
日付 種目

宍戸　稜空 (6) 3:10.83 郡司　凰輝 (6) 3:14.06 五月女　千明 (6) 3:14.27 佐久間　蒼空 (6) 3:24.81 梅田　綾人 (6) 3:28.22 渡部　凌士 (5) 3:29.36 五月女　翔太 (5) 3:37.82 中三川　大和 (6) 3:39.38

朝日が丘小学校 大田原小学校 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 青木小学校 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ

磯　陽向 (6) 3:10.90 前沢　汐璃 (6) 3:23.91 木村　百恵 (6) 3:28.86 三森　琴葉 (6) 3:35.19 岡田　愛生 (6) 3:38.27 池野　結愛 (6) 3:40.29 野澤　優里彩 (5) 3:41.70 前沢　朱里 (4) 3:47.07

那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ

岩城　考雲 (3) 4:24.60 藤田　凰雅 (2) 4:24.77 大野　陽希 (3) 4:26.11 矢吹　丈 (3) 4:30.06 髙松　滉成 (3) 4:34.83 山岸　智明 (3) 4:38.08 町田　恒介 (2) 4:47.30

大田原中学校 大田原中学校 大田原中学校 大田原中学校 大田原中学校 大田原中学校 栃木高校

宮下　麗美 (2) 4:39.98 黒子　蓮花 (1) 4:44.36 兼子　咲楽 (3) 4:55.03 鈴木　咲良 (2) 5:08.92 加治佐　梅乃子 (1) 5:27.27 河西　世奈 (3) 5:28.44 豊島　夏季 (3) 5:32.69 小野　心寧 (2) 5:32.75

芳賀中学校 真岡東中学校 矢板東高附属中学校 真岡東中学校 矢板東高附属中学校 大田原中学校 大田原中学校 大田原中学校

菊地　蓮 (2) 9:10.72 加藤　拓海 (1) 9:30.69 前田　真德 (3) 9:31.55 石川　悠斗 (2) 9:36.27 桑原　築希 (2) 9:46.04 網代　匠 (3) 9:56.77 佐久間　傑斗 (1) 10:03.41 和気　周奨 (1) 10:06.09

大田原高校 大田原高校 真岡東中学校 真岡東中学校 大田原高校 大田原高校 大田原高校 大田原高校

千葉　彩良 (2) 10:16.14 門井　佑加 (2) 10:21.20 佐藤　萌々香 (3) 10:50.43 大島　愛夢 (2) 11:06.02 大金　未歩 (1) 11:16.63 五十嵐　理乃 (3) 11:18.29 川﨑　らら (2) 11:19.25 工藤　茉緒 (1) 11:46.25

大田原女子高校 大田原女子高校 大田原女子高校 大田原女子高校 大田原女子高校 大田原女子高校 緑岡高校 緑岡高校

田中　直樹 15:47.99 中川　光輔 (2) 15:52.31 小島　悠生 (2) 15:53.19 宮木　貴由樹 (2) 15:53.91 大森　悠生 (1) 15:56.62 青木　孝太 (1) 15:57.82 鎌田　歩夢 (3) 16:03.17 小池　啓斗 (1) 16:03.28

Ｈｏｎｄａ栃木 緑岡高校 作新学院高校 作新学院高校 作新学院高校 作新学院高校 作新学院高校 作新学院高校
9月28日 一般高校男子5000m

9月28日 高校中学女子1500m

9月28日 高校中学男子3000m

9月28日 一般高校女子3000m

9月28日 小学男子1000m

9月28日 小学女子1000m

9月28日 高校中学男子1500m

競技場コード：093060 記 録 主 任 加藤　健次

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

日　　　　付：令和元年9月28日(土)

競　 技 　場：大田原市美原公園陸上競技場 審 判 長 小瀧　直人

第2回　大田原市陸上競技協会長距離記録会　決勝一覧
競技会コード：19 09 0017



ORD 氏名 年 所属 順位 ORD 氏名 年 所属 記録 備考

1 宍戸　稜空 (6) 朝日が丘小学校 1 1 宍戸　稜空 (6) 朝日が丘小学校 3:10.83

2 直井　柚空 (5) 陽東小学校 2 33 郡司　凰輝 (6) 大田原小学校 3:14.06

3 佐久間　蒼空 (6) 青木小学校 3 9 五月女　千明 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:14.27

4 梅田　綾人 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4 3 佐久間　蒼空 (6) 青木小学校 3:24.81

5 小畑　朋輝 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 5 4 梅田　綾人 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:28.22

6 小堀　樹希 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 6 25 渡部　凌士 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:29.36

7 坂井　駿太 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 7 19 五月女　翔太 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:37.82

8 杉山　康生 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 8 11 中三川　大和 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:39.38

9 五月女　千明 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 9 15 四谷　優羽 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:39.46

10 相馬　元紀 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 10 12 中村　圭汰 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:39.96

11 中三川　大和 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 11 10 相馬　元紀 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:45.27

12 中村　圭汰 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 12 16 渡部　太陽 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:45.56

13 村上　涼 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 13 2 直井　柚空 (5) 陽東小学校 3:49.15

14 村松　空斗 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 14 8 杉山　康生 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:50.91

15 四谷　優羽 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 15 23 室井　葵琉 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:53.74

16 渡部　太陽 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 16 14 村松　空斗 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:54.72

17 落合　陽輝 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 17 31 野俣　陸 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:54.85

18 柴田　伊吹 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 18 30 竹内　琉カ (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:55.20

19 五月女　翔太 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 19 22 平山　忠頼 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:56.89

20 東田　理央太 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 20 20 東田　理央太 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:00.54

21 二ノ宮　大和 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 21 18 柴田　伊吹 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:05.98

22 平山　忠頼 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 22 27 尾崎　旬 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:08.62

23 室井　葵琉 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 23 26 伊藤　利夢 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:09.06

24 渡邉　寛 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 24 13 村上　涼 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:15.10

25 渡部　凌士 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 25 24 渡邉　寛 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:17.69

26 伊藤　利夢 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 26 29 高田　悠希 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:22.28

27 尾崎　旬 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 27 6 小堀　樹希 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:23.72

28 加藤　大暉 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 28 28 加藤　大暉 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:29.41

29 高田　悠希 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 29 32 松崎　晃大 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:29.75

30 竹内　琉カ (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 5 小畑　朋輝 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ DNS

31 野俣　陸 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 7 坂井　駿太 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ DNS

32 松崎　晃大 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 17 落合　陽輝 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ DNS

33 郡司　凰輝 (6) 大田原小学校 21 二ノ宮　大和 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ DNS

小学男子1000m

1組

ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ 結果

凡例　DNS:欠場



ORD 氏名 年 所属 順位 ORD 氏名 年 所属 記録 備考

1 加治佐　杏子 (5) あずマッチョＲＣ 1 3 磯　陽向 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:10.90

2 池野　結愛 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 2 9 前沢　汐璃 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:23.91

3 磯　陽向 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3 7 木村　百恵 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:28.86

4 植竹　美空 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4 10 三森　琴葉 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:35.19

5 岡田　愛生 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 5 5 岡田　愛生 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:38.27

6 上村　七海 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 6 2 池野　結愛 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:40.29

7 木村　百恵 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 7 16 野澤　優里彩 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:41.70

8 奈良　優花 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 8 22 前沢　朱里 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:47.07

9 前沢　汐璃 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 9 12 川島　実來 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:50.68

10 三森　琴葉 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 10 13 君島　果歩 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:51.09

11 稲井　文香 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 11 17 宮　妃花 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:55.52

12 川島　実來 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 12 14 代田　未來 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:55.55

13 君島　果歩 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 13 15 菅原　佳歩 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 3:58.00

14 代田　未來 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 14 4 植竹　美空 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:00.70

15 菅原　佳歩 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 15 1 加治佐　杏子 (5) あずマッチョＲＣ 4:03.41

16 野澤　優里彩 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 16 6 上村　七海 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:10.05

17 宮　妃花 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 17 21 樋口　まこ (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:10.20

18 郡司　美晴 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 18 20 土屋　明日香 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:10.64

19 小堀　歩絆 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 19 8 奈良　優花 (6) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:16.08

20 土屋　明日香 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 20 11 稲井　文香 (5) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:20.32

21 樋口　まこ (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 21 23 星野　心菜 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:21.00

22 前沢　朱里 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 22 19 小堀　歩絆 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:26.96

23 星野　心菜 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 23 18 郡司　美晴 (4) 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 4:45.55

小学女子1000m

1組

ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ 結果



ORD 氏名 年 所属 順位 ORD 氏名 年 所属 記録 備考

1 町田　恒介 (2) 栃木高校 1 11 岩城　考雲 (3) 大田原中学校 4:24.60

2 大津　由生 (2) 栃木高校 2 17 藤田　凰雅 (2) 大田原中学校 4:24.77

3 古平　拓磨 (2) 栃木高校 3 12 大野　陽希 (3) 大田原中学校 4:26.11

4 野﨑　帆之介 (2) 栃木高校 4 13 矢吹　丈 (3) 大田原中学校 4:30.06

5 柴田　聖琉 (2) 真岡東中学校 5 9 髙松　滉成 (3) 大田原中学校 4:34.83

6 笠井　愛珠 (3) 大田原中学校 6 10 山岸　智明 (3) 大田原中学校 4:38.08

7 7 1 町田　恒介 (2) 栃木高校 4:47.30

8 鈴木　諒士 (3) 大田原中学校 8 7 4:48.01

9 髙松　滉成 (3) 大田原中学校 9 3 古平　拓磨 (2) 栃木高校 4:48.28

10 山岸　智明 (3) 大田原中学校 10 20 畠田　隼佑 (1) 大田原中学校 4:54.38

11 岩城　考雲 (3) 大田原中学校 11 15 菊池　悠真 (2) 大田原中学校 4:54.98

12 大野　陽希 (3) 大田原中学校 12 2 大津　由生 (2) 栃木高校 4:55.38

13 矢吹　丈 (3) 大田原中学校 13 5 柴田　聖琉 (2) 真岡東中学校 4:56.73

14 冨田　桜太郎 (2) 大田原中学校 14 19 川口　柊斗 (1) 大田原中学校 4:57.34

15 菊池　悠真 (2) 大田原中学校 15 14 冨田　桜太郎 (2) 大田原中学校 4:59.76

16 富永　啓斗 (2) 大田原中学校 16 16 富永　啓斗 (2) 大田原中学校 5:01.00

17 藤田　凰雅 (2) 大田原中学校 17 23 露久保　成 (1) 大田原中学校 5:01.17

18 後藤　霞維 (1) 大田原中学校 18 18 後藤　霞維 (1) 大田原中学校 5:14.28

19 川口　柊斗 (1) 大田原中学校 19 21 鷹栖　興翼 (1) 大田原中学校 5:16.56

20 畠田　隼佑 (1) 大田原中学校 20 22 溝口　拓海 (1) 大田原中学校 5:17.08

21 鷹栖　興翼 (1) 大田原中学校 24 加藤　拓海 (1) 大田原高校 DNF

22 溝口　拓海 (1) 大田原中学校 25 佐久間　傑斗 (1) 大田原高校 DNF

23 露久保　成 (1) 大田原中学校 4 野﨑　帆之介 (2) 栃木高校 DNS

24 加藤　拓海 (1) 大田原高校 6 笠井　愛珠 (3) 大田原中学校 DNS

25 佐久間　傑斗 (1) 大田原高校 8 鈴木　諒士 (3) 大田原中学校 DNS

高校中学男子1500m

1組

ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ 結果

凡例　DNS:欠場 DNF:途中棄権



ORD 氏名 年 所属 順位 ORD 氏名 年 所属 記録 備考

1 宮下　麗美 (2) 芳賀中学校 1 1 宮下　麗美 (2) 芳賀中学校 4:39.98

2 加治佐　梅乃子 (1) 矢板東高附属中学校 2 4 黒子　蓮花 (1) 真岡東中学校 4:44.36

3 鈴木　咲良 (2) 真岡東中学校 3 20 兼子　咲楽 (3) 矢板東高附属中学校 4:55.03

4 黒子　蓮花 (1) 真岡東中学校 4 3 鈴木　咲良 (2) 真岡東中学校 5:08.92

5 佐藤　あいり (3) 大田原中学校 5 2 加治佐　梅乃子 (1) 矢板東高附属中学校 5:27.27

6 河西　世奈 (3) 大田原中学校 6 6 河西　世奈 (3) 大田原中学校 5:28.44

7 林　美幸 (3) 大田原中学校 7 9 豊島　夏季 (3) 大田原中学校 5:32.69

8 露久保　ひより (3) 大田原中学校 8 10 小野　心寧 (2) 大田原中学校 5:32.75

9 豊島　夏季 (3) 大田原中学校 9 8 露久保　ひより (3) 大田原中学校 5:32.80

10 小野　心寧 (2) 大田原中学校 10 7 林　美幸 (3) 大田原中学校 5:33.68

11 仲居　穂乃花 (2) 大田原中学校 11 5 佐藤　あいり (3) 大田原中学校 5:36.52

12 齋須　愛菜 (2) 大田原中学校 12 18 渡邊　奈菜 (1) 大田原中学校 5:36.53

13 深澤　雫月 (2) 大田原中学校 13 13 深澤　雫月 (2) 大田原中学校 5:36.57

14 石川　実鈴 (1) 大田原中学校 14 15 渡邊　怜菜 (1) 大田原中学校 5:43.91

15 渡邊　怜菜 (1) 大田原中学校 15 14 石川　実鈴 (1) 大田原中学校 5:44.50

16 安達　萌美 (1) 大田原中学校 16 16 安達　萌美 (1) 大田原中学校 5:45.57

17 石川　結菜 (1) 大田原中学校 17 17 石川　結菜 (1) 大田原中学校 5:49.98

18 渡邊　奈菜 (1) 大田原中学校 18 19 渡信　楓 (1) 大田原中学校 5:57.57

19 渡信　楓 (1) 大田原中学校 19 12 齋須　愛菜 (2) 大田原中学校 5:58.75

20 兼子　咲楽 (3) 矢板東高附属中学校 20 11 仲居　穂乃花 (2) 大田原中学校 6:00.59

高校中学女子1500m

1組

ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ 結果



ORD 氏名 年 所属 順位 ORD 氏名 年 所属 記録 備考

1 網代　匠 (3) 大田原高校 1 3 菊地　蓮 (2) 大田原高校 9:10.72

2 桑原　築希 (2) 大田原高校 2 4 加藤　拓海 (1) 大田原高校 9:30.69

3 菊地　蓮 (2) 大田原高校 3 10 前田　真德 (3) 真岡東中学校 9:31.55

4 加藤　拓海 (1) 大田原高校 4 9 石川　悠斗 (2) 真岡東中学校 9:36.27

5 佐久間　傑斗 (1) 大田原高校 5 2 桑原　築希 (2) 大田原高校 9:46.04

6 和気　周奨 (1) 大田原高校 6 1 網代　匠 (3) 大田原高校 9:56.77

7 藁萱　幸宗 (3) 栃木西中学校 7 5 佐久間　傑斗 (1) 大田原高校 10:03.41

8 河原　蒼 (3) 烏山中学校 8 6 和気　周奨 (1) 大田原高校 10:06.09

9 石川　悠斗 (2) 真岡東中学校 7 藁萱　幸宗 (3) 栃木西中学校 DNS

10 前田　真德 (3) 真岡東中学校 8 河原　蒼 (3) 烏山中学校 DNS

11 櫻岡　悠 (3) 大田原高校 11 櫻岡　悠 (3) 大田原高校 DNS

12 浅見　夏希 (1) 大田原高校 12 浅見　夏希 (1) 大田原高校 DNS

高校中学男子3000m

1組

ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ 結果

凡例　DNS:欠場



ORD 氏名 年 所属 順位 ORD 氏名 年 所属 記録 備考

1 五十嵐　理乃 (3) 大田原女子高校 1 5 千葉　彩良 (2) 大田原女子高校 10:16.14

2 佐藤　萌々香 (3) 大田原女子高校 2 4 門井　佑加 (2) 大田原女子高校 10:21.20

3 大島　愛夢 (2) 大田原女子高校 3 2 佐藤　萌々香 (3) 大田原女子高校 10:50.43

4 門井　佑加 (2) 大田原女子高校 4 3 大島　愛夢 (2) 大田原女子高校 11:06.02

5 千葉　彩良 (2) 大田原女子高校 5 6 大金　未歩 (1) 大田原女子高校 11:16.63

6 大金　未歩 (1) 大田原女子高校 6 1 五十嵐　理乃 (3) 大田原女子高校 11:18.29

7 藤井　琉月 (1) 黒磯高校 7 9 川﨑　らら (2) 緑岡高校 11:19.25

8 田中　彩南 (1) 黒磯高校 8 10 工藤　茉緒 (1) 緑岡高校 11:46.25

9 川﨑　らら (2) 緑岡高校 9 11 師子鹿　朱梨 (1) 緑岡高校 12:21.13

10 工藤　茉緒 (1) 緑岡高校 10 8 田中　彩南 (1) 黒磯高校 12:44.47

11 師子鹿　朱梨 (1) 緑岡高校 7 藤井　琉月 (1) 黒磯高校 DNS

12 中根　穂乃花 (1) 緑岡高校 12 中根　穂乃花 (1) 緑岡高校 DNS

一般高校女子3000m

1組

ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ 結果



ORD 氏名 年 所属 順位 ORD 氏名 年 所属 記録 備考

1 渡邉　彩冬 (3) 緑岡高校 1 28 田中　直樹 Ｈｏｎｄａ栃木 15:47.99

2 中川　光輔 (2) 緑岡高校 2 2 中川　光輔 (2) 緑岡高校 15:52.31

3 竹内　博裕 (2) 緑岡高校 3 7 小島　悠生 (2) 作新学院高校 15:53.19

4 前田　晃秀 (3) 作新学院高校 4 14 宮木　貴由樹 (2) 作新学院高校 15:53.91

5 齋藤　駿斗 (3) 作新学院高校 5 11 大森　悠生 (1) 作新学院高校 15:56.62

6 鎌田　歩夢 (3) 作新学院高校 6 15 青木　孝太 (1) 作新学院高校 15:57.82

7 小島　悠生 (2) 作新学院高校 7 6 鎌田　歩夢 (3) 作新学院高校 16:03.17

8 吉澤　幸輝 (3) 作新学院高校 8 3 竹内　博裕 (2) 緑岡高校 16:05.38

9 齊藤　旭翔 (3) 作新学院高校 9 16 村上　尚希 (1) 作新学院高校 16:12.13

10 渡邊　晴斗 (2) 作新学院高校 10 19 大川　修蔵 (1) 作新学院高校 16:15.03

11 大森　悠生 (1) 作新学院高校 11 29 島田　敦史 Ｈｏｎｄａ栃木 16:18.23

12 星　健太 (3) 作新学院高校 12 25 岩澤　亮 (2) 大田原高校 16:19.98

13 萩野谷　幸弘 (3) 作新学院高校 13 26 浅見　夏希 (1) 大田原高校 16:20.16

14 宮木　貴由樹 (2) 作新学院高校 14 10 渡邊　晴斗 (2) 作新学院高校 16:20.99

15 青木　孝太 (1) 作新学院高校 15 27 伊藤　浩嗣 足利陸上クラブ 16:23.11

16 村上　尚希 (1) 作新学院高校 16 5 齋藤　駿斗 (3) 作新学院高校 16:30.75

17 小林　崇宏 (3) 作新学院高校 17 23 矢板　優紀 (3) 大田原高校 16:35.31

18 渡辺　力斗 (1) 作新学院高校 18 18 渡辺　力斗 (1) 作新学院高校 16:40.59

19 大川　修蔵 (1) 作新学院高校 19 9 齊藤　旭翔 (3) 作新学院高校 16:43.38

20 伊藤　颯 (3) 大田原高校 20 13 萩野谷　幸弘 (3) 作新学院高校 17:04.32

21 櫻岡　悠 (3) 大田原高校 21 12 星　健太 (3) 作新学院高校 17:34.32

22 齋藤　翔哉 (3) 大田原高校 22 1 渡邉　彩冬 (3) 緑岡高校 17:34.79

23 矢板　優紀 (3) 大田原高校 23 17 小林　崇宏 (3) 作新学院高校 18:04.86

24 村上　心優 (2) 大田原高校 8 吉澤　幸輝 (3) 作新学院高校 DNF

25 岩澤　亮 (2) 大田原高校 20 伊藤　颯 (3) 大田原高校 DNF

26 浅見　夏希 (1) 大田原高校 21 櫻岡　悠 (3) 大田原高校 DNF

27 伊藤　浩嗣 足利陸上クラブ 22 齋藤　翔哉 (3) 大田原高校 DNF

28 田中　直樹 Ｈｏｎｄａ栃木 24 村上　心優 (2) 大田原高校 DNF

29 島田　敦史 Ｈｏｎｄａ栃木 4 前田　晃秀 (3) 作新学院高校 DNS

30 野上　善弘  NINE TOCHI TC 30 野上　善弘  NINE TOCHI TC DNS

一般高校男子5000m

2組

1組 ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ 1組 結果

凡例　DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般高校男子5000m

2組

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 年 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 年 所属 記録 備考

1 吉中　大樹 (3) 黒磯高校 1 26 小池　啓斗 (1) 作新学院高校 16:03.28

2 時庭　勝元 (2) 黒磯高校 2 33 林　秀行 Ｈｏｎｄａ栃木 16:06.51

3 青木　悠真 (1) 栃木高校 3 18 瀬谷　悠太 (1) 緑岡高校 16:46.57

4 新井　柾 (1) 栃木高校 4 36 稲見　隆典  NINE TOCHI TC 16:55.68

5 小川　慶大 (1) 栃木高校 5 19 大川　祐輝 (1) 緑岡高校 16:57.40

6 竹下　利盛 (1) 栃木高校 6 31 秋元　達志 (2) 大田原高校 17:03.63

7 増山　美秋 (1) 栃木高校 7 12 冨永　祥太郎 (2) 緑岡高校 17:03.89

8 浅山　修蔵 (2) 緑岡高校 8 11 渡邉　真央 (2) 緑岡高校 17:04.22

9 木村　悠大 (2) 緑岡高校 9 28 若林　陵太 (1) 作新学院高校 17:04.66

10 石川　佑真 (2) 緑岡高校 10 34 石原　宏哉 さくら市役所 17:08.65

11 渡邉　真央 (2) 緑岡高校 11 16 岡田　悠翔 (1) 緑岡高校 17:10.37

12 冨永　祥太郎 (2) 緑岡高校 12 5 小川　慶大 (1) 栃木高校 17:15.03

13 熊沢　紀洋 (2) 緑岡高校 13 24 臼井　嶺太 (2) 作新学院高校 17:15.30

14 人見　渓斗 (1) 緑岡高校 14 6 竹下　利盛 (1) 栃木高校 17:16.60

15 荒川　健琉 (1) 緑岡高校 15 20 柳田　楽 (2) 作新学院高校 17:20.97

16 岡田　悠翔 (1) 緑岡高校 16 17 木下　公希 (1) 緑岡高校 17:32.12

17 木下　公希 (1) 緑岡高校 17 3 青木　悠真 (1) 栃木高校 17:33.51

18 瀬谷　悠太 (1) 緑岡高校 18 25 小松　宙央 (1) 作新学院高校 17:34.60

19 大川　祐輝 (1) 緑岡高校 19 13 熊沢　紀洋 (2) 緑岡高校 17:38.11

20 柳田　楽 (2) 作新学院高校 20 22 村山　心吾 (2) 作新学院高校 17:39.04

21 森山　大輝 (2) 作新学院高校 21 7 増山　美秋 (1) 栃木高校 18:00.77

22 村山　心吾 (2) 作新学院高校 22 23 阿久津　遥輝 (2) 作新学院高校 18:14.64

23 阿久津　遥輝 (2) 作新学院高校 23 32 加治佐　博昭 ＪＢＭＡ 18:21.04

24 臼井　嶺太 (2) 作新学院高校 24 8 浅山　修蔵 (2) 緑岡高校 18:47.50

25 小松　宙央 (1) 作新学院高校 25 21 森山　大輝 (2) 作新学院高校 18:47.92

26 小池　啓斗 (1) 作新学院高校 9 木村　悠大 (2) 緑岡高校 DNF

27 大津　真優 (1) 作新学院高校 14 人見　渓斗 (1) 緑岡高校 DNF

28 若林　陵太 (1) 作新学院高校 29 後藤　頌 (3) 大田原高校 DNF

29 後藤　頌 (3) 大田原高校 38 櫻岡　悠 (3) 大田原高校 DNF

30 樋口　太朗 (2) 大田原高校 1 吉中　大樹 (3) 黒磯高校 DNS

31 秋元　達志 (2) 大田原高校 2 時庭　勝元 (2) 黒磯高校 DNS

32 加治佐　博昭 ＪＢＭＡ 4 新井　柾 (1) 栃木高校 DNS

33 林　秀行 Ｈｏｎｄａ栃木 10 石川　佑真 (2) 緑岡高校 DNS

34 石原　宏哉 さくら市役所 15 荒川　健琉 (1) 緑岡高校 DNS

35 大畑　秀平  NINE TOCHI TC 27 大津　真優 (1) 作新学院高校 DNS

36 稲見　隆典  NINE TOCHI TC 30 樋口　太朗 (2) 大田原高校 DNS

37 坂井　光伸 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ 35 大畑　秀平  NINE TOCHI TC DNS

38 櫻岡　悠 (3) 大田原高校 37 坂井　光伸 那須塩原Ｊｒ陸上クラブ DNS

2組 ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ 2組 結果

凡例　DNS:欠場 DNF:途中棄権



Rank 氏名 年 所属 記録 備考

1 田中　直樹 Ｈｏｎｄａ栃木 15:47.99

2 中川　光輔 (2) 緑岡高校 15:52.31

3 小島　悠生 (2) 作新学院高校 15:53.19

4 宮木　貴由樹 (2) 作新学院高校 15:53.91

5 大森　悠生 (1) 作新学院高校 15:56.62

6 青木　孝太 (1) 作新学院高校 15:57.82

7 鎌田　歩夢 (3) 作新学院高校 16:03.17

8 小池　啓斗 (1) 作新学院高校 16:03.28

一般高校男子5000m

ﾀｲﾑﾚｰｽ上位8位

結果

凡例　DNS:欠場 DNF:途中棄権


