
ト ラ ッ ク 審 判 長 小針 敏明

ス タ ー ト 審 判 長 栗原 浩司

跳 躍 審 判 長 川田 浩司

投 て き 審 判 長 前田 芳久

記 録 主 任 渡辺 伸夫

日付 種目

上野 利隼(2) 10.79(+0.1) 茂呂 柊汰(2) 10.89(+0.1) 齊藤 直彦(2) 10.90(+2.2) 小池 翔 10.93(+6.1) 熊澤 尚央(2) 10.93(+4.5) 江田 尋貴(3) 10.95(+0.1) 野口 祐叶(2) 10.98(+2.2) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) 11.01(+0.1)
作新学院大 作新学院大 白鴎大 OCOSITEI 作新学院大 作新学院大 作新学院高 作新学院高
関根 功織(2) 34.26 丸山 将 35.04 鈴木 拓人(2) 35.33 鈴木 皓介(3) 35.93 太田 翔陽(3) 35.99 塩野目 友都(2) 36.31 豊田 恭平(3) 36.35 石川 翼(2) 36.45
宇都宮高 OCOSITEI 宇都宮工業高 那須拓陽高 石橋高 宇都宮高 作新学院高 石橋高
鈴木 景仁(3) 1:58.70 佐々木 寿貴人(3) 2:01.75 愛沢 誠也(2) 2:01.92 市川 勇希(3) 2:02.38 松山 開豊(3) 2:02.39 岡田 光広(2) 2:03.32 斎藤 昌宏(2) 2:05.85 星 健太(3) 2:06.14
國學院栃木高 鹿沼東高 栃木高 宇都宮工業高 佐野高 茂木高 宇都宮北高 作新学院高
平山 大雅(3) 4:04.60 鈴木 景仁(3) 4:06.89 髙根沢 悠(3) 4:10.08 後藤 亮介(2) 4:11.12 伊藤 颯(3) 4:11.93 森澤 俊平(3) 4:14.47 渡邉 友樹(3) 4:14.91 関本 敬太(1) 4:15.30
宇都宮高 國學院栃木高 文星芸大附高 文星芸大附高 大田原高 文星芸大附高 文星芸大附高 文星芸大附高
前田 真徳(3) 9:38.83 加藤 悠希(3) 9:44.44 田中 勇希(3) 10:01.36 藤田 篤史(2) 10:19.53 井上 圭人(2) 10:50.02 大出 勘太郎(3) 10:58.86 福田 優誌(2) 11:03.07 鈴木 優和(2) 11:15.30
真岡東中 姿川中 姿川中 陽南中 横川中 姿川中 姿川中 姿川中
島田 敦史 16:00.99 渡邊 海人(3) 16:05.20 風間 銀河(2) 16:06.07 伊藤 浩嗣 16:08.41 照内 淳和(3) 16:13.87 齋藤 駿斗(3) 16:15.88 村上 心優(2) 16:16.77 青山 光生(2) 16:18.86
Honda栃木 矢板東高 宇都宮高 足利陸上ク 宇都宮高 作新学院高 大田原高 宇都宮大
豊後 滉輔(2) 16.15
作新学院高
首藤 貴之 14.64(+0.6) 菅谷 拓海(3) 14.99(+0.6) 大森 拓真(3) 15.55(+0.6) 能手 俊光 15.98(+0.6) 髙根沢 楽(2) 15.99(+0.6) 後藤 聖和(3) 16.07(+0.6) 大福根 巧(3) 16.57(+1.1) 出居 時(3) 16.66(+1.1)
栃木陸協 さくら清修高 那須拓陽高 SAC 那須拓陽高 小山西高 宇都宮工業高 佐野東高
鈴木 空(3) 16.38(-1.8) 芝田 正義(3) 16.74(-1.8) 川田 健斗(2) 18.06(-1.8) 砂川 颯太(3) 18.08(-1.9) 櫻井 大介(3) 19.03(-1.9) 真谷 博飛(2) 20.18(-1.9) 根本 樹空(3) 20.21(-1.9)
横川中 横川中 横川中 横川中 真岡東中 真岡東中 横川中
出居 時(3) 40.12 長谷川 彪雅(3) 40.42 小堀 旭陽(3) 41.16 菊地 陽翔(2) 41.23 荻原 颯(3) 41.50 関 直也 42.52 齋藤 皓佑(3) 42.97 根本 駆(3) 43.99
佐野東高 佐野高 石橋高 石橋高 鹿沼商工高 OCOSITEI 矢板高 宇都宮工業高
齋藤 翔哉(3) 6:18.50 田中 直樹 6:19.83 塩野目 英(3) 6:29.72 小野 浩輝(3) 6:33.94 櫻岡 悠(3) 6:36.08 後藤 漱太(3) 6:38.46 清水 太陽(3) 6:55.95 佐藤 覚斗(3) 6:59.91
大田原高 Honda栃木 大田原高 國學院栃木高 大田原高 大田原高 宇都宮南高 宇都宮北高
作新学院高 41.41 宇都宮高 42.67 宇都宮商業高 43.53 佐野高 43.77 宇都宮工業高 44.03 小山南高 44.33 矢板東高 44.68 栃木高 44.71

齋藤 海斗(3) 川口 舜平(2) 大野 大空(3) 長谷川 彪雅(3) 中込 響希(3) 神山 竜輝(3) 竹之内 一真(2) 福田 侑大(2)
ｶﾄﾗﾙ  ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) 戸﨑 琉也(3) 柴田 龍玖(3) 岩上  楓(3) 浅沼 遼宇(3) 篠田 凌一(2) 室井 颯太(3) 大森 俊一郎(2)
野口 祐叶(2) 関根 功織(2) 佐藤 瞭真(2) 山﨑 翔太(3) 柴沼 志音(3) 國井 真人(3) 宇梶 聡也(2) 稲葉 諒(2)
ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) 田﨑 義規(3) 早川 竜斗(3) 古川   尊(2) 小林 英嵩(3) 斉藤 正真(2) 中田 航輔(2) 荒川 貴郁(2)

小森 翔太 2m05 中山 裕偉(4) 2m00 川田 晴之(2) 1m95 遠山 鉄平(2) 1m85 柿沼 隼人(2) 1m80 飯野 彪真(3) 1m75
OCOSITEI 作新学院大 鹿沼商工高 那須拓陽高 宇都宮北高 青藍泰斗高

長谷川 瑠雅(3) 1m80
佐野高
安藤 友希 1m80
OCOSITEI

岡島 浪漫(3) 3m90 佐藤 慎之介(3) 3m70 鈴江 憂騎(3) 3m50 重立 悠介(3) 2m20 重立 亮介(3) 2m10 水沼 晴栄(3) 1m80
佐野高 宇都宮工業高 宇都宮北高 真岡東中 真岡東中 真岡東中
村上 潤(3) 7m04(+0.9) 大島 一晟(1) 6m80(+3.3) 渡辺 雅博(2) 6m53(-1.2) 坂元 泰(2) 6m34(-0.1) 上野 瑞貴(3) 6m30(+0.1) 森田 寛(3) 6m30(+2.1) 和久井 崚矢(3) 6m23(+1.9) 川名 英介(3) 6m15(+2.4)
那須拓陽高 平成国際大 公認6m75(+1.0) 文教大 宇都宮高 石橋高 宇都宮南高 公認6m14(+0.1) 茂木高 大田原高 公認記録なし

室井 颯太(3) 14m41(+1.1) 神山 伊吹(4) 13m70(+0.1) 中田 航輔(2) 13m65(+1.0) 竹之内 一真(2) 13m19(+3.8) 須藤 海斗(3) 12m98(-0.6) 岩上  楓(3) 12m58(+0.1) 宮川 将太(3) 12m35(-0.1) 添田 絋平(2) 12m29(-0.9)
矢板東高 作新学院大 矢板東高 矢板東高 公認12m61(+0.8) 宇都宮工業高 佐野高 石橋高 白鴎大
田中 瑞樹(5) 10m44
小山高専
藤田 天史(3) 14m59 大塚 誠也(2) 12m89 嶋田 裕二(2) 12m00 矢内 慈恩(2) 10m48 臼井 大貴(3) 10m35 田中 優輝(2) 8m81 高久 雄飛(2) 8m57
青藍泰斗高 宇都宮工業高 青藍泰斗高 鹿沼商工高 作新学院高 那須拓陽高 小山北桜高
市川 緋輝(3) 11m19 今成 大地(3) 10m68 鈴木 空(3) 10m14 神戸 寛人(3) 7m17
清原中 横川中 横川中 真岡東中
熊田 隼斗(3) 34m54
白鴎大
藤田 天史(3) 39m53 小倉 洸哉(3) 36m74 嶋田 裕二(2) 35m66 小林 弘季(2) 31m06 辺土名 駿(3) 29m21 菊地 祐道(2) 26m45 澤田 涼平(2) 23m28
青藍泰斗高 矢板高 青藍泰斗高 足利大附属高 上三川高 大田原高 宇都宮白楊高
村木 瑞穂 41m02
NSAC
寺嶋 岳都(3) 39m23
佐野高
谷川 健太 67m61 鈴木 理太(1) 58m05 中畠 直哉(3) 57m67 磯 文也(2) 56m98 倉茂 修平 55m60 石黒 守一 55m56 道下 遼(3) 53m05 蓼沼 大輝(3) 50m23
OCOSITEI 宇都宮大 宇都宮大 作新学院大 NSAC NSAC 宇都宮大 足利大附属高

平成31年度第1回栃木陸上競技協会記録会
栃木県総合運動公園陸上競技場
2019/04/06 ～ 2019/04/06

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

4月6日 男子800m

4月6日 男子1500m

8位

4月6日 男子100m

4月6日 男子300m

4月6日
男子110mJH(0.991m) 

風：+0.1

4月6日 男子110mH(1.067m)

4月6日 中学男子3000m

4月6日 男子5000m

4月6日 男子2000mSC(0.914m)

4月6日 男子4X100mR

4月6日 中学男子110mH(0.914m)

4月6日 男子300mH(0.914m)

4月6日 男子棒高跳

4月6日 男子走幅跳

4月6日 男子走高跳

4月6日 一般男子円盤投(2.0kg)

4月6日 男子三段跳

4月6日 中学男子砲丸投(5.0kg)

4月6日 高校男子砲丸投(6.0kg)

4月6日 一般男子砲丸投(7.26kg)

4月6日 高校男子ハンマー投(6.0kg)

4月6日 一般男子ハンマー投(7.26kg)

4月6日 高校男子円盤投(1.75kg)

4月6日 男子やり投(800g)
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平成31年度第1回栃木陸上競技協会記録会
栃木県総合運動公園陸上競技場
2019/04/06 ～ 2019/04/06

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

鈴木 わかば(2) 12.22(+1.9) 笹沼 若奈(2) 12.41(+1.9) 田中 玖留実(2) 12.43(+1.9) 黒岩 恭香(2) 12.55(+1.9) 市川 亜澄(3) 12.62(+1.9) 倉澤 みなは(1) 12.72(+1.9) 土田 早織(3) 12.74(+1.9)
宇都宮女高 作新学院大 作新学院高 作新学院大 作新学院高 作新学院高 栃木女高

髙橋 瞳仁(3) 12.41(+1.9)
國學院栃木高

古山 美優(2) 40.31 髙橋 瞳仁(3) 40.63 大橋 麻友(3) 43.13 清水 楓菜(3) 43.44 藤田 はるか(2) 43.54 鈴木 愛加(3) 43.59 木田 菜摘(2) 43.76 秋谷 いずみ(2) 43.77
國學院栃木高 國學院栃木高 國學院栃木高 佐野高 宇都宮大 那須拓陽高 小山南高 宇都宮女高
平山 萌花(2) 2:24.82 粕谷 雫(2) 2:28.28 阿久津 奈那(2) 2:31.05 太田 菜々美(2) 2:31.37 髙橋 陽(2) 2:31.77 成瀨 叶(3) 2:31.91 石山 留衣(3) 2:32.11 小玉 瑛美(3) 2:34.87
宇都宮女高 瑞穂野中 鹿沼高 宇都宮商業高 足利女高 國學院栃木高 鹿沼高 佐野高
門井 佑加(2) 4:51.95 山田 未唯(3) 4:58.26 山根 翠優(2) 5:01.14 川島 遥香(3) 5:07.90 鈴木 瑠花(2) 5:11.13 鈴木 咲良(2) 5:13.13 早乙女 七海(2) 5:13.41 豊田 美月(3) 5:15.81
大田原女高 泉が丘中 國學院栃木高 鹿沼東高 真岡女高 真岡東中 鹿沼商工高 真岡女高
千葉 彩良(2) 10:38.08 佐藤 萌々香(3) 11:05.87 大根田 叶(3) 11:10.56 五十嵐 理乃(3) 11:51.77 野口 周子(3) 11:55.54
大田原女高 大田原女高 真岡女高 大田原女高 宇都宮女高
矢口 莉子(3) 15.36(-1.0) 永田 碧美(3) 16.59(-1.0) 手嶋 麗奈(2) 17.07(-1.0) 守長 歩花(3) 17.58(-1.0) 新井 真央(3) 17.86(-1.0) 竹久保 智美(2) 19.05(-0.1) 郡司 萌梨(2) 19.33(-0.1) 山崎 茅乃(3) 19.96(-0.1)
國學院栃木高 宇都宮南高 白鴎大 作新学院高 小山南高 足利女高 宇都宮商業高 鹿沼東高
髙橋 彩葉(3) 15.82(+1.7) 平子 遙夏(2) 15.96(+1.7) 横山 美香(3) 16.84(+1.7) 飯島 弥夕(2) 16.86(+1.7) 関口 実花(2) 18.41(+0.7) 滝田 此菜(3) 18.92(+0.7) 岸 楓(3) 19.87(+0.7) 髙橋 里奈(2) 19.97(+0.7)
陽南中 瑞穂野中 陽東中 横川中 瑞穂野中 横川中 陽南中 瑞穂野中
矢口 莉子(3) 45.31 荒川 優衣(3) 46.89 茂木 万理菜(M1) 47.56 福田 梨乃(3) 48.40 渡邉 結菜(3) 49.41 齋藤 風香(3) 49.91 添田 郁心(2) 51.57 鈴木 柊(2) 52.88
國學院栃木高 鹿沼高 宇都宮大 大田原女高 宇都宮女高 作新学院高 さくら清修高 大田原女高
内藤 未唯(2) 17:14.70
石橋高
國學院栃木高 48.21 作新学院高 48.36 真岡女子高 50.34 宇都宮女高 51.47 小山南高 52.09 泉が丘中 52.39 足利女高 52.93 宇都宮白楊高 53.29

荒井 麻帆(2) 倉澤 みなは(1) 岡田 奈南(3) 箱石 菫(3) 奥田 かれん(2) 菅野 夏未(3) 秋草 美旺(3) 林 理菜(3)
古山 美優(2) 市川 亜澄(3) 床井 絢音(3) 鈴木 わかば(2) 木田 菜摘(2) 会田 かりん(3) 小林 結依(3) 増山 月渚(2)
髙橋 瞳仁(3) 山口 優芽(1) 福原 沙菜(3) 吉澤 栄奈(2) 鈴木 彩菜(2) 阿久津 美空(3) 小暮 涼(2) 柴 凜(3)
大橋 麻友(3) 田中 玖留実(2) 田代 菜々(1) 秋谷 いずみ(2) 清水 優美(3) 山田 未唯(3) 竹久保 智美(2) 菅原 萌香(3)

大森 遥絵(3) 1m60 佐久間 裕か(3) 1m50 清水 優美(3) 1m50 千葉 百桜(3) 1m40 阿久津 夏海(2) 1m40 湊 春香(2) 1m40 鈴木 陽菜(2) 1m35
作新学院大 小山南高 小山南高 陽南中 宇都宮白楊高 真岡女高 鹿沼東高

中根 優那(3) 1m35
姿川中
中島 奏(2) 1m35
横川中

中里 華澄 3m00 菅野 沙織(2) 2m20
OCOSITEI 宇都宮南高
田﨑 千紘(3) 5m38(+3.2) 床井 絢音(3) 5m12(-1.2) 箱石 菫(3) 5m12(+2.8) 鈴木 愛加(3) 5m07(+0.1) 渡辺 鈴葉(1) 4m97(-0.1) 福原 沙菜(3) 4m90(+2.9) 犬飼 真緒(2) 4m82(+0.7) 福島 唯織(2) 4m72(+0.8)
石橋高 公認5m30(+1.0) 真岡女高 宇都宮女高 公認4m87(-0.5) 那須拓陽高 作新学院高 真岡女高 公認4m68(-1.5) 作新学院高 佐野高
稲垣 ひかる(2) 10m82(+2.0) 和氣 樹(3) 10m74(+1.1) 岡田 奈南(3) 10m30(-0.2) 前田 弥緒(3) 10m20(+1.9) 星野 圭音(3) 10m15(0.0) 湊 春香(2) 10m00(+0.7) 荒居 杏佳(3) 9m64(0.0) 伊藤 理恵(2) 9m43(+1.9)
宇都宮女高 大田原女高 真岡女高 佐野高 作新学院高 真岡女高 宇都宮女高 宇都宮商業高
風岡 ひなた(3) 12m39 岡田 姫夾(3) 11m09 吉成 美羽(1) 10m80 中村 侑香(3) 10m65 鈴木 憧子(2) 10m60 髙堀 葵(2) 10m13
石橋高 宇都宮南高 青藍泰斗高 小山南高 小山西高 小山南高
吉岡 莉奈(3) 10m49 菅野 夏未(3) 10m08 長瀬 そなえ(2) 9m07 郡司 禾楠(3) 8m96 郡司 虹音(3) 8m80 山口 奈那子(2) 8m72 滝田 此菜(3) 8m46 平子 遙夏(2) 8m39
清原中 泉が丘中 泉が丘中 瑞穂野中 瑞穂野中 瑞穂野中 横川中 瑞穂野中
鈴木 憧子(2) 34m56 小森 すずか(3) 30m63 野沢 実咲(2) 27m42 藤井 かれん(3) 26m08 関口 栞奈(2) 21m24 野口 周子(3) 18m67
小山西高 壬生高 壬生高 栃木女高 上三川高 宇都宮女高
津久井 夢(3) 45m43 菊地 茜里(3) 39m33 落合 和花(3) 38m74 浅見 茉里(3) 37m36 礒 千裕(3) 37m17 小久保 咲季(2) 37m15 佐久間 史穂(1) 35m51 髙橋 音羽(3) 35m14
青藍泰斗高 矢板東高 大田原女高 宇都宮南高 大田原女高 壬生高 宇都宮大 作新学院高

4月6日 女子300m

4月6日 女子800m

4月6日 女子100m

4月6日 女子100mH(0.838m)

4月6日 中学女子100mH(0.762m)

4月6日 女子1500m

4月6日 女子3000m

4月6日 女子4X100mR

4月6日 女子走高跳

4月6日 女子300mH(0.762m)

4月6日 女子3000mW

4月6日 女子三段跳

4月6日 女子砲丸投(4.0kg)

4月6日 女子棒高跳

4月6日 女子走幅跳

4月6日 女子やり投(600g)

4月6日 中学女子砲丸投(2.721kg)

4月6日 女子円盤投(1.0kg)



コンディション情報

大会総務 渡辺 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 前田 芳久
競歩審判長 小針 敏明 競走審判長 前野 耕造

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2019/04/06 09:00 晴 14.5 72.0 北西 5.2

10:00 晴 16.0 64.0 西北西 4.1
11:00 晴 17.0 65.0 西北西 2.7
12:00 晴 17.5 61.0 西 4.3
13:00 晴 18.0 66.0 北西 3.2
14:00 晴 18.5 62.0 北西 2.1
15:00 晴 19.0 63.0 西北西 5.4
16:00 晴 20.0 64.0 北西 1.2



男子100m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

1組 (風:+0.1) 2組 (風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾉ ﾘｼﾞｭﾝ ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ

1 6 7046 上野 利隼(2) 作新学院大 10.79 1 2 7041 橋本 柊(2) 作新学院大 11.14
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ ﾂﾅｶﾜ ﾘｷﾄ

2 7 7042 茂呂 柊汰(2) 作新学院大 10.89 2 3 7039 綱川 力斗(3) 作新学院大 11.28
ｴﾀﾞ ﾋﾛｷ ｶｼﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾏ

3 2 7035 江田 尋貴(3) 作新学院大 10.95 3 5 7036 橿淵 和馬(3) 作新学院大 11.28
ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ

4 5 3022 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) 作新学院高 11.01 4 4 5037 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(1) 作新学院高 11.29
ｶﾄﾗﾙ  ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ

5 3 3023 ｶﾄﾗﾙ  ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) 作新学院高 11.06 5 1 4052 齋藤 海斗(3) 作新学院高 11.37
ｾｷﾈ ｲｵﾘ ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ

6 8 3055 関根 功織(2) 宇都宮高 11.09 6 6 8041 丸山 将 OCOSITEI 11.43
ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ ﾕﾓﾄ ｺｳｼﾞ

7 9 4050 古島 匠稀(3) 作新学院高 11.23 7 9 7032 湯本 光司(4) 作新学院大 11.59
ｼｲﾅ ﾘｮｳ ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ

8 1 7027 椎名 竜(4) 作新学院大 11.24 7 7045 米川 航(2) 作新学院大 DNS
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ

9 4 7047 中山 直紀(2) 作新学院大 11.28 8 3064 山本 弥希(2) さくら清修高 DNS

3組 (風:+2.2) 4組 (風:+4.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ

1 5 7068 齊藤 直彦(2) 白鴎大 10.90 1 6 7043 熊澤 尚央(2) 作新学院大 10.93
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ ﾅｲﾄｳ ﾀｸﾏ

2 4 3024 野口 祐叶(2) 作新学院高 10.98 2 7 7037 内藤 拓磨(3) 作新学院大 11.18
ｶｽｵ ﾕｳﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ

3 1 4296 粕尾 悠人(3) 宇都宮南高 11.10 3 5 4156 小林 英嵩(3) 宇都宮工業高 11.24
ｹﾂｶ ﾘｭｳﾄ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀ

4 6 3053 毛塚 隆斗(2) 那須拓陽高 11.15 4 3 4031 若林 駿太(3) 鹿沼商工高 11.28
ｶｼﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ ｲｲﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ

5 7 8028 橿淵 京平 OCOSITEI 11.18 5 9 7081 飯村 慶次朗(1) 白鴎大 11.33
ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｶﾜﾏﾀ ﾂﾊﾞｻ

6 2 3025 大根田 翼(2) 作新学院高 11.31 6 4 7033 川俣 翼(3) 作新学院大 11.40
ｽｶﾞﾔ ﾀｸﾐ ｶﾈﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ

7 8 4266 菅谷 拓海(3) さくら清修高 11.41 7 1 4302 金村 大智(3) 栃木商業高 11.50
ｲｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ ﾌｸﾀﾞ ﾅｷﾞ

8 3 3048 石川 翼(2) 石橋高 11.51 8 8 4228 福田 凪(3) 今市工業高 11.79
ｺｽｹﾞ ﾕｳﾘ ｲﾜｶﾐ ﾕｳﾀ

9 9 4328 小菅 悠理(3) 青藍泰斗高 11.64 2 7072 岩上 優太(2) 白鴎大 DNS

5組 (風:+6.1) 6組 (風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｲｹ ｶｹﾙ ｲｼｾﾞｷ ﾕｳｽｹ

1 9 8031 小池 翔 OCOSITEI 10.93 1 6 7067 石関 佑介(2) 白鴎大 11.35
ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ

2 6 3217 久保 翼(2) 作新学院高 11.03 2 7 7030 半田 優馬(4) 作新学院大 11.38
ｽﾄｳ ｱｷﾋﾛ ﾎﾝﾀﾞ ｶｲﾄ

3 5 4317 須藤 陽大(3) 宇都宮北高 11.04 3 9 4053 本田 海斗(3) 作新学院高 11.46
ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳﾄ ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞｷ

4 3 4180 早川 竜斗(3) 宇都宮商業高 11.15 4 4 7083 高松 克樹(1) 白鴎大 11.49
ﾅｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ ﾀｶﾏﾂ ｹﾝｼﾝ

5 4 4131 中田 翔大(3) 上三川高 11.19 5 3 4274 高松 研信(3) 茂木高 11.55
ｲﾜｶﾐ ｶｴﾃﾞ ﾄﾏﾂ ｱｷﾗ

6 7 4141 岩上  楓(3) 佐野高 11.30 6 1 8119 外松 章 栃木TFC 11.62
ｱｻﾇﾏ ﾊﾙｳ ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ

7 1 4163 浅沼 遼宇(3) 宇都宮工業高 11.38 7 2 3155 川口 舜平(2) 宇都宮高 11.70
ｼﾊﾞﾇﾏ ｼｵﾝ ﾕｻﾞﾜ ﾏｻﾄ

7 2 4154 柴沼 志音(3) 宇都宮工業高 11.38 8 5 4040 湯澤 雅斗(3) 國學院栃木高 11.73
ｵｵﾈﾀﾞ ｺｳｼﾞ ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

8 4112 大根田 浩司(3) 宇都宮高 DNS 9 8 3046 石川 智寛(2) 國學院栃木高 11.85

凡例  DNS:欠場 1



男子100m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

7組 (風:+1.8) 8組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳｶﾞ ｼｵﾉﾒ ﾕｳﾄ

1 2 4139 長谷川 瑠雅(3) 佐野高 11.38 1 3 3159 塩野目 友都(2) 宇都宮高 11.44
ｵｵﾀ ｼｮｳﾖｳ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ

2 4 4143 太田 翔陽(3) 石橋高 11.45 2 8 4250 鈴木 皓介(3) 那須拓陽高 11.52
ｱﾍﾞ ｺｳﾀ ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ

3 3 4252 安倍 康太(3) 那須拓陽高 11.62 3 9 3079 篠田 凌一(2) 小山南高 11.54
ｸﾆｲ ﾏｻﾄ ｶｻﾊﾗ ﾋﾛｶｽﾞ

4 8 4334 國井 真人(3) 小山南高 11.64 4 7 3253 笠原 洋和(2) 大田原高 11.66
ｵｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ﾔｷﾞ ﾀﾞｲﾁ

5 1 3066 岡村 大輝(2) 佐野東高 11.79 5 4 4310 八木 大地(3) 佐野東高 11.68
ﾎｿﾀﾞ ﾄｷﾋﾃﾞ ｶﾐﾔﾏ ﾘｮｳﾀ

6 9 4318 細田 時秀(3) 宇都宮北高 11.90 6 5 4111 神山 諒大(3) 鹿沼東高 11.79
ﾎｼ ﾘｭｳﾄ ﾓﾘ ﾋﾄｼ

7 6 4091 星 龍斗(3) 黒羽高 12.00 7 6 3216 森  等(2) 足利南高 11.80
ﾅﾏｲ ﾋﾛｷ ｵｵｾﾞｷ ｶｽﾞﾏ

5 4254 生井 宏樹(3) 小山高 DNS 8 2 4342 大関 知摩(3) 宇都宮白楊高 12.01
ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳ ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ

7 4051 川上 涼(3) 作新学院高 DNS 9 1 4181 安田 優希(3) 宇都宮商業高 12.02

9組 (風:+0.1) 10組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾉ ｿﾗ ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ

1 2 4182 大野 大空(3) 宇都宮商業高 11.78 1 8 3086 大森 俊一郎(2) 栃木高 11.46
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｮｳｶﾞ ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ

2 4 4138 長谷川 彪雅(3) 佐野高 11.82 2 4 4107 鈴木 陸人(3) 鹿沼東高 11.53
ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｷ ｵｵﾓﾘ ｼｵﾝ

3 7 3146 町田 光輝(2) 小山西高 11.82 3 7 3207 大森 至恩(2) 鹿沼東高 11.64
ﾅﾘﾀ ﾖｳｽｹ ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳﾔ

4 5 3172 成田 陽祐(2) 小山高 11.96 4 5 3304 大森 龍矢(2) 上三川高 11.76
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ ｻﾄｳ ｹﾝ

5 3 4135 山﨑 翔太(3) 佐野高 11.98 5 1 3161 佐藤 懸(2) 宇都宮高 11.80
ﾅｶｺﾞ ﾐ ﾋﾋﾞｷ ﾀｷﾀ ｶｽﾞﾏ

6 9 4158 中込 響希(3) 宇都宮工業高 12.21 6 9 3237 滝田 和真(2) 宇都宮工業高 11.80
ﾋｮｳﾄﾞｳ ｶｻﾞﾄ ｵｶﾞﾜ ｼｭﾘ

7 8 4092 俵藤 風人(3) 黒羽高 12.38 7 3 3251 小川 珠璃(2) 大田原高 11.94
ﾀﾅｶ ｹｲﾀ ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ

1 4142 田中 啓太(3) 石橋高 DNS 8 6 1166 田中 遥翔(3) 陽東中 11.98
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ｵｵﾂｷ ﾄﾓｷ

6 4299 鈴木 雅弘(3) 宇都宮南高 DNS 9 2 7071 大槻 朋輝(2) 白鴎大 12.01

11組 (風:+1.0) 12組 (風:+4.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｵﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ

1 6 3222 遠山 鉄平(2) 那須拓陽高 11.38 1 4 3135 佐藤 瞭真(2) 宇都宮商業高 11.70
ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂｷ ｱｲｻﾞ ｶｲﾄ

2 8 4336 神山 竜輝(3) 小山南高 11.52 2 6 3332 相澤 快飛(2) 宇都宮工業高 11.77
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ

3 5 3212 渡辺 俊介(2) 鹿沼東高 11.53 3 7 1167 本田 優芽(3) 陽東中 11.79
ｻｲﾄｳ ﾀｲｾｲ ﾐﾔｶﾜ ｼｮｳﾀ

4 7 4210 齋藤 泰成(3) 矢板高 11.83 4 3 4145 宮川 将太(3) 石橋高 11.83
ｵｵｶﾞﾈ ﾀｶﾋﾄ ｱｷﾔﾏ ﾀｽｸ

5 2 4295 大金 崇仙(3) 宇都宮南高 11.97 5 5 4043 秋山 翼空(3) 鹿沼高 11.87
ﾋﾄﾐ ﾕｳﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ

6 1 4178 人見 悠斗(3) 宇都宮商業高 12.07 6 8 5040 小林 建太(1) 大田原高 11.88
ﾀｶﾊｼ ﾚﾉﾝ ｻﾄｳ ﾀｲﾕ

7 3 3142 髙橋 怜音(2) 宇都宮北高 12.11 7 1 7077 佐藤 泰優(2) 白鴎大 12.01
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ﾏｻｷ ﾀｼﾛ ﾀｶﾋﾃﾞ

4 4118 髙根沢 暢己(3) 宇都宮高 DNS 8 9 3334 田代 賢秀(2) 宇都宮工業高 12.05
ｶﾐﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ｻｻﾇﾏ ﾀﾞﾝ

9 4223 神山 遼大(3) 小山西高 DNS 9 2 4153 笹沼 旦(3) 宇都宮工業高 12.09

凡例  DNS:欠場 2



男子100m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

13組 (風:+3.8) 14組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾙﾔﾏ ｺﾊｸ ｵｸﾞﾗ ﾋﾛｷ

1 2 3298 丸山 虎伯(2) 足利清風高 11.64 1 6 4135 小倉 大輝(3) 佐野高 11.81
ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ ｵｵﾋﾗ ﾀﾂｷ

2 1 7051 森 涼太(3) 宇都宮大 11.76 2 5 4110 大平 樹(3) 鹿沼東高 11.85
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾔ ｲｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ

3 5 3173 山田 誠也(2) 今市工業高 11.88 3 9 3206 伊勢川 真生(2) 小山高専 12.05
ｲﾁﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ｵﾀﾞﾏ ﾕｳｷ

4 3 1300 市村 大樹(3) 真岡東中 11.97 4 3 3067 小玉 悠貴(2) 佐野東高 12.11
ｵｵﾀ ｻｴﾄ ﾂﾁﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

5 6 3327 太田 冴翔(2) 宇都宮工業高 12.01 5 7 4227 土田 龍成(3) 今市工業高 12.19
ｵｵﾌｸﾈ ﾀｸﾐ ｱｻｲ ﾋﾛﾄ

6 8 4152 大福根 巧(3) 宇都宮工業高 12.14 6 4 3166 浅井 大翔(2) 宇都宮白楊高 12.20
ｱﾘｷ ﾌﾐﾔ ﾉｻﾞﾜ ﾀｲｷ

7 4 3336 有木 文哉(2) 宇都宮工業高 12.30 7 1 3056 野澤 太紀(2) 宇都宮高 12.89
ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾙ ｳｴﾉ ﾐｽﾞｷ

7 4162 杉山 岳瑠(3) 宇都宮工業高 DNS 2 4150 上野 瑞貴(3) 石橋高 DNS
ｵｵﾇｷ ﾘｮｳｶﾞ ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

9 3223 大貫 凌雅(2) 佐野東高 DNS 8 3138 田口 雅大(2) 宇都宮北高 DNS

15組 (風:+0.3) 16組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｸ ｲﾄｳ ﾓｴﾄ

1 6 4183 柴田 龍玖(3) 宇都宮商業高 11.52 1 9 1176 伊藤 萌人(3) 泉が丘中 12.14
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ ｷｸﾁ ｲｵﾘ

2 4 3273 斉藤 正真(2) 小山南高 11.93 2 5 3114 菊池 偉織(2) 宇都宮南高 12.41
ﾄﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｶﾒﾀﾞ ｺｳｽｹ

3 5 3246 豊田 幸太郎(2) 大田原高 11.96 3 3 3122 亀田 昂佑(2) 鹿沼商工高 12.45
ﾊﾀｲ ﾘｮｳﾏ ｶｷｻﾞｷ ﾔﾏﾄ

4 8 3267 畠井 涼真(2) 真岡北陵高 12.05 4 7 3081 柿﨑 大斗(2) 矢板高 12.56
ﾊﾙﾔﾏ ﾙｷﾄ ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳﾀ

5 2 3287 春山 瑠輝斗(2) 小山高 12.14 5 8 1504 雨宮 涼太(3) 横川中 12.62
ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ

6 9 3289 齋藤 佑介(2) 小山高 12.27 6 2 3156 伊藤 大貴(2) 宇都宮高 12.68
ﾈｷﾞｼ ﾊﾙｷ ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ

7 3 4343 根岸 遼輝(3) 宇都宮白楊高 12.34 4 8033 佐藤 哲也 OCOSITEI DNS
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ ｵｶｼﾞﾏ ﾛﾏﾝ

7 4304 藤本 一毅(3) 小山高専 DNS 6 4140 岡島 浪漫(3) 佐野高 DNS

17組 (風:+5.3) 18組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｾｷﾔ ｱｽﾞﾐ ﾏｽﾉ ﾘｷﾄ

1 5 3312 関谷 明澄(2) 鹿沼高 11.81 1 8 1168 増野 力叶(3) 陽東中 11.76
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ ﾂﾁﾔﾏ ﾕｳﾄ

2 4 7084 山本 翔真(1) 白鴎大 11.84 2 2 1173 土山 夢叶(3) 泉が丘中 12.31
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ

3 3 1210 中村 慎之介(3) 姿川中 12.02 3 7 3125 井上 一希(2) 鹿沼商工高 12.43
ﾘｭｳ ｹﾝ ﾊﾔﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ

4 8 3321 劉 賢(2) 小山高専 12.03 4 6 3171 速水 翔吾(2) 小山高 12.52
ﾎﾝﾏ ｱﾗﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｷ

5 6 3221 本間 新(2) 那須拓陽高 12.14 5 4 3213 渡邊 旺樹(2) 鹿沼東高 12.73
ﾅｶﾞｾ ﾌﾐﾔ ｺｲｹ ﾕｳｽｹ

6 9 3180 長瀨 史也(2) 栃木商業高 12.28 6 9 3266 小池 祐輔(2) 宇都宮白楊高 12.85
ｼﾉﾊﾗ ﾄｳｲ ﾓﾄﾊｼ ﾏｻｷ

7 2 3150 篠原 柊惟(2) 小山西高 12.47 3 3349 本橋 優綺(2) 小山高専 DNS
ｻｶｲ ｶｽﾞｷ ｺﾜﾀﾞ ﾖｳﾀ

8 7 1104 酒井 和樹(3) 瑞穂野中 12.50 5 3299 小和田 陽太(2) 足利清風高 DNS

凡例  DNS:欠場 3



男子100m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

19組 (風:-0.6) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼｵｶ ﾊﾔﾄ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ

1 9 3116 吉岡 勇人(2) 宇都宮南高 12.04 1 4 1148 中原 優輔(3) 陽南中 12.51
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾖｺｵ ﾀｲｾｲ

2 7 3090 福田 侑大(2) 栃木高 12.37 2 7 1152 横尾 大成(3) 陽南中 12.61
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｴﾃﾞ ｶﾜｻｷ ﾀｲﾖｳ

3 8 3130 小平 楓(2) 鹿沼商工高 12.55 3 9 240 川﨑 太陽(2) 清原中 12.63
ﾅｶｻﾞﾄ ｼｭﾝｽｹ ｺｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ

4 5 3268 中里 峻輔(2) 真岡北陵高 12.70 4 5 1170 小嶋 水貴(3) 泉が丘中 12.64
ｸｽﾐ ｶｽﾞﾏ ｵｵﾔﾂ ﾕｳ

5 6 3178 久須美 一真(2) 栃木商業高 12.72 5 2 1206 大谷津 裕羽(3) 姿川中 12.85
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ ｵｵﾇｷ ﾕｳﾏ

6 4 1171 斉藤 稜平(3) 泉が丘中 12.76 6 6 4013 大貫 佑真(3) 今市高 13.13
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ ｶﾄｳ ﾚｵﾝ

7 3 3269 松本 篤哉(2) 真岡北陵高 13.19 7 3 4285 加藤 励乙(3) 鹿沼南高 13.71
ﾆｼﾀﾞ ｺｳﾀ ﾃﾂｶ ﾊﾙｷ

2 3296 西田 晃太(2) 足利清風高 DNS 8 255 手塚 大輝(2) 陽南中 DNS

21組 (風:-0.8) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲｶﾞﾗｼ ﾗｲ ｳｴﾉ ﾘｼﾞｭﾝ

1 4 396 五十嵐 來(2) 姿川中 12.64 1 7046 上野 利隼(2) 作新学院大 10.79 +0.1
ｲｵｶ ﾐｽﾞｷ ﾓﾛ ｼｭｳﾀ

2 7 247 井岡 瑞希(2) 陽南中 13.09 2 7042 茂呂 柊汰(2) 作新学院大 10.89 +0.1
ﾀｼﾛ ｺｳｽｹ ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ

3 5 264 田代 幸助(2) 陽南中 13.15 3 7068 齊藤 直彦(2) 白鴎大 10.90 +2.2
ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ｺｲｹ ｶｹﾙ

4 9 139 杉原 大貴(2) 瑞穂野中 13.60 4 8031 小池 翔 OCOSITEI 10.93 +6.1
ｻﾄｳ ｱｶｼ ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ

5 3 401 佐藤 証(2) 姿川中 13.91 5 7043 熊澤 尚央(2) 作新学院大 10.93 +4.5
ﾀﾂﾎﾞﾘ ﾕｳﾄ ｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

6 2 254 立堀 悠斗(2) 陽南中 14.25 6 7035 江田 尋貴(3) 作新学院大 10.95 +0.1
ｶﾒｲ ﾕｳﾄ ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

7 8 102 亀井 裕仁(2) 泉が丘中 14.39 7 3024 野口 祐叶(2) 作新学院高 10.98 +2.2
ｲﾁﾞﾁ ｿｳﾀ ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ

6 163 伊地知 颯太(2) 横川中 DNS 8 3022 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) 作新学院高 11.01 +0.1

凡例  DNS:欠場 4



男子300m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

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

ｾｷﾈ ｲｵﾘ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ

1 4 3055 関根 功織(2) 宇都宮高 34.26 1 2 3070 鈴木 拓人(2) 宇都宮工業高 35.33
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ ｵｵﾀ ｼｮｳﾖｳ

2 6 8041 丸山 将 OCOSITEI 35.04 2 9 4143 太田 翔陽(3) 石橋高 35.99
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ ｼｵﾉﾒ ﾕｳﾄ

3 7 4250 鈴木 皓介(3) 那須拓陽高 35.93 3 3 3159 塩野目 友都(2) 宇都宮高 36.31
ﾄﾖﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ ｲｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ

4 2 4060 豊田 恭平(3) 作新学院高 36.35 4 5 3048 石川 翼(2) 石橋高 36.45
ﾎｼﾉ ﾅｵﾔ ｲｶﾘ ﾕｳﾀ

5 3 3052 星野 尚哉(2) 那須拓陽高 36.77 5 6 7034 猪狩 祐太(3) 作新学院大 36.81
ｺｽｹﾞ ﾕｳﾘ ｺﾎﾞﾘ ｱｻﾋ

6 5 4328 小菅 悠理(3) 青藍泰斗高 36.88 6 8 4147 小堀 旭陽(3) 石橋高 36.91
ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ ｸﾗﾓﾁ ﾕｳｷ

7 9 4107 鈴木 陸人(3) 鹿沼東高 37.00 7 7 4313 倉持 雄紀(3) 佐野東高 37.89
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ ｶｻﾊﾗ ﾋﾛｶｽﾞ

8 4156 小林 英嵩(3) 宇都宮工業高 DNS 8 4 3253 笠原 洋和(2) 大田原高 38.26

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

ﾌｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ

1 5 4123 藤間 裕史(3) 宇都宮高 36.82 1 7 3218 上田 康介(2) 作新学院高 36.75
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾌﾐ

2 9 7086 山本 駿(1) 白鴎大 37.05 2 4 3083 荒川 貴郁(2) 栃木高 37.21
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ ｵｸﾞﾗ ﾋﾛｷ

3 8 3212 渡辺 俊介(2) 鹿沼東高 37.56 3 6 4135 小倉 大輝(3) 佐野高 37.29
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ

4 6 4135 山﨑 翔太(3) 佐野高 37.71 4 5 4304 藤本 一毅(3) 小山高専 38.09
ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳ ﾀﾑﾗ ｹｲﾄ

5 2 3084 稲葉 諒(2) 栃木高 38.74 5 3 3157 田村 啓人(2) 宇都宮高 38.55
ﾋｮｳﾄﾞｳ ｶｻﾞﾄ ﾄﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

6 7 4092 俵藤 風人(3) 黒羽高 40.02 8 3246 豊田 幸太郎(2) 大田原高 DNS
ﾎｼ ﾘｭｳﾄ ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ

7 4 4091 星 龍斗(3) 黒羽高 40.32 9 1167 本田 優芽(3) 陽東中 DNS
ﾀﾅｶ ｹｲﾀ

3 4142 田中 啓太(3) 石橋高 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾔ ｹｲﾄ ｽｽﾞｷ ﾀｸ

1 8 3320 守谷 恵人(2) 小山高専 37.37 1 5 1306 鈴木 大空(3) 真岡東中 37.61
ﾂﾅｶﾜ ﾘﾝ ﾜｸｲ ﾉﾘﾋﾛ

2 7 4215 綱川 凜(3) 矢板高 38.09 2 8 4037 和久井 紀宏(3) 國學院栃木高 40.19
ﾊﾀｲ ﾘｮｳﾏ ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ

3 5 3267 畠井 涼真(2) 真岡北陵高 38.27 3 6 4256 丸山 善晴(3) 小山高 40.67
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｵ ｵｵﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

4 9 3215 渡部 晶夫(2) 鹿沼東高 38.46 4 3 3047 大和田 尚吾(2) 國學院栃木高 40.72
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

5 4 3039 若林 昂己(2) 那須拓陽高 39.38 4 4255 松本 涼佑(3) 小山高 DNS
ｵｶﾞﾜ ｼｭﾘ ｶｷｻﾞｷ ﾔﾏﾄ

6 6 3251 小川 珠璃(2) 大田原高 40.20 7 3081 柿﨑 大斗(2) 矢板高 DNS
ｳｴﾉ ﾕｳｷ ﾅｶｻﾞﾄ ｼｭﾝｽｹ

3 4146 上野 友己(3) 石橋高 DNS 9 3268 中里 峻輔(2) 真岡北陵高 DNS

凡例  DNS:欠場 5



男子300m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

7組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾌｼﾞ ﾊﾔﾄ ｾｷﾈ ｲｵﾘ

1 9 3127 小藤 颯人(2) 鹿沼商工高 38.11 1 3055 関根 功織(2) 宇都宮高 34.26
ｱﾍﾞ ﾓﾓﾀ ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ

2 7 3128 阿部 桃太(2) 鹿沼商工高 41.00 2 8041 丸山 将 OCOSITEI 35.04
ﾖｼﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ

3 5 22 吉本 響(2) 陽東中 44.31 3 3070 鈴木 拓人(2) 宇都宮工業高 35.33
ｸﾎﾞ ｱﾏﾈ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ

3 4115 久保 亘(3) 宇都宮高 DNS 4 4250 鈴木 皓介(3) 那須拓陽高 35.93
ｼﾊﾞﾔﾏ ｿﾗ ｵｵﾀ ｼｮｳﾖｳ

4 1305 柴山 青空(3) 真岡東中 DNS 5 4143 太田 翔陽(3) 石橋高 35.99
ﾓﾄﾊｼ ﾏｻｷ ｼｵﾉﾒ ﾕｳﾄ

6 3349 本橋 優綺(2) 小山高専 DNS 6 3159 塩野目 友都(2) 宇都宮高 36.31
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ ﾄﾖﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

8 3269 松本 篤哉(2) 真岡北陵高 DNS 7 4060 豊田 恭平(3) 作新学院高 36.35
ｲｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ

8 3048 石川 翼(2) 石橋高 36.45

凡例  DNS:欠場 6



男子800m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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

ｽｽﾞｷ ｹｲﾄ ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

1 3 4039 鈴木 景仁(3) 國學院栃木高 1:58.70 1 4 3060 斎藤 昌宏(2) 宇都宮北高 2:05.85
ｻｻｷ ｼﾞｭｷﾄ ｳｴﾉ ﾕｳｷ

2 2 4106 佐々木 寿貴人(3) 鹿沼東高 2:01.75 2 6 4146 上野 友己(3) 石橋高 2:06.81
ｱｲｻﾞﾜ ｾｲﾔ ｳｶｼﾞ ｹｲﾀ

3 4 3082 愛沢 誠也(2) 栃木高 2:01.92 3 7 1199 宇梶 慶太(3) 横川中 2:10.47
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

4 8 4151 市川 勇希(3) 宇都宮工業高 2:02.38 4 2 3089 齋藤 貴大(2) 栃木高 2:11.72
ﾏﾂﾔﾏ ｶｲﾄ ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｸ

5 5 4136 松山 開豊(3) 佐野高 2:02.39 5 8 4048 熊沢 陸(3) 足利清風高 2:12.78
ｵｶﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｶｻ

6 9 3164 岡田 光広(2) 茂木高 2:03.32 6 9 4229 渡邉 司(3) 今市工業高 2:13.07
ﾎｼ ｹﾝﾀ ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳﾑ

7 7 4057 星 健太(3) 作新学院高 2:06.14 7 5 4166 稲葉 渉夢(3) 宇都宮工業高 2:15.34
ｳｽｲ ﾊﾔﾄ ｱｼﾞﾛ ﾀｸﾐ

8 1 3331 臼井 隼人(2) 宇都宮工業高 2:06.90 8 3 4021 網代 匠(3) 大田原高 2:18.57
ﾀﾅｶ ﾐﾂｷ ﾅﾝﾓｸ ﾀｲﾁ

6 4225 田中 光樹(3) 小山西高 DNS 1 3236 南木 太智(2) 宇都宮工業高 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂﾅｶﾜ ﾘﾝ ﾊｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ

1 1 4215 綱川 凜(3) 矢板高 2:12.14 1 2 4287 蓮田 航平(3) 鹿沼南高 2:11.37
ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ ｴﾉｷ ﾅｵﾄ

2 9 4209 齋藤 皓佑(3) 矢板高 2:13.12 2 3 1162 榎 尚斗(3) 陽東中 2:11.38
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ ｻﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ

3 6 4047 渡辺 直大(3) 鹿沼高 2:13.38 3 5 3092 佐藤 雅日(2) 壬生高 2:13.16
ｽｷﾞﾉ ﾕｳﾔ ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾀ

4 3 4211 杉野 裕哉(3) 矢板高 2:15.98 4 9 3143 長嶋 優太(2) 宇都宮北高 2:27.17
ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ ｺﾓﾘ ﾘｭｳｹｲ

5 4 3088 近藤 和希(2) 栃木高 2:18.27 5 4 138 小森 隆惠(2) 瑞穂野中 2:28.09
ｸﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ

6 5 4179 工藤 大雅(3) 宇都宮商業高 2:23.60 6 7 137 大嶋 悠斗(2) 瑞穂野中 2:29.07
ｷｸﾁ ﾚﾝ ｶﾘｺﾐ ｼｮｳﾀﾞｲ

7 2 3245 菊地 蓮(2) 大田原高 2:31.70 7 8 168 苅込 将大(2) 横川中 2:29.12
ｲｼｶﾜ ｵｵｿﾞﾗ ﾃﾗｳﾁ ｶｽﾞｷ

7 7007 石川 大空(4) 小山高専 DNS 6 3300 寺内 選貴(2) 足利清風高 DNS
ﾊﾞﾙｶﾞｽ ｱﾙﾏﾝﾄﾞ

8 4349 ﾊﾞﾙｶﾞｽ ｱﾙﾏﾝﾄﾞ(3) 宇都宮高 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

ｽｽﾞｷ ｹｲﾄ

1 4039 鈴木 景仁(3) 國學院栃木高 1:58.70
ｻｻｷ ｼﾞｭｷﾄ

2 4106 佐々木 寿貴人(3) 鹿沼東高 2:01.75
ｱｲｻﾞﾜ ｾｲﾔ

3 3082 愛沢 誠也(2) 栃木高 2:01.92
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ

4 4151 市川 勇希(3) 宇都宮工業高 2:02.38
ﾏﾂﾔﾏ ｶｲﾄ

5 4136 松山 開豊(3) 佐野高 2:02.39
ｵｶﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ

6 3164 岡田 光広(2) 茂木高 2:03.32
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

7 3060 斎藤 昌宏(2) 宇都宮北高 2:05.85
ﾎｼ ｹﾝﾀ

8 4057 星 健太(3) 作新学院高 2:06.14

凡例  DNS:欠場 7



男子1500m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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 ｻｸﾏ ﾀｹﾄ

1 4 4122 平山 大雅(3) 宇都宮高 4:04.60 1 3 5038 佐久間 傑斗(1) 大田原高 4:18.80
ｽｽﾞｷ ｹｲﾄ ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ

2 2 4039 鈴木 景仁(3) 國學院栃木高 4:06.89 2 19 5016 木村 駿斗(1) 文星芸大附高 4:20.36
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ﾕｳ ｵｵﾂｶ ﾀｸﾐ

3 18 4204 髙根沢 悠(3) 文星芸大附高 4:10.08 3 7 4194 大塚 拓実(3) 矢板東高 4:21.37
ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｱｻﾐ ﾅﾂｷ

4 5 3074 後藤 亮介(2) 文星芸大附高 4:11.12 4 1 5039 浅見 夏希(1) 大田原高 4:22.73
ｲﾄｳ ﾊﾔﾃ ﾀﾐﾔ ﾀｲｶﾞ

5 20 4024 伊藤 颯(3) 大田原高 4:11.93 5 9 4205 田宮 大雅(3) 文星芸大附高 4:22.82
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

6 1 4208 渡邉 友樹(3) 文星芸大附高 4:14.91 6 5 3153 橋本 大樹(2) 小山西高 4:25.41
ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ

7 6 5018 関本 敬太(1) 文星芸大附高 4:15.30 7 18 4272 小林 諒弥(3) 茂木高 4:25.52
ｽﾜ ﾕｳﾄ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ

8 17 7010 諏訪 悠斗(6) 自治医科大 4:16.64 8 6 3137 鈴木 涼太(2) 宇都宮北高 4:26.61
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ

9 15 4314 上林 一晴(3) 宇都宮北高 4:19.59 9 8 3227 宮下 瞬(2) 宇都宮清陵高 4:27.17
ｺｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ

10 7 3149 小島 大河(2) 小山西高 4:20.41 10 17 4010 青山 大空(3) 今市高 4:30.15
ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾊﾙ

11 11 3118 阿部 裕希(2) 宇都宮南高 4:21.14 11 21 4226 杉浦 天晴(3) 今市工業高 4:36.14
ﾃﾂｶ ﾕｳ ｲﾉｾ ｱﾕﾑ

12 21 4023 手塚 悠(3) 大田原高 4:22.47 12 15 3154 猪瀬 歩睦(2) 小山西高 4:38.80
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳ ｶﾈｺ ﾉﾘﾋｻ

13 12 3029 小野寺 遼(2) 國學院栃木高 4:22.55 13 4 4335 金子 典永(3) 小山南高 4:38.81
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ ﾖｼﾊﾞ ﾘｮｳ

14 19 4059 小林 崇宏(3) 作新学院高 4:25.04 14 10 3179 吉羽 涼(2) 栃木商業高 4:40.14
ﾃﾙｳﾁ ｱﾂﾄｼ ﾂｷﾊｼ ﾊﾙﾄ

15 8 4120 照内 淳和(3) 宇都宮高 4:25.58 15 13 262 月橋 温音(2) 陽南中 4:40.29
ｱｻｶﾜ ﾃﾙﾖｼ ﾔﾅｷﾞﾀ ｶﾞｸ

16 10 3073 浅川 顕誼(2) 文星芸大附高 4:27.57 16 16 3355 柳田 楽(2) 作新学院高 4:41.10
ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ

17 9 5019 根岸 悠斗(1) 文星芸大附高 4:33.79 17 12 4175 小澤 晴翔(3) 宇短附高 4:48.22
ｻｲﾄｳ ﾀｲｷ ｱﾗｲ ﾅｵﾄ

18 3 3062 齊藤 太軌(2) 宇都宮高 4:45.71 18 20 4276 荒井 尚人(3) 茂木高 4:50.48
ﾜｶﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ

13 4207 若田 宗一郎(3) 文星芸大附高 DNS 19 11 1142 齋藤 大弥(3) 陽南中 4:54.45
ｲﾉ ｼｭｳﾄ ｼﾉｻﾞ ﾊﾙｷ

14 4269 猪野 秀斗(3) さくら清修高 DNS 2 3329 篠崎 陽葵(2) 宇都宮工業高

ｶｷﾇﾏ ﾕｳｽｹ ｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

16 7060 柿沼 祐亮(1) 宇都宮大 DNS 14 4293 江田 和真(3) 宇都宮南高 DNS
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男子1500m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ﾓﾘｻﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ

1 4 4206 森澤 俊平(3) 文星芸大附高 4:14.47 1 8 3140 髙橋 航平(2) 宇都宮北高 4:31.76
ｵｸﾞﾗ ｹﾝ ｻｶﾓﾄ ﾀﾕｳ

2 13 5014 小倉 健(1) 文星芸大附高 4:24.50 2 18 3311 坂本 太佑(2) 鹿沼高 4:35.61
ｵﾁｱｲ ﾂﾊﾞｻ ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｽｹ

3 14 5015 落合 翼(1) 文星芸大附高 4:28.58 3 10 3091 町田 恒介(2) 栃木高 4:37.59
ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾖﾘﾀｶ

4 20 4045 富山 直紀(3) 鹿沼高 4:30.89 4 21 4046 山本 頼鳳(3) 鹿沼高 4:38.75
ｳｴﾉ ﾀｲﾁ ﾊｼﾓﾄ ﾚｵﾝ

5 8 1161 上野 泰知(3) 陽東中 4:32.89 5 4 3288 橋本 怜穏(2) 小山高 4:39.79
ﾀｷｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳｷ

6 3 4191 滝口 智弘(3) 矢板東高 4:35.67 6 6 3297 宮澤 昂起(2) 足利清風高 4:40.01
ｻﾄｳ ｶﾞｸﾄ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

7 7 4315 佐藤 覚斗(3) 宇都宮北高 4:37.07 7 17 4190 鈴木 琢真(3) 矢板東高 4:40.08
ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ ｲｼｶﾜ ｶｲﾄ

8 16 3318 齋藤 祥(2) 小山高専 4:38.40 8 12 3176 石川 海斗(2) 今市工業高 4:46.81
ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ ｵｵﾂ ﾖｼｷ

9 6 4137 鈴木 陽大(3) 佐野高 4:39.18 9 20 3085 大津 由生(2) 栃木高 4:47.16
ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｺﾞ ﾖｼｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ

10 10 3348 村山 心吾(2) 作新学院高 4:40.66 10 11 4267 吉崎 光一郎(3) さくら清修高 4:50.03
ｷﾀﾑﾗ ﾂﾖｼ ｱｶﾊﾞﾈ ﾈ ﾃﾙ

11 17 3234 北村 剛志(2) 宇短附高 4:41.40 11 1 4157 赤羽 顕(3) 宇都宮工業高 4:51.37
ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ ｼﾌﾞｲ ｺｳﾀ

12 15 7055 坂本 凌(2) 宇都宮大 4:41.68 12 2 1172 澁井 洸太(3) 泉が丘中 4:51.65
ｽｷﾞﾉ ﾕｳﾔ ﾏﾝﾎﾞｳ ﾋﾛｱｷ

13 1 4211 杉野 裕哉(3) 矢板高 4:44.03 13 7 4311 萬寶 啓明(3) 佐野東高 4:51.78
ﾉﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾄ

14 18 4341 野辺 翼(3) 宇都宮白楊高 4:45.13 14 14 3294 福田 拓斗(2) 今市工業高 4:53.69
ｱｸﾂ ﾖｳｽｹ ﾄｳﾔﾏ ｼｵﾝ

15 21 4011 阿久津 陽介(3) 今市高 4:49.23 15 19 1175 東山 翔音(3) 泉が丘中 4:53.88
ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ｱｲﾊﾞ ﾖｼｷ

16 12 1193 吉村 太希(3) 横川中 4:54.16 16 16 3295 相場 伊貴(2) 足利清風高 4:53.98
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｷ

17 19 4270 山本 怜(3) さくら清修高 4:59.90 17 13 3352 森山 大輝(2) 作新学院高 5:00.94
ｱｸﾂ ﾊﾙｷ ﾄﾓﾉ ﾅｵｷ

2 3353 阿久津 遥輝(2) 作新学院高 DNS 18 9 3322 友野 直樹(2) 佐野高 5:02.09
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ ﾀｶﾞﾐ ﾏｻﾔ

5 3303 篠﨑 隆英(2) 上三川高 DNS 3 4129 田上 将矢(3) 上三川高 DNS
ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ ｱﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝ

9 3354 臼井 嶺太(2) 作新学院高 DNS 5 3226 荒川 潤(2) さくら清修高 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ

11 4044 小林 拓未(3) 鹿沼高 DNS 15 3302 小島 大輝(2) 上三川高 DNS
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男子1500m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾀﾞﾃ ﾀｸﾔ ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲｶﾞ

1 17 3306 小舘 拓哉(2) 宇都宮北高 4:44.78 1 4122 平山 大雅(3) 宇都宮高 4:04.60
ﾅｶﾔﾏ ﾌﾐﾄ ｽｽﾞｷ ｹｲﾄ

2 2 3310 中山 文富(2) 鹿沼高 4:49.85 2 4039 鈴木 景仁(3) 國學院栃木高 4:06.89
ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ ﾀｶﾈｻﾞﾜ ﾕｳ

3 10 3028 加藤 翼(2) 國學院栃木高 4:51.11 3 4204 髙根沢 悠(3) 文星芸大附高 4:10.08
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

4 14 5017 鈴木 健太(1) 文星芸大附高 4:52.18 4 3074 後藤 亮介(2) 文星芸大附高 4:11.12
ﾌｶﾂﾞ ﾀｸﾐ ｲﾄｳ ﾊﾔﾃ

5 18 3045 深津 拓未(2) 佐野高 4:52.21 5 4024 伊藤 颯(3) 大田原高 4:11.93
ｶﾄｳ ﾊﾙﾋﾄ ﾓﾘｻﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ

6 13 1139 加藤 陽人(3) 陽南中 4:54.35 6 4206 森澤 俊平(3) 文星芸大附高 4:14.47
ｼﾊﾞﾀ ｾｲﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ

7 3 330 柴田 聖琉(2) 真岡東中 4:55.58 7 4208 渡邉 友樹(3) 文星芸大附高 4:14.91
ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾑ ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ

8 7 169 馬場 大夢(2) 横川中 4:56.12 8 5018 関本 敬太(1) 文星芸大附高 4:15.30
ｷﾘﾊﾗ ﾄｼｱｷ

9 6 1164 桐原 俊明(3) 陽東中 4:57.83
ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｸﾏ

10 9 3087 古平 拓磨(2) 栃木高 5:01.48
ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ

11 16 4177 長澤 一輝(3) 宇都宮商業高 5:04.18
ｺﾓﾘ ﾘｭｳｹｲ

12 4 138 小森 隆惠(2) 瑞穂野中 5:05.99
ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ

13 19 137 大嶋 悠斗(2) 瑞穂野中 5:06.56
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ

14 8 166 中村 諒平(2) 横川中 5:07.47
ﾁﾊﾞﾅ ｶﾞｸ

15 1 164 知花 岳(2) 横川中 5:07.89
ｶﾓｶﾞﾜ ﾀｹﾙ

16 15 3291 鴨川 尊(2) さくら清修高 5:18.56
ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ

17 12 4035 大野 竜哉(3) 鹿沼商工高 5:27.66
ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾑ

18 11 4094 髙橋 充夢(3) 黒羽高 5:29.09
ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾑ

19 20 4049 岡田 歩(3) 足利清風高 5:34.68
ｵｵｼﾏ ﾚｲ

5 4062 大島 玲依(3) 作新学院高 DNS

凡例  DNS:欠場 10



中学男子3000m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 10:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

1 3 1308 前田 真徳(3) 真岡東中 9:38.83
ｶﾄｳ ﾊﾙｷ

2 13 1207 加藤 悠希(3) 姿川中 9:44.44
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

3 6 1503 田中 勇希(3) 姿川中 10:01.36
ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ

4 1 263 藤田 篤史(2) 陽南中 10:19.53
ｲﾉｳｴ ｹｲﾄ

5 12 402 井上 圭人(2) 横川中 10:50.02
ｵｵﾃﾞ ｶﾝﾀﾛｳ

6 2 1201 大出 勘太郎(3) 姿川中 10:58.86
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｼ

7 9 393 福田 優誌(2) 姿川中 11:03.07
ｽｽﾞｷ ﾏｵ

8 4 395 鈴木 優和(2) 姿川中 11:15.30
ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ

9 7 1208 小泉 真一(3) 姿川中 11:15.62
ｱｸﾂ ﾚｲﾝ

10 8 259 阿久津 怜音(2) 陽南中 11:28.75
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ

11 10 256 中山 智晴(2) 陽南中 11:41.08
ｵﾁｱｲ ﾕｳｺﾞ

12 11 400 落合 悠吾(2) 姿川中 12:04.86
ﾊﾏﾀﾞ ﾏｵ

13 5 397 浜田 将央(2) 姿川中 12:29.56
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男子5000m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 10:00 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

ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ ｱｵﾔﾏ ﾐﾂｷ

1 20 8090 島田 敦史 Honda栃木 16:00.99 1 3 7053 青山 光生(2) 宇都宮大 16:18.86
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ

2 11 4192 渡邊 海人(3) 矢板東高 16:05.20 2 5 4272 小林 諒弥(3) 茂木高 16:32.13
ｶｻﾞﾏ ｷﾞﾝｶﾞ ｲｹﾞﾀ ﾕｳｷ

3 13 3058 風間 銀河(2) 宇都宮高 16:06.07 3 8 4149 井桁 由喜(3) 石橋高 16:46.44
ｲﾄｳ ﾋﾛｼ ｲｼﾊﾏ ﾕｳﾏ

4 22 8203 伊藤 浩嗣 足利陸上ク 16:08.41 4 1 3063 石濵 佑真(2) 宇都宮高 16:57.18
ﾃﾙｳﾁ ｱﾂﾄｼ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ

5 6 4120 照内 淳和(3) 宇都宮高 16:13.87 5 14 3121 西澤 真翔(2) 宇都宮南高 17:05.29
ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾏ

6 1 4056 齋藤 駿斗(3) 作新学院高 16:15.88 6 19 3115 田村 渉馬(2) 宇都宮南高 17:23.45
ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳ ﾅｶﾐﾁ ﾕｳﾀ

7 3 3252 村上 心優(2) 大田原高 16:16.77 7 15 3235 中道 悠太(2) 宇都宮高 17:27.45
ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

8 17 8092 林 秀行 Honda栃木 16:29.49 8 22 4108 渡辺 悠人(3) 鹿沼東高 17:30.50
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾖｳ ｲﾜｻｷ ﾀｲﾍｲ

9 14 4292 清水 太陽(3) 宇都宮南高 16:36.94 9 2 4172 岩﨑 泰平(3) 宇短附高 17:39.11
ｽﾄｳ ｼｭｳ ﾇﾏﾆｭｳ ﾕｳｷ

10 5 3170 須藤 周(2) 小山高 16:41.70 10 4 3144 沼生 雄紀(2) 宇都宮北高 17:46.88
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳ ﾆｼｲ ﾕｳﾏ

11 7 3029 小野寺 遼(2) 國學院栃木高 16:46.39 11 17 3141 西井 悠真(2) 宇都宮北高 18:17.83
ｲﾜｲ ｺｳｽｹ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｭﾝｺﾞ

12 18 3139 岩井 康祐(2) 宇都宮北高 16:58.11 12 12 4148 栁田 峻冴(3) 石橋高 18:23.07
ﾐﾔｷ ﾀｶﾕｷ ﾌﾙｻﾜ ﾕｳｷ

13 19 3351 宮木 貴由樹(2) 作新学院高 17:17.29 13 21 3330 古澤 勇希(2) 宇都宮工業高 18:33.84
ﾔｲﾀ ﾕｳｷ ｺﾜﾀﾞ ｹﾝｼｮｳ

14 15 4027 矢板 優紀(3) 大田原高 17:27.06 14 9 3301 小和田 憲尚(2) 足利清風高 18:52.80
ｻｲﾄｳ ｱｻﾄ ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｼｭﾝ

15 12 4065 齋藤 旭翔(3) 作新学院高 17:42.42 15 13 4301 泉田 舜(3) 栃木商業高 18:54.25
ｲﾄｳ ﾊﾔﾃ ｲｼﾊﾞｼ ｾﾞﾝ

8 4024 伊藤 颯(3) 大田原高 DNF 16 16 3077 石橋 禅(2) 小山南高 18:57.92
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾁﾋﾛ ｵｵﾂｶ ﾘｮｳ

16 8234 中島 充博 栃木陸協 DNF 17 20 4364 大塚 凌(3) 宇都宮南高 21:01.80
ｲﾜｻﾜ ﾘｮｳ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ

21 3254 岩澤 亮(2) 大田原高 DNF 6 3211 橋本 裕貴(2) 鹿沼東高 DNS
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾂｷ ｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ

2 4058 吉澤 幸輝(3) 作新学院高 DNS 7 8089 伊藤 範朗 Honda栃木 DNS
ｺﾞﾄｳ ｼｮｳ ｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

4 4028 後藤 頌(3) 大田原高 DNS 10 4293 江田 和真(3) 宇都宮南高 DNS,DNF

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ ｱｷﾓﾄ ﾀﾂｼ

9 3027 小島 悠生(2) 作新学院高 DNS 11 3243 秋元 達志(2) 大田原高 DNS
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾛｳ ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ

10 3248 樋口 太朗(2) 大田原高 DNS 18 4345 佐藤 龍輝(3) 宇都宮白楊高 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

ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ

1 8090 島田 敦史 Honda栃木 16:00.99
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ

2 4192 渡邊 海人(3) 矢板東高 16:05.20
ｶｻﾞﾏ ｷﾞﾝｶﾞ

3 3058 風間 銀河(2) 宇都宮高 16:06.07
ｲﾄｳ ﾋﾛｼ

4 8203 伊藤 浩嗣 足利陸上ク 16:08.41
ﾃﾙｳﾁ ｱﾂﾄｼ

5 4120 照内 淳和(3) 宇都宮高 16:13.87
ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ

6 4056 齋藤 駿斗(3) 作新学院高 16:15.88
ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳ

7 3252 村上 心優(2) 大田原高 16:16.77
ｱｵﾔﾏ ﾐﾂｷ

8 7053 青山 光生(2) 宇都宮大 16:18.86

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 12



男子110mH(1.067m)
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 14:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 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 ｵｵﾌｸﾈ ﾀｸﾐ

1 4 8241 首藤 貴之 栃木陸協 14.64 1 7 4152 大福根 巧(3) 宇都宮工業高 16.57
ｽｶﾞﾔ ﾀｸﾐ ｲﾃﾞｲ ﾄｷ

2 7 4266 菅谷 拓海(3) さくら清修高 14.99 2 6 4312 出居 時(3) 佐野東高 16.66
ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾏ ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ

3 5 4249 大森 拓真(3) 那須拓陽高 15.55 3 5 3242 菊地 陽翔(2) 石橋高 16.80
ﾉﾃ ﾄｼﾐﾂ ｻｻﾇﾏ ﾀﾞﾝ

4 6 8053 能手 俊光 SAC 15.98 4 4 4153 笹沼 旦(3) 宇都宮工業高 17.39
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｶﾞｸ ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ

5 8 3054 髙根沢 楽(2) 那須拓陽高 15.99 5 8 3086 大森 俊一郎(2) 栃木高 18.13
ｺﾞﾄｳ ｾﾅ ﾀﾀﾞ ｱｷﾗ

6 9 4224 後藤 聖和(3) 小山西高 16.07 3 3241 多田 成(2) 石橋高 FS1
ｴｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ ｵｵﾓﾘ ﾉﾌﾞﾊﾙ

7 3 4164 江口 響(3) 宇都宮工業高 16.71 9 4113 大森 宣陽(3) 宇都宮高 DNS
ｺｲｹ ｸﾆﾖｼ

8 2 4303 小池 邦佳(3) 小山高専 17.24

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1 8241 首藤 貴之 栃木陸協 14.64 +0.6
ｽｶﾞﾔ ﾀｸﾐ

2 4266 菅谷 拓海(3) さくら清修高 14.99 +0.6
ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾏ

3 4249 大森 拓真(3) 那須拓陽高 15.55 +0.6
ﾉﾃ ﾄｼﾐﾂ

4 8053 能手 俊光 SAC 15.98 +0.6
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｶﾞｸ

5 3054 髙根沢 楽(2) 那須拓陽高 15.99 +0.6
ｺﾞﾄｳ ｾﾅ

6 4224 後藤 聖和(3) 小山西高 16.07 +0.6
ｵｵﾌｸﾈ ﾀｸﾐ

7 4152 大福根 巧(3) 宇都宮工業高 16.57 +1.1
ｲﾃﾞｲ ﾄｷ

8 4312 出居 時(3) 佐野東高 16.66 +1.1

凡例  DNS:欠場 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート 13



男子110mJH(0.991m)
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 14:10 決　勝

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
ﾌﾞﾝｺﾞ ｺｳｽｹ

1 6 3026 豊後 滉輔(2) 作新学院高 16.15
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ

5 5040 小林 建太(1) 大田原高 DNS
ｵｵｷ ｶｽﾞﾄ

7 3238 大樹 一仁(2) 宇都宮工業高 DNS
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中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-1.8) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｽﾞｷ ｿﾗ ｽﾅｶﾜ ｿｳﾀ

1 7 1192 鈴木 空(3) 横川中 16.38 1 7 1195 砂川 颯太(3) 横川中 18.08
ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾖｼ ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ

2 4 1196 芝田 正義(3) 横川中 16.74 2 4 1302 櫻井 大介(3) 真岡東中 19.03
ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ ｼﾝﾀﾆ ﾊｸﾄ

3 8 165 川田 健斗(2) 横川中 18.06 3 8 333 真谷 博飛(2) 真岡東中 20.18
ｲﾄｳ ｿﾗﾄ ﾈﾓﾄ ﾐｷﾀｶ

5 1198 伊藤 聖空人(3) 横川中 DNS 4 6 1194 根本 樹空(3) 横川中 20.21
ｽﾅｶﾜ ﾕｳﾀ ﾀﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾔ

6 1197 砂川 勇太(3) 横川中 DNS 9 19 田所 知也(2) 陽東中 DNF
ｺﾞｳﾔｷﾞ ｺｳｾｲ ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳﾀ

9 1103 合谷木 幸生(3) 瑞穂野中 DNS 5 1504 雨宮 涼太(3) 横川中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ｿﾗ

1 1192 鈴木 空(3) 横川中 16.38 -1.8
ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾖｼ

2 1196 芝田 正義(3) 横川中 16.74 -1.8
ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ

3 165 川田 健斗(2) 横川中 18.06 -1.8
ｽﾅｶﾜ ｿｳﾀ

4 1195 砂川 颯太(3) 横川中 18.08 -1.9
ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ

5 1302 櫻井 大介(3) 真岡東中 19.03 -1.9
ｼﾝﾀﾆ ﾊｸﾄ

6 333 真谷 博飛(2) 真岡東中 20.18 -1.9
ﾈﾓﾄ ﾐｷﾀｶ

7 1194 根本 樹空(3) 横川中 20.21 -1.9
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男子300mH(0.914m)
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｲﾃﾞｲ ﾄｷ ﾈﾓﾄ ｶｹﾙ

1 6 4312 出居 時(3) 佐野東高 40.12 1 5 4165 根本 駆(3) 宇都宮工業高 43.99
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｮｳｶﾞ ﾀｶｷﾞ ﾅｵ

2 4 4138 長谷川 彪雅(3) 佐野高 40.42 2 6 4117 高木 波音(3) 宇都宮高 44.90
ｺﾎﾞﾘ ｱｻﾋ ｷｼｲ ﾀｹﾙ

3 5 4147 小堀 旭陽(3) 石橋高 41.16 3 9 4275 岸井 尊(3) 茂木高 45.69
ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ ｶﾐﾔﾏ ﾘｭｳｷ

4 2 3242 菊地 陽翔(2) 石橋高 41.23 4 4 4030 神山 龍希(3) 鹿沼商工高 46.66
ｵｷﾞﾜﾗ ﾊﾔﾃ ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

5 8 4033 荻原 颯(3) 鹿沼商工高 41.50 3 3286 長谷川 由多(2) 足利大附属高 DNS
ｾｷ ﾅｵﾔ ﾀﾅｾ ﾕｳﾄ

6 9 8034 関 直也 OCOSITEI 42.52 7 3065 棚瀨 雄斗(2) さくら清修高 DNS
ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

7 3 4209 齋藤 皓佑(3) 矢板高 42.97 8 4347 斉藤 翼(3) 足利大附属高 DNS
ﾄｻｷ ﾘｭｳﾔ

7 4121 戸﨑 琉也(3) 宇都宮高 DNF

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

ｲﾃﾞｲ ﾄｷ

1 4312 出居 時(3) 佐野東高 40.12
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｮｳｶﾞ

2 4138 長谷川 彪雅(3) 佐野高 40.42
ｺﾎﾞﾘ ｱｻﾋ

3 4147 小堀 旭陽(3) 石橋高 41.16
ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ

4 3242 菊地 陽翔(2) 石橋高 41.23
ｵｷﾞﾜﾗ ﾊﾔﾃ

5 4033 荻原 颯(3) 鹿沼商工高 41.50
ｾｷ ﾅｵﾔ

6 8034 関 直也 OCOSITEI 42.52
ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ

7 4209 齋藤 皓佑(3) 矢板高 42.97
ﾈﾓﾄ ｶｹﾙ

8 4165 根本 駆(3) 宇都宮工業高 43.99
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男子2000mSC(0.914m)
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 12:35 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ

1 4 4029 齋藤 翔哉(3) 大田原高 6:18.50
ﾀﾅｶ ﾅｵｷ

2 6 8091 田中 直樹 Honda栃木 6:19.83
ｼｵﾉﾒ ﾋﾃﾞ

3 7 4026 塩野目 英(3) 大田原高 6:29.72
ｵﾉ ｺｳｷ

4 8 4038 小野 浩輝(3) 國學院栃木高 6:33.94
ｻｸﾗｵｶ ﾕｳ

5 2 4025 櫻岡 悠(3) 大田原高 6:36.08
ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ

6 1 4022 後藤 漱太(3) 大田原高 6:38.46
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾖｳ

7 3 4292 清水 太陽(3) 宇都宮南高 6:55.95
ｻﾄｳ ｶﾞｸﾄ

8 5 4315 佐藤 覚斗(3) 宇都宮北高 6:59.91
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男子4X100mR
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 16:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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 3 宇都宮工業高 4158 中込 響希(3) ﾅｶｺﾞ ﾐ ﾋﾋﾞｷ 44.03 1 7 小山南高 4336 神山 竜輝(3) ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂｷ 44.33
4163 浅沼 遼宇(3) ｱｻﾇﾏ ﾊﾙｳ 3079 篠田 凌一(2) ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ
4154 柴沼 志音(3) ｼﾊﾞﾇﾏ ｼｵﾝ 4334 國井 真人(3) ｸﾆｲ ﾏｻﾄ
4156 小林 英嵩(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ 3273 斉藤 正真(2) ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ

2 5 矢板東高 3111 竹之内 一真(2) ﾀｹﾉｳﾁ ｶｽﾞﾏ 44.68 2 4 小山高専 3206 伊勢川 真生(2) ｲｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 44.91
4193 室井 颯太(3) ﾑﾛｲ ｿｳﾀ 4303 小池 邦佳(3) ｺｲｹ ｸﾆﾖｼ
3112 宇梶 聡也(2) ｳｶｼﾞ ｻﾄﾔ 3320 守谷 恵人(2) ﾓﾘﾔ ｹｲﾄ
3113 中田 航輔(2) ﾅｶﾀ ｺｳｽｹ 4306 松元 優斗(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ

3 9 栃木高 3090 福田 侑大(2) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ 44.71 3 9 石橋高 4145 宮川 将太(3) ﾐﾔｶﾜ ｼｮｳﾀ 44.92
3086 大森 俊一郎(2) ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 3048 石川 翼(2) ｲｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ
3084 稲葉 諒(2) ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳ 4143 太田 翔陽(3) ｵｵﾀ ｼｮｳﾖｳ
3083 荒川 貴郁(2) ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 3241 多田 成(2) ﾀﾀﾞ ｱｷﾗ

4 6 泉が丘中 1173 土山 夢叶(3) ﾂﾁﾔﾏ ﾕｳﾄ 46.46 4 8 宇都宮北高 3142 髙橋 怜音(2) ﾀｶﾊｼ ﾚﾉﾝ 45.04
1170 小嶋 水貴(3) ｺｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 4317 須藤 陽大(3) ｽﾄｳ ｱｷﾋﾛ
1176 伊藤 萌人(3) ｲﾄｳ ﾓｴﾄ 4316 斎藤 宥紀(3) ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ
1174 千葉 未来(3) ﾁﾊﾞ ﾐﾗｲ 4318 細田 時秀(3) ﾎｿﾀﾞ ﾄｷﾋﾃﾞ

4 7 宇都宮白楊高 4343 根岸 遼輝(3) ﾈｷﾞｼ ﾊﾙｷ 46.46 5 6 鹿沼商工高 4033 荻原 颯(3) ｵｷﾞﾜﾗ ﾊﾔﾃ 45.71
4342 大関 知摩(3) ｵｵｾﾞｷ ｶｽﾞﾏ 4031 若林 駿太(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀ
3166 浅井 大翔(2) ｱｻｲ ﾋﾛﾄ 4030 神山 龍希(3) ｶﾐﾔﾏ ﾘｭｳｷ
3266 小池 祐輔(2) ｺｲｹ ﾕｳｽｹ 4036 豊田 拓実(3) ﾄﾖﾀﾞ ﾀｸﾐ

4 真岡東中 DNS 6 5 小山高 3172 成田 陽祐(2) ﾅﾘﾀ ﾖｳｽｹ 46.21
4254 生井 宏樹(3) ﾅﾏｲ ﾋﾛｷ
3287 春山 瑠輝斗(2) ﾊﾙﾔﾏ ﾙｷﾄ
4256 丸山 善晴(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ

8 宇都宮南高 DNS 3 矢板高 4215 綱川 凜(3) ﾂﾅｶﾜ ﾘﾝ DNS
4210 齋藤 泰成(3) ｻｲﾄｳ ﾀｲｾｲ
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

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 6 作新学院高 4052 齋藤 海斗(3) ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 41.41
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

2 7 宇都宮高 3155 川口 舜平(2) ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 42.67
4121 戸﨑 琉也(3) ﾄｻｷ ﾘｭｳﾔ
3055 関根 功織(2) ｾｷﾈ ｲｵﾘ
4119 田﨑 義規(3) ﾀｻｷ ﾖｼｷ

3 8 宇都宮商業高 4182 大野 大空(3) ｵｵﾉ ｿﾗ 43.53
4183 柴田 龍玖(3) ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｸ
3135 佐藤 瞭真(2) ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ
4180 早川 竜斗(3) ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳﾄ

4 9 佐野高 4138 長谷川 彪雅(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｮｳｶﾞ 43.77
4141 岩上  楓(3) ｲﾜｶﾐ ｶｴﾃﾞ
4135 山﨑 翔太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ
3044 古川   尊(2) ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾙ

5 3 佐野東高 3066 岡村 大輝(2) ｵｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 44.76
4312 出居 時(3) ｲﾃﾞｲ ﾄｷ
4313 倉持 雄紀(3) ｸﾗﾓﾁ ﾕｳｷ
4310 八木 大地(3) ﾔｷﾞ ﾀﾞｲﾁ

6 4 那須拓陽高 3053 毛塚 隆斗(2) ｹﾂｶ ﾘｭｳﾄ 48.45
4249 大森 拓真(3) ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾏ
4251 村上 潤(3) ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ
3052 星野 尚哉(2) ﾎｼﾉ ﾅｵﾔ

5 白鴎大 DNS
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男子4X100mR
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 16:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 作新学院高 1402 齋藤 海斗(3) ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 41.41
ｶﾄﾗﾙ  ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) ｶﾄﾗﾙ  ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ

野口 祐叶(2) ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ

2 宇都宮高 958 川口 舜平(2) ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 42.67
戸﨑 琉也(3) ﾄｻｷ ﾘｭｳﾔ
関根 功織(2) ｾｷﾈ ｲｵﾘ
田﨑 義規(3) ﾀｻｷ ﾖｼｷ

3 宇都宮商業高 766 大野 大空(3) ｵｵﾉ ｿﾗ 43.53
柴田 龍玖(3) ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｸ
佐藤 瞭真(2) ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ
早川 竜斗(3) ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳﾄ

4 佐野高 577 長谷川 彪雅(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｮｳｶﾞ 43.77
岩上  楓(3) ｲﾜｶﾐ ｶｴﾃﾞ
山﨑 翔太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ
古川   尊(2) ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾙ

5 宇都宮工業高 706 中込 響希(3) ﾅｶｺﾞ ﾐ ﾋﾋﾞｷ 44.03
浅沼 遼宇(3) ｱｻﾇﾏ ﾊﾙｳ
柴沼 志音(3) ｼﾊﾞﾇﾏ ｼｵﾝ
小林 英嵩(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ

6 小山南高 206 神山 竜輝(3) ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂｷ 44.33
篠田 凌一(2) ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ
國井 真人(3) ｸﾆｲ ﾏｻﾄ
斉藤 正真(2) ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ

7 矢板東高 109 竹之内 一真(2) ﾀｹﾉｳﾁ ｶｽﾞﾏ 44.68
室井 颯太(3) ﾑﾛｲ ｿｳﾀ
宇梶 聡也(2) ｳｶｼﾞ ｻﾄﾔ
中田 航輔(2) ﾅｶﾀ ｺｳｽｹ

8 栃木高 642 福田 侑大(2) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ 44.71
大森 俊一郎(2) ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ
稲葉 諒(2) ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳ
荒川 貴郁(2) ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾌﾐ
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男子走高跳
審 判 長：川田 浩司
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 12:30 決　勝    

決　勝　

ｺﾓﾘ ｼｮｳﾀ － － － － － － － －

1 30 8032 小森 翔太 OCOSITEI － － － － － ○ ○ × ○ 2m05
× × －

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｲ － － － － － － － －

2 28 7028 中山 裕偉(4) 作新学院大 － － － － ○ × × ○ × × ○ × － 2m00

ｶﾜﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ － － － － － － － －

3 25 3123 川田 晴之(2) 鹿沼商工高 － － ○ ○ × ○ × ○ × × × 1m95

ﾄｵﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ － － － － － － － －

4 22 3222 遠山 鉄平(2) 那須拓陽高 ○ ○ × × ○ × × ○ × × × 1m85

ｶｷﾇﾏ ﾊﾔﾄ － － － － － － － －

5 17 3061 柿沼 隼人(2) 宇都宮北高 ○ ○ × ○ × × × 1m80

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳｶﾞ － － － － － － － －

5 27 4139 長谷川 瑠雅(3) 佐野高 － ○ × ○ × × × 1m80

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ － － － － － － － －

5 29 8022 安藤 友希 OCOSITEI ○ ○ × ○ × × × 1m80

ｲｲﾉ － － － － － － － －

8 24 4327 飯野 彪真(3) 青藍泰斗高 － ○ × × × 1m75

ﾄﾖﾀﾞ ﾀｸﾐ － － － － － － － －

9 20 4036 豊田 拓実(3) 鹿沼商工高 － × ○ × × × 1m75

ｵｵﾏｴ ﾕｲﾄ － － － － ○ ○ ○ × × ○

10 15 1204 大前 結人(3) 姿川中 ○ × ○ × × × 1m75

ﾃﾂｶ ﾀﾞｲﾁ － － － － － － － －

11 23 3225 手塚 大地(2) さくら清修高 ○ × × ○ × × × 1m75

ｵｵﾓﾘ ｶｲﾄ － － － － － － － －

12 26 7038 大森 海翔(3) 作新学院大 × × ○ × × ○ × × － 1m75

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾅﾝ － － － － － － － －

13 16 4344 小林 亜南(3) 宇都宮白楊高 ○ × × × 1m70

ｻﾄｳ ﾀｲﾕ － － － － － － ○ × × ○

14 10 7077 佐藤 泰優(2) 白鴎大 ○ × × × 1m70

ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾜ － － － － － － ○ ○

15 13 1309 松田 永遠(3) 真岡東中 × × × 1m65

ｻｻｷ ﾘﾝ － － － － － － ○ ○

15 14 3177 佐々木 凜(2) 今市工業高 × × × 1m65

ｲﾄｳ ｿﾗﾄ － － － － ○ × ○ ○ ○

17 3 1198 伊藤 聖空人(3) 横川中 × × × 1m65

ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ － － － － ○ ○ ○ × ○

18 9 1136 小川 悠希(3) 陽南中 × × × 1m65

ｽﾅｶﾞ ﾘｸﾄ － － － － － － × × ○ × × ○

19 7 3365 須永 陸斗(2) 足利大附属高 × × × 1m65

ｳｶｼﾞ ｻﾄﾔ － － － － ○ ○ × × ○ × × ×

20 8 3112 宇梶 聡也(2) 矢板東高 1m60

ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ ○ ○ ○ － ○ × × ×

21 11 1146 鍵山 弘樹(3) 陽南中 1m50

ｸﾛｷ ﾀｸﾐ ○ ○ × ○ × × ×

22 2 103 黒木 拓海(2) 泉が丘中 1m40

所属

1m30

1m70

2m10

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

1m45

1m85

1m50

1m90

1m35

1m75

1m40

1m80

1m65

2m05 記録 ｺﾒﾝﾄ

1m55

1m95

1m60

2m00
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男子走高跳
審 判 長：川田 浩司
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 12:30 決　勝    

決　勝　

所属

1m30

1m70

2m10

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

1m45

1m85

1m50

1m90

1m35

1m75

1m40

1m80

1m65

2m05 記録 ｺﾒﾝﾄ

1m55

1m95

1m60

2m00

ﾂﾂﾐ ﾊｵﾄ ○ × ○ × × ×

23 4 21 堤 迅士斗(2) 陽東中 1m35

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ × × ○ × × ×

24 1 398 樋口 裕斗(2) 姿川中 1m30

ﾀｷﾀ ｶｽﾞﾏ － － － － － － － －

12 3237 滝田 和真(2) 宇都宮工業高 × × × NM

ﾉﾅｶ ｷｮｳｽｹ － － － － － － － －

18 3167 野中 響介(2) 宇都宮白楊高 × × × NM

ｽﾅｶﾜ ﾕｳﾀ

5 1197 砂川 勇太(3) 横川中 DNS

ｺﾞｳﾔｷﾞ ｺｳｾｲ

6 1103 合谷木 幸生(3) 瑞穂野中 DNS

ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｸﾄ

19 7054 大坪 拓斗(2) 宇都宮大 DNS

ｶﾄｳ ﾀｲｷ

21 4222 加藤 大輝(3) 小山西高 DNS
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男子棒高跳
審 判 長：川田 浩司
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 10:00 決　勝    

決　勝　

ｵｶｼﾞﾏ ﾛﾏﾝ － － － － － － － ○

1 7 4140 岡島 浪漫(3) 佐野高 × ○ ○ ○ ○ × × × 3m90
ｻﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ － － － － － － － －

2 8 4161 佐藤 慎之介(3) 宇都宮工業高 ○ × × ○ × × × 3m70
ｽｽﾞｴ ﾕｳｷ － － － － － － ○ ○

3 6 4320 鈴江 憂騎(3) 宇都宮北高 × × × 3m50
ｼｹﾞﾀﾃ ﾕｳｽｹ ○ × × ○ × ○ × ○ × × ×

4 1 1303 重立 悠介(3) 真岡東中 2m20
ｼｹﾞﾀﾃ ﾘｮｳｽｹ ○ ○ × ○ × × ×

5 3 1304 重立 亮介(3) 真岡東中 2m10
ﾐｽﾞﾇﾏ ﾊﾙｷ ○ × × ×

6 2 1311 水沼 晴栄(3) 真岡東中 1m80
ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ － － － － － × × ×

5 3340 須田 悠斗(2) 石橋高 NM
ﾎｼﾉ ﾕｳｷ

4 3305 星野 裕紀(2) 上三川高 DNS

3m50
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m30

4m00

3m10 3m302m00

3m70

2m10

3m80

2m20

3m90
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m80

3m60
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男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 6m66 6m60 6m69 6m80 6m98 7m04 7m04
1 43 4251 村上 潤(3) 那須拓陽高 +0.6 +1.6 +1.3 -1.9 -0.4 +0.9 +0.9

ｵｵｼﾏ ｲｯｾｲ × 6m71 × 6m75 × 6m80 6m80
2 42 7088 大島 一晟(1) 平成国際大 -1.2 +1.0 +3.3 +3.3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ × 6m22 6m52 × 6m53 × 6m53
3 38 7099 渡辺 雅博(2) 文教大 -1.0 +1.4 -1.2 -1.2

ｻｶﾓﾄ ﾀｲ 6m30 5m97 6m11 6m34 5m96 6m24 6m34
4 29 3057 坂元 泰(2) 宇都宮高 +3.1 +4.8 +0.8 -0.1 +0.6 +1.5 -0.1

ｳｴﾉ ﾐｽﾞｷ 6m10 6m30 × 4m71 × 6m23 6m30
5 30 4150 上野 瑞貴(3) 石橋高 +3.8 +0.1 +0.2 +2.8 +0.1

ﾓﾘﾀ ｶﾝ 6m30 × 5m90 5m60 6m14 × 6m30
6 26 4294 森田 寛(3) 宇都宮南高 +2.1 -0.1 +2.2 +0.1 +2.1

ﾜｸｲ ﾘｮｳﾔ 6m23 × 6m18 6m15 4m49 5m97 6m23
7 28 4273 和久井 崚矢(3) 茂木高 +1.9 -0.8 +1.3 -0.6 +0.7 +1.9

ｶﾜﾅ ｴｲｽｹ 6m15 × 5m53 － － － 6m15
8 32 4018 川名 英介(3) 大田原高 +2.4 +3.3 +2.4

ﾎﾘｺｼ ﾋﾅﾀ × × 6m14 6m14
9 33 3163 堀越 日向(2) 宇都宮高 +4.9 +4.9

ﾖﾓｷﾞﾀ ｺｳｾｲ 6m06 6m12 6m08 6m12
10 35 4298 蓬田 昂生(3) 宇都宮南高 -0.1 +0.9 +2.9 +0.9

ﾀｶﾂﾄﾞ ｹﾝﾀ 5m43 6m06 6m10 6m10
11 37 5032 高津戸 堅太(1) 作新学院高 +0.9 +3.4 +1.5 +1.5

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 5m72 6m06 × 6m06
12 36 3135 佐藤 瞭真(2) 宇都宮商業高 -0.2 +1.1 +1.1

ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾍｲ × 5m99 5m71 5m99
13 31 7056 髙橋 周平(2) 宇都宮大 +1.3 0.0 +1.3

ｲｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 5m85 5m97 × 5m97
14 20 3206 伊勢川 真生(2) 小山高専 -0.1 +0.6 +0.6

ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｻﾄ × 5m94 × 5m94
15 19 4012 近藤 千聖(3) 今市高 +0.8 +0.8

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 5m91 5m69 5m86 5m91
16 34 7084 山本 翔真(1) 白鴎大 +1.1 -0.8 +3.8 +1.1

ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 5m74 5m90 5m63 5m90
17 21 4316 斎藤 宥紀(3) 宇都宮北高 -0.2 +1.3 +3.2 +1.3

ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｸ × × 5m87 5m87
18 25 4183 柴田 龍玖(3) 宇都宮商業高 +4.5 +4.5

ｵｵﾋﾗ ﾀﾂｷ 5m74 5m78 × 5m78
19 23 4110 大平 樹(3) 鹿沼東高 -0.8 +1.3 +1.3

ﾀﾀﾞ ｱｷﾗ 5m77 5m54 5m23 5m77
20 18 3241 多田 成(2) 石橋高 +2.4 +4.8 +4.5 +2.4

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ × 5m72 4m19 5m72
21 22 4306 松元 優斗(3) 小山高専 +1.6 -0.2 +1.6

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ 5m50 5m63 5m55 5m63
22 17 3345 丸山 浩季(2) 壬生高 +3.3 +2.7 +4.3 +2.7

ﾁﾊﾞ ﾐﾗｲ 5m57 × × 5m57
23 16 1174 千葉 未来(3) 泉が丘中 +2.4 +2.4

ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ × 5m49 × 5m49
24 27 3151 村上 太一(2) 小山西高 +2.3 +2.3

ﾉﾅｶ ｶｲﾄ 5m41 × 5m46 5m46
25 12 1203 野中 海斗(3) 姿川中 +3.8 -1.2 -1.2

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 5m43 × 5m00 5m43
26 24 4351 髙橋 昂汰(3) 鹿沼商工高 +1.1 +4.3 +1.1

ｷｸﾁ ｿｳﾀ × 5m34 × 5m34
27 11 3263 菊池 崇太(2) 宇都宮白楊高 +4.3 +4.3

ｺﾌｼﾞ ｱﾕﾑ 5m16 5m16 5m28 5m28
28 15 3126 小藤 歩武(2) 鹿沼商工高 +2.4 +2.3 -0.8 -0.8

ｶﾘｺﾐ ｼｮｳﾀﾞｲ × × 5m04 5m04
29 13 168 苅込 将大(2) 横川中 +1.1 +1.1

ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ × × 4m98 4m98
30 14 3319 中山 昂大(2) 小山高専 +1.6 +1.6

ｵｵﾇﾏ ｼｭﾘ 4m90 4m26 4m29 4m90
31 9 3316 大沼 朱璃(2) 鹿沼南高 +1.9 +1.3 -1.0 +1.9

ﾓﾄｼﾞﾏ ｾｲｼﾞ 4m74 4m87 4m77 4m87
32 7 18 本島 聖士(2) 陽東中 -0.7 +0.6 +1.2 +0.6

ﾅｶﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 4m83 4m84 4m80 4m84
33 8 101 中森 心太朗(2) 泉が丘中 +2.3 +1.3 +3.4 +1.3

ﾅﾊﾞﾅ ﾕｳﾄ 4m40 4m28 4m06 4m40
34 3 394 那花 悠人(2) 姿川中 +2.4 -0.8 -0.8 +2.4
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男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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

ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 3m21 × 4m12 4m12
35 5 100 福田 悠斗(2) 泉が丘中 +2.2 -1.1 -1.1

ｺｼﾞﾏ ｿｳｽｹ 3m85 3m91 4m07 4m07
36 4 167 小島 奏佑(2) 横川中 +1.9 +2.0 +0.9 +0.9

ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 4m01 3m84 3m86 4m01
37 2 139 杉原 大貴(2) 瑞穂野中 +1.1 +0.1 +5.0 +1.1

ｼﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ 2m18 2m52 2m05 2m52
38 1 399 嶋本 尚人(2) 姿川中 -0.5 +0.9 +3.6 +0.9

ｲﾁﾞﾁ ｿｳﾀ

6 163 伊地知 颯太(2) 横川中 DNS
ｺｽｷﾞ ﾀｸﾄ

10 3379 小杉 拓人(2) 鹿沼南高 DNS
ﾀｷﾓﾄ ｿｳ

39 4160 滝元 颯(3) 宇都宮工業高 DNS
ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾘ

40 4124 山中 勇利(3) 宇都宮高 DNS
ﾄﾍﾞ ﾋﾛｱｷ

41 7040 戸邊 裕晶(3) 作新学院大 DNS
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男子三段跳
審 判 長：川田 浩司
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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

ﾑﾛｲ ｿｳﾀ 13m62 13m77 13m93 13m86 13m72 14m41 14m41
1 13 4193 室井 颯太(3) 矢板東高 -1.8 +1.0 -1.9 -0.3 -0.6 +1.1 +1.1

ｶﾐﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 13m65 13m70 13m25 13m70 12m20 13m58 13m70
2 11 7031 神山 伊吹(4) 作新学院大 +2.8 +0.1 +3.4 +0.9 -0.3 +0.5 +0.1

ﾅｶﾀ ｺｳｽｹ × 13m65 13m57 13m25 13m16 13m00 13m65
3 7 3113 中田 航輔(2) 矢板東高 +1.0 -0.3 +2.8 +1.8 -1.4 +1.0

ﾀｹﾉｳﾁ ｶｽﾞﾏ 12m55 13m19 12m61 12m11 × × 13m19
4 3 3111 竹之内 一真(2) 矢板東高 +0.1 +3.8 +0.8 +1.1 +3.8

ｽﾄｳ ｶｲﾄ × 11m31 12m98 12m64 12m51 12m70 12m98
5 5 4159 須藤 海斗(3) 宇都宮工業高 +0.3 -0.6 +1.9 +1.0 -1.5 -0.6

ｲﾜｶﾐ ｶｴﾃﾞ 11m17 12m52 12m15 12m44 12m58 － 12m58
6 9 4141 岩上  楓(3) 佐野高 -0.2 -1.8 +1.3 +2.0 +0.1 +0.1

ﾐﾔｶﾜ ｼｮｳﾀ 12m20 12m35 11m46 × 11m79 11m24 12m35
7 6 4145 宮川 将太(3) 石橋高 +0.6 -0.1 +2.0 -2.4 0.0 -0.1

ｿｴﾀ ｺｳﾍｲ 11m77 12m29 12m04 12m12 － － 12m29
8 12 7073 添田 絋平(2) 白鴎大 +1.7 -0.9 -1.5 0.0 -0.9

ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾁ 12m01 11m48 11m92 12m01
9 4 3152 清水 寛地(2) 小山西高 +1.9 +1.9 -0.7 +1.9

ﾌｼﾞﾇﾏ ﾀｸﾔ 11m22 × 11m72 11m72
10 10 7029 藤沼  拓也(4) 作新学院大 +1.7 +1.8 +1.8

ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 11m28 × 11m58 11m58
11 2 3319 中山 昂大(2) 小山高専 +1.2 +2.4 +2.4

ｴｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ × 11m01 11m39 11m39
12 1 4164 江口 響(3) 宇都宮工業高 -1.8 +2.0 +2.0

ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

8 3138 田口 雅大(2) 宇都宮北高 DNS
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ

14 8023 海老原 侑也 OCOSITEI DNS
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一般男子砲丸投(7.26kg)
審 判 長：日渡　勝則
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 11:30 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

ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 〇

1 1 7003 田中 瑞樹(5) 小山高専 10m44 × 10m44 × × × 10m44
ﾀｹｻﾞﾜ ｶｲﾄ

2 8052 竹澤 海斗 SAC DNS
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高校男子砲丸投(6.0kg)
審 判 長：日渡　勝則
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 11:30 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

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 〇

1 8 4326 藤田 天史(3) 青藍泰斗高 14m38 14m58 14m58 14m59 － － 14m59
ｵｵﾂｶ ｾｲﾔ 〇 〇 〇

2 7 3068 大塚 誠也(2) 宇都宮工業高 12m67 12m67 12m89 12m63 12m89
ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 〇 〇

3 6 3007 嶋田 裕二(2) 青藍泰斗高 11m63 12m00 12m00 － － 12m00
ﾔﾅｲ ｼｵﾝ 〇

4 4 3124 矢内 慈恩(2) 鹿沼商工高 × 10m17 10m26 10m26 10m48 × 10m48
ｳｽｲ ﾀﾞｲｷ 〇 〇 〇 〇 〇

5 5 4064 臼井 大貴(3) 作新学院高 10m35 10m35 10m35
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 〇 〇

6 3 3051 田中 優輝(2) 那須拓陽高 8m63 8m70 8m70 8m81 × 8m81
ﾀｶｸ ﾕｳﾄ 〇

7 2 3261 高久 雄飛(2) 小山北桜高 8m25 8m37 8m33 8m37 8m57 × 8m57
ｵﾉｻﾞｷ ｼｮｳﾔ

1 3290 小野﨑 翔也(2) さくら清修高 DNS
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中学男子砲丸投(5.0kg)
審 判 長：日渡　勝則
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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

ｲﾁｶﾜ ｱｷﾗ 〇 〇

1 5 1187 市川 緋輝(3) 清原中 10m92 × 11m19 11m19 × 11m19
ｲﾏﾅﾘ ﾀﾞｲﾁ 〇 〇 〇 〇

2 6 1200 今成 大地(3) 横川中 10m37 10m68 10m68 10m68
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 〇

3 4 1192 鈴木 空(3) 横川中 8m75 9m32 9m32 9m91 9m94 10m14 10m14
ｶﾝﾍﾞ ﾋﾛﾄ 〇 〇 〇

4 2 1301 神戸 寛人(3) 真岡東中 × 6m86 7m17 7m17 7m17
ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ

1 403 小川  恭太郎(2) 横川中 DNS
ｵｵﾉ ｶｽﾞﾏ

3 1517 大野 一真(3) 陽南中 DNS
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一般男子円盤投(2.0kg)
審 判 長：日渡　勝則
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 12:30 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

ｸﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 〇 〇 〇

1 1 7063 熊田 隼斗(3) 白鴎大 34m54 × 34m54 × 34m54

29



高校男子円盤投(1.75kg)
審 判 長：日渡　勝則
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 12:30 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

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 〇

1 9 4326 藤田 天史(3) 青藍泰斗高 36m94 × × 36m94 39m53 × 39m53
ｵｸﾞﾗ ｺｳﾔ 〇 〇 〇 〇 〇

2 8 4213 小倉 洸哉(3) 矢板高 36m74 36m74 36m74
ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 〇 〇 〇

3 7 3007 嶋田 裕二(2) 青藍泰斗高 35m66 × 35m66 × 35m66
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 〇 〇 〇

4 3 3362 小林 弘季(2) 足利大附属高 31m06 × 31m06 × 31m06
ﾍﾝﾄﾅ ｼｭﾝ 〇 〇 〇

5 6 4132 辺土名 駿(3) 上三川高 29m21 × 29m21 × 29m21
ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 〇

6 4 3255 菊地 祐道(2) 大田原高 × 26m45 × 26m45 × × 26m45
ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 〇 〇 〇

7 2 3264 澤田 涼平(2) 宇都宮白楊高 23m28 23m28 × × 23m28
ﾎﾘｺｼ ﾘｸ

1 3363 堀越 陸(2) 足利大附属高 DNS
ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾄ

5 4130 坂本 優斗(3) 上三川高 DNS
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一般男子ハンマー投(7.26kg)
審 判 長：日渡　勝則
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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

ﾑﾗｷ ﾐｽﾞﾎ 〇 〇 〇 〇 〇

1 1 8018 村木 瑞穂 NSAC 41m02 41m02 41m02
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高校男子ハンマー投(6.0kg)
審 判 長：日渡　勝則
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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

ﾃﾗｼﾏ ｶﾞｸﾄ 〇

1 1 4357 寺嶋 岳都(3) 佐野高 × × 38m18 38m18 × 39m23 39m23
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男子やり投(800g)
審 判 長：日渡　勝則
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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

ﾀﾆｶﾞﾜ  ｹﾝﾀ 〇 〇 〇

1 38 8035 谷川 健太 OCOSITEI 67m61 67m61 × － 67m61
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ 〇

2 35 7062 鈴木 理太(1) 宇都宮大 × 50m38 × 50m38 58m05 × 58m05
ﾅｶﾊﾀ ﾅｵﾔ 〇 〇 〇 〇

3 37 7049 中畠 直哉(3) 宇都宮大 56m98 56m98 57m67 57m67
ｲｿ ﾌﾐﾔ 〇 〇 〇

4 21 7044 磯 文也(2) 作新学院大 56m98 56m98 － － 56m98
ｸﾗｼｹﾞ ｼｭｳﾍｲ 〇

5 28 8016 倉茂 修平 NSAC × 55m60 55m60 × × × 55m60
ｲｼｸﾞﾛ ｼｭｳｲﾁ 〇 〇 〇 〇 〇

6 31 8015 石黒 守一 NSAC 55m56 55m56 55m56
ﾐﾁｼﾀ ﾘｮｳ 〇 〇

7 36 7050 道下 遼(3) 宇都宮大 53m05 53m05 － － － 53m05
ﾀﾃﾇﾏ ﾀﾞｲｷ 〇 〇 〇 〇

8 25 4041 蓼沼 大輝(3) 足利大附属高 50m23 50m23 × 50m23
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 〇

9 30 8021 渡邊 涼 NSAC 49m44 － 49m44 49m44
ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾙ

10 27 4162 杉山 岳瑠(3) 宇都宮工業高 × × 48m36 48m36 × × × 48m36
ｳｶｼﾞ  ｼｭﾝ 〇 〇

11 23 4155 宇梶 駿斗(3) 宇都宮工業高 47m92 47m92 47m92
ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 〇 〇

12 29 8014 石川 淳太郎 NSAC 47m14 47m14 47m14
ｽｽﾞｷ ｶｲ 〇 〇

13 33 3050 鈴木 海(2) 宇都宮白楊高 45m97 45m97 45m97
ｶﾜﾏﾀ ｿｳｼ 〇

14 34 3148 川俣 颯士(2) 小山西高 × 45m22 45m22 45m22
ｶﾜｲ ｿﾗ 〇

15 14 4214 河井 塑羅(3) 矢板高 × 44m94 44m94 44m94
ﾜｶﾒﾀﾞ ﾕｳｽｹ 〇 〇

16 24 4020 若目田 祐介(3) 大田原高 44m80 44m80 44m80
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏﾅﾄ

17 18 3078 長濵 愛斗(2) 小山南高 × 43m35 × 43m35 43m35
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵｷ

18 22 4019 北澤 直希(3) 大田原高 × 42m44 × 42m44 42m44
ｵｵﾂｶ ｾｲﾔ 〇 〇

19 8 3068 大塚 誠也(2) 宇都宮工業高 40m27 40m27 40m27
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻｷ 〇

20 15 4232 米澤 真輝(3) 今市工業高 39m81 × 39m81 39m81
ｻﾄｳ ﾚﾝ 〇

21 11 3147 佐藤 練(2) 小山西高 39m43 × 39m43 39m43
ﾌﾞﾝｺﾞ ｺｳｽｹ 〇 〇

22 12 3026 豊後 滉輔(2) 作新学院高 39m19 39m19 39m19
ｷｼ ﾀﾂｴｲ 〇

23 19 3338 岸 龍永(2) 宇都宮工業高 38m55 × 38m55 38m55
ﾅｶﾞｲ ﾅｵｷ 〇 〇

24 16 3049 長井 尚紀(2) 宇都宮白楊高 38m45 38m45 38m45
ﾓﾃｷﾞ ｹｲ 〇 〇

25 7 3361 茂木 慶(2) 足利大附属高 37m06 37m06 37m06
ｵﾉｸﾞﾁ ﾚﾝ 〇

26 17 3309 小野口 廉(2) 鹿沼高 × 36m56 36m56 36m56
ﾀｶﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 〇

27 10 4128 髙山 伊吹(3) 上三川高 35m40 － 35m40 35m40
ﾅｶｺﾞｳ ﾘｵ

28 13 3158 中郷 李生(2) 宇都宮高 × × 34m34 34m34 34m34
ｵｵﾔﾏ ﾘｮｳ 〇 〇

29 5 3214 大山 陵(2) 鹿沼東高 30m40 30m40 30m40
ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 〇 〇

30 6 3160 高野 大輔(2) 宇都宮高 30m34 30m34 30m34
ｶﾐｵｶ ﾚｲﾁ 〇

31 4 3224 上岡 玲智(2) 佐野東高 × 27m63 27m63 27m63
ｲﾜﾀ ﾕｳﾏ 〇 〇

32 9 3219 岩田 優真(2) 作新学院高 25m56 25m56 25m56
ﾑﾛｲ ﾌﾐﾔ

33 2 3250 室井 郁哉(2) 大田原高 × 21m01 × 21m01 21m01
ｼｵﾀ ｱﾕﾑ

1 4286 塩田 歩(3) 鹿沼南高 DNS
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男子やり投(800g)
審 判 長：日渡　勝則
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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

ｲｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ

3 3265 石川 太雅(2) 宇都宮白楊高 DNS
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

20 8022 安藤 友希 OCOSITEI DNS
ｵｵｶﾞﾈ ﾕﾒｱﾂ

26 4268 大金 夢徳(3) さくら清修高 DNS
ﾃﾗｼﾏ ｶﾞｸﾄ

32 4357 寺嶋 岳都(3) 佐野高 DNS
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女子100m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 10:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

1組 (風:+1.9) 2組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ ｺﾔﾏ ﾐﾕｳ

1 6 3032 鈴木 わかば(2) 宇都宮女高 12.22 1 6 3020 古山 美優(2) 國學院栃木高 12.85
ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ ｱﾗｲ ﾏﾎ

2 4 7018 笹沼 若奈(2) 作新学院大 12.41 2 3 3021 荒井 麻帆(2) 國學院栃木高 12.89
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾎ

2 8 4020 髙橋 瞳仁(3) 國學院栃木高 12.41 3 2 7019 飯島 真帆(2) 作新学院大 12.99
ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ ｵｵﾊｼ ﾏﾕ

4 9 3017 田中 玖留実(2) 作新学院高 12.43 4 4 4017 大橋 麻友(3) 國學院栃木高 13.12
ｸﾛｲﾜ ｷｮｳｶ ｼﾊﾞ ﾘﾝ

5 1 7017 黒岩 恭香(2) 作新学院大 12.55 4 5 4186 柴 凜(3) 宇都宮白楊高 13.12
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ ｵｵﾇｷ ﾅｵ

6 5 4024 市川 亜澄(3) 作新学院高 12.62 6 8 1150 大貫 那緒(3) 陽南中 13.31
ｸﾗｻﾜ ﾐﾅﾊ ﾄｺｲ ｱﾔﾈ

7 7 5033 倉澤 みなは(1) 作新学院高 12.72 7 7 4051 床井 絢音(3) 真岡女高 13.31
ﾂﾁﾀﾞ ｻｵﾘ ﾊｺｲｼ ｽﾐﾚ

8 3 4089 土田 早織(3) 栃木女高 12.74 8 1 4077 箱石 菫(3) 宇都宮女高 13.57
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ ﾆｼﾏｷ ﾋﾏﾘ

9 2 5031 山口 優芽(1) 作新学院高 12.95 9 9 3037 西巻 陽万葵(2) さくら清修高 13.89

3組 (風:+4.8) 4組 (風:+3.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ｱｵｲ ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ

1 4 1154 佐藤 蒼依(3) 陽東中 13.06 1 6 3046 木田 菜摘(2) 小山南高 12.99
ﾂｸｲ ﾊﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ

2 7 5013 津久井 華(1) 青藍泰斗高 13.11 2 9 4131 小林 結依(3) 足利女高 13.06
ｱｸﾂ ｿﾗ ｵｸﾀﾞ ｶﾚﾝ

3 2 1161 阿久津 美空(3) 泉が丘中 13.11 3 2 3048 奥田 かれん(2) 小山南高 13.65
ｻｲﾄｳ ﾘｻ ﾌｸﾊﾗ ｻﾅ

4 5 5014 齋藤 理沙(1) 青藍泰斗高 13.33 4 3 4053 福原 沙菜(3) 真岡女高 13.79
ﾅｶﾞｻﾜ ﾒｲ ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾉ

5 9 4064 永澤 芽衣(3) 佐野高 13.45 5 8 7023 水谷 彩乃(2) 宇都宮大 13.91
ﾖｼﾊﾞ ｱﾙﾙ ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ

6 3 3108 葭葉 亜留々(2) 作新学院高 13.56 1 4191 竹内 梓織(3) 栃木女高 DNS
ｱｷｸｻ ﾐｵ ﾏﾂﾔﾏ ｲｴｷ

7 6 4130 秋草 美旺(3) 足利女高 13.62 4 3034 松山 家琦(2) 宇都宮女高 DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾘ ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ

8 1 4055 山口 樹里(3) 鹿沼東高 16.77 5 4048 岡田 奈南(3) 真岡女高 DNS
ｱﾗｲ ﾘﾎ ﾀｶﾉ ﾙｷ

8 3022 荒井 李帆(2) 國學院栃木高 DNS 7 3111 髙野 瑠希(2) 那須拓陽高 DNS

5組 (風:+4.4) 6組 (風:+8.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾐｼﾞﾏ ﾘｮｳ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾙﾅ

1 4 3164 君島 涼(2) 宇都宮南高 13.37 1 7 227 柳田 瑠奈(2) 陽南中 13.75
ﾏｴﾀﾞ ﾐｵ ﾊﾔｼ ﾘﾅ

2 5 4066 前田 弥緒(3) 佐野高 13.55 2 4 4187 林 理菜(3) 宇都宮白楊高 13.82
ｼﾐｽﾞ ﾌｳﾅ ﾂｶﾀﾞ ﾐｸ

3 9 4067 清水 楓菜(3) 佐野高 13.57 3 2 1255 塚田 海玖(3) 真岡東中 13.90
ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ ｽｶﾞｲ ﾊﾙｶ

4 7 3043 鈴木 彩菜(2) 小山南高 13.62 4 6 392 菅井 晴佳(2) 姿川中 14.05
ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ ﾌｼﾞｲ ｶﾝﾅ

5 6 3124 吉澤 栄奈(2) 宇都宮女高 13.63 5 3 1173 藤井 かんな(3) 姿川中 14.24
ﾖｼﾉ ﾕｳｺ ﾓﾛﾈ ﾊﾙﾉ

6 1 4176 吉野 由布子(3) 宇都宮清陵高 13.79 6 1 3178 諸根 陽乃(2) 鹿沼高 14.39
ｺｸﾞﾚ ｽｽﾞ ﾌｼﾞｲ ｱﾝﾅ

7 3 3176 小暮 涼(2) 足利女高 13.91 7 5 1175 藤井 あんな(3) 姿川中 14.86
ﾌｸｼﾏ ｲｵﾘ ﾏﾋｺ ﾐｳ

8 2 3142 福島 唯織(2) 佐野高 13.92 8 3139 間彦 美羽(2) 石橋高 DNS
ｱｻｶﾜ ﾏﾋﾛ ﾌﾅﾊﾞｼ ﾐﾐ

8 4075 浅川 真寛(3) 宇都宮工業高 DNS 9 4071 船橋 美海(3) 石橋高 DNS
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女子100m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 10:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

7組 (風:-0.2) 8組 (風:+2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾀﾊﾞｼ ﾏｵ ｻｶﾓﾄ ﾕﾒｶ

1 1 3104 板橋  真音(2) 足利南高 14.07 1 9 4127 坂本 夢叶(3) 那須拓陽高 13.78
ﾎｼﾉ ﾕﾅ ﾄｯﾄﾘ ﾕｳﾅ

2 6 1256 星野 優奈(3) 真岡東中 14.13 2 1 4169 鳥取 優那(3) 宇都宮北高 14.14
ｲｶﾞﾘ ﾐﾕ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ

3 5 395 猪狩 美優(2) 姿川中 14.16 3 6 7020 小林 亜依(2) 宇都宮大 14.38
ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾝ

4 2 3047 木村 光希(2) 小山南高 14.30 4 5 3095 山田 莉音(2) 宇都宮白楊高 14.40
ｻｲﾄｳ ﾏﾅ ﾀﾃﾞﾇﾏ ﾓﾓﾐ

5 3 4050 齋藤 茉奈(3) 真岡女高 14.52 5 8 3105 蓼沼  桃心(2) 足利南高 14.42
ﾑﾗｵ ｱﾉ ﾂﾎﾞﾔﾏ ｱｲｶ

6 4 3123 村尾 愛乃(2) 宇都宮女高 14.69 6 7 231 坪山 愛香(2) 陽南中 14.65
ﾑﾗｺｼ ﾕｲ ｼﾏﾇｷ ｵｳｶ

7 8 1157 村越 結衣(3) 陽東中 14.72 7 2 1130 島貫 桜花(3) 陽南中 14.78
ﾒｸﾞﾛ ｱﾘｻ ｽｽﾞｷ ｱﾐ

7 3117 目黒 有紗(2) 真岡女高 DNS 8 4 168 鈴木 杏海(2) 横川中 15.61
ｽｽﾞｷ ﾘﾘｶ ｲﾜﾀﾆ ﾚﾐｺ

9 4125 鈴木 璃々香(3) 那須拓陽高 DNS 3 3130 岩谷 礼美子(2) 宇都宮清陵高 DNS

9組 (風:+3.4) 10組 (風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾜｷ ﾏﾎ ｷﾀｶﾜ ｱｻﾐ

1 7 4165 山脇 万穂(3) 宇都宮北高 13.83 1 8 1284 北川 朝巳(3) 星が丘中 14.67
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐﾕ ｵｵﾀﾜ ﾋﾅ

2 5 1149 北條 実佑(3) 陽南中 14.35 2 3 3062 大田和 姫奈(2) 今市高 14.88
ｱｲｻﾞﾜ ﾐｵｶ ﾌｸﾀﾞ ｱﾘｻ

3 9 4166 会澤 澪花(3) 宇都宮北高 14.40 3 7 234 福田 有紗(2) 陽南中 14.94
ｵｵｼﾏ ﾊﾚﾙ ﾊｸﾀ ﾓﾓﾅ

4 8 3088 大島 はれる(2) 宇都宮北高 14.54 4 4 312 白田 百々菜(2) 真岡東中 15.08
ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｲ ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅ

5 1 3186 金澤 結衣(2) 足利南高 14.68 5 5 400 大久保 汎(2) 姿川中 15.11
ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷﾈ ﾌｸﾊﾗ ﾐﾅﾐ

6 6 3138 遠藤 咲音(2) 石橋高 14.75 6 9 1139 普久原 美海(3) 陽南中 15.54
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾙ ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ

7 4 308 関口 友弦(2) 真岡東中 15.07 7 6 311 関口 愛美(2) 真岡東中 15.76
ﾀｹｲｼ ﾐﾕ ｻｸﾗｲ ﾎﾉｶ

8 2 223 竹石 美結(2) 陽南中 15.35 8 2 499 櫻井 穂乃香(2) 陽南中 16.02
ﾅｶﾀ ﾐｸ

3 3173 仲田 海来(2) 上三川高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ

1 3032 鈴木 わかば(2) 宇都宮女高 12.22 +1.9
ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ

2 7018 笹沼 若奈(2) 作新学院大 12.41 +1.9
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ

2 4020 髙橋 瞳仁(3) 國學院栃木高 12.41 +1.9
ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ

4 3017 田中 玖留実(2) 作新学院高 12.43 +1.9
ｸﾛｲﾜ ｷｮｳｶ

5 7017 黒岩 恭香(2) 作新学院大 12.55 +1.9
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ

6 4024 市川 亜澄(3) 作新学院高 12.62 +1.9
ｸﾗｻﾜ ﾐﾅﾊ

7 5033 倉澤 みなは(1) 作新学院高 12.72 +1.9
ﾂﾁﾀﾞ ｻｵﾘ

8 4089 土田 早織(3) 栃木女高 12.74 +1.9
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女子300m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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

ｺﾔﾏ ﾐﾕｳ ｼﾐｽﾞ ﾌｳﾅ

1 6 3020 古山 美優(2) 國學院栃木高 40.31 1 3 4067 清水 楓菜(3) 佐野高 43.44
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ

2 7 4020 髙橋 瞳仁(3) 國學院栃木高 40.63 2 7 7022 藤田 はるか(2) 宇都宮大 43.54
ｵｵﾊｼ ﾏﾕ ﾅｶﾞｻﾜ ﾒｲ

3 4 4017 大橋 麻友(3) 國學院栃木高 43.13 3 8 4064 永澤 芽衣(3) 佐野高 44.19
ｽｽﾞｷ ｱｲｶ ﾂﾙﾀ ﾋﾅﾉ

4 3 4126 鈴木 愛加(3) 那須拓陽高 43.59 4 4 4102 鶴田 妃七乃(3) 矢板東高 44.72
ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ ｷﾑﾗ ﾄﾓｶ

5 9 7027 茂木 万理菜(M1) 宇都宮大 44.38 5 6 4136 木村 友香(3) さくら清修高 45.38
ｱﾗｲ ﾘﾎ ﾀﾅｶ ﾕｳｶ

2 3022 荒井 李帆(2) 國學院栃木高 DNS 6 5 4068 田中 優花(3) 佐野高 45.93
ｼﾊﾞ ﾘﾝ ｷﾑﾗ ﾘﾘ

5 4186 柴 凜(3) 宇都宮白楊高 DNS 2 4080 木村 莉里(3) 宇都宮女高 DNS
ｽｽﾞｷ ｱｶﾘ ｵﾉｻﾞﾄ ﾅﾅ

8 4108 鈴木 紅璃(3) 小山西高 DNS 9 4129 小野里 奈奈(3) 小山高 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ ﾌｸｼﾏ ﾐｸ

1 6 3046 木田 菜摘(2) 小山南高 43.76 1 5 4032 福島 未来(3) 作新学院高 45.10
ｱｷﾔ ｲｽﾞﾐ ｲﾀﾊﾞｼ ﾅﾂﾞﾅ

2 7 3120 秋谷 いずみ(2) 宇都宮女高 43.77 2 7 4091 板橋 那菜(3) 栃木女高 45.33
ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｶ

3 8 3043 鈴木 彩菜(2) 小山南高 44.52 3 6 4189 菅原 萌香(3) 宇都宮白楊高 46.83
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ ﾖﾓｷﾞﾀ ﾘｵﾈ

4 4 7021 佐藤 暖季(2) 宇都宮大 45.64 4 3 1183 蓬田 梨世蘭(3) 姿川中 48.26
ｻｲﾄｳ ｿﾖｶ ﾔﾉ ｴｲｶ

5 3 3107 齊藤 颯(2) 作新学院高 46.03 4 4054 矢野 永華(3) 真岡女高 DNS
ｶﾄｳ ｻﾜ ｽｽﾞｷ ﾘﾘｶ

6 9 3079 加藤 砂羽(2) 鹿沼商工高 46.31 8 4125 鈴木 璃々香(3) 那須拓陽高 DNS
ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓｶ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ

5 7032 安田 智香(1) 白鴎大 DNS 9 3074 高橋 佑奈(2) 宇都宮南高 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

ｺﾔﾏ ﾐﾕｳ

1 3020 古山 美優(2) 國學院栃木高 40.31
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ

2 4020 髙橋 瞳仁(3) 國學院栃木高 40.63
ｵｵﾊｼ ﾏﾕ

3 4017 大橋 麻友(3) 國學院栃木高 43.13
ｼﾐｽﾞ ﾌｳﾅ

4 4067 清水 楓菜(3) 佐野高 43.44
ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ

5 7022 藤田 はるか(2) 宇都宮大 43.54
ｽｽﾞｷ ｱｲｶ

6 4126 鈴木 愛加(3) 那須拓陽高 43.59
ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ

7 3046 木田 菜摘(2) 小山南高 43.76
ｱｷﾔ ｲｽﾞﾐ

8 3120 秋谷 いずみ(2) 宇都宮女高 43.77
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女子800m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 12:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

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

ﾋﾗﾔﾏ ﾓｴｶ ｵﾀﾞﾏ ｴｲﾐ

1 6 3031 平山 萌花(2) 宇都宮女高 2:24.82 1 8 4069 小玉 瑛美(3) 佐野高 2:34.87
ｶｽﾔ ｼｽﾞｸ ﾌｸｼﾏ ｱﾔﾅ

2 1 150 粕谷 雫(2) 瑞穂野中 2:28.28 2 3 3075 福島 綾菜(2) 宇都宮南高 2:35.07
ｱｸﾂ ﾅﾅ ｵｵｼﾏ ｽｽﾞﾊ

3 5 3177 阿久津 奈那(2) 鹿沼高 2:31.05 3 4 1281 大島 涼葉(3) 瑞穂野中 2:35.65
ｵｵﾀ ﾅﾅﾐ ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｶ

4 2 3085 太田 菜々美(2) 宇都宮商業高 2:31.37 4 2 4189 菅原 萌香(3) 宇都宮白楊高 2:37.30
ﾅﾙｾ ｶﾅｴ ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ

5 9 4019 成瀨 叶(3) 國學院栃木高 2:31.91 5 5 1153 小林 桃子(3) 陽東中 2:37.89
ｲｼﾔﾏ ﾙｲ ｵｵｶﾜ ｻｸﾗｺ

6 3 4193 石山 留衣(3) 鹿沼高 2:32.11 6 7 3179 大川 櫻子(2) 鹿沼高 2:40.49
ﾀﾅｶ ﾕｳｶ ｺﾏﾂ ｶﾉﾝ

4 4068 田中 優花(3) 佐野高 DNS 7 6 1178 小松 佳音(3) 姿川中 2:42.93
ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞﾒ ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ

7 163 山﨑 燕(2) 横川中 DNS 8 1 1172 安達 美空(3) 横川中 2:45.72
ｵｵﾂｶ ﾁﾋﾛ ﾑﾗﾀ ｱｵｲ

8 4084 大塚 千尋(3) 栃木女高 DNS 9 3117 村田 葵(2) 真岡女高 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ ﾋﾗｲ ｱｵｲ

1 5 3154 髙橋 陽(2) 足利女高 2:31.77 1 10 232 平井 葵(2) 陽南中 2:39.33
ﾏﾂﾓﾄ ｱｲｶ ﾑﾗﾔﾏ ｽﾐﾚ

2 8 1185 松本 愛華(3) 姿川中 2:37.88 2 7 397 村山 翠美怜(2) 姿川中 2:40.11
ﾃﾂﾗ ﾄﾓｶ ﾑﾗｶﾐ ｻﾔｶ

3 1 3194 鉄羅 朋佳(2) 石橋高 2:37.90 3 8 4072 村上 小夜香(3) 石橋高 2:40.63
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｶﾜﾅｺﾞ ｾｲﾅ

4 6 165 竹田 陽菜葵(2) 横川中 2:40.36 4 3 3096 川中子 聖奈(2) 小山高 2:41.47
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾘ ｵｵﾜﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ

5 7 4185 渡辺 柚璃(3) 宇都宮白楊高 2:43.36 5 6 4164 大和田 杏珠(3) 宇都宮北高 2:41.71
ｵｵﾂｶ ﾐﾕｳ ﾅｶﾆｼ ﾘﾝ

6 3 4128 大塚 未侑(3) 小山高 2:44.04 6 5 1280 中西 凜(3) 瑞穂野中 2:47.91
ｻｸﾗｲ ｱﾐ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ

7 9 3093 櫻井 杏水(2) 茂木高 2:44.04 7 2 3106 中山  みなみ(2) 足利南高 2:49.87
ｷﾐｼﾞﾏ ｻﾔｶ ﾋﾗﾉ ﾀﾏｷ

8 4 4058 君島 沙也佳(3) 鹿沼東高 2:44.64 8 9 3081 平野 珠希(2) 宇都宮商業高 2:52.15
ｳﾂｷﾞ ｱｲ ﾄﾐﾀ ｼｮｳｺ

9 2 3115 宇津木 彩衣(2) 真岡女高 2:48.36 9 1 140 冨田 翔子(2) 瑞穂野中 2:52.19
ﾓﾘｼﾏ ﾕﾐ

10 4 4138 森島 由実(3) さくら清修高 2:54.38

5組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾅﾀﾞ ﾄｵｺ ﾋﾗﾔﾏ ﾓｴｶ

1 5 105 花田 透子(2) 泉が丘中 2:42.06 1 3031 平山 萌花(2) 宇都宮女高 2:24.82
ｾｷﾄ ｶｴﾃﾞ ｶｽﾔ ｼｽﾞｸ

2 4 396 関戸 楓(2) 姿川中 2:45.27 2 150 粕谷 雫(2) 瑞穂野中 2:28.28
ﾀｶﾔﾏ ﾏﾄﾞｶ ｱｸﾂ ﾅﾅ

3 8 103 髙山 まどか(2) 泉が丘中 2:49.79 3 3177 阿久津 奈那(2) 鹿沼高 2:31.05
ﾀｶﾅﾐ ｼﾝﾋﾟ ｵｵﾀ ﾅﾅﾐ

4 3 310 髙波 眞妃(2) 真岡東中 2:51.63 4 3085 太田 菜々美(2) 宇都宮商業高 2:31.37
ﾋﾗﾉ ｱｲ ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ

5 6 393 平野 歩唯(2) 姿川中 2:53.39 5 3154 髙橋 陽(2) 足利女高 2:31.77
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾏﾘ ﾅﾙｾ ｶﾅｴ

6 1 4167 山口 向日葵(3) 宇都宮北高 3:05.70 6 4019 成瀨 叶(3) 國學院栃木高 2:31.91
ﾆｲﾑﾗ ﾕｷ ｲｼﾔﾏ ﾙｲ

2 4076 新村 侑希(3) 宇都宮工業高 DNS 7 4193 石山 留衣(3) 鹿沼高 2:32.11
ｲﾁﾑﾗ ﾕｷﾉ ｵﾀﾞﾏ ｴｲﾐ

7 4046 市村 幸千(3) 真岡女高 DNS 8 4069 小玉 瑛美(3) 佐野高 2:34.87
ｲｼﾊﾗ ﾏﾎ

9 4144 石原 茉歩(3) 鹿沼南高 DNS
ｵｵﾊｼ ﾋﾅﾀ

10 4093 大橋 ひなた(3) 宇都宮商業高 DNS
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女子1500m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 15:25 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

ｶﾄﾞｲ ﾕｳｶ ｽｽﾞｷ ｻﾗ

1 8 3039 門井 佑加(2) 大田原女高 4:51.95 1 15 309 鈴木 咲良(2) 真岡東中 5:13.13
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ ｸﾛｶﾜ ｱｽｶ

2 14 1163 山田 未唯(3) 泉が丘中 4:58.26 2 13 4028 黒川 愛澄夏(3) 作新学院高 5:24.03
ﾔﾏﾈ ﾐﾕｳ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅﾀ

3 4 3019 山根 翠優(2) 國學院栃木高 5:01.14 3 10 165 竹田 陽菜葵(2) 横川中 5:24.96
ｶﾜｼﾏ ﾊﾙｶ ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ

4 9 4057 川島 遥香(3) 鹿沼東高 5:07.90 4 6 4094 川口 夏未(3) 宇都宮商業高 5:37.66
ｽｽﾞｷ ﾙｶ ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ

5 6 3113 鈴木 瑠花(2) 真岡女高 5:11.13 5 4 3044 鈴木 美波(2) 小山南高 5:39.97
ｿｳﾄﾒ ﾅﾅﾐ ｳｼｸ ﾏｲ

6 16 3080 早乙女 七海(2) 鹿沼商工高 5:13.41 6 16 3091 牛久 舞(2) 小山西高 5:40.53
ﾄﾖﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ ｶﾈﾀﾞ ﾁﾋﾛ

7 3 4052 豊田 美月(3) 真岡女高 5:15.81 7 9 4179 金田 智尋(3) 宇都宮清陵高 5:40.73
ｵｵｼﾏ ｽｽﾞﾊ ﾂﾁﾔ ﾏﾄﾞｶ

8 5 1281 大島 涼葉(3) 瑞穂野中 5:16.71 8 2 4101 土谷 円香(3) 矢板東高 5:45.37
ｽｽﾞｷ ﾈｵ ﾅｶﾑﾗｶ ｲﾘ

9 13 1181 鈴木 初音(3) 姿川中 5:17.80 9 7 3090 中村 海麗(2) 小山西高 5:46.10
ｻｶｲ ﾕｳﾅ ｽｽﾞｷ ｱﾐ

10 1 4079 酒井 優菜(3) 宇都宮女高 5:19.93 10 8 168 鈴木 杏海(2) 横川中 5:47.24
ｵｵｼﾏ ｱﾕ ﾅｶﾆｼ ﾘﾝ

11 7 3038 大島 愛夢(2) 大田原女高 5:25.55 11 12 1280 中西 凜(3) 瑞穂野中 5:52.21
ﾌｸﾀﾞ ﾚﾅ ﾄﾐﾀ ｼｮｳｺ

12 2 1156 福田 玲奈(3) 陽東中 5:28.13 12 3 140 冨田 翔子(2) 瑞穂野中 6:00.60
ｵﾀﾞﾏ ｴｲﾐ ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｻﾄ

13 15 4069 小玉 瑛美(3) 佐野高 5:39.35 1 4074 中川 千聡(3) 石橋高 DNS
ﾏﾏﾀﾞ ｻﾄﾐ ﾀｶﾔﾏ ﾐﾗｲ

10 1179 儘田 智美(3) 姿川中 DNS 5 4143 髙山 実来(3) 鹿沼南高 DNS
ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ ｱｻﾐ ｲﾌﾞｷ

11 3092 関口 葉月(2) 小山西高 DNS 11 4063 浅見 依吹(3) 上三川高 DNS
ｶｽﾔ ｼｽﾞｸ ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ

12 150 粕谷 雫(2) 瑞穂野中 DNS 14 1172 安達 美空(3) 横川中 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

ｶﾄﾞｲ ﾕｳｶ

1 3039 門井 佑加(2) 大田原女高 4:51.95
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ

2 1163 山田 未唯(3) 泉が丘中 4:58.26
ﾔﾏﾈ ﾐﾕｳ

3 3019 山根 翠優(2) 國學院栃木高 5:01.14
ｶﾜｼﾏ ﾊﾙｶ

4 4057 川島 遥香(3) 鹿沼東高 5:07.90
ｽｽﾞｷ ﾙｶ

5 3113 鈴木 瑠花(2) 真岡女高 5:11.13
ｽｽﾞｷ ｻﾗ

6 309 鈴木 咲良(2) 真岡東中 5:13.13
ｿｳﾄﾒ ﾅﾅﾐ

7 3080 早乙女 七海(2) 鹿沼商工高 5:13.41
ﾄﾖﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ

8 4052 豊田 美月(3) 真岡女高 5:15.81
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女子3000m
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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
ﾁﾊﾞ ｻﾗ

1 2 3040 千葉 彩良(2) 大田原女高 10:38.08
ｻﾄｳ ﾓﾓｶ

2 1 4010 佐藤 萌々香(3) 大田原女高 11:05.87
ｵｵﾈﾀﾞ ｶﾅｴ

3 3 4047 大根田 叶(3) 真岡女高 11:10.56
ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾉ

4 4 4009 五十嵐 理乃(3) 大田原女高 11:51.77
ﾉｸﾞﾁ ﾁｶｺ

5 5 4081 野口 周子(3) 宇都宮女高 11:55.54
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女子100mH(0.838m)
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 13:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-1.0) 2組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔｸﾞﾁ ﾘｺ ﾀｹｸﾎﾞ ｻﾄﾐ

1 4 4018 矢口 莉子(3) 國學院栃木高 15.36 1 6 3174 竹久保 智美(2) 足利女高 19.05
ﾅｶﾞﾀ ｱﾐ ｸﾞﾝｼﾞ ﾓｴﾘ

2 7 4147 永田 碧美(3) 宇都宮南高 16.59 2 4 3084 郡司 萌梨(2) 宇都宮商業高 19.33
ﾃｼﾏ ﾚｲﾅ ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾉ

3 8 7028 手嶋 麗奈(2) 白鴎大 17.07 3 8 4056 山崎 茅乃(3) 鹿沼東高 19.96
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾎﾉｶ ｱﾗｶｷ ﾘﾅ

4 5 4031 守長 歩花(3) 作新学院高 17.58 4 7 4162 新垣 梨奈(3) 佐野東高 19.97
ｱﾗｲ ﾏｵ ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ

5 6 4183 新井 真央(3) 小山南高 17.86 5 5 4059 髙橋 若菜(3) 鹿沼東高 20.20

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｸﾞﾁ ﾘｺ

1 4018 矢口 莉子(3) 國學院栃木高 15.36 -1.0
ﾅｶﾞﾀ ｱﾐ

2 4147 永田 碧美(3) 宇都宮南高 16.59 -1.0
ﾃｼﾏ ﾚｲﾅ

3 7028 手嶋 麗奈(2) 白鴎大 17.07 -1.0
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾎﾉｶ

4 4031 守長 歩花(3) 作新学院高 17.58 -1.0
ｱﾗｲ ﾏｵ

5 4183 新井 真央(3) 小山南高 17.86 -1.0
ﾀｹｸﾎﾞ ｻﾄﾐ

6 3174 竹久保 智美(2) 足利女高 19.05 -0.1
ｸﾞﾝｼﾞ ﾓｴﾘ

7 3084 郡司 萌梨(2) 宇都宮商業高 19.33 -0.1
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾉ

8 4056 山崎 茅乃(3) 鹿沼東高 19.96 -0.1
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中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.7) 2組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ ｾｷｸﾞﾁ ﾐｶ

1 4 1145 髙橋 彩葉(3) 陽南中 15.82 1 6 146 関口 実花(2) 瑞穂野中 18.41
ﾋﾗｺ ﾊﾙｶ ﾀｷﾀ ｺｺﾅ

2 5 148 平子 遙夏(2) 瑞穂野中 15.96 2 4 1171 滝田 此菜(3) 横川中 18.92
ﾖｺﾔﾏ ﾐｶ ｷｼ ｶｴﾃﾞ

3 7 1160 横山 美香(3) 陽東中 16.84 3 5 1132 岸 楓(3) 陽南中 19.87
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾕ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ

4 6 164 飯島 弥夕(2) 横川中 16.86 4 8 147 髙橋 里奈(2) 瑞穂野中 19.97
ﾉｸﾞﾁ ﾕﾉﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ

5 8 1182 野口 優音(3) 姿川中 20.06 5 7 1159 山本 彩未(3) 陽東中 20.50
ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞﾒ ｲｼﾊﾗ ﾐｶ

9 163 山﨑 燕(2) 横川中 DNS 6 9 399 石原 美翔(2) 姿川中 20.88

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ

1 1145 髙橋 彩葉(3) 陽南中 15.82 +1.7
ﾋﾗｺ ﾊﾙｶ

2 148 平子 遙夏(2) 瑞穂野中 15.96 +1.7
ﾖｺﾔﾏ ﾐｶ

3 1160 横山 美香(3) 陽東中 16.84 +1.7
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾕ

4 164 飯島 弥夕(2) 横川中 16.86 +1.7
ｾｷｸﾞﾁ ﾐｶ

5 146 関口 実花(2) 瑞穂野中 18.41 +0.7
ﾀｷﾀ ｺｺﾅ

6 1171 滝田 此菜(3) 横川中 18.92 +0.7
ｷｼ ｶｴﾃﾞ

7 1132 岸 楓(3) 陽南中 19.87 +0.7
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ

8 147 髙橋 里奈(2) 瑞穂野中 19.97 +0.7
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女子300mH(0.762m)
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 09:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ﾔｸﾞﾁ ﾘｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲﾅ

1 5 4018 矢口 莉子(3) 國學院栃木高 45.31 1 4 4078 渡邉 結菜(3) 宇都宮女高 49.41
ｱﾗｶﾜ ﾕｲ ｿｴﾀ ｲｸﾐ

2 7 4022 荒川 優衣(3) 鹿沼高 46.89 2 5 3036 添田 郁心(2) さくら清修高 51.57
ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ ｽｽﾞｷ ｼｭｳ

3 6 7027 茂木 万理菜(M1) 宇都宮大 47.56 3 8 3041 鈴木 柊(2) 大田原女高 52.88
ﾌｸﾀﾞ ﾘﾉ ｶｼﾞｷ ﾊﾙｶ

4 4 4005 福田 梨乃(3) 大田原女高 48.40 4 7 3113 梶木 春花(2) 栃木女高 54.30
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ ﾏｼﾔﾏ ﾙﾅ

5 8 4030 齋藤 風香(3) 作新学院高 49.91 5 6 3147 増山 月渚(2) 宇都宮白楊高 56.53

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

ﾔｸﾞﾁ ﾘｺ

1 4018 矢口 莉子(3) 國學院栃木高 45.31
ｱﾗｶﾜ ﾕｲ

2 4022 荒川 優衣(3) 鹿沼高 46.89
ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ

3 7027 茂木 万理菜(M1) 宇都宮大 47.56
ﾌｸﾀﾞ ﾘﾉ

4 4005 福田 梨乃(3) 大田原女高 48.40
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲﾅ

5 4078 渡邉 結菜(3) 宇都宮女高 49.41
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ

6 4030 齋藤 風香(3) 作新学院高 49.91
ｿｴﾀ ｲｸﾐ

7 3036 添田 郁心(2) さくら清修高 51.57
ｽｽﾞｷ ｼｭｳ

8 3041 鈴木 柊(2) 大田原女高 52.88
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女子3000mW
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 09:00 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 17:14.70
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女子4X100mR
審 判 長：小針 敏明
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 16:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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 小山南高 3048 奥田 かれん(2) ｵｸﾀﾞ ｶﾚﾝ 52.09 1 5 國學院栃木高 3021 荒井 麻帆(2) ｱﾗｲ ﾏﾎ 48.21
3046 木田 菜摘(2) ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ 3020 古山 美優(2) ｺﾔﾏ ﾐﾕｳ
3043 鈴木 彩菜(2) ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ 4020 髙橋 瞳仁(3) ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ
4180 清水 優美(3) ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ 4017 大橋 麻友(3) ｵｵﾊｼ ﾏﾕ

2 7 泉が丘中 1162 菅野 夏未(3) ｽｶﾞﾉ ﾅﾂﾐ 52.39 2 6 作新学院高 5033 倉澤 みなは(1) ｸﾗｻﾜ ﾐﾅﾊ 48.36
1164 会田 かりん(3) ｱｲﾀﾞ ｶﾘﾝ 4024 市川 亜澄(3) ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ
1161 阿久津 美空(3) ｱｸﾂ ｿﾗ 5031 山口 優芽(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ
1163 山田 未唯(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ 3017 田中 玖留実(2) ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ

3 4 足利女高 4130 秋草 美旺(3) ｱｷｸｻ ﾐｵ 52.93 3 7 真岡女子高 4048 岡田 奈南(3) ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 50.34
4131 小林 結依(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 4051 床井 絢音(3) ﾄｺｲ ｱﾔﾈ
3176 小暮 涼(2) ｺｸﾞﾚ ｽｽﾞ 4053 福原 沙菜(3) ﾌｸﾊﾗ ｻﾅ
3174 竹久保 智美(2) ﾀｹｸﾎﾞ ｻﾄﾐ 5009 田代 菜々(1) ﾀｼﾛ ﾅﾅﾐ

4 5 宇都宮白楊高 4187 林 理菜(3) ﾊﾔｼ ﾘﾅ 53.29 4 4 宇都宮女高 4077 箱石 菫(3) ﾊｺｲｼ ｽﾐﾚ 51.47
3147 増山 月渚(2) ﾏｼﾔﾏ ﾙﾅ 3032 鈴木 わかば(2) ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ
4186 柴 凜(3) ｼﾊﾞ ﾘﾝ 3124 吉澤 栄奈(2) ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
4189 菅原 萌香(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｶ 3120 秋谷 いずみ(2) ｱｷﾔ ｲｽﾞﾐ

5 8 真岡東中 1256 星野 優奈(3) ﾎｼﾉ ﾕﾅ 54.48 5 8 佐野高 4066 前田 弥緒(3) ﾏｴﾀﾞ ﾐｵ 1:02.54

1255 塚田 海玖(3) ﾂｶﾀﾞ ﾐｸ 4064 永澤 芽衣(3) ﾅｶﾞｻﾜ ﾒｲ
307 黒子 夏穂(2) ｸﾛｺ ﾅｵ 3142 福島 唯織(2) ﾌｸｼﾏ ｲｵﾘ
1254 齋藤 凜(3) ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 4067 清水 楓菜(3) ｼﾐｽﾞ ﾌｳﾅ

9 那須拓陽高 DNS 9 石橋高 DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 國學院栃木高 1440 荒井 麻帆(2) ｱﾗｲ ﾏﾎ 48.21
古山 美優(2) ｺﾔﾏ ﾐﾕｳ
髙橋 瞳仁(3) ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ
大橋 麻友(3) ｵｵﾊｼ ﾏﾕ

2 作新学院高 1403 倉澤 みなは(1) ｸﾗｻﾜ ﾐﾅﾊ 48.36
市川 亜澄(3) ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ
山口 優芽(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ
田中 玖留実(2) ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ

3 真岡女子高 272 岡田 奈南(3) ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 50.34
床井 絢音(3) ﾄｺｲ ｱﾔﾈ
福原 沙菜(3) ﾌｸﾊﾗ ｻﾅ
田代 菜々(1) ﾀｼﾛ ﾅﾅﾐ

4 宇都宮女高 1095 箱石 菫(3) ﾊｺｲｼ ｽﾐﾚ 51.47
鈴木 わかば(2) ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ
吉澤 栄奈(2) ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
秋谷 いずみ(2) ｱｷﾔ ｲｽﾞﾐ

5 小山南高 207 奥田 かれん(2) ｵｸﾀﾞ ｶﾚﾝ 52.09
木田 菜摘(2) ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ
鈴木 彩菜(2) ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ
清水 優美(3) ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ

6 泉が丘中 906 菅野 夏未(3) ｽｶﾞﾉ ﾅﾂﾐ 52.39
会田 かりん(3) ｱｲﾀﾞ ｶﾘﾝ
阿久津 美空(3) ｱｸﾂ ｿﾗ
山田 未唯(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ

7 足利女高 773 秋草 美旺(3) ｱｷｸｻ ﾐｵ 52.93
小林 結依(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ
小暮 涼(2) ｺｸﾞﾚ ｽｽﾞ
竹久保 智美(2) ﾀｹｸﾎﾞ ｻﾄﾐ

8 宇都宮白楊高 1550 林 理菜(3) ﾊﾔｼ ﾘﾅ 53.29
増山 月渚(2) ﾏｼﾔﾏ ﾙﾅ
柴 凜(3) ｼﾊﾞ ﾘﾝ
菅原 萌香(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｶ
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女子走高跳
審 判 長：川田 浩司
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 10:00 決　勝    

決　勝　

ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｶ － － － － － － － －

1 21 7015 大森 遥絵(3) 作新学院大 ○ × ○ × × × 1m60
ｻｸﾏ ﾕｶ － － － － － － ○ ○

2 18 4182 佐久間 裕か(3) 小山南高 × × × 1m50
ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ － － － － － ○ ○ × × ○

3 17 4180 清水 優美(3) 小山南高 × × × 1m50
ﾁﾊﾞ ﾓﾓｶ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

4 5 1146 千葉 百桜(3) 陽南中 1m40
ｱｸﾂ ﾅﾂﾐ － － － ○ × ○ ○ × × ×

5 16 3035 阿久津 夏海(2) 宇都宮白楊高 1m40
ﾐﾅﾄ ﾊﾙｶ － － － － × × ○ ○ × × ×

6 7 3114 湊 春香(2) 真岡女高 1m40
ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ － － － － ○ × × ×

7 6 3103 鈴木 陽菜(2) 鹿沼東高 1m35
ﾅｶﾈ ﾕｳﾅ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

7 12 1184 中根 優那(3) 姿川中 1m35
ﾅｶｼﾏ ｶﾅﾃﾞ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

7 13 166 中島 奏(2) 横川中 1m35
ﾏﾂｼﾏ ｱｶﾈ ○ × ○ ○ ○ × × ×

10 10 394 松島 朱音(2) 姿川中 1m30
ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷﾈ － － － × × ○ － × × ×

11 15 3138 遠藤 咲音(2) 石橋高 1m30
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｱ ○ ○ ○ × × ×

12 3 101 山口 のあ(2) 泉が丘中 1m25
ｾｷﾔ ﾘｵ ○ ○ ○ × × ×

12 11 226 関谷 璃桜(2) 陽南中 1m25
ﾂﾂﾐ ﾅﾅｺ ○ ○ × ○ × × ×

14 2 1147 堤 菜々子(3) 陽南中 1m25
ｽｽﾞｷ ﾅﾕ ○ × ○ × × ×

15 1 233 鈴木 菜由(2) 陽南中 1m20
ｵｵﾔﾏ ﾙﾅ ○ × × ×

16 4 1142 大山 瑠那(3) 陽南中 1m15
ｲﾉｳｴ ﾏﾘ － － － × × ×

9 3180 井上 毬(2) 鹿沼高 NM
ｺｼﾞﾏ ﾐｽｽﾞ － － － － － － × × ×

19 4003 小島 実紗(3) 今市高 NM
ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｷ － － － － － － － －

20 7016 北島 美季(3) 作新学院大 × × × NM
ｷｸﾁ ﾊﾙｶ

8 3061 菊地 はるか(2) 今市高 DNS
ﾌﾅﾊﾞｼ ﾐﾐ

14 4071 船橋 美海(3) 石橋高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ

22 3016 渡邉 里咲(2) 作新学院高 DNS

所属
1m15

1m55

1m20

1m60
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｺﾒﾝﾄ

1m40 1m45 1m50
記録

1m25

1m65

1m30 1m35
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女子棒高跳
審 判 長：川田 浩司
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 10:00 決　勝    

決　勝　

ﾅｶｻﾞﾄ ｶｽﾐ － － － － － × ○ × × ×

1 2 8006 中里 華澄 OCOSITEI 3m00
ｶﾝﾉ ｻｵﾘ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

2 1 3076 菅野 沙織(2) 宇都宮南高 2m20

2m00 2m10
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m20 2m30 3m00 3m10
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m80
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女子走幅跳
審 判 長：川田 浩司
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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

ﾀｻｷ ﾁﾋﾛ 5m21 5m20 5m38 × 5m30 － 5m38
1 42 4073 田﨑 千紘(3) 石橋高 -1.9 -1.0 +3.2 +1.0 +3.2

ﾄｺｲ ｱﾔﾈ 4m88 4m58 4m89 × 5m12 4m99 5m12
2 40 4051 床井 絢音(3) 真岡女高 +2.7 -5.5 +1.2 -1.2 -0.2 -1.2

ﾊｺｲｼ ｽﾐﾚ 5m12 4m57 4m87 4m78 4m87 4m84 5m12
3 38 4077 箱石 菫(3) 宇都宮女高 +2.8 +1.2 +2.1 +0.9 -0.5 -0.1 +2.8

ｽｽﾞｷ ｱｲｶ 4m81 4m67 4m93 5m07 4m97 4m94 5m07
4 35 4126 鈴木 愛加(3) 那須拓陽高 +5.7 -1.1 +2.5 +0.1 -1.8 +2.1 +0.1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ 4m66 4m92 4m97 × 4m74 4m70 4m97
5 33 5032 渡辺 鈴葉(1) 作新学院高 +2.2 +1.1 -0.1 +0.9 +1.7 -0.1

ﾌｸﾊﾗ ｻﾅ × 4m78 4m68 × × 4m90 4m90
6 32 4053 福原 沙菜(3) 真岡女高 +3.3 -1.5 +2.9 +2.9

ｲﾇｶｲ ﾏｵ 4m77 4m65 4m52 4m76 4m79 4m82 4m82
7 41 3018 犬飼 真緒(2) 作新学院高 +5.2 +1.8 -1.1 +2.5 +1.4 +0.7 +0.7

ﾌｸｼﾏ ｲｵﾘ 4m57 4m70 4m72 × 4m68 × 4m72
8 28 3142 福島 唯織(2) 佐野高 +3.9 -0.7 +0.8 +2.8 +0.8

ｻﾄｳ ｱｵｲ 4m49 4m71 4m48 4m71
9 29 1154 佐藤 蒼依(3) 陽東中 +0.8 +0.4 +3.2 +0.4

ｶﾄｳ ﾐｻｷ 4m65 × 4m45 4m65
10 25 4085 加藤 美咲(3) 栃木女高 +0.6 +4.2 +0.6

ｵﾉｶﾞﾜ ｲﾌﾞ 4m17 4m65 4m29 4m65
11 31 1144 小野川 衣舞(3) 陽南中 +3.2 +1.5 -0.7 +1.5

ﾐｽﾞｾ ﾋﾅﾉ × 4m41 4m60 4m60
12 36 3087 水瀬 雛乃(2) 宇都宮北高 -2.5 +1.1 +1.1

ｺﾎﾞﾘ ﾅﾂﾐ 4m48 4m37 4m55 4m55
13 17 3118 小堀 奈津実(2) 佐野東高 +2.5 +0.1 -0.5 -0.5

ｵﾊﾞﾅ ﾋﾅｶ × 4m49 × 4m49
14 12 102 尾花 妃奈珂(2) 泉が丘中 0.0 0.0

ｷﾀｶﾜ ｱｻﾐ × 3m50 4m47 4m47
15 15 1284 北川 朝巳(3) 星が丘中 +1.5 -0.8 -0.8

ﾑﾗｵ ｱﾉ 4m43 4m22 3m74 4m43
16 20 3123 村尾 愛乃(2) 宇都宮女高 +4.4 +0.2 -1.5 +4.4

ﾏﾋｺ ﾐｳ 4m42 4m40 × 4m42
17 34 3139 間彦 美羽(2) 石橋高 +3.2 +2.6 +3.2

ｶｼﾞｷ ﾊﾙｶ 4m40 × 4m36 4m40
18 22 3113 梶木 春花(2) 栃木女高 -2.7 -0.1 -2.7

ｻｶﾓﾄ ﾕﾒｶ 4m40 4m26 4m25 4m40
19 14 4127 坂本 夢叶(3) 那須拓陽高 +4.2 -1.8 -2.0 +4.2

ｸﾛｺ ﾅｵ 4m39 × × 4m39
20 13 307 黒子 夏穂(2) 真岡東中 +1.5 +1.5

ｱｲﾀﾞ ｶﾘﾝ 4m09 4m34 3m81 4m34
21 26 1164 会田 かりん(3) 泉が丘中 +1.3 +0.2 -3.6 +0.2

ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾉ 4m15 4m25 3m95 4m25
22 23 7023 水谷 彩乃(2) 宇都宮大 +4.6 -0.7 -3.2 -0.7

ﾓﾄﾊｼ ﾐﾎ × × 4m19 4m19
23 19 4062 本橋 美穂(3) 上三川高 -1.3 -1.3

ﾕｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 4m14 2m37 × 4m14
24 4 1141 湯澤 那奈美(3) 陽南中 +4.6 +3.8 +4.6

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 4m00 4m01 4m11 4m11
25 6 1300 松本 夏菜(3) 陽南中 +0.6 +3.5 -0.4 -0.4

ｺﾀﾞｲﾗ ﾚﾅ 4m03 4m04 3m96 4m04
26 16 3051 小平 玲南(2) 壬生高 +2.8 +2.7 -2.4 +2.7

ｷﾑﾗ ﾐｻﾄ 4m04 3m96 3m92 4m04
27 10 3063 木村 充里(2) 今市高 -0.7 -0.8 -1.0 -0.7

ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 3m92 4m04 3m37 4m04
28 11 1254 齋藤 凜(3) 真岡東中 +0.8 +1.4 -3.2 +1.4

ｾｷ ﾕｳﾅ 3m70 3m95 3m79 3m95
29 21 4092 関 優菜(3) 宇都宮商業高 +0.5 -1.1 +0.9 -1.1

ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾉ × 3m66 3m95 3m95
30 9 3065 松崎 佳乃(2) 今市高 +0.3 -3.4 -3.4

ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｲ 3m45 3m91 3m54 3m91
31 7 3186 金澤 結衣(2) 足利南高 +0.7 -0.7 -5.5 -0.7

ｷｸﾁ ｴﾘﾅ 3m37 3m62 3m51 3m62
32 3 1152 菊池 英里奈(3) 陽東中 +2.5 +5.2 0.0 +5.2

ﾀﾃﾞﾇﾏ ﾓﾓﾐ 3m57 3m34 3m44 3m57
33 8 3105 蓼沼  桃心(2) 足利南高 +1.3 +2.5 +1.2 +1.3

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ

1 1159 山本 彩未(3) 陽東中 DNS
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女子走幅跳
審 判 長：川田 浩司
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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

ｲｲﾎﾞｼ ﾘｺ

2 141 飯干 璃胡(2) 瑞穂野中 DNS
ｻﾄｳ ﾙｲ

5 439 佐藤 瑠衣(2) 真岡東中 DNS
ﾋｷﾁ ﾋﾅﾘ

18 3163 曵地 ひな梨(2) 小山南高 DNS
ﾀｶﾉ ﾙｷ

24 3111 髙野 瑠希(2) 那須拓陽高 DNS
ｼｵﾔ ﾕｳﾅ

27 3042 塩谷 優奈(2) 大田原女高 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｷﾞｻ

30 1180 小林 渚沙(3) 姿川中 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾘ

37 4134 渡辺 眞由莉(3) さくら清修高 DNS
ｼﾉﾊﾗ ﾐﾕｳ

39 4061 篠原 美優(3) 上三川高 DNS
ｲｼｶﾞﾐ ﾘｴ

43 7024 石上 莉絵(1) 宇都宮大 DNS
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女子三段跳
審 判 長：川田 浩司
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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

ｲﾅｶﾞｷ ﾋｶﾙ 10m47 10m22 10m40 10m67 × 10m82 10m82
1 8 3121 稲垣 ひかる(2) 宇都宮女高 +0.2 -1.8 -1.8 +0.7 +2.0 +2.0

ﾜｷ ｲﾂｷ × 10m60 10m16 10m35 10m59 10m74 10m74
2 10 4006 和氣 樹(3) 大田原女高 +3.8 +0.1 +1.3 +1.7 +1.1 +1.1

ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 10m28 10m30 × 9m89 × × 10m30
3 7 4048 岡田 奈南(3) 真岡女高 -0.5 -0.2 -0.6 -0.2

ﾏｴﾀﾞ ﾐｵ 9m81 9m66 10m20 － × 10m01 10m20
4 1 4066 前田 弥緒(3) 佐野高 -4.4 +1.3 +1.9 -0.4 +1.9

ﾎｼﾉ ｶﾉﾝ × × 9m98 × 10m12 10m15 10m15
5 5 4029 星野 圭音(3) 作新学院高 -0.7 -1.5 0.0 0.0

ﾐﾅﾄ ﾊﾙｶ × 9m72 9m77 10m00 － 9m70 10m00
6 3 3114 湊 春香(2) 真岡女高 +2.8 -0.1 +0.7 -1.4 +0.7

ｱﾗｲ ｷｮｳｶ × 9m55 9m09 － 9m58 9m64 9m64
7 2 4082 荒居 杏佳(3) 宇都宮女高 +2.7 +0.3 -0.1 0.0 0.0

ｲﾄｳ ﾘｴ × 9m33 9m36 9m34 9m26 9m43 9m43
8 9 3083 伊藤 理恵(2) 宇都宮商業高 +0.9 -1.0 +2.6 +1.3 +1.9 +1.9

ｱｸﾂ ﾕｳﾅ

4 4001 阿久津 佑奈(3) 今市高 DNS
ｱﾗｶﾜ ﾐﾔﾋﾞ

6 4021 荒川 雅妃(3) 鹿沼高 DNS
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女子砲丸投(4.0kg)
審 判 長：日渡　勝則
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 11:30 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

ｶｻﾞｵｶ ﾋﾅﾀ 〇 〇 〇

1 6 4070 風岡 ひなた(3) 石橋高 × 11m99 12m39 12m39 12m39
ｵｶﾀﾞ ｷﾗﾗ 〇 〇 〇

2 5 4148 岡田 姫夾(3) 宇都宮南高 10m78 11m09 11m09 × 11m09
ﾖｼﾅﾘ ﾐｳ 〇 〇 〇

3 1 5012 吉成 美羽(1) 青藍泰斗高 10m80 10m67 10m80 × 10m80
ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ

4 4 4181 中村 侑香(3) 小山南高 9m84 × × 9m84 × 10m65 × 10m65
ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ 〇 〇

5 3 3089 鈴木 憧子(2) 小山西高 9m78 9m75 9m78 10m60 － 10m60
ﾀｶﾎﾘ ｱｵｲ 〇 〇

6 2 3045 髙堀 葵(2) 小山南高 9m05 9m83 9m75 9m83 10m13 10m13
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中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：日渡　勝則
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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

ﾖｼｵｶ ﾘﾅ 〇 〇 〇 〇

1 14 1169 吉岡 莉奈(3) 清原中 10m35 10m49 10m49 10m49
ｽｶﾞﾉ ﾅﾂﾐ 〇 〇

2 16 1162 菅野 夏未(3) 泉が丘中 9m24 9m72 9m72 10m08 × 10m08
ﾅｶﾞｾ ｿﾅｴ 〇 〇 〇 〇

3 11 104 長瀬 そなえ(2) 泉が丘中 8m93 8m93 9m07 9m07
ｸﾞﾝｼﾞ ｶﾅﾝ 〇 〇 〇 〇

4 18 1279 郡司 禾楠(3) 瑞穂野中 8m38 8m96 8m96 8m96
ｸﾞﾝｼﾞ ｺﾉﾝ 〇 〇 〇 〇 〇

5 17 1282 郡司 虹音(3) 瑞穂野中 8m80 8m80 8m80
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｺ 〇 〇 〇 〇 〇

6 15 149 山口 奈那子(2) 瑞穂野中 8m72 8m72 8m72
ﾀｷﾀ ｺｺﾅ 〇 〇 〇 〇 〇

7 13 1171 滝田 此菜(3) 横川中 8m46 8m46 8m46
ﾋﾗｺ ﾊﾙｶ 〇 〇 〇 〇 〇

8 12 148 平子 遙夏(2) 瑞穂野中 8m39 8m39 8m39
ｾｷｸﾞﾁ ﾐｶ 〇

9 10 146 関口 実花(2) 瑞穂野中 7m99 8m37 8m37 8m37
ｵﾁｱｲ ﾐﾊﾈ

10 8 401 落合 美羽(2) 姿川中 7m48 7m56 7m75 7m75 7m75
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾕ

11 5 164 飯島 弥夕(2) 横川中 6m95 7m40 7m42 7m42 7m42
ｲｲﾒﾝ ﾅｲｷ 〇

12 4 1177 飯面 南生樹(3) 姿川中 7m31 7m40 7m40 7m40
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 〇

13 7 147 髙橋 里奈(2) 瑞穂野中 6m34 6m97 6m97 6m97
ﾑﾛｲ ｱﾔｶ 〇

14 1 398 室井 彩加(2) 姿川中 6m86 6m96 6m96 6m96
ｶﾄｵﾉ ﾋﾖﾘ 〇 〇

15 6 1174 上遠野 ひより(3) 姿川中 6m44 6m44 6m44
ｱｵｷ ﾐﾕ 〇 〇

16 3 391 青木 心夢(2) 姿川中 5m37 5m37 5m37
ｼﾐｽﾞ ﾙﾅ

2 142 清水 瑠菜(2) 瑞穂野中 DNS
ﾅｶｼﾏ ｶﾅﾃﾞ

9 166 中島 奏(2) 横川中 DNS
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女子円盤投(1.0kg)
審 判 長：日渡　勝則
記録主任：渡辺 伸夫

4月6日 12:30 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

ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ 〇 〇 〇

1 6 3089 鈴木 憧子(2) 小山西高 × 33m63 33m63 34m56 34m56
ｺﾓﾘ ｽｽﾞｶ 〇 〇

2 5 4060 小森 すずか(3) 壬生高 30m63 30m63 × × × 30m63
ﾉｻﾞﾜ ﾐｻｷ 〇 〇 〇 〇

3 4 3196 野沢 実咲(2) 壬生高 27m42 27m42 27m42 27m42
ﾌｼﾞｲ ｶﾚﾝ 〇 〇 〇

4 3 4090 藤井 かれん(3) 栃木女高 × 26m08 26m08 26m08 26m08
ｾｷｸﾞﾁ ｶﾝﾅ 〇 〇 〇 〇

5 2 3172 関口 栞奈(2) 上三川高 20m46 20m46 21m24 21m24
ﾉｸﾞﾁ ﾁｶｺ 〇 〇 〇

6 1 4081 野口 周子(3) 宇都宮女高 18m46 18m46 18m67 × 18m67
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女子やり投(600g)
審 判 長：日渡　勝則
記録主任：渡辺 伸夫

4月6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

ﾂｸｲ ﾕﾒ 〇 〇 〇 〇 〇

1 27 4172 津久井 夢(3) 青藍泰斗高 45m43 45m43 45m43
ｷｸﾁ ｱｶﾘ 〇 〇 〇 〇

2 22 4104 菊地 茜里(3) 矢板東高 37m97 37m97 39m33 39m33
ｵﾁｱｲ ﾜｶ 〇 〇 〇 〇

3 25 4008 落合 和花(3) 大田原女高 38m43 38m43 38m74 38m74
ｱｻﾐ ﾏﾂﾘ 〇 〇 〇 〇 〇

4 20 4146 浅見 茉里(3) 宇都宮南高 37m36 37m36 37m36
ｲｿ ﾁﾋﾛ 〇 〇 〇

5 24 4007 礒 千裕(3) 大田原女高 34m76 34m76 35m00 37m17 37m17
ｺｸﾎﾞ ｻｷ 〇 〇 〇 〇 〇

6 23 3050 小久保 咲季(2) 壬生高 37m15 37m15 37m15
ｻｸﾏ ｼﾎ 〇 〇 〇 〇 〇

7 26 7025 佐久間 史穂(1) 宇都宮大 35m51 35m51 35m51
ﾀｶﾊｼ ｵﾄﾊ 〇 〇

8 21 4027 髙橋 音羽(3) 作新学院高 × 32m44 × 32m44 35m14 35m14
ｺﾑﾛ ｸﾙﾐ 〇 〇

9 15 4025 小室 胡桃(3) 作新学院高 30m78 30m78 30m78
ｱﾗｲ ｱﾔ 〇 〇

10 11 3086 荒井 彩(2) 宇都宮商業高 30m53 30m53 30m53
ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾅ 〇 〇

11 19 4168 松本 純奈(3) 宇都宮北高 30m43 30m43 30m43
ｲｼｶﾜ ﾏｺ 〇

12 13 3185 石川 真子(2) 宇都宮北高 × 30m17 30m17 30m17
ｲｶﾞﾗｼ ﾁｱｷ 〇 〇

13 16 3190 五十嵐 千晃(2) 佐野東高 29m07 29m07 29m07
ﾅｶﾞｼﾏ ﾗﾅ 〇 〇

14 18 7031 永島 らな(2) 白鴎大 28m56 28m56 28m56
ｱﾗｲ ﾏｵ 〇 〇

15 12 4183 新井 真央(3) 小山南高 27m82 27m82 27m82
ﾊﾔｼ ﾘﾅ 〇

16 10 4187 林 理菜(3) 宇都宮白楊高 27m11 － 27m11 27m11
ｽｴ ﾕｳｶ 〇 〇

17 17 4087 須江 結香(3) 栃木女高 25m94 25m94 25m94
ﾅｶﾑﾗ ﾁﾊﾙ 〇 〇

18 8 3122 中村 千春(2) 宇都宮女高 22m97 22m97 22m97
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾉ 〇 〇

19 3 4056 山崎 茅乃(3) 鹿沼東高 22m43 22m43 22m43
ｲｲﾂﾞｶ ﾘﾉ

20 1 3060 飯塚 梨乃(2) 今市高 20m77 × × 20m77 20m77
ｻｲﾄｳ ﾏﾅ 〇 〇

21 5 4050 齋藤 茉奈(3) 真岡女高 20m20 20m20 20m20
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾝ

22 6 3095 山田 莉音(2) 宇都宮白楊高 × 19m97 × 19m97 19m97
ｱｵｷ ｶﾚﾝ 〇 〇

23 2 4135 青木 花蓮(3) さくら清修高 15m69 15m69 15m69
ﾌｼﾞﾀ ｻｲｶ

14 3143 藤田 彩歌(2) 大田原女高 × × × NM
ﾐｶﾐ ﾘﾅ

4 4023 三上 莉奈(3) 鹿沼高 DNS
ｺｻﾞｻ ﾊﾙｶ

7 3175 小笹 遥(2) 足利女高 DNS
ﾂｼﾞﾓﾘ ｶﾎ

9 3077 辻森 香帆(2) 宇都宮南高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし 54




