇都宮女高 26.30 q 1 6 7045 小野 真由(2) 中央大 26.76 q
ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ

2 3 5028 奈桐 瑞月(1) 白鴎大足利高 26.92 q 2 9 7046 梶木 菜々香(1) 中央大 26.84 q
ﾖｼﾀｹ ﾕﾉ ﾀｶﾊｼ ﾓｴ

3 6 3015 吉武 祐乃(2) 白鴎大足利高 27.43 q 3 4 7037 高橋 萌(1) 作新学院大 27.14 q
ｵｸﾀﾞ ｶﾚﾝ ﾊﾝﾀﾞ ﾙﾅ

4 8 3048 奥田 かれん(2) 小山南高 27.77 q 4 8 5069 半田 留愛(1) 鹿沼東高 28.32 q
ｽｽﾞｷ ﾊﾕｳ ﾂｸｲ ｶｽﾞﾐ

5 7 5023 鈴木 巴悠(1) 宇都宮南高 28.26 q 5 2 5121 津久井 和美(1) 那須拓陽高 29.10
ｸﾏｸﾗ ﾁｶ ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ

6 9 5044 熊倉 千佳(1) 小山南高 30.24 6 5 3047 木村 光希(2) 小山南高 29.81
ｽｶﾞｲ ｱﾐ ﾅｶﾀ ﾐｸ

2 5122 菅井 亜美(1) 那須拓陽高 DNS 7 3 3173 仲田 海来(2) 上三川高 32.04
ｾｷﾈ ｺｺﾛ ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ

4 4038 関根 こころ(3) 白鴎大足利高 DNS 1 7036 福田 奈央(1) 作新学院大 DNS
ﾋﾄﾐ ｱｽﾞｻ

7 5040 人見 梓(1) 那須拓陽高 DNS

5組 (風:-0.8) 6組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾊﾞ ﾘﾝ ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ

1 5 4186 柴 凜(3) 宇都宮白楊高 26.42 q 1 3 4024 市川 亜澄(3) 作新学院高 26.06 q
ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ

2 3 3017 田中 玖留実(2) 作新学院高 26.44 q 2 9 7022 藤田 はるか(3) 宇都宮大 28.04 q
ﾎｻｶ ﾋﾅ ｻｲﾄｳ ﾘｻ

3 8 5029 保坂 日菜(1) 白鴎大足利高 26.80 q 3 7 5014 齋藤 理沙(1) 青藍泰斗高 28.64 q
ｷﾐｼﾞﾏ ﾘｮｳ ｻﾄｳ ﾊﾙｷ

4 6 3164 君島 涼(2) 宇都宮南高 28.95 4 6 7021 佐藤 暖季(3) 宇都宮大 28.74
ﾄｳﾅｼ ｱｲ ｶﾜﾊﾗ ﾓﾓ

5 2 7082 唐梨子 安惟(1) 白鴎大 29.85 5 4 5073 河原 もも(1) 真岡女高 31.12
ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ ｶﾔｼﾏ ｱｲﾅ

6 9 5049 松本 明莉(1) 小山南高 29.90 2 5155 茅島 愛奈(1) 佐野東高 DNS
ﾋﾉ ｶﾉﾝ ﾀｼﾛ ﾅﾅ

7 4 8020 日野 花音 ﾘｽRT 31.39 5 5009 田代 菜々(1) 真岡女高 DNS
ｶﾄﾘ ﾕﾒﾐ ﾀｷﾀ ｶﾘﾝ

7 3009 香取 優芽海(2) 白鴎大足利高 DNS 8 5103 滝田 花凜(1) さくら清修高 DNS



女子200m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 22.88     福島 千里(北海道ハイテクAC)           H28.6.26 6月30日 10:50 予　選

大会記録(GR)                 24.88     小西 恵美子(烏山女高教)               S57 6月30日 13:40 準決勝

栃木県記録(TR)               24.27     小寺 美沙季(作新学院大)               H29.5.27 6月30日 15:10 決　勝

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-0.8) 2組 (風:-1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ

1 4 4041 福田 捺巴(3) 白鴎大足利高 25.79 Q 1 6 8016 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 26.02 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ

2 7 5031 山口 優芽(1) 作新学院高 26.06 Q 2 5 5034 仁野平 千怜(1) 宇都宮女高 26.28 Q
ｵﾉ ﾏﾕ ﾎｻｶ ﾋﾅ

3 6 7045 小野 真由(2) 中央大 26.15 q 3 7 5029 保坂 日菜(1) 白鴎大足利高 26.33 q
ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ ｼﾊﾞ ﾘﾝ

4 5 3017 田中 玖留実(2) 作新学院高 26.43 4 4 4186 柴 凜(3) 宇都宮白楊高 26.38
ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ

5 8 5028 奈桐 瑞月(1) 白鴎大足利高 26.62 5 8 7046 梶木 菜々香(1) 中央大 26.89
ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾉ ｵｸﾀﾞ ｶﾚﾝ

6 9 7035 安達 千乃(2) 作新学院大 27.16 6 9 3048 奥田 かれん(2) 小山南高 27.51
ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ

7 3 7022 藤田 はるか(3) 宇都宮大 27.59 7 2 3046 木田 菜摘(2) 小山南高 27.98
ﾌｸﾊﾗ ｻﾅ ｻｲﾄｳ ﾘｻ

8 2 4053 福原 沙菜(3) 真岡女高 28.40 8 3 5014 齋藤 理沙(1) 青藍泰斗高 28.77

3組 (風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌｸｼﾏ ｱﾐ

1 6 7070 福島 采美(3) 福島大 26.19 Q
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ

2 5 4024 市川 亜澄(3) 作新学院高 26.22 Q
ｵｻﾞｷ ｼｭﾘ

3 4 4037 尾崎 朱凛(3) 白鴎大足利高 26.33
ﾖｼﾀｹ ﾕﾉ

4 8 3015 吉武 祐乃(2) 白鴎大足利高 27.60
ﾀｶﾊｼ ﾓｴ

5 9 7037 高橋 萌(1) 作新学院大 27.88
ﾊﾝﾀﾞ ﾙﾅ

6 3 5069 半田 留愛(1) 鹿沼東高 28.27
ｽｽﾞｷ ﾊﾕｳ

7 2 5023 鈴木 巴悠(1) 宇都宮南高 28.47
ｸﾗｻﾜ ﾐﾅﾊ

7 5033 倉澤 みはな(1) 作新学院高 DNS

決　勝　

(風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ

1 5 8016 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 25.41
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ

2 8 4024 市川 亜澄(3) 作新学院高 25.44
ﾌｸｼﾏ ｱﾐ

3 7 7070 福島 采美(3) 福島大 25.76
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ

4 6 4041 福田 捺巴(3) 白鴎大足利高 25.83
ﾎｻｶ ﾋﾅ

5 2 5029 保坂 日菜(1) 白鴎大足利高 26.11
ｵﾉ ﾏﾕ

6 3 7045 小野 真由(2) 中央大 26.23
ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ

7 9 5034 仁野平 千怜(1) 宇都宮女高 26.35
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ

8 4 5031 山口 優芽(1) 作新学院高 26.49



女子400m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 51.75     丹野 麻美(ナチュリル)                 H20.5.3

大会記録(GR)                 57.08     阿久津 千尋(大阪体育大)               H22 6月28日 10:30 予　選

栃木県記録(TR)               55.01     大島 愛梨(宇都宮中央女高)             H30.10.8 6月28日 14:00 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ ｱｷﾔ ｲｽﾞﾐ

1 4 5034 仁野平 千怜(1) 宇都宮女高 1:00.03 Q 1 9 3120 秋谷 いずみ(2) 宇都宮女高 1:02.97 Q
ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ ﾔﾉ ｴｲｶ

2 5 5028 奈桐 瑞月(1) 白鴎大足利高 1:01.67 Q 2 6 4054 矢野 永華(3) 真岡女高 1:05.62 Q
ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｶ ｿｴﾀ ｲｸﾐ

3 3 4189 菅原 萌香(3) 宇都宮白楊高 1:07.16 3 7 3036 添田 郁心(2) さくら清修高 1:06.00
ﾑﾗﾀ ｱｵｲ ｱｸﾂ ﾅﾅ

4 7 3116 村田 葵(2) 真岡女高 1:07.57 4 3 3177 阿久津 奈那(2) 鹿沼高 1:06.28
ﾖｼﾅｶﾞ ｻｷ ｵﾉ ﾕﾘﾅ

5 9 5179 吉永 早希(1) 作新学院高 1:11.83 5 8 4112 小野 優里奈(3) 烏山高 1:12.11
ｶﾄﾘ ﾕﾒﾐ ﾋﾗﾉ ﾀﾏｷ

6 3009 香取 優芽海(2) 白鴎大足利高 DNS 4 3081 平野 珠希(2) 宇都宮商業高 DNS
ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓｶ ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ

8 7032 安田 智香(2) 白鴎大 DNS 5 7047 大島 愛梨(1) 中央大 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾊﾞ ﾘﾝ

1 3 4186 柴 凜(3) 宇都宮白楊高 1:00.50 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ

2 7 5031 山口 優芽(1) 作新学院高 1:01.89 Q
ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ

3 6 7022 藤田 はるか(3) 宇都宮大 1:02.99 q
ﾌｾｷﾞ ﾋﾖﾘ

4 9 5062 伏木 ひより(1) 栃木女高 1:03.75 q
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ

5 5 7021 佐藤 暖季(3) 宇都宮大 1:04.22
ﾑﾗｶﾐ ﾐｻｷ

6 8 5085 村上 実沙樹(1) 矢板東高 1:06.67
ﾖｼﾊﾞ ｱﾙﾙ

7 4 3108 葭葉 亜留々(2) 作新学院高 1:09.36

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾊﾞ ﾘﾝ

1 5 4186 柴 凜(3) 宇都宮白楊高 58.52
ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ

2 4 5034 仁野平 千怜(1) 宇都宮女高 59.11
ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ

3 6 5028 奈桐 瑞月(1) 白鴎大足利高 59.98
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ

4 8 5031 山口 優芽(1) 作新学院高 1:00.84
ｱｷﾔ ｲｽﾞﾐ

5 7 3120 秋谷 いずみ(2) 宇都宮女高 1:01.20
ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ

6 3 7022 藤田 はるか(3) 宇都宮大 1:03.36
ﾌｾｷﾞ ﾋﾖﾘ

7 2 5062 伏木 ひより(1) 栃木女高 1:03.49
ﾔﾉ ｴｲｶ

9 4054 矢野 永華(3) 真岡女高 DNS



女子800m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               2:00.45     杉森 美保(京セラ)                     H17.6.5

大会記録(GR)               2:12.90     小野里 紀子(烏山女高)                 S55 6月29日 11:10 予　選

栃木県記録(TR)             2:09.82     高野 旬子(國學院栃木高)               H9.10.29 6月29日 13:35 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ ｷﾑﾗ ｻｸﾗ

1 6 216 山田 桃子(2) 若松原中 2:29.14 Q 1 7 3003 木村 桜華(2) 宇都宮文星女高 2:21.90 Q
ｿｳﾄﾒ ﾅﾅﾐ ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ

2 3 3080 早乙女 七海(2) 鹿沼商工高 2:32.62 2 2 5024 太田 瞳(1) 白鴎大足利高 2:22.02 q
ﾑﾗﾀ ｱｵｲ ｽｽﾞｷ ﾙｶ

3 5 3116 村田 葵(2) 真岡女高 2:32.83 3 3 3113 鈴木 瑠花(2) 真岡女高 2:30.05
ｵｵｵｶ ﾐﾅﾐ ｵｵﾀ ﾅﾅﾐ

4 8 5058 大岡 美波(1) 栃木女高 2:36.84 4 8 3085 太田 菜々美(2) 宇都宮商業高 2:30.69
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｻﾔ ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾘﾝ

5 1 5152 片柳 沙弥(1) 佐野東高 2:37.17 5 5 1203 藤原 香凜(3) 上三川中 2:33.54
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｶ ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｶ

2 5025 岡田 陽香(1) 白鴎大足利高 DNS 6 9 4189 菅原 萌香(3) 宇都宮白楊高 2:37.26
ｲﾅﾊﾞ ﾘﾂｷ ﾖｼﾅｶﾞ ｻｷ

4 5087 稲葉 李月(1) 小山高 DNS 7 4 5179 吉永 早希(1) 作新学院高 2:40.33
ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾙｶ ﾖｺﾂｶ ﾕﾒｱ

7 3007 飯塚 遥香(2) 白鴎大足利高 DNS 8 6 5046 横塚 夢珠(1) 小山南高 2:49.37
ﾀｷｻﾞﾜ ｾｲﾗ

9 4110 瀧澤 聖羅(3) 烏山高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾎﾘｺｼ ﾕｳﾐ ﾅﾙｾ ｶﾅｴ

1 7 5030 堀越 優光(1) 白鴎大足利高 2:23.04 Q 1 6 4019 成瀨 叶(3) 國學院栃木高 2:24.88 Q
ﾋﾗﾔﾏ ﾓｴｶ ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅｶ

2 5 3031 平山 萌花(2) 宇都宮女高 2:24.65 q 2 9 5027 島田 愛香(1) 白鴎大足利高 2:26.28 q
ﾌｸｼﾏ ｱﾔﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾘ

3 4 3075 福島 綾菜(2) 宇都宮南高 2:26.87 q 3 7 4185 渡辺 柚璃(3) 宇都宮白楊高 2:35.21
ｱｸﾂ ﾅﾅ ｵｿｻﾞﾜ ﾏｲ

4 6 3177 阿久津 奈那(2) 鹿沼高 2:32.31 4 2 5104 遅澤 舞(1) さくら清修高 2:36.74
ﾌﾞｽｼﾞﾏ ｶﾉ ｵｵｶﾜ ｻｸﾗｺ

5 3 5088 毒島 花音(1) 小山高 2:44.50 5 3 3179 大川 櫻子(2) 鹿沼高 2:36.98
ﾋﾗﾉ ﾀﾏｷ ｳﾂｷﾞ ｱｲ

2 3081 平野 珠希(2) 宇都宮商業高 DNS 6 5 3115 宇津木 彩衣(2) 真岡女高 2:42.13
ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ ｶｲｶﾞ ﾏﾎﾛ

8 5010 後東 萌香(1) 真岡女高 DNS 4 5054 海賀 まほろ(1) 宇都宮南高 DNS
ｲｲﾀﾞ ｸﾙﾐ ｺﾔﾅｷﾞ ﾐﾋﾛ

9 5086 飯田 くるみ(1) 烏山高 DNS 8 3151 小栁 美尋(2) 黒磯高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ｻｸﾗ

1 7 3003 木村 桜華(2) 宇都宮文星女高 2:16.72
ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ

2 9 5024 太田 瞳(1) 白鴎大足利高 2:17.61
ﾋﾗﾔﾏ ﾓｴｶ

3 8 3031 平山 萌花(2) 宇都宮女高 2:20.76
ﾎﾘｺｼ ﾕｳﾐ

4 6 5030 堀越 優光(1) 白鴎大足利高 2:21.58
ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅｶ

5 3 5027 島田 愛香(1) 白鴎大足利高 2:21.87
ﾌｸｼﾏ ｱﾔﾅ

6 2 3075 福島 綾菜(2) 宇都宮南高 2:22.06
ﾅﾙｾ ｶﾅｴ

7 5 4019 成瀨 叶(3) 國學院栃木高 2:22.44
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ

8 4 216 山田 桃子(2) 若松原中 2:22.91



女子1500m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               4:07.86     小林 祐梨子(須磨学園高)               H18.9.24

大会記録(GR)               4:24.91     菊池 文茄(那須拓陽高)                 H22 6月28日 10:40 予　選

栃木県記録(TR)             4:22.05     菊池 文茄(那須拓陽高)                 H22.7.30 6月28日 14:15 決　勝

予　選　3組5着＋5

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾘｱ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｶ

1 2 3027 平山 凜々亜(2) 那須拓陽高 4:52.05 Q 1 16 5119 渡辺 凜花(1) 那須拓陽高 4:44.81 Q
ﾌｸｲ ﾘﾝ ｷﾑﾗ ｻｸﾗ

2 1 5002 福井 凜(1) 宇都宮文星女高 4:53.23 Q 2 24 3003 木村 桜華(2) 宇都宮文星女高 4:45.03 Q
ｵｵｼﾏ ﾐﾕ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ

3 9 4036 大島 美夢(3) 白鴎大足利高 4:53.40 Q 3 4 4124 小林 遥香(3) 那須拓陽高 4:45.07 Q
ｵｵﾃﾞ ﾏﾎ ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ

4 18 3008 大出 茉穂(2) 白鴎大足利高 4:53.78 Q 4 2 5024 太田 瞳(1) 白鴎大足利高 4:45.14 Q
ｳｴﾉ ﾘﾘｶ ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾙｶ

5 10 3023 上野 璃々花(2) 那須拓陽高 4:53.96 Q 5 23 3007 飯塚 遥香(2) 白鴎大足利高 4:45.15 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ ﾌﾅｶﾜ ｻｸﾗ

6 16 5117 小林 優花(1) 那須拓陽高 4:55.21 q 6 7 4042 舟川 さくら(3) 白鴎大足利高 4:48.45 q
ﾊﾆｭｳ ﾙﾅ ｽｽﾞｷ ｼﾎ

7 4 5004 羽生 瑠那(1) 宇都宮文星女高 5:03.94 7 3 4013 鈴木 志歩(3) 宇都宮文星女高 4:58.55 q
ﾀｶﾋﾃﾞ ｱﾕｶ ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ

8 21 3002 高秀 歩花(2) 宇都宮文星女高 5:05.50 8 11 3012 佐藤 楓(2) 白鴎大足利高 5:00.30 q
ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ ｽｽﾞｷ ﾙｶ

9 3 5003 齊藤 彩里紗(1) 宇都宮文星女高 5:05.84 9 19 3113 鈴木 瑠花(2) 真岡女高 5:00.69 q
ｲｲﾀﾞ ｸﾙﾐ ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ

10 25 5086 飯田 くるみ(1) 烏山高 5:10.04 10 5 4119 鈴木 来実(3) 那須拓陽高 5:02.42
ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾚﾝ ｻｲﾄｳ ｱﾔﾒ

11 22 4014 川口 花恋(3) 宇都宮文星女高 5:11.95 11 10 3004 齋藤 彩夢(2) 宇都宮文星女高 5:02.65
ｽｽﾞｷ ｶｽﾐ ﾏｴﾀﾞ ﾉｱ

12 24 7086 鈴木 歌菫(3) 高崎経済大 5:13.32 12 1 5006 前田 乃愛(1) 宇都宮文星女高 5:14.17
ｳｼｵﾀﾞ ﾅﾅ ﾄﾖﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ

13 6 4123 潮田 菜々(3) 那須拓陽高 5:17.47 13 9 4052 豊田 美月(3) 真岡女高 5:15.33
ｳｴﾀｹ ﾋﾖﾘ ﾃﾂﾗ ﾄﾓｶ

14 11 4120 植竹 ひより(3) 那須拓陽高 5:23.60 14 6 3194 鉄羅 朋佳(2) 石橋高 5:16.88
ﾏｽﾌﾞﾁ ﾋﾅ ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ

15 5 5005 増渕 日菜(1) 宇都宮文星女高 5:29.41 15 14 5129 小島 櫻子(1) 石橋高 5:20.28
ｺﾞﾄｳ ｺﾉﾊ ﾐﾂﾊｼ ﾓﾓ

16 17 4121 後藤 木葉(3) 那須拓陽高 5:30.91 16 8 5045 三橋 桃花(1) 小山南高 5:20.86
ﾎﾝﾀﾞ ｻｸﾗ ｵｵｶﾜ ｻｸﾗｺ

17 23 5128 本田 咲楽(1) 石橋高 5:33.62 17 20 3179 大川 櫻子(2) 鹿沼高 5:21.61
ｻｲﾄｳ ｱﾔｺ ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ

18 12 5127 齊藤 亜弥子(1) 鹿沼高 5:35.73 18 22 5010 後東 萌香(1) 真岡女高 5:21.66
ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ ｺﾇｷ ﾐﾕ

19 14 5142 大塚 美咲(1) 栃木商業高 5:41.12 19 13 5072 小貫 望結(1) 今市高 5:36.00
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｻﾔ ｳﾒﾑﾗ ﾋｶﾘ

20 13 5152 片柳 沙弥(1) 佐野東高 5:42.04 12 4035 梅村 光理(3) 白鴎大足利高 DNS
ﾖｺﾂｶ ﾕﾒｱ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾘ

21 20 5046 横塚 夢珠(1) 小山南高 6:06.89 15 4185 渡辺 柚璃(3) 宇都宮白楊高 DNS
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｶ ｳｼｸ ｱﾔ

7 5025 岡田 陽香(1) 白鴎大足利高 DNS 17 3189 牛久 綾(2) 栃木翔南高 DNS
ｲﾜﾓﾄ ｱｲﾗ ﾋｷ ﾘﾅ

8 5151 岩本 愛羅(1) 作新学院高 DNS 18 5134 飛氣 利奈(1) 栃木翔南高 DNS
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ ﾅｶﾑﾗｶ ｲﾘ

15 3013 藤原 唯奈(2) 白鴎大足利高 DNS 21 3090 中村 海麗(2) 小山西高 DNS
ｷｸｲﾘ ﾅｷﾞｻ ｸﾞﾝｼﾞ ｴﾐ

19 3183 菊入 渚彩(2) 栃木翔南高 DNS 25 5150 郡司 江美(1) 作新学院高 DNS



女子1500m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               4:07.86     小林 祐梨子(須磨学園高)               H18.9.24

大会記録(GR)               4:24.91     菊池 文茄(那須拓陽高)                 H22 6月28日 10:40 予　選

栃木県記録(TR)             4:22.05     菊池 文茄(那須拓陽高)                 H22.7.30 6月28日 14:15 決　勝

予　選　3組5着＋5

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ

1 2 3014 山口 あずさ(2) 白鴎大足利高 4:54.89 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ

2 16 216 山田 桃子(2) 若松原中 4:55.28 Q
ﾎﾘｺｼ ﾕｳﾐ

3 23 5030 堀越 優光(1) 白鴎大足利高 4:55.44 Q
ﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ

4 17 3026 野沢 悠(2) 那須拓陽高 4:55.54 Q
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｻ

5 8 5001 本多 梨沙(1) 宇都宮文星女高 5:01.30 Q
ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅｶ

6 1 5027 島田 愛香(1) 白鴎大足利高 5:02.20
ｵｵﾀ ﾅﾅﾐ

7 12 3085 太田 菜々美(2) 宇都宮商業高 5:06.69
ｺﾓﾘ ﾐｶ

8 15 5037 小森 美佳(1) 宇都宮白楊高 5:08.43
ｽｽﾞｷ ｶｸﾞﾗ

9 5 3025 鈴木 かぐら(2) 那須拓陽高 5:09.01
ﾄﾐﾀ ﾘｺ

10 22 3006 富田 莉子(2) 宇都宮文星女高 5:10.16
ｼﾊﾞﾀ ｺｺﾅ

11 19 5118 柴田 恋奈(1) 那須拓陽高 5:16.12
ｸﾜﾅ ｸﾙﾐ

12 13 3024 桑名 くるみ(2) 那須拓陽高 5:21.63
ｽｽﾞｷ ｶﾎ

13 11 5007 鈴木 花歩(1) 宇都宮文星女高 5:21.88
ｳﾂｷﾞ ｱｲ

14 9 3115 宇津木 彩衣(2) 真岡女高 5:24.86
ｻﾄｳ ﾐﾂﾞｷ

15 24 5185 佐藤 美月(1) 宇都宮南高 5:25.40
ﾋｸﾞﾁ ﾘｺ

16 14 4122 樋口 りこ(3) 那須拓陽高 5:30.38
ｵｿｻﾞﾜ ﾏｲ

17 18 5104 遅澤 舞(1) さくら清修高 5:32.09
ｷｸﾁ ﾌｳｶ

18 21 5071 菊池 風花(1) 黒磯南高 5:37.19
ｱﾗｲ ﾕｳｷ

19 7 5125 荒井 友希(1) 宇都宮白楊高 5:38.47
ﾂﾀﾞ ｱﾔｶ

20 20 5084 津田 彩香(1) 矢板東高 5:43.84
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝ

3 3161 前田 凛(2) 佐野松桜高 DNS
ﾋﾗﾀ ﾘｺ

4 4040 平田 梨恋(3) 白鴎大足利高 DNS
ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｶ

6 4189 菅原 萌香(3) 宇都宮白楊高 DNS
ﾌﾙﾊｼ ｶﾅ

10 4043 古橋 佳奈(3) 白鴎大足利高 DNS



女子1500m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               4:07.86     小林 祐梨子(須磨学園高)               H18.9.24

大会記録(GR)               4:24.91     菊池 文茄(那須拓陽高)                 H22 6月28日 10:40 予　選

栃木県記録(TR)             4:22.05     菊池 文茄(那須拓陽高)                 H22.7.30 6月28日 14:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ｻｸﾗ

1 6 3003 木村 桜華(2) 宇都宮文星女高 4:38.36
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ

2 3 4124 小林 遥香(3) 那須拓陽高 4:39.41
ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾙｶ

3 7 3007 飯塚 遥香(2) 白鴎大足利高 4:39.84
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｶ

4 16 5119 渡辺 凜花(1) 那須拓陽高 4:41.98
ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ

5 5 5024 太田 瞳(1) 白鴎大足利高 4:46.05
ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾘｱ

6 17 3027 平山 凜々亜(2) 那須拓陽高 4:49.29
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ

7 4 3014 山口 あずさ(2) 白鴎大足利高 4:50.67
ﾌﾅｶﾜ ｻｸﾗ

8 2 4042 舟川 さくら(3) 白鴎大足利高 4:53.22
ｵｵﾃﾞ ﾏﾎ

9 10 3008 大出 茉穂(2) 白鴎大足利高 4:54.94
ｳｴﾉ ﾘﾘｶ

10 14 3023 上野 璃々花(2) 那須拓陽高 4:55.91
ｵｵｼﾏ ﾐﾕ

11 15 4036 大島 美夢(3) 白鴎大足利高 4:56.44
ﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ

12 12 3026 野沢 悠(2) 那須拓陽高 4:56.80
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ

13 20 5117 小林 優花(1) 那須拓陽高 4:58.57
ｽｽﾞｷ ﾙｶ

14 9 3113 鈴木 瑠花(2) 真岡女高 4:58.84
ﾌｸｲ ﾘﾝ

15 8 5002 福井 凜(1) 宇都宮文星女高 4:59.20
ﾎﾘｺｼ ﾕｳﾐ

16 18 5030 堀越 優光(1) 白鴎大足利高 5:00.15
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ

17 11 216 山田 桃子(2) 若松原中 5:00.33
ｽｽﾞｷ ｼﾎ

18 19 4013 鈴木 志歩(3) 宇都宮文星女高 5:00.42
ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ

19 1 3012 佐藤 楓(2) 白鴎大足利高 5:25.41
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｻ

13 5001 本多 梨沙(1) 宇都宮文星女高 DNS



女子3000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               8:44.40     福士 加代子(ワコール)                 H14.7.5

栃木県記録(TR)             9:11.37     渋井 陽子(那須拓陽高)                 H8.10.14

栃木県高校記録(THR)        9:11.37     渋井 陽子(那須拓陽)                   H8.10.14 6月30日 12:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｶ

1 6 5119 渡辺 凜花(1) 那須拓陽高 10:14.35

ﾌｸｲ ﾘﾝ

2 3 5002 福井 凜(1) 宇都宮文星女高 10:17.91

ﾊﾆｭｳ ﾙﾅ

3 13 5004 羽生 瑠那(1) 宇都宮文星女高 10:19.01

ｳﾂﾞｶ ﾊﾅ

4 18 3005 宇塚 花(2) 宇都宮文星女高 10:32.50

ｽｽﾞｷ ｼﾎ

5 2 4013 鈴木 志歩(3) 宇都宮文星女高 10:37.63

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ

6 19 5117 小林 優花(1) 那須拓陽高 10:39.39

ｻｲﾄｳ ｱﾔﾒ

7 1 3004 齋藤 彩夢(2) 宇都宮文星女高 10:49.64

ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾚﾝ

8 20 4014 川口 花恋(3) 宇都宮文星女高 11:08.02

ｳｼｵﾀﾞ ﾅﾅ

9 9 4123 潮田 菜々(3) 那須拓陽高 11:09.97

ｽｽﾞｷ ｶｸﾞﾗ

10 21 3025 鈴木 かぐら(2) 那須拓陽高 11:23.28

ﾄﾐﾀ ﾘｺ

11 5 3006 富田 莉子(2) 宇都宮文星女高 11:25.79

ｺﾇｷ ﾐﾕ

12 8 5072 小貫 望結(1) 今市高 11:41.53

ﾏｽﾌﾞﾁ ﾋﾅ

13 16 5005 増渕 日菜(1) 宇都宮文星女高 11:44.94

ﾋｸﾞﾁ ﾘｺ

14 10 4122 樋口 りこ(3) 那須拓陽高 11:45.96

ｺﾞﾄｳ ｺﾉﾊ

15 14 4121 後藤 木葉(3) 那須拓陽高 11:50.03

ｼﾊﾞﾀ ｺｺﾅ

16 17 5118 柴田 恋奈(1) 那須拓陽高 11:50.52

ﾀﾅｶ ｱﾔﾅ

17 4 5099 田中 彩南(1) 黒磯高 12:44.81

ﾎﾝﾀﾞ ﾘｻ

7 5001 本多 梨沙(1) 宇都宮文星女高 DNS
ｸﾎﾞﾀ ﾁﾋﾛ

11 5116 窪田 千尋(1) 那須拓陽高 DNS
ﾌｼﾞｲ ﾙﾙ

12 5100 藤井 琉月(1) 黒磯高 DNS
ﾎｼﾉ ﾘﾝ

15 3001 星野 凜(2) 宇都宮文星女高 DNS



女子5000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)              14:53.22     福士 加代子(ワコール)                 H17.7.8

大会記録(GR)              16:03.90     赤羽 有紀子(城西大)                   H13

栃木県記録(TR)            15:27.89     赤羽 有紀子(城西大)                   H11.10.27 6月29日 09:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾘﾊﾗ ﾕｲ

1 7 7041 栗原 唯(M2) 東北大 16:57.32

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ

2 12 4124 小林 遥香(3) 那須拓陽高 17:11.89

ｵﾉｻﾞｷ ｱﾝ

3 8 4011 小野崎 杏(3) 宇都宮文星女高 17:19.27

ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾘｱ

4 25 3027 平山 凜々亜(2) 那須拓陽高 17:39.04

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ

5 27 3014 山口 あずさ(2) 白鴎大足利高 17:43.44

ﾌﾅｶﾜ ｻｸﾗ

6 22 4042 舟川 さくら(3) 白鴎大足利高 17:45.31

ｳｴﾉ ﾘﾘｶ

7 20 3023 上野 璃々花(2) 那須拓陽高 17:53.15

ﾎｼﾉ ﾘﾝ

8 14 3001 星野 凜(2) 宇都宮文星女高 17:56.68

ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾙｶ

9 23 3007 飯塚 遥香(2) 白鴎大足利高 18:03.39

ﾁﾊﾞ ｻﾗ

10 21 3040 千葉 彩良(2) 大田原女高 18:05.09

ｶﾄﾞｲ ﾕｳｶ

11 4 3039 門井 佑加(2) 大田原女高 18:07.88

ｵｵﾃﾞ ﾏﾎ

12 2 3008 大出 茉穂(2) 白鴎大足利高 18:11.60

ﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ

13 11 3026 野沢 悠(2) 那須拓陽高 18:12.51

ｵｵｼﾏ ﾐﾕ

14 15 4036 大島 美夢(3) 白鴎大足利高 18:19.61

ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ

15 5 4119 鈴木 来実(3) 那須拓陽高 18:30.01

ﾀｶﾋﾃﾞ ｱﾕｶ

16 18 3002 高秀 歩花(2) 宇都宮文星女高 18:40.04

ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ

17 3 3012 佐藤 楓(2) 白鴎大足利高 19:16.81

ｶﾜﾅｺﾞ ｾｲﾅ

18 9 3096 川中子 聖奈(2) 小山高 20:18.09

ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ

19 1 3044 鈴木 美波(2) 小山南高 20:20.60

ﾐﾂﾊｼ ﾓﾓ

20 17 5045 三橋 桃花(1) 小山南高 20:38.78

ﾋﾗﾀ ﾘｺ

6 4040 平田 梨恋(3) 白鴎大足利高 DNS
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ

10 3013 藤原 唯奈(2) 白鴎大足利高 DNS
ｽｽﾞｷ ﾙｶ

13 3113 鈴木 瑠花(2) 真岡女高 DNS
ｳﾒﾑﾗ ﾋｶﾘ

16 4035 梅村 光理(3) 白鴎大足利高 DNS
ｳﾂﾞｶ ﾊﾅ

19 3005 宇塚 花(2) 宇都宮文星女高 DNS
ﾄﾖﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ

24 4052 豊田 美月(3) 真岡女高 DNS
ﾌﾙﾊｼ ｶﾅ

26 4043 古橋 佳奈(3) 白鴎大足利高 DNS



女子10000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)              30:48.89     渋井 陽子(三井住友海上)               H14.5.3

大会記録(GR)              34:17.51     神山 喜恵子(国士舘大)                 H7

栃木県記録(TR)            32:53.59     松本 こずえ(中央大)                   H8.5.6 6月30日 09:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾀﾞ ｲｸｺ

1 4 8014 福田 育子 小山向野JC 39:56.60

ｽｽﾞｷ ｶｽﾐ

2 1 7086 鈴木 歌菫(3) 高崎経済大 41:29.15

ﾅｶｻﾞﾄ ｴﾐ

3 2 8023 中里 絵美 MKPJT 41:52.77

ｵｵｼﾏ ｱﾕ

4 5 3038 大島 愛夢(2) 大田原女高 42:05.44

ﾌｶﾂﾞ ｸﾐｺ

5 3 8008 深津 久美子 MKPJT 43:10.02

ｵｵｶﾞﾈ ﾐﾎ

6 6 5110 大金 未歩(1) 大田原女高 43:55.47



女子100mH(0.838m)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 13.00     金沢 イボンヌ(佐田建設)               H12.7.16

大会記録(GR)                 14.01     沼沢 美季(作新学院大)                 H28 6月29日 12:15 予　選

栃木県記録(TR)               13.72     大橋 千奈都(筑波大)                   H19.6.29 6月29日 13:55 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.1) 2組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ ｸﾛｲﾜ ｷｮｳｶ

1 6 7046 梶木 菜々香(1) 中央大 14.28 Q 1 7 7017 黒岩 恭香(2) 作新学院大 14.41 Q
ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ

2 7 7018 笹沼 若奈(2) 作新学院大 14.49 Q 2 4 7100 大山 茜里(4) 大東文化大 14.54 Q
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ ﾂｸｲ ﾊﾅ

3 8 5070 福田 奈々(1) 鹿沼東高 16.99 Q 3 5 5013 津久井 華(1) 青藍泰斗高 15.47 Q
ﾅｶﾞﾀ ﾌｳｶ ﾓﾛ ﾏﾘﾅ

4 9 5102 永田 楓果(1) 那須拓陽高 21.12 4 8 4044 茂呂 麻里奈(3) 白鴎大足利高 17.07 q
ｲﾄｳ ﾐｻｷ ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ

2 7038 伊藤 美咲(1) 作新学院大 DNS 5 6 8031 佐藤 楓 栃木陸協 17.19 q
ﾖｺﾂｶ ｱﾑ ｸﾞﾝｼﾞ ﾓｴﾘ

3 3159 横塚 愛結(2) 佐野松桜高 DNS 6 3 3084 郡司 萌梨(2) 宇都宮商業高 19.05
ｽﾀﾞ ｱｶﾈ ﾏｼﾔﾏ ﾙﾅ

4 7084 須田 朱音(4) 東京女子体育大 DNS 7 9 3147 増山 月渚(2) 宇都宮白楊高 19.14
ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ

5 7081 鈴木 実沙樹(1) 國學院大 DNS

決　勝　

(風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ

1 4 7046 梶木 菜々香(1) 中央大 14.02
ｸﾛｲﾜ ｷｮｳｶ

2 5 7017 黒岩 恭香(2) 作新学院大 14.20
ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ

3 6 7100 大山 茜里(4) 大東文化大 14.22
ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ

4 7 7018 笹沼 若奈(2) 作新学院大 14.37
ﾂｸｲ ﾊﾅ

5 8 5013 津久井 華(1) 青藍泰斗高 15.23
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ

6 9 5070 福田 奈々(1) 鹿沼東高 16.51
ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ

7 2 8031 佐藤 楓 栃木陸協 17.05
ﾓﾛ ﾏﾘﾅ

3 4044 茂呂 麻里奈(3) 白鴎大足利高 DNS



少年女子B100mYH(0.762m)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

栃木県高校記録(THR)          14.10     藤掛 友里花(國學院栃木)               H27.7.12 6月29日 13:45 決　勝

決　勝　

(風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｶﾞﾜ ｺﾄﾈ

1 4 5106 瀬川 琴音(1) さくら清修高 15.75
ｺｲｹ ﾐｸ

2 6 5064 小池 光玖(1) 宇都宮北高 16.97
ｻﾄｳ ﾕｶ

3 5 5126 佐藤 友佳(1) 鹿沼高 17.69
ｶﾗｻﾜ ﾘﾅ

4 7 5043 唐澤 里菜(1) 小山南高 18.16



女子400mH(0.762m)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 55.34     久保倉 里美(新潟アルビレックスＲＣ)   H23.6.26

大会記録(GR)               1:01.52     阿久津 千尋(大阪体育大)               H22 6月30日 13:00 予　選

栃木県記録(TR)               58.57     片岡 弥生(日女体大)                   H19.5.13 6月30日 15:25 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾄﾐｶﾜ ﾉｿﾞﾐ ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ

1 4 7033 富川 のぞみ 栃木陸協 1:05.71 Q 1 4 7027 茂木 万理菜(M2) 宇都宮大 1:10.48 Q
ｿｴﾀ ｲｸﾐ ﾌｸﾀﾞ ﾘﾉ

2 7 3036 添田 郁心(2) さくら清修高 1:10.53 Q 2 6 4005 福田 梨乃(3) 大田原女高 1:11.19 Q
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ ｽｽﾞｷ ｼｭｳ

3 8 5070 福田 奈々(1) 鹿沼東高 1:13.26 Q 3 7 3041 鈴木 柊(2) 大田原女高 1:11.80 Q
ｵﾉ ﾕﾘﾅ ｶｼﾞｷ ﾊﾙｶ

4 6 4112 小野 優里奈(3) 烏山高 1:17.25 q 4 8 3112 梶木 春花(2) 栃木女高 1:11.95 q
ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ ｸﾞﾝｼﾞ ﾓｴﾘ

5 7081 鈴木 実沙樹(1) 國學院大 DNS 5 5 3084 郡司 萌梨(2) 宇都宮商業高 1:17.74

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾐｶﾜ ﾉｿﾞﾐ

1 6 7033 富川 のぞみ 栃木陸協 1:04.78
ﾌｸﾀﾞ ﾘﾉ

2 7 4005 福田 梨乃(3) 大田原女高 1:06.69
ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ

3 5 7027 茂木 万理菜(M2) 宇都宮大 1:09.17
ｿｴﾀ ｲｸﾐ

4 4 3036 添田 郁心(2) さくら清修高 1:09.64
ｽｽﾞｷ ｼｭｳ

5 9 3041 鈴木 柊(2) 大田原女高 1:09.65
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ

6 8 5070 福田 奈々(1) 鹿沼東高 1:10.07
ｶｼﾞｷ ﾊﾙｶ

7 2 3112 梶木 春花(2) 栃木女高 1:10.49
ｵﾉ ﾕﾘﾅ

8 3 4112 小野 優里奈(3) 烏山高 1:17.10



女子3000mSC(0.762m)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               9:33.93     早狩 実紀(京都光華ＡＣ)               H20.7.20

大会記録(GR)              11:19.20     阿久津 優衣(白鴎大足利高)             H21

栃木県記録(TR)            10:38.48     宍戸 梨夏(白鴎大)                     R1.5.26 6月30日 14:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｽﾌﾞﾁ ｱｶﾘ

1 4 7080 増渕 朱里(3) 津田塾大 11:30.52

ﾋﾙﾀ ﾕｲ

2 5 7063 蛭田 結衣(3) 埼玉大 11:36.44

ﾀｶﾋﾃﾞ ｱﾕｶ

3 3 3002 高秀 歩花(2) 宇都宮文星女高 12:11.56

ｸﾜﾅ ｸﾙﾐ

4 2 3024 桑名 くるみ(2) 那須拓陽高 12:34.36

ｽｽﾞｷ ｶｽﾐ

1 7086 鈴木 歌菫(3) 高崎経済大 DNS
ｵﾉｻﾞｷ ｱﾝ

6 4011 小野崎 杏(3) 宇都宮文星女高 DNS



女子5000mW
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)              20:43.95     大利 久美(富士通)                     H24.4.22

大会記録(GR)              23:51.61     田所 紗貴子(日女体大)                 H16

栃木県記録(TR)            23:50.16     田所 紗貴子(日女体大)                 H16.10.27 6月28日 09:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｲﾄｳ ﾐﾕ

1 1 3205 内藤 未唯(2) 石橋高 26:26.75



女子4X100mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 43.39     北風・髙橋・福島・市川沙織(日本)      H23.5.8

大会記録(GR)                 46.56     沼沢・粕川・明本・小寺(作新学院大)    H29 6月28日 09:15 予　選

栃木県記録(TR)               46.40     沼沢･中野・畑澤･皆川(国学院栃木高)    H24.7.31 6月28日 15:30 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 9 宇都宮女高 3120 秋谷 いずみ(2) ｱｷﾔ ｲｽﾞﾐ 50.19 1 4 作新学院高 5033 倉澤 みはな(1) ｸﾗｻﾜ ﾐﾅﾊ 47.67
5034 仁野平 千怜(1) ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ Q 4024 市川 亜澄(3) ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ Q
3032 鈴木 わかば(2) ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ 5031 山口 優芽(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ
5035 田﨑 香穂(1) ﾀｻｷ ｶﾎ 3017 田中 玖留実(2) ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ

2 7 真岡女高A 5011 野田 楓(1) ﾉﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 50.84 2 8 白鴎大足利高 4037 尾崎 朱凛(3) ｵｻﾞｷ ｼｭﾘ 48.51
4051 床井 絢音(3) ﾄｺｲ ｱﾔﾈ Q 4041 福田 捺巴(3) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ Q
4053 福原 沙菜(3) ﾌｸﾊﾗ ｻﾅ 3015 吉武 祐乃(2) ﾖｼﾀｹ ﾕﾉ
4054 矢野 永華(3) ﾔﾉ ｴｲｶ 5029 保坂 日菜(1) ﾎｻｶ ﾋﾅ

3 8 宇都宮南高 3164 君島 涼(2) ｷﾐｼﾞﾏ ﾘｮｳ 52.74 3 6 小山南高 3048 奥田 かれん(2) ｵｸﾀﾞ ｶﾚﾝ 51.11
3076 菅野 沙織(2) ｶﾝﾉ ｻｵﾘ Q 3046 木田 菜摘(2) ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ Q
3074 高橋 佑奈(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 3043 鈴木 彩菜(2) ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ
5023 鈴木 巴悠(1) ｽｽﾞｷ ﾊﾕｳ 4180 清水 優美(3) ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ

4 6 鹿沼東高 5068 倉上 世蘭(1) ｸﾗｶﾐ ｾﾗ 53.75 4 5 那須拓陽高 5040 人見 梓(1) ﾋﾄﾐ ｱｽﾞｻ 51.70
5070 福田 奈々(1) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ 5121 津久井 和美(1) ﾂｸｲ ｶｽﾞﾐ q
5066 伊藤 光希(1) ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 5120 加藤 海咲(1) ｶﾄｳ ﾐｻｷ
5069 半田 留愛(1) ﾊﾝﾀﾞ ﾙﾅ 5038 桑田 愛佳理(1) ｸﾜﾀ ｱｶﾘ

5 3 烏山高 3066 高野 真里(2) ﾀｶﾉ ﾏﾘ 54.10 5 7 さくら清修高 3037 西巻 陽万葵(2) ﾆｼﾏｷ ﾋﾏﾘ 51.91
4113 佐藤 しずく(3) ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ 5103 滝田 花凜(1) ﾀｷﾀ ｶﾘﾝ q
4112 小野 優里奈(3) ｵﾉ ﾕﾘﾅ 5106 瀬川 琴音(1) ｾｶﾞﾜ ｺﾄﾈ
4111 屋代 唯(3) ﾔｼﾛ ﾕｲ 3036 添田 郁心(2) ｿｴﾀ ｲｸﾐ

OP 5 宇都宮大 7027 茂木 万理菜(M2) ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ 51.55 OP 3 真岡女高B 5075 山岡 虹子(1) ﾔﾏｵｶ ﾆｺ 55.84
7024 石上 莉絵(2) ｲｼｶﾞﾐ ﾘｴ 5073 河原 もも(1) ｶﾜﾊﾗ ﾓﾓ
7021 佐藤 暖季(3) ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 5008 板垣 穂乃花(1) ｲﾀｶﾞｷ ﾎﾉｶ
7022 藤田 はるか(3) ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ 3117 目黒 有紗(2) ﾒｸﾞﾛ ｱﾘｻ

4 作新学院大 7040 餅田 みずき(3) ﾓﾁﾀﾞ ﾐｽﾞｷ DQ,R3 9 佐野東高 DNS
7037 高橋 萌(1) ﾀｶﾊｼ ﾓｴ
7018 笹沼 若奈(2) ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ
7017 黒岩 恭香(2) ｸﾛｲﾜ ｷｮｳｶ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 作新学院高 5033 倉澤 みはな(1) ｸﾗｻﾜ ﾐﾅﾊ 47.41
4024 市川 亜澄(3) ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ
5031 山口 優芽(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ
3017 田中 玖留実(2) ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ

2 6 白鴎大足利高 4037 尾崎 朱凛(3) ｵｻﾞｷ ｼｭﾘ 47.83
4041 福田 捺巴(3) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ
3015 吉武 祐乃(2) ﾖｼﾀｹ ﾕﾉ
5029 保坂 日菜(1) ﾎｻｶ ﾋﾅ

3 5 宇都宮女高 3120 秋谷 いずみ(2) ｱｷﾔ ｲｽﾞﾐ 49.31
5034 仁野平 千怜(1) ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ
3032 鈴木 わかば(2) ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ
5035 田﨑 香穂(1) ﾀｻｷ ｶﾎ

4 4 真岡女高A 5011 野田 楓(1) ﾉﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 50.45
4051 床井 絢音(3) ﾄｺｲ ｱﾔﾈ
4053 福原 沙菜(3) ﾌｸﾊﾗ ｻﾅ
4054 矢野 永華(3) ﾔﾉ ｴｲｶ

5 9 小山南高 3048 奥田 かれん(2) ｵｸﾀﾞ ｶﾚﾝ 50.64
3046 木田 菜摘(2) ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ
3043 鈴木 彩菜(2) ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ
4180 清水 優美(3) ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ

6 2 さくら清修高 3037 西巻 陽万葵(2) ﾆｼﾏｷ ﾋﾏﾘ 51.64
5103 滝田 花凜(1) ﾀｷﾀ ｶﾘﾝ
5106 瀬川 琴音(1) ｾｶﾞﾜ ｺﾄﾈ
3036 添田 郁心(2) ｿｴﾀ ｲｸﾐ

7 8 宇都宮南高 3164 君島 涼(2) ｷﾐｼﾞﾏ ﾘｮｳ 52.17
3076 菅野 沙織(2) ｶﾝﾉ ｻｵﾘ
3074 高橋 佑奈(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ
5023 鈴木 巴悠(1) ｽｽﾞｷ ﾊﾕｳ

3 那須拓陽高 DNS



女子4X400mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)               3:28.91     青山・市川・千葉・青木(日本)          H27.8.29

大会記録(GR)               3:55.56     小野・石川・三浦・江連(國學院栃木高)  H28

栃木県記録(TR)             3:48.81     佐藤･梅原・綾部･河添(國學院栃木高)    H22.6.21 6月30日 16:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 宇都宮女高 5034 仁野平 千怜(1) ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ 3:55.58

3031 平山 萌花(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾓｴｶ
3120 秋谷 いずみ(2) ｱｷﾔ ｲｽﾞﾐ
3032 鈴木 わかば(2) ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ

2 5 作新学院高 5031 山口 優芽(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 4:01.19

3017 田中 玖留実(2) ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ
4024 市川 亜澄(3) ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ
5033 倉澤 みはな(1) ｸﾗｻﾜ ﾐﾅﾊ

3 6 作新学院大 7035 安達 千乃(2) ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾉ 4:02.91

7037 高橋 萌(1) ﾀｶﾊｼ ﾓｴ
7039 鈴木 風香(3) ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ
7040 餅田 みずき(3) ﾓﾁﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

4 7 白鴎大足利高 4037 尾崎 朱凛(3) ｵｻﾞｷ ｼｭﾘ 4:03.16

4041 福田 捺巴(3) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ
3015 吉武 祐乃(2) ﾖｼﾀｹ ﾕﾉ
5028 奈桐 瑞月(1) ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ

5 9 小山南高 3043 鈴木 彩菜(2) ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ 4:06.95

3046 木田 菜摘(2) ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ
3048 奥田 かれん(2) ｵｸﾀﾞ ｶﾚﾝ
4180 清水 優美(3) ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ

6 8 真岡女高 4054 矢野 永華(3) ﾔﾉ ｴｲｶ 4:10.59

4051 床井 絢音(3) ﾄｺｲ ｱﾔﾈ
3116 村田 葵(2) ﾑﾗﾀ ｱｵｲ
3113 鈴木 瑠花(2) ｽｽﾞｷ ﾙｶ

7 1 宇都宮白楊高 4186 柴 凜(3) ｼﾊﾞ ﾘﾝ 4:12.75

4189 菅原 萌香(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｶ
5037 小森 美佳(1) ｺﾓﾘ ﾐｶ
4185 渡辺 柚璃(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾘ

8 2 宇都宮大 7021 佐藤 暖季(3) ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 4:16.92

7027 茂木 万理菜(M2) ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ
7020 小林 亜依(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ
7022 藤田 はるか(3) ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ

3 宇都宮南高 5023 鈴木 巴悠(1) ｽｽﾞｷ ﾊﾕｳ DNS
3075 福島 綾菜(2) ﾌｸｼﾏ ｱﾔﾅ
3076 菅野 沙織(2) ｶﾝﾉ ｻｵﾘ
3074 高橋 佑奈(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ



女子走高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  1m96     今井 美希(ミズノ)                     H13.9.15

大会記録(GR)                  1m81     林 志織(田沼東中教)                   S62

栃木県記録(TR)                1m83     林 志織(田沼東中教)                   S61.9.15 6月28日 14:00 決　勝    

決　勝　

ﾂﾁｶﾜ ﾓｴｺ － － － ○ ○ × × ×

1 22 8030 土川 萌子 栃木陸協 1m60
ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｶ － － － ○ × ○ × × ×

2 23 7015 大森 遥絵(3) 作新学院大 1m60
ｶﾄｳ ﾐｻｷ － － － ○ × × ×

3 24 5120 加藤 海咲(1) 那須拓陽高 1m55
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ － － － × ○ × × ×

4 21 3016 渡邉 里咲(2) 作新学院高 1m55
ｶﾂﾗ ｷﾐｺ － ○ × ○ × ○ × × ×

5 20 5026 桂 貴美子(1) 白鴎大足利高 1m55
ｻｸﾏ ﾕｶ － － ○ × × ○ × × ×

6 15 4182 佐久間 裕か(3) 小山南高 1m55
ﾃﾂｶ ﾅﾅ － ○ × ○ × × ○ × × ×

7 19 7088 手塚 菜奈(1) 宇都宮大 1m55
ﾓﾄﾆｼ ｱﾔ － － ○ × × ×

8 14 7071 元西 彩(4) 日本女子体育大 1m50
ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ － － × ○ × × ×

9 17 4180 清水 優美(3) 小山南高 1m50
ｶﾗｻﾜ ﾘﾅ ○ × × ○ × × ○ × × ×

10 1 5043 唐澤 里菜(1) 小山南高 1m50
ﾐﾅﾄ ﾊﾙｶ × ○ × × ○ × × ×

11 11 3114 湊 春香(2) 真岡女高 1m45
ｲﾀｶﾞｷ ﾎﾉｶ ○ × × ×

12 5 5008 板垣 穂乃花(1) 真岡女高 1m40
ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ ○ × × ×

12 8 3103 鈴木 陽菜(2) 鹿沼東高 1m40
ｼﾏﾀﾞ ﾋﾅﾀ ○ × × ×

12 13 4150 島田 日向(3) 栃木商業高 1m40
ｵｵﾉ ﾕｳｷ × × ○ × × ×

15 7 5124 大野 優希(1) 宇都宮白楊高 1m40
ｺｼｼﾞ ﾊﾙﾅ × × ○ × × ×

15 9 5039 越路 遥菜(1) 那須拓陽高 1m40
ﾀﾑﾗ ﾏﾅｶ × × ×

2 5146 田村 愛果(1) 栃木商業高 NM
ｲﾉｳｴ ﾏﾘ × × ×

3 3180 井上 毬(2) 鹿沼高 NM
ﾀｶｸ ﾏﾅﾐ × × ×

4 5042 髙久 愛未(1) 真岡女高 NM
ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷﾈ × × ×

6 3138 遠藤 咲音(2) 石橋高 NM
ｺｼﾞﾏ ﾐｽｽﾞ － × × ×

16 4003 小島 実紗(3) 今市高 NM
ｱｸﾂ ﾅﾂﾐ

10 3035 阿久津 夏海(2) 宇都宮白楊高 DNS
ﾊﾔｶﾜ ﾅﾂﾐ

12 5154 早川 菜睦(1) 佐野東高 DNS
ﾊﾘｶﾞﾔ ｱﾕﾐ

18 7043 針谷 歩実(4) 國學院大 DNS

ｺﾒﾝﾄ
1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m40



女子棒高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  4m40     我孫子 智美(滋賀レイクスターズ)       H24.6.9

大会記録(GR)                  3m50     生井 ちま(日本体育大)                 H24

栃木県記録(TR)                3m80     生井 ちま(日本体育大)                 H24.10.7 6月28日 10:00 決　勝    

決　勝　

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳﾗ － － － － × ○ × × ×

1 3 5041 藤巻 優来(1) 大田原女高 2m80
ﾀﾀﾞﾉ ｱｲｶ ○ × ○ ○ ○ × × ×

2 2 3148 但野 愛果(2) 白鴎大足利高 2m70
ｶﾝﾉ ｻｵﾘ × × ○ ○ × × ×

3 1 3076 菅野 沙織(2) 宇都宮南高 2m50

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m40

ｺﾒﾝﾄ
2m50 2m60 2m70 2m80 3m10

記録



女子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  6m86     池田 久美子(スズキ)                   H18.5.6

大会記録(GR)                  6m21     長島 静代(小山城南高教)               H12

栃木県記録(TR)                6m21     長島 静代(順天堂大)                   H7.4.24 6月29日 12:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾐﾔﾏ ｱﾔﾈ 5m81 5m80 × × 5m73 × 5m81
1 44 8021 神山 綾音 鹿沼市役所 -0.2 +0.5 +0.5 -0.2

ﾉﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 5m45 5m36 5m32 × 5m48 5m24 5m48
2 42 5011 野田 楓(1) 真岡女高 -0.1 +1.0 +0.5 0.0 -0.5 0.0

ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ － 5m20 5m15 × 5m11 5m34 5m34
3 40 7046 梶木 菜々香(1) 中央大 0.0 +1.0 0.0 +0.3 +0.3

ｽﾅｶﾜ ｴﾘｺ 5m14 × 5m06 5m32 5m19 5m12 5m32
4 32 8025 砂川 絵理子 mo's +0.2 +0.2 +1.6 +0.1 +1.4 +1.6

ｱｲﾊﾞ ﾐﾅﾐ 5m00 × 5m10 5m22 5m13 5m06 5m22
5 36 4034 相場 美夏右(3) 白鴎大足利高 +1.0 +0.9 +1.2 +0.6 +0.4 +1.2

ﾀｹｻﾞﾜ ｻﾔｶ × 4m87 5m05 5m17 4m90 4m94 5m17
6 38 4039 竹澤 清楓(3) 白鴎大足利高 0.0 +0.7 +0.9 +0.5 +0.3 +0.9

ﾄｺｲ ｱﾔﾈ 5m15 4m78 × × 4m90 4m98 5m15
7 33 4051 床井 絢音(3) 真岡女高 +0.8 +0.3 +0.1 +0.1 +0.8

ｸﾜﾀ ｱｶﾘ 5m10 5m12 5m05 × 4m95 5m00 5m12
8 34 5038 桑田 愛佳理(1) 那須拓陽高 +0.5 +0.4 +0.6 +0.4 +0.9 +0.4

ｲﾇｶｲ ﾏｵ 4m95 4m84 5m03 5m03
9 43 3018 犬飼 真緒(2) 作新学院高 0.0 +0.9 +0.6 +0.6

ｶﾂﾗ ｷﾐｺ 4m90 4m91 5m02 5m02
10 37 5026 桂 貴美子(1) 白鴎大足利高 +0.1 0.0 +0.5 +0.5

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ 4m88 4m98 4m97 4m98
11 29 5032 渡辺 鈴葉(1) 作新学院高 +0.6 +0.7 +0.3 +0.7

ｾｷﾈ ｾｲﾗ 4m69 4m86 4m94 4m94
12 41 7087 関根 聖良(1) 宇都宮大 +0.2 +1.3 -0.2 -0.2

ｸﾗｶﾐ ｾﾗ 4m93 × 4m80 4m93
13 35 5068 倉上 世蘭(1) 鹿沼東高 +1.0 +0.8 +1.0

ﾐｽﾞｾ ﾋﾅﾉ 4m68 4m71 4m80 4m80
14 31 3087 水瀬 雛乃(2) 宇都宮北高 +0.5 +0.8 +0.5 +0.5

ﾆｲﾑﾗ ｶﾅ 3m56 4m79 × 4m79
15 24 8005 新村 華菜 NSAC +0.2 +0.3 +0.3

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳﾗ × × 4m75 4m75
16 15 5041 藤巻 優来(1) 大田原女高 +0.6 +0.6

ﾌｸﾊﾗ ｻﾅ × 4m53 4m69 4m69
17 30 4053 福原 沙菜(3) 真岡女高 +0.5 +0.5 +0.5

ﾑﾗｵ ｱﾉ 4m32 4m50 4m53 4m53
18 20 3123 村尾 愛乃(2) 宇都宮女高 +0.8 +0.7 +0.2 +0.2

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 4m51 × × 4m51
19 26 3074 高橋 佑奈(2) 宇都宮南高 +0.4 +0.4

ﾌｸｼﾏ ｲｵﾘ 4m39 4m31 4m13 4m39
20 25 3142 福島 唯織(2) 佐野高 +0.6 0.0 0.0 +0.6

ﾀﾀﾞﾉ ｱｲｶ 4m29 4m26 4m38 4m38
21 3 3148 但野 愛果(2) 白鴎大足利高 +0.2 +0.7 +0.2 +0.2

ﾔﾏｵｶ ﾆｺ 4m35 4m35 4m35 4m35
22 16 5075 山岡 虹子(1) 真岡女高 +0.3 +0.1 +0.8 +0.3

ﾋｷﾁ ﾋﾅﾘ 4m27 × 4m31 4m31
23 21 3163 曵地 ひな梨(2) 小山南高 +0.4 -0.3 -0.3

ｺﾎﾞﾘ ﾅﾂﾐ 4m27 4m30 × 4m30
24 23 3118 小堀 奈津実(2) 佐野東高 +0.4 -0.1 -0.1

ｲｻﾞﾜ ｶﾅ 4m16 4m00 4m17 4m17
25 14 5056 伊澤 伽奈(1) 栃木女高 +1.2 +0.3 +1.0 +1.0

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ 4m04 4m17 × 4m17
26 27 7020 小林 亜依(3) 宇都宮大 +1.2 +0.5 +0.5

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｶ 4m10 4m02 4m12 4m12
27 18 5090 渡辺 莉里花(1) 小山高 +0.9 +0.1 +0.7 +0.7

ｱﾏﾉ ﾋﾅｺ 4m11 4m10 4m10 4m11
28 19 5055 天野 日菜子(1) 栃木女高 +0.4 +0.6 0.0 +0.4

ｲｼｶﾜ ｼｵﾘ 3m99 4m08 3m95 4m08
29 10 5057 石川 史織(1) 栃木女高 +0.6 -0.2 +0.1 -0.2

ｲﾜｶﾐ ｲﾂｷ × × 4m06 4m06
30 22 5153 岩上 樹(1) 佐野東高 +0.5 +0.5

ｻｸﾗｲ ｻｷ 4m02 3m99 3m91 4m02
31 2 5175 櫻井 咲綺(1) 小山高 +0.2 -0.1 +0.8 +0.2

ｺﾀﾞｲﾗ ﾚﾅ 3m98 3m74 3m99 3m99
32 17 3051 小平 玲南(2) 壬生高 +0.6 +0.3 +0.2 +0.2

ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ 3m32 3m80 3m97 3m97
33 9 5184 手塚 優奈(1) 宇都宮短大附高 +1.3 -0.2 +0.1 +0.1

ｵｶﾞﾜ ｱﾘｻ 3m62 3m97 × 3m97
34 6 5162 小川 愛莉紗(1) 上三川高 +0.5 +0.3 +0.3



女子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  6m86     池田 久美子(スズキ)                   H18.5.6

大会記録(GR)                  6m21     長島 静代(小山城南高教)               H12

栃木県記録(TR)                6m21     長島 静代(順天堂大)                   H7.4.24 6月29日 12:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｼﾞﾏ ｱﾐ × 3m91 × 3m91
35 12 3010 小島 亜海(2) 白鴎大足利高 -0.1 -0.1

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵﾅ × 3m84 3m73 3m84
36 7 5180 小林 レオナ(1) 小山北桜高 +0.1 +0.3 +0.1

ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾉ 3m71 3m75 3m71 3m75
37 8 3065 松崎 佳乃(2) 今市高 +0.4 -0.2 +0.5 -0.2

ﾏﾋｺ ﾐｳ × × ×
28 3139 間彦 美羽(2) 石橋高 NM

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ

1 5145 齋藤 楓香(1) 栃木商業高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ

4 5081 渡辺 結衣(1) 小山西高 DNS
ｶﾒﾔﾏ ｽﾐﾚ

5 5148 亀山 菫(1) 佐野松桜高 DNS
ﾜｶﾅ ﾘｵ

11 5169 若菜 利緒(1) 佐野高 DNS
ｷﾑﾗ ﾐｻﾄ

13 3063 木村 充里(2) 今市高 DNS
ﾀｻｷ ﾁﾋﾛ

39 4073 田﨑 千紘(3) 石橋高 DNS



女子三段跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 14m04     花岡 麻帆(三英社)                     H11.10.1

大会記録(GR)                 12m30     飯山 彩加(JUVY-TC)                    H24

栃木県記録(TR)               12m79     阿部 綾子(日本体育大)                 H7.5.19 6月30日 13:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｲﾊﾞ ﾐﾅﾐ 11m33 11m40 11m38 11m40 11m56 11m40 11m56
1 13 4034 相場 美夏右(3) 白鴎大足利高 +2.0 +2.7 +1.7 +0.5 +1.9 +1.8 +1.9

ﾉﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 10m20 11m34 － 10m68 11m16 11m23 11m34
2 4 5011 野田 楓(1) 真岡女高 +1.2 +3.6 +1.4 +2.5 +1.7 +3.6

ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓｶ 11m11 11m21 10m54 10m83 10m50 10m97 11m21
3 12 8007 増田 桃華 OCOSITEI +2.9 +2.6 +1.7 +0.6 +1.6 +0.7 +2.6

ﾀｹｻﾞﾜ ｻﾔｶ × 10m75 10m47 × 10m23 10m62 10m75
4 11 4039 竹澤 清楓(3) 白鴎大足利高 +3.0 +2.7 +1.6 +3.4 +3.0

ｲﾅｶﾞｷ ﾋｶﾙ 10m48 10m22 10m20 10m22 10m57 10m52 10m57
5 10 3121 稲垣 ひかる(2) 宇都宮女高 +2.4 +1.7 +2.4 +3.0 +2.5 +1.8 +2.5

ｲﾄｳ ﾘｴ 10m04 10m47 10m47 × 10m12 10m20 10m47
6 8 3083 伊藤 理恵(2) 宇都宮商業高 +0.8 +3.1 +1.6 +1.9 +3.1 +1.6

ｸﾗｶﾐ ｾﾗ 10m21 10m33 10m38 10m28 9m70 × 10m38
7 9 5068 倉上 世蘭(1) 鹿沼東高 +0.9 +3.5 +2.9 +1.0 +1.7 +2.9

ﾄｺｲ ｱﾔﾈ × 10m00 10m00 9m92 10m07 10m34 10m34
8 3 4051 床井 絢音(3) 真岡女高 +1.8 +1.9 +2.1 +1.9 +2.3 +2.3

ﾐﾅﾄ ﾊﾙｶ × × 9m63 9m63
9 6 3114 湊 春香(2) 真岡女高 +2.3 +2.3

ﾌｸｼﾏ ｲｵﾘ 9m55 9m32 9m33 9m55
10 5 3142 福島 唯織(2) 佐野高 +1.0 +3.0 +2.1 +1.0

ｻｸﾏ ﾕｶ 9m37 9m40 9m50 9m50
11 1 4182 佐久間 裕か(3) 小山南高 +2.5 +1.9 +2.0 +2.0

ﾑﾗｵ ｱﾉ × 9m19 × 9m19
12 2 3123 村尾 愛乃(2) 宇都宮女高 +2.7 +2.7

ｲｼｶﾞﾐ ﾘｴ 10m96 10m75 10m92 10m96
OP 14 7024 石上 莉絵(2) 宇都宮大 +1.2 +1.5 +1.7 +1.2

ｻｲﾄｳ ｿﾖｶ

7 3107 齊藤 颯(2) 作新学院高 DNS



女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：日渡 勝則

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 18m22     森 千夏(スズキ)                       H16.4.18

大会記録(GR)                 14m11     高田 智子(氏家高)                     H5

栃木県記録(TR)               14m45     高田 智子(氏家高)                     H5.4.24 6月30日 15:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｻﾞｵｶ ﾋﾅﾀ

1 12 4070 風岡 ひなた(3) 石橋高 11m63 11m53 11m38 11m63 11m62 11m50 11m67 11m67

ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ

2 11 4181 中村 侑香(3) 小山南高 11m03 × 10m40 11m03 10m89 × × 11m03

ｼｵﾊﾏ ｻﾗ

3 7 1195 塩濵 咲空(3) 若松原中 10m90 10m64 10m47 10m90 10m02 11m00 10m54 11m00

ﾖｼﾅﾘ ﾐｳ

4 10 5012 吉成 美羽(1) 青藍泰斗高 9m58 9m71 10m02 10m02 9m85 10m79 10m20 10m79

ﾀｶﾎﾘ ｱｵｲ

5 8 3045 髙堀 葵(2) 小山南高 9m40 10m30 10m66 10m66 10m36 9m70 10m68 10m68

ｵｵﾉ ｱｽﾐ

6 6 1196 大野 明日美(3) 若松原中 9m99 10m10 9m47 10m10 8m32 8m84 9m48 10m10

ｻｸﾏ ｼﾎ

7 9 7025 佐久間 史穂(2) 宇都宮大 × × 9m78 9m78 9m30 9m56 9m71 9m78

ｱﾗｶﾜ ﾐﾕ

8 5 5047 荒川 心優(1) 小山南高 9m37 9m22 9m47 9m47 × 9m43 9m24 9m47

ﾉｻﾞﾜ ﾕｽﾞ

9 4 5053 野澤 侑主(1) 宇都宮南高 8m43 8m17 8m19 8m43 8m43

ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘｲ

10 1 5080 近藤 衣里唯(1) 小山西高 8m16 7m69 8m32 8m32 8m32

ｲﾜｻｷ ﾐﾕｳ

11 2 5089 岩﨑 美侑(1) 小山高 6m65 6m38 6m82 6m82 6m82

ｻｶﾓﾄ ﾏｵ

12 3 5176 坂本 真桜(1) 小山高 5m00 5m01 5m22 5m22 5m22



女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：日渡 勝則

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 59m03     郡 菜々佳(九州共立大)                 H31.3.23

大会記録(GR)                 48m80     川那子 房江(藤岡高教)                 S59

栃木県記録(TR)               49m92     川那子 房江(藤岡高教)                 S60.5.3 6月28日 12:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾂｶ ﾕｳ

1 16 7049 戸塚 優(3) 仙台大 39m15 × 39m86 39m86 40m90 × 39m87 40m90

ｻｸﾗｲ ﾐｸ

2 14 7083 桜井 美玖(2) 日本大 37m33 × 34m22 37m33 36m93 × × 37m33

ﾐﾅﾐ ｻﾂｷ 

3 11 7072 南 さつき(2) 日本女子体育大 32m33 35m91 × 35m91 32m94 × 32m64 35m91

ｳﾁﾔﾏ ﾚｲ

4 15 8017 内山 麗 栃木TFC 33m99 34m49 34m45 34m49 35m89 35m18 32m63 35m89

ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ

5 12 3089 鈴木 憧子(2) 小山西高 33m68 34m19 32m33 34m19 32m99 34m50 × 34m50

ｲﾄｶﾞ ﾋﾒｶ

6 13 7050 糸賀 媛香(3) 仙台大 32m98 × × 32m98 30m48 32m25 × 32m98

ﾉｻﾞﾜ ﾐｻｷ

7 10 3196 野沢 実咲(2) 壬生高 25m60 29m76 27m87 29m76 28m72 22m03 28m60 29m76

ｱﾗｲ ｱﾔ

8 9 3086 荒井 彩(2) 宇都宮商業高 26m16 26m38 24m37 26m38 24m20 20m34 22m60 26m38

ｾｷｸﾞﾁ ｶﾝﾅ

9 8 3172 関口 栞奈(2) 上三川高 22m83 22m02 19m99 22m83 22m83

ﾊｼﾓﾄ ﾓｶ

10 7 5061 橋本 萌花(1) 栃木女高 22m04 21m36 × 22m04 22m04

ｳｴﾀｹ ｼｵﾘ

11 6 3213 植竹 汐里(2) 栃木女高 × 21m75 18m61 21m75 21m75

ﾉｻﾞﾜ ﾕｽﾞ

12 1 5053 野澤 侑主(1) 宇都宮南高 17m66 16m07 × 17m66 17m66

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾝ

13 3 3095 山田 莉音(2) 宇都宮白楊高 16m79 16m52 16m03 16m79 16m79

ｱﾗｶﾜ ﾐﾕ

14 2 5047 荒川 心優(1) 小山南高 × × 15m20 15m20 15m20

ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ

15 5 5095 髙橋 穗乃果(1) 宇都宮白楊高 × 15m13 13m59 15m13 15m13

ｼﾌﾞﾔ ﾕﾗ

16 4 5060 渋谷 優来(1) 栃木女高 × 11m64 × 11m64 11m64



女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：日渡 勝則

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 67m77     室伏 由佳(ミズノ)                     H16.8.1

大会記録(GR)                 48m79     高村 理恵子(茨城大)                   H14

栃木県記録(TR)               51m93     腰髙 里歩(流通経済大)                 H30.5.5 6月29日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｼﾀﾞｶ ﾘﾎ

1 3 7042 腰髙 里歩(3) 流通経済大 47m00 × 48m40 48m40 48m13 49m28 50m17 50m17 GR
ﾂﾅｶﾜ ﾎﾉｶ

2 2 4107 綱川 穂乃歌(3) 矢板高 × 35m68 38m43 38m43 37m66 37m10 38m46 38m46

ｻｲﾄｳ ﾘｵﾝ

3 1 5077 齋藤 理音(1) 矢板高 × × 16m74 16m74 × × 14m41 16m74



女子やり投(600g)
審 判 長：日渡 勝則

記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                 64m36     北口 榛花(日本大)                     R1.5.6

大会記録(GR)                 49m91     山崎 綾子(真岡女高)                   H14

栃木県記録(TR)               57m47     海老原 有希(国士舘大)                 H18.12.10 6月28日 14:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾞﾝｼﾞ ﾐﾅｺ

1 21 7069 郡司 美奈子(2) 国士舘大 43m31 44m62 42m36 44m62 43m07 45m65 43m87 45m65

ﾂｸｲ ﾕﾒ

2 20 4172 津久井 夢(3) 青藍泰斗高 35m92 × × 35m92 39m63 43m39 × 43m39

ｲｿ ﾁﾋﾛ

3 16 4007 礒 千裕(3) 大田原女高 39m05 40m96 38m72 40m96 39m51 43m09 42m16 43m09

ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ

4 19 7046 梶木 菜々香(1) 中央大 35m93 39m77 37m37 39m77 35m19 38m05 37m67 39m77

ｷｸﾁ ｱｶﾘ

5 17 4104 菊地 茜里(3) 矢板東高 35m11 38m88 × 38m88 37m00 35m88 35m88 38m88

ｹﾂﾞｶ ﾚﾅ

6 15 7073 毛塚 玲奈(1) 日本女子体育大 34m44 33m90 35m77 35m77 32m19 27m86 38m01 38m01

ﾂﾁﾔ ｼｮｳｺ

7 18 8018 土屋 祥子 栃木TFC 34m01 35m11 36m38 36m38 37m56 × 37m55 37m56

ｺｸﾎﾞ ｻｷ

8 14 3050 小久保 咲季(2) 壬生高 36m39 37m04 37m51 37m51 35m12 × 35m17 37m51

ｵﾉ ｼﾞｭﾝﾅ

9 11 3202 小野 純菜(2) 白鴎大足利高 26m16 32m57 × 32m57 32m57

ｺｼﾞﾏ ｱﾐ

10 12 3010 小島 亜海(2) 白鴎大足利高 30m06 32m13 29m45 32m13 32m13

ｱﾗｲ ｱﾔ

11 13 3086 荒井 彩(2) 宇都宮商業高 31m47 31m34 30m87 31m47 31m47

ﾂｼﾞﾓﾘ ｶﾎ

12 10 3077 辻森 香帆(2) 宇都宮南高 30m19 29m48 26m88 30m19 30m19

ﾅｶﾞｼﾏ ﾗﾅ

13 9 7031 永島 らな(3) 白鴎大 29m43 28m88 29m52 29m52 29m52

ﾀｶﾎﾘ ｱｵｲ

14 8 3045 髙堀 葵(2) 小山南高 28m12 27m75 25m93 28m12 28m12

ﾅｶﾑﾗ ﾁﾊﾙ

15 7 3122 中村 千春(2) 宇都宮女高 23m26 23m97 27m67 27m67 27m67

ｻｻｷ ﾕﾘｱ

16 1 5170 佐々木 優梨亜(1) 鹿沼高 22m87 25m15 27m10 27m10 27m10

ｲﾅﾊﾞ ﾐﾕ

17 6 5051 稲葉 美有(1) 宇都宮南高 25m49 26m19 25m00 26m19 26m19

ｲｲﾂﾞｶ ﾘﾉ

18 5 3060 飯塚 梨乃(2) 今市高 × 21m24 20m07 21m24 21m24

ｱｵｷ ｶﾚﾝ

19 2 4135 青木 花蓮(3) さくら清修高 × × 17m98 17m98 17m98

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｶ

20 3 5063 宮﨑 友香(1) 栃木女高 17m81 17m01 17m01 17m81 17m81

ｽｶﾞｲ ｱﾐ

4 5122 菅井 亜美(1) 那須拓陽高 DNS



女子七種競技
審 判 長：遠藤 史晃
記録主任：渡辺 伸夫

日本記録(NR)                  5962     中田 有紀(さかえクリニック)           H16.6.5
大会記録(GR)                  4756     上野 梓(國學院栃木)                   H26
栃木県記録(TR)                5125     海老原 有希(真岡女高)                 H15.6.29

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ

15.92 1m49 9m08 27.51 4m64 32m93 2:36.10

1 4025 -1.9 +0.6 +0.4 4087
(724) (610) (469) (670) (464) (532) (618)
16.44 1m43 7m88 27.47 4m41 28m03 2:35.52

2 5035 -1.9 +0.6 +0.8 3740
(661) (544) (392) (673) (406) (439) (625)
16.70 1m43 8m73 28.37 4m50 26m96 2:40.03

3 7028 -1.9 +0.6 +0.6 3644
(631) (544) (447) (602) (428) (419) (573)
17.80 1m40 9m46 28.11 4m27 28m88 2:45.13

4 4183 -1.9 +0.6 +0.2 3478
(509) (512) (494) (622) (371) (455) (515)
19.22 1m40 5m87 28.28 4m71 25m54 2:38.78

5 4056 -1.9 +0.6 0.0 3215
(370) (512) (263) (609) (482) (392) (587)
20.01 1m30 8m41 30.14 3m69 29m29 3:01.19

6 3077 -1.9 +0.6 +0.4 2664
(301) (409) (426) (472) (239) (463) (354)
19.68 NM 5m77 29.79 3m60 17m96 2:40.66

7 3195 -1.9 +0.6 0.0 2119
(329) (0) (257) (497) (220) (251) (565)

氏名 所属

ｺﾑﾛ ｸﾙﾐ

小室 胡桃 作新学院高

(3)
ﾀｻｷ ｶﾎ

田﨑 香穂 宇都宮女高

(1)
ﾃｼﾏ ﾚｲﾅ

手嶋 麗奈 白鴎大

(3)
ｱﾗｲ ﾏｵ

新井 真央 小山南高

(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾉ

山崎 茅乃 鹿沼東高

(3)
ﾂｼﾞﾓﾘ ｶﾎ

辻森 香帆 宇都宮南高

(2)

(2)
ｵｵﾀ ﾏﾅ

太田 麻渚 佐野日大高



女子七種競技 100mH(0.838m)
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月29日 09:00 決　勝

(風:-1.9)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾑﾛ ｸﾙﾐ

1 6 4025 小室 胡桃(3) 作新学院高 15.92 724
ﾀｻｷ ｶﾎ

2 8 5035 田﨑 香穂(1) 宇都宮女高 16.44 661
ﾃｼﾏ ﾚｲﾅ

3 4 7028 手嶋 麗奈(3) 白鴎大 16.70 631
ｱﾗｲ ﾏｵ

4 7 4183 新井 真央(3) 小山南高 17.80 509
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾉ

5 5 4056 山崎 茅乃(3) 鹿沼東高 19.22 370
ｵｵﾀ ﾏﾅ

6 9 3195 太田 麻渚(2) 佐野日大高 19.68 329
ﾂｼﾞﾓﾘ ｶﾎ

7 3 3077 辻森 香帆(2) 宇都宮南高 20.01 301



女子七種競技 走高跳
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月29日 10:30  1組

ｺﾑﾛ ｸﾙﾐ － － － － － ○ ○ ○

1 3 4025 小室 胡桃(3) 作新学院高 × × × 1m49 610

ﾀｻｷ ｶﾎ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 2 5035 田﨑 香穂(1) 宇都宮女高 1m43 544

ﾃｼﾏ ﾚｲﾅ － － ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

3 1 7028 手嶋 麗奈(3) 白鴎大 1m43 544

ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾉ － ○ ○ × ○ ○ × × ×

4 5 4056 山崎 茅乃(3) 鹿沼東高 1m40 512

ｱﾗｲ ﾏｵ － － ○ ○ × ○ × × ×

5 6 4183 新井 真央(3) 小山南高 1m40 512

ﾂｼﾞﾓﾘ ｶﾎ ○ ○ ○ × × ×

6 7 3077 辻森 香帆(2) 宇都宮南高 1m30 409

ｵｵﾀ ﾏﾅ × × ×

4 3195 太田 麻渚(2) 佐野日大高 0 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20

1m52

1m49
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m25 1m30 1m35 1m40 1m43 1m46



女子七種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月29日 12:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾗｲ ﾏｵ

1 1 4183 新井 真央(3) 小山南高
ｺﾑﾛ ｸﾙﾐ

2 6 4025 小室 胡桃(3) 作新学院高
ﾃｼﾏ ﾚｲﾅ

3 7 7028 手嶋 麗奈(3) 白鴎大
ﾂｼﾞﾓﾘ ｶﾎ

4 4 3077 辻森 香帆(2) 宇都宮南高
ﾀｻｷ ｶﾎ

5 3 5035 田﨑 香穂(1) 宇都宮女高
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾉ

6 5 4056 山崎 茅乃(3) 鹿沼東高
ｵｵﾀ ﾏﾅ

7 2 3195 太田 麻渚(2) 佐野日大高 257

263

5m77 5m48 4m78 5m77

392

5m38 5m78 5m87 5m87

426

× 7m46 7m88 7m88

447

8m41 7m92 7m61 8m41

469

8m09 7m40 8m73 8m73

494

8m71 × 9m08 9m08

8m86 9m33 9m46 9m46

1回目 2回目 3回目 記録 得点



女子七種競技 200m
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月29日 14:40 決　勝

(風:+0.6)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｻｷ ｶﾎ

1 7 5035 田﨑 香穂(1) 宇都宮女高 27.47 673
ｺﾑﾛ ｸﾙﾐ

2 4 4025 小室 胡桃(3) 作新学院高 27.51 670
ｱﾗｲ ﾏｵ

3 5 4183 新井 真央(3) 小山南高 28.11 622
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾉ

4 8 4056 山崎 茅乃(3) 鹿沼東高 28.28 609
ﾃｼﾏ ﾚｲﾅ

5 6 7028 手嶋 麗奈(3) 白鴎大 28.37 602
ｵｵﾀ ﾏﾅ

6 3 3195 太田 麻渚(2) 佐野日大高 29.79 497
ﾂｼﾞﾓﾘ ｶﾎ

7 9 3077 辻森 香帆(2) 宇都宮南高 30.14 472



女子七種競技 走幅跳
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月30日 10:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾉ

1 5 4056 山崎 茅乃(3) 鹿沼東高
ｺﾑﾛ ｸﾙﾐ

2 3 4025 小室 胡桃(3) 作新学院高
ﾃｼﾏ ﾚｲﾅ

3 2 7028 手嶋 麗奈(3) 白鴎大
ﾀｻｷ ｶﾎ

4 6 5035 田﨑 香穂(1) 宇都宮女高
ｱﾗｲ ﾏｵ

5 1 4183 新井 真央(3) 小山南高
ﾂｼﾞﾓﾘ ｶﾎ

6 7 3077 辻森 香帆(2) 宇都宮南高
ｵｵﾀ ﾏﾅ

7 4 3195 太田 麻渚(2) 佐野日大高 220

239
3m55
+0.1

3m60
0.0

× 3m60
0.0

371
3m53
0.0

3m61
+0.2

3m69
+0.4

3m69
+0.4

406
× 4m27

+0.2
4m23
+0.6

4m27
+0.2

428
4m37
+0.2

4m26
0.0

4m41
+0.8

4m41
+0.8

464
3m99
+0.8

4m28
0.0

4m50
+0.6

4m50
+0.6

482
4m32
+1.0

4m56
0.0

4m64
+0.4

4m64
+0.4

0.0
4m58
+0.2

× 4m71
0.0

1回目 2回目 3回目 記録 得点

4m71



女子七種競技 やり投(600g)
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月30日 13:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾑﾛ ｸﾙﾐ

1 5 4025 小室 胡桃(3) 作新学院高
ﾂｼﾞﾓﾘ ｶﾎ

2 6 3077 辻森 香帆(2) 宇都宮南高
ｱﾗｲ ﾏｵ

3 7 4183 新井 真央(3) 小山南高
ﾀｻｷ ｶﾎ

4 1 5035 田﨑 香穂(1) 宇都宮女高
ﾃｼﾏ ﾚｲﾅ

5 3 7028 手嶋 麗奈(3) 白鴎大
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾉ

6 4 4056 山崎 茅乃(3) 鹿沼東高
ｵｵﾀ ﾏﾅ

7 2 3195 太田 麻渚(2) 佐野日大高

1回目 2回目 3回目 記録 得点

32m93 28m73 26m30 32m93 532

29m29 27m90 29m25 29m29 463

24m54 27m89 28m88 28m88 455

27m88 26m48 28m03 28m03 439

25m71 24m69 26m96 26m96 419

25m54 22m72 × 25m54

251

392

17m96 15m22 12m02 17m96



女子七種競技 800m
審 判 長：遠藤 史晃

記録主任：渡辺 伸夫

6月30日 15:50 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｻｷ ｶﾎ

1 2 5035 田﨑 香穂(1) 宇都宮女高 2:35.52 625
ｺﾑﾛ ｸﾙﾐ

2 1 4025 小室 胡桃(3) 作新学院高 2:36.10 618
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾉ

3 5 4056 山崎 茅乃(3) 鹿沼東高 2:38.78 587
ﾃｼﾏ ﾚｲﾅ

4 3 7028 手嶋 麗奈(3) 白鴎大 2:40.03 573
ｵｵﾀ ﾏﾅ

5 7 3195 太田 麻渚(2) 佐野日大高 2:40.66 565
ｱﾗｲ ﾏｵ

6 4 4183 新井 真央(3) 小山南高 2:45.13 515
ﾂｼﾞﾓﾘ ｶﾎ

7 6 3077 辻森 香帆(2) 宇都宮南高 3:01.19 354


