
令和２年度 女子 第35回栃木県高等学校駅伝競走大会　スタートリスト
2020/11/20 fri 15:30

令和２年11月21日（土）10:00 スタート　栃木県総合運動公園カンセキスタジアムとちぎ　5区間21km

1区（白） 2区（赤） 3区（黄） 4区（青） 5区（桃）

6000 4000 3000 3000 5000

№ 学校名/開始時刻 10:00 10:40 11:05 11:25 11:45

ﾏｴｶﾜ ﾅﾅﾐ ｵｶﾞﾜ ﾘﾎ ｵﾉ ﾏｵ ﾊｶﾏﾂｶ ｵﾄﾒ ｺﾞﾄｳ ﾘﾝﾅ
前川 凪波(3) *A 小川 莉穂(1) *A 小野 真緒(1) 袴塚 乙愛(1) 後藤 凜那(1) *A

ｱｻﾋ ｱﾔｶ ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ ｴﾋﾞｻﾜ ﾋｶﾙ ﾈﾓﾄ ﾏﾅ ｻｲﾄｳ ｺﾄﾈ
旭 彩華(3) *A 髙橋 実里(3) *A 海老澤 ひかる(2) *A 根本 まな(2) *A 齋藤 琴音(1) *A

ｲｲｽﾞﾐ ﾁｻｷ ｼﾉﾂﾞｶ ﾐﾗｲ ﾌﾙﾀ ﾏｵ ﾄｸﾅｶﾞ ﾋｽｲ ﾓﾘ ﾓﾓｶ
飯泉 千咲(2) *A 篠塚 美来(2) *A 古田 茉生(1) 德永 妃翠(1) 森 桃花(2)

ﾈﾓﾄ ﾘﾘｶ ﾊﾞﾝｻﾞｲ ﾕｲ ｲｼﾉﾀﾞ ﾋﾅ ﾀﾅｶ ﾏﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ
根本 梨里加(3) 坂西 癒依(2) 石野田 姫菜(1) 田中 茉奈(3) 山口 華奈(2)

ｼﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ ﾌﾆｭｳ ｻｵﾘ ﾅｶﾞｾ ﾋﾅﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ ｲｻｶ ｶﾘﾝ
島田 佳凜(2) *A 舟生 早織(1) 長瀬 日向(1) 渡辺 加那子(1) 井坂 佳鈴(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲﾅ ｻｲﾄｳ ｻﾂｷ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｶ ｸﾗﾓﾁ ｶﾚﾝ ｶﾄｳ ｶﾘﾝ
山﨑 聖奈(2) 斎藤 さつき(3) 樋口 優花(3) 倉持 花憐(1) 加藤 花梨(3)

ｷﾑﾗ ｻｸﾗ ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ ﾎｼﾉ ﾘﾝ ﾓﾘｶﾜ ｱﾔﾒ ﾎﾝﾀﾞ ﾘｻ
木村 桜華(3) 山田 未唯(1) 星野 凜(3) 森川 彩夢(3) 本多 梨沙(2)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅｶ ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾙｶ ｻﾜｲ ﾉﾉ ｵｵﾃﾞ ﾏﾎ
藤原 唯奈(3) 島田 愛香(2) 飯塚 遥香(3) 澤井 望乃(1) 大出 茉穂(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ ｵｸﾔﾏ ｿﾗﾘ ﾆｼﾀﾞ ﾏﾅｶ
渡辺 凜花(2) 小林 優花(2) 渡辺 萌乃佳(1) 奥山 颯莉(1) 西田 真花(1)

ﾀﾁｶﾜ ﾁｻﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｱﾝ ｲﾁﾊﾞ ｻﾅ ﾌｸﾅｶﾞ ﾙｲ ﾔﾏﾈ ﾐﾕｳ
立川 千聖(1) 山﨑 瑠杏(2) 一場 咲那(1) 福永 琉妃(2) 山根 翠優(3)

ﾅｶﾞｵｶ ｶｵﾙｺ ｵｵｴ ｱﾕ ｱｻｶﾜ ｻﾂｷ ﾅｶﾞﾔ ｻｷ ｴｸﾞﾁ ﾏｵ
長岡 薫子(2) 大江 愛結(2) 浅川 颯希(1) 長屋 咲希(1) 江口 真央(2)

ｵｵｶﾞﾈ ﾐﾎ ｻﾄｳ ｱｲﾘ ﾂﾕｸﾎﾞ ﾋﾖﾘ ﾀｶｸ ﾏﾅﾐ ﾄﾖｼﾏ ﾅﾂｷ
大金 未歩(2) 佐藤 あいり(1) 露久保 ひより(1) 高久 真夢(1) 豊島 夏季(1)

ﾅﾐｷ ﾖｼﾉ ﾖｺｸﾗ ｱｷ ﾌﾙｺｵﾘ ｾﾗ ｷｸﾁ ｱﾝﾘ ﾎｼﾉ ﾙﾙ
並木 美乃(2) *A 横倉 紹(1) *A 古郡 聖蘭(3) *A 菊池 杏梨(3) *A 星野 輝麗(3) *A

ﾌﾜ ｾｲﾗ ﾔﾏﾀﾞ ｱｲ ｱｻｶ ﾘﾘ ｵｶﾑﾗ ﾐｵﾝ ﾏｽﾀﾞ ﾕﾅ
不破 聖衣来(3) 山田 愛(2) *A 浅香 莉里(2) 岡村 美桜暖(3) 増田 優菜(3)

ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅ ﾂﾌﾞｺ ｾﾅ ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ ｺﾝ ﾐｻﾄ
山下 真奈(2) *A 津布子 せな(2) 鈴木 ひかる(2) 阿部 百花(2) 今 美里(1)

ｱﾍﾞﾀ ﾘﾂﾞｷ ﾋｸﾞﾁ ﾘｵ ﾏﾂｵｶ ｱﾕ ﾀｶｷﾞ ﾅﾙﾐ ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾁｶ
阿部田 莉月(2) *A 樋口 里桜(1) 松岡 愛優(1) 高木 なるみ(1) 今泉 千佳(2)

ｺﾎﾞﾘ ﾁｴﾘ ﾐﾔﾉｲﾘ ﾏｺﾄ ﾄﾂﾞｶ ﾕｳｲ ｸﾛｲﾜ ｶﾅ ｻﾜｲ ﾙｲ
小堀 千枝里(2) 宮野入 真琴(2) 戸塚 友惟(1) 黒岩 夏奈(2) 澤井 琉衣(2)

ｶﾈｺ ﾃﾙﾐ ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔﾈ ｶﾝｻﾞﾜ ｱｽｶ ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳﾘ
兼子 照実(2) 瀧澤 彩音(3) 神沢 明日香(2) 田中 陽菜(3) 町田 優里(1)

ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ ﾌｼﾞﾀ ﾋﾄﾉ ｽｽﾞｷ ﾋﾅ ｲｿﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ ﾖﾂﾓﾄ ﾓﾓﾅ
清水 杏夏(2) *A 藤田 仁乃(3) 鈴木 陽渚(1) 磯部 葉月(1) 四元 桃奈(3)

ｽｽﾞｷ ﾘﾅ ﾀｶﾊｼ ｼｭﾎ ｸﾛﾀﾞ ｱﾔﾉ ﾀｶｷﾞ ﾋﾅ ﾊﾏﾉ ﾋｶﾙ
鈴木 理菜(2) *A 髙橋 朱穂(3) *A 黒田 彩乃(1) *A 高木 妃菜(1) *A 浜野 光(2) *A

ﾅｶﾑﾗ ﾅﾁ ﾜﾀﾞ ｻｱﾔ ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｶﾆｴ ｷﾘﾉ
中村 来知(3) 和田 沙亜耶(3) 田中 希実(1) 前田 七海(1) 蟹江 きりの(3)

ｻｲﾄｳ ﾋﾌﾐ ﾅｶﾔ ｶﾉ ﾏﾂｵｶ ﾏｷ ﾖｼﾉ ﾘﾅ ﾀﾅｶ ｶﾘﾝ
齊藤 日歩美(2) *A 中谷 佳乃(1) *A 松岡 真姫(1) 吉野 莉菜(2) *A 田中 花鈴(2) *A

ｺｸﾞﾚ ﾏｵ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾅｺ ｱﾗｲ ﾅﾂｷ ﾏｴｻﾞﾜ ﾁｻﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ
小暮 真緒(3) 丸山 日菜子(2) 新井 夏妃(1) 前沢 ちさと(3) 渡邊 美玖(3)

ｶﾀｷﾞﾘ ｼｵﾝ ｽｴﾅｶﾞ ﾕｲ ｺﾔﾉ ﾓﾓｶ ﾀｹﾔﾏ ﾏｲ ｵｵｶﾜ ﾐｷ
片桐 紫音(3) 末永 結唯(1) 古谷野 百香(1) 竹山 舞(2) 大川 美紀(1)

24 川口市立

21 埼玉栄

22 本庄東

23 所沢西

18 前橋東

19 昌平

20 本庄一

15 太田女子

16 新島学園

17 高崎女子

12 大田原女子

13 常磐

14 健大高崎

9 那須拓陽

10 國學院栃木

11 宇都宮女子

6 取手聖徳女子

7 文星女子

8 白鴎大足利

3 東洋大牛久

4 常総学院

5 水戸二

区間（ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ色）

距離　（m）

1 茨城キリスト

2 水城
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距離　（m）

ｲﾄｳ ﾕﾅ ﾜﾀﾞ ﾐｽﾞｷ ﾖｺｻﾜ ﾅﾅ ﾅｶﾞｼﾏ ﾅﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｶ
伊東 夕波(2) *A 和田 水希(1) *A 横澤 奈夏(1) *A 長島 奈南(1) *A 山本 朋佳(3) *A

ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ ｼｵﾉ ｴﾘｶ ﾔﾏﾁﾞ ﾏｱｲ ｵｵﾊｼ ﾋﾏﾘ ﾓﾘ ｺﾉｶ
髙橋 葵(2) 塩野 愛梨花(2) 山地 茉娃(1) 大橋 日茉理(1) 森 樹香(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓｶ ｽｽﾞｷ ﾃﾝｶ ｵｵﾉ ｱﾔﾅ ｴﾑﾗ ﾎﾉｶ ﾖｼｲ ﾕｲ
中澤 萌々花(3) 鈴木 天華(1) 大野 綾愛(3) 江村 穂乃花(3) 吉井 優唯(1)

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕﾘ ﾈﾓﾄ ﾅﾅﾐ ｾｲﾉ ｸﾚﾊ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ ｷﾝﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ
藤村 優李(3) 根本 菜々美(2) 清野 紅葉(2) 渡邉 彩夏(2) 金原 千尋(3)

ｵｶﾓﾄ ｻｷ ｾｶﾞﾜ ｷｺ ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｶ ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ ｵｵｽﾐ ﾘｺ
岡本 彩稀(2) 瀬川 希子(2) 米山 結夏(2) *A 田中 佑奈(1) 大住 理子(3)

ｴﾊﾞﾗ ｳﾐ ｷｸﾁ ﾕﾄﾘ ｱｵｷ ﾕｽﾞﾊ ｱｻﾋﾅ ﾅﾅﾐ ｻﾄｳ ﾐｳ
荏原 羽珠(1) 菊池 ゆとり(2) 青木 柚葉(2) 朝日向 ななみ(2) 佐藤 美海(3)

ﾐﾜ ﾅﾅｺ ｼｵｲﾘ ﾓﾓﾊ ｼﾏﾇｷ ｴﾘｺ ｸﾂﾐ ﾐｶ ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾏﾜﾘ
三輪 南菜子(3) 塩入 百葉(2) 島貫 恵梨子(3) 九津見 美花(2) 菅原 ひまわり(1)

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ ｶﾝﾉ ﾅﾐ ｲﾜﾅｶﾞ ｻｸﾗ ﾐﾅﾐ ﾋﾅﾀ ﾊﾔｼ ﾘﾝｶ
小川 陽香(1) 菅野 奈美(1) 岩永 桜(1) 南 日向(2) 林 凜華(1)

ｷｼﾞﾏ ｱｽｶ ﾐｽﾞﾇﾏ ﾁｻ ｺｳﾉ ﾊﾅ ｷｸﾁ ｺﾄｺ ｿﾄﾏ ﾚｲﾅ
木島 あすか(3) *A 水沼 千紗(3) 河野 花(1) 菊地 琴子(3) *A 外間 礼那(2) *A

ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ ｱﾘﾓﾄ ｻﾔﾊ ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝ ｱﾘﾓﾄ ﾌｳﾜ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｲ
鈴木 日菜子(3) 有本 爽羽(3) 樋口 凛(2) 有本 楓羽(3) 萩原 結(3)

ﾓﾘ ﾏﾄﾞｶ ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾔｶ ｼﾌﾞﾔ ﾅｴ ｲﾅｶﾞｷ ｺｺﾈ ﾋﾗﾉ ﾅｷﾞｻ
森 まどか(2) *A 北澤 彩香(3) *A 渋谷 菜絵(2) 稲垣 木々音(2) 平野 渚(3) *A

ｵｸﾉ ｺﾄ ﾅﾘﾀ ﾐﾅ ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｺ ﾆﾉｶﾀ ｺｲ ｱｲｻﾞﾜ ﾅｷﾞｻ
奥野 琴(2) 成田 美奈(2) 前田 尚子(3) *A 二之方 恋(3) 相澤 凪咲(2)

ｶﾈｺ  ﾋﾅﾀ ｵｸﾞﾗ  ﾋﾛ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ ﾎｿﾔ ﾐｽｽﾞ ｲﾄｳ  ﾅﾐ
金子 陽向(2) *A 小倉 紘(1) 吉田 凜(3) 細谷 美鈴(2) 伊藤 南美(2)

ﾀｶﾊｼ  ﾘｵﾝ ﾀｶﾊｼ  ﾋﾖﾘ ｷﾉｼﾀ ｱﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｶ ｵｶ  ﾕﾒﾉ
髙橋 凜音(1) *A 高橋 ひより(1) *A 木下 愛海(2) *A 山田 佳花(1) 岡 夢乃(1) *A

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾉﾉｶ ｵﾀﾞ ｱｶﾘ ﾅﾝﾊﾞ ﾕﾘﾊ ﾖｺﾔﾏ ﾀﾏｷ ﾅﾐｷ ﾚﾅ
長峯 野々花(3) *A 小田 あかり(3) 難波 百合菜(3) 横山 珠希(3) 並木 伶奈(3)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾉｴ ﾉｸﾞﾁ  ﾅﾂｷ ﾕｲ ﾏﾙｶ ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾕﾐ ｼﾉｻﾞｸﾗ  ｽｲ
川口 乃愛(3) 野口 菜月(2) 油井 まるか(3) 松永 鮎実(1) 信櫻 翠(1)

ﾏﾙﾊｼ  ｱﾝ ﾆﾜ ｻｸﾗ ｻｲﾄｳ ﾏﾎ ｻﾄｳ ｼｵﾘ ﾄﾞｳｷ  ﾋﾄﾐ
丸橋 杏(1) 丹羽 櫻(1) 齋藤 真歩(2) 佐藤 汐莉(1) 銅木 瞳(2)

ｸﾗﾀ  ﾏﾅﾐ ｻﾉ  ﾐﾂｷ ｻｲﾄｳ  ｱﾕﾐ ｽｽﾞｷ  ﾓｴｶ ﾁﾊﾞ  ﾕｷﾉ
倉田 愛実(1) *A 佐野 光紀(2) *A 斎藤 愛結美(3) *A 鈴木 萌果(3) 千葉 祐希乃(2) *A

ｷﾄｳ ｺﾉﾐ ｲｼｲ ﾚｲﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｻﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾅ ｱｵﾇﾏ ﾘﾐ
鬼頭 このみ(3) 石井 れいな(1) 中嶋 千紗都(2) 渡辺 萌梨(3) 青沼 麗后(1) *A

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾘ ﾎｿﾀﾞ ﾅﾅ ｻｻｷ ﾊﾙｶ ﾉﾀﾞ ﾐﾘｶ ｶｷｼﾏ ｻﾝｺﾞ
渡邊 瑳莉(3) 細田 奈那(2) 佐々木 遥香(3) 野田 みりか(3) 柿島 珊瑚(1)

ｻﾜﾀﾞ ﾙｱﾝ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾏｲ ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ
澤田 琉杏(2) *A 山口 はるな(2) *A 山口 ひかり(1) *A 田草川 麻衣(2) *A 鈴木 彩夏(3) *A

ｲﾁｶﾜ ﾐｸ ﾂﾁﾔ ﾕｲ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｵｲ ｺﾝﾄﾞｳ ﾊｽﾐ ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ
市川 美空(1) 土屋 ゆい(2) 松原 葵(1) 近藤 羽純(1) 清水 蒼(2)

ﾀﾅｶ ﾐﾕ ｺｲｹ ｻｸﾗ ﾕｲ ｶｴﾃﾞ ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ ﾄｶﾞｼ ﾘｺ
田中 実夢(2) *A 小池 咲良(2) *A 油井 楓(1) *A 伊藤 すずか(1) *A 冨樫 璃子(2) *A

     
     

48 甲府昭和 DNS

45 笛吹

46 巨摩

47 北杜

42 東海大相模

43 山梨学院

44 韮崎

39 三浦学苑

40 荏田

41 法政二

36 上水

37 川崎市立橘

38 白鵬女子

33 東京

34 城西

35 駒大高

30 市立柏

31 錦城学園

32 順天

27 市立船橋

28 流経大付柏

29 八千代松陰

25 成田

26 日体大柏
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№ 学校名/開始時刻 12:30 南13:15/北13:30 13:45 14:20 南15:00/北15:15 南15:30/北15:55 南16:20/北16:45

ﾜﾀﾘ ｶｲ ｶﾜﾀﾞ ﾘｮｳ ｵｵﾀﾆ ﾕｷﾋﾛ ｵｵｳﾁ ｼｭﾝ ｶｼﾑﾗ ﾏｻﾔ ｲｻｶ ｹｲｽｹ ﾊｺﾀﾞ ﾕｳﾏ
亘理 魁(3) *A 川田 涼(3) *A 大谷 章紘(3) *A 大内 瞬(2) *A 樫村 将矢(2) *A 井坂 佳亮(2) *A 箱田 優馬(3) *A

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ ｵｵﾊｼ ﾕｳｽｹ ﾋｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾄ ｱｷﾔﾏ ｲﾁｺﾞ ｲｼｼﾞﾏ ﾀｲﾁ ﾄﾏﾂ ﾔﾏﾄ
吉田 勇磨(2) *A 大橋 勇佑(1) *A 樋口 竜也(3) *A 大森 由翔(2) *A 秋山 壱期(1) *A 石島 太一(1) *A 登松 大和(1) *A

ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾔ ﾔﾍﾞ ｼｮｳﾀ ﾌｸｲ ｶﾅﾀ ﾅｶﾞﾉ ﾏｺﾄ ｻﾜﾊﾀ ｼｮｳ ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ ﾂｽﾞｸ ﾕｳｼﾞﾛｳ
村上 竜也(2) *A 矢部 翔太(3) *A 福井 叶太(2) *A 長野 誠(2) *A 澤畠 将(2) *A 川口 陽生(3) 都竹 裕次郎(1) *A

ﾌﾀｶﾜ ｹﾝｼﾝ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ ｼｶﾞ ﾄﾓﾔ ﾐﾈｼﾏ ﾘｵ ﾀｶﾉ ｺｳｾｲ ｵﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾖｷ
二川 健伸(3) *A 山田 友也(2) *A 志賀 智也(3) 峯島 璃乙(3) *A 高野 晃勢(3) *A 小田 恭平(3) 長谷川 豊樹(1) *A

ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ｵｵｾﾞｷ ﾌｳﾏ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ ｲｹﾏﾂ ﾊﾙﾄｼ ｶﾜﾏﾀ ｹﾝｺﾞ ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ ﾆﾗｻﾜ ﾌﾐﾄ
前田 寛明(2) *A 大関 風馬(1) *A 佐藤 友亮(2) *A 池末 遥俊(2) *A 川又 健吾(2) *A 杉本 和哉(2) *A 韮澤 史人(2) *A

ｵｵﾇﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ ｱﾗﾊﾗ ｼｭﾝ ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝ ｶﾜｻｷ ｶﾅﾒ ﾈﾓﾄ ｶｲ ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ﾚｲﾔ
大沼 良太郎(2) *A 野口 遥斗(1) *A 荒原 駿(1) *A 坂本 駿(2) *A 川崎 要(2) *A 根本 快生(2) *A 日向寺 礼弥(1) *A

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ ﾐﾓﾘ ﾕｳﾏ ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒﾄ ﾌｼﾞﾀ ｱﾄﾑ ｵｶﾀﾞ ﾌｳﾏ ｷｸﾁ ﾘｮｳ ﾖｼﾀﾞ ｼﾝ
松本 海音(2) *A 三森 悠真(1) *A 稲葉 夢斗(2) *A 藤田 アトム(2) *A 岡田 楓真(2) *A 菊池 涼(3) 吉田 慎(3) *A

ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅﾔ ｵｵﾔ ｼｮｳｺﾞ ﾊﾔｾ ﾉｱ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｺﾞ ﾅｶﾞｵｶ ﾚﾝﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ
滝澤 愛弥(2) *A 大屋 渉悟(1) *A 早瀬 乃亜(3) *A 山口 彰太(1) *A 松村 謙吾(2) *A 長岡 蓮人(1) *A 山口 聡太(1) *A

ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ ｶﾜﾊﾗ ｱｵｲ ﾖｺﾀ ｷﾞﾝｶﾞ ｺﾞﾐﾌﾞﾁ ﾕｲﾄ ｵﾁｱｲ ﾂﾊﾞｻ
木村 駿斗(2) *A 根岸 悠斗(2) *A 関本 敬太(2) *A 河原 蒼(1) *A 横田 銀牙(1) *A 五味渕 結斗(1) *A 落合 翼(2) *A

ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ ｱｻｲ ﾕｳﾄ ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷ ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ ｳｴｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ ﾐｷ ｺｳｽｹ
鈴木 太陽(2) *A 浅井 悠斗(1) 高山 陽紀(2) *A 渡邊 光毅(1) 関口 功太郎(2) *A 上澤 一央(2) 三木 康亮(2) *A

ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｷ ｱﾍﾞ ｹﾝ ﾔﾏﾑﾛ ﾘｵﾄ ｶﾝﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾐﾔﾀ ﾏﾋﾛ ｾｷ ﾏｻｱｷ ｲﾄｳ ﾀｹﾊﾙ
松田 朋樹(3) *A 阿部 健(2) *A 山室 理響(3) *A 菅野 涼介(3) *A 宮田 真優(3) 關 聖明(2) *A 伊藤 尊晴(1)

ｵｵｶﾜ ｼｭｳｿﾞｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷﾄ ﾐﾔｷ ﾀｶﾕｷ ｱｵｷ ｺｳﾀ ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾑ ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｷ
大川 修蔵(2) *A 渡辺 力斗(2) *A 宮木 貴由樹(3) *A 青木 孝太(2) *A 小島 悠生(3) *A 山口 拓夢(1) *A 村上 尚希(2) *A

ｳﾁﾔﾏ ﾖｼﾀｶ ｵｵﾀﾜ ｲｯﾄ ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｷ ﾜｹｽ ﾀｶﾉﾘ ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ ｲｹﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ ｲﾀｶﾞｷ ｼｭﾝｽｹ
内山 喜宝(3) *A 大田和 一斗(3) *A 北村 勇貴(3) *A 分須 尊紀(3) *A 石田 洸介(3) 池原 悠月(3) *A 板垣 俊佑(3) *A

ﾎﾘｺｼ ｼｮｳﾄ ｻｲﾄｳ ｱｵｲ ﾓﾘｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾐｽﾞｺｼ ｱｵｲ ﾔﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ ｴﾊﾞﾗ ｼｭﾝﾍｲ ｲﾘｻﾜ ｾｲﾗ
堀越 翔人(3) *A 齋藤 碧(2) 森川 凛太郎(3) *A 水越 蒼生(1) *A 矢守 峻脩(3) *A 江原 守平(2) *A 入沢 世良(3) *A

ｺｸﾞﾚ ｴｲｷ ﾀｶｸｻｷﾞ ｶﾂﾞｷ ｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ ﾁｷﾞﾗ ﾀﾞｲﾄ ｶｼﾜﾄﾞ ｱｵｼ ﾑﾗﾀ ｺｳｽｹ ﾏﾂｼﾏ ｼｭﾝｾｲ
小暮 栄輝(3) *A 髙草木 架月(1) *A 帰山 侑大(2) *A 千明 大斗(1) *A 柏戸 葵志(3) *A 村田 幸翼(1) 松島 竣成(2) *A

ｱｵｷ ﾙｲ ｵｵﾅﾗ ﾘｭｳｷ ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙﾄ ｺﾞｳﾔ ﾏﾅﾄ ｵﾉ ﾕｳﾏ ｺｲｹ ﾕｳｷ ｵｵﾂｶ ｿｳ
青木 瑠郁(2) *A 大楢 龍輝(2) 水野 遥大(3) *A 強矢 愛斗(3) *A 小野 悠馬(1) *A 小池 佑希(2) *A 大塚 蒼(2) *A

ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳ ｼﾓﾔ ﾘｸ ﾏﾂｼﾏ ｺｳﾀ ｱｸﾂ ｼｭﾝｼﾞ ｸﾛｲﾜ ﾔｽﾅｶﾞ ｾｷｸﾞﾁ ﾖｵ ﾄﾐｻﾞﾜ ﾃﾂｵ
永田 柊(2) *A 下谷 陸(1) 松島 康太(2) *A 阿久津 隼司(2) *A 黒岩 靖永(3) *A 関口 曜生(3) *A 冨沢 哲生(3) *A

ﾃｼｶﾞﾊﾗ ﾕｳｷ ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ ﾏﾂｼﾏ ｿﾗﾄ ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ ﾐﾔｻｶ ﾕｳｷ ｶﾄｳ ﾄﾓﾔ ｲﾜｲ ﾘｮｳﾄ
勅使河原 由貴(3) *A 鈴木 健太(2) *A 松島 空大(2) *A 石川 真之介(2) *A 宮坂 侑希(1) *A 加藤 智也(1) *A 岩井 凌斗(3) *A

ﾔﾏｻｷ ｿｳ ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ ﾇﾏﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｲｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ ｵｶﾉ ﾌﾐﾔ ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ ｱｶﾎｼ ﾄｵﾏ
山﨑 颯(2) *A 山中 皇太郎(2) 沼田 隼一(3) *A 石口 大地(3) *A 岡野 史弥(3) 吉田 黎大(1) 赤星 龍舞(2)

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ ﾀﾝﾉ ｱｷﾄ ﾑﾛｲ ｹｲﾀ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ ｳﾁﾔﾏ ｼﾞｭﾗｲ ｺｳﾀﾞ ﾚｲｼﾞ ｲﾜﾓﾄ ｾｲ
宇田川 瞬矢(2) *A 丹野 暁翔(1) *A 室井 慶太(3) *A 長谷川 琉斗(3) *A 内山 壽頼(2) *A 幸田 礼士(2) *A 岩本 聖(2) *A

ｼﾉｷ ｼｭﾗ ｻｶﾞﾗ ﾘｵ ｲｺﾏ ﾅｵﾕｷ ｳｴﾉ ｼｭﾝﾔ ｴﾊﾗ ﾘｮｳﾏ ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ ｲｼﾂｶ ﾕｳｽｹ
篠木 珠良(3) *A 相楽 理央(2) 生駒 直幸(2) 上野 隼弥(2) *A 江原 峻真(2) *A 榎本 蒼空(1) *A 石塚 優介(3) *A

ｸﾛｲﾜ ﾕｳｾﾞﾝ ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ ｺｼﾞﾏ ﾘｸ ｻｻｲ ｺｳﾀ ｽｽｷ ｱﾕﾑ ﾓﾘﾀ ｹﾝｼﾝ ｵﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ
黒岩 勇禅(2) *A 久保田 涼雅(2) 小島 陸駆(3) *A 笹井 紘汰(2) *A 須々木 歩(2) *A 森田 健伸(2) *A 小野 翔太郎(2) *A

ﾄﾞﾊﾞｼ ﾊﾔﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ ｾﾄ ﾄｷｱ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｷ ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｱｷ ｸﾉ ﾕｳｾｲ
土橋 駿太(3) *A 山田 康太(3) 瀬戸 常吾(3) *A 萩原 力(3) *A 髙橋 歩夢(1) 田端 良壮(2) 久野 優正(3) *A

ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾄ ｼﾓﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ ｶﾝﾉ ﾕｳﾀ ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾛｸ ﾔｽｴ ﾊﾙﾄ ﾔｻﾞｷ ﾚｵ
中村 泰斗(3) *A 下田 秀平(3) *A 菅野 雄太(3) *A 山内 裕喜(3) *A 渡邊 弥陸(3) *A 安江 悠登(1) *A 矢崎 玲央(3) *A

24 西武文理

21 花咲徳栄

22 武蔵越生

23 松山

18 富岡

19 埼玉栄

20 東京農大三

15 樹徳

16 健大高崎

17 吾妻中央

12 作新学院

13 東京農大二

14 前橋育英

9 文星芸大附

10 宇都宮

11 白鴎大足利

6 鹿島学園

7 那須拓陽

8 佐野日大

3 水戸工

4 水戸葵陵

5 土浦日大

令和２年度 男子 第73回栃木県高等学校駅伝競走大会　スタートリスト

区間（ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ色）

距離　（m）

1 水城

2 東洋大牛久
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令和２年度 男子 第73回栃木県高等学校駅伝競走大会　スタートリスト

区間（ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ色）

距離　（m）

ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾄ ｲｼｲ ﾕｳｷﾁ ｸﾄﾞｳ ｼﾝｻｸ ｲｹｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ ｱﾌﾞﾗﾔ ｺｳｽｹ ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ ｺﾏﾂ ﾕｳｷ
石原 正翔(2) *A 石井 優吉(3) *A 工藤 慎作(1) *A 池澤 悠冬(1) *A 油谷 航亮(3) *A 村上 友哉(2) *A 小松 優輝(1) *A

ｵｶﾞﾀ ﾚﾅﾄ ｲﾜｵ ｶﾞｲ ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ ﾖｼｽﾞﾐ ﾊﾔﾃ ｼｲｷ ｶﾝﾀ ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
緒方 澪那斗(2) *A 岩尾 雅偉(3) *A 佐藤 条二(3) *A 安藤 武留(3) *A 吉住 颯(3) *A 椎木 幹太(3) *A 佐藤 智也(2)

ｵｵｼﾏ ﾌﾐﾔ ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｷ ｱｲｻﾞﾜ ﾀｸﾏ ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ ｶｺﾞｸﾗ ﾕｳﾀﾛｳ ｿﾒﾔ ﾕｳﾀﾞｲ
大島 史也(2) *A 中山 遥稀(3) *A 相澤 拓摩(2) *A 山本 樹(2) *A 藤井 勇成(3) *A 籠倉 侑太郎(3) *A 染谷 雄大(1) *A

ﾉｼﾞﾏ ｹﾝﾀ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ ﾀｶｼﾏ ｶﾅﾀ ﾉｼﾞﾏ ﾕｳﾀ ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ｶﾄﾘ ﾀｲﾁ ｸﾘﾀ ﾘｭｳｷ
野島 健太(3) *A 高橋 遼(1) *A 高島 大空(3) *A 野島 悠太(3) *A 佐藤 俊介(3) 香取 拓壱(3) *A 栗田 隆希(2) *A

ｶﾏﾀ ﾖｳｾｲ ﾎｿﾔ ｺｳﾀ ｵﾘｶｻ ﾘｮｳﾀ ｶﾏﾀ ｱｽｶ ｿﾒﾔ ﾘｭｳﾄ ｲﾏｲ ﾕｳﾀ ｵｵｻﾜ ｱﾕﾑ
蒲田 陽生(3) *A 細谷 孝大(3) *A 折笠 亮太(3) *A 鎌田 明日翔(3) *A 染谷 隆翔(1) *A 今井 優汰(3) *A 大澤 明歩(2) *A

ﾖｼﾀﾞ ﾚｲｼ ｼｲｽﾞ ﾕｳﾔ ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ ﾌｼﾞｲ ﾖｳﾍｲ ｻｸﾏ ﾕｳ ｲﾁﾊﾗ ﾄﾜ ｱﾝｻﾞｲ ｶｴﾃﾞ
吉田 礼志(3) *A 椎津 侑也(1) *A 鈴木 康也(3) *A 藤井 陽平(2) *A 佐久間 悠(1) *A 市原 彪羽(2) *A 安西 楓(2) *A

ﾇﾏｲ ﾕｳﾄ ｻｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ ｳﾗﾀ ﾕｳﾄ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ ﾎｼﾉ ﾀｲﾁ ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｼﾞﾝ ｳｴｷ ﾗｲｼﾞ
沼井 優斗(3) *A 齋藤 泰河(2) 浦田 優斗(3) *A 鈴木 耕太郎(1) *A 星野 泰地(1) *A 永野 佑迅(1) 植木 来時(2) *A

ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ ﾂﾂｲ ﾘｮｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ ｼｹﾞﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾉﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ ｼﾓﾑﾗ ｿｳｼﾞﾛｳ
佐藤 有一(2) *A 伊藤 匠海(1) 筒井 涼(2) *A 平林 樹(3) 重田 駿平(2) 野村 祐太朗(3) 下村 颯次郎(3) *A

ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ ﾏｷﾑﾗ ﾕｳｼﾝ ｶﾂｷ ﾔｽﾋﾛ ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ﾊﾙﾉ ﾀｲｾｲ ｵｵﾑﾛ ｱﾑ
田中 純(1) *A 槇村 勇伸(3) 甲木 康博(3) *A 中島 弘太(3) *A 伊藤 優真(1) 春野 太星(3) *A 大室 杏夢(1) *A

ﾀﾏﾙ ｿｳ ﾋﾀﾞ ｹｲﾀ ｶﾅﾔ ｺｳﾀ ｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ ｻﾄｳ ｼﾝﾔ ｵｵﾀ ｺｳｷ ﾈﾓﾄ ﾕｳｷ
田丸 颯(3) *A 肥田 圭太(3) 金谷 紘大(3) *A 佐野 慎之介(3) *A 佐藤 真也(2) 大田 滉貴(3) *A 根本 勇紀(3) *A

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ ｺﾀﾞｲﾗ ｱﾂﾕｷ ｻｲﾄｳ ｴｲｽｹ ﾏｴﾀﾞ ﾚﾝ ｶﾄｳ ﾕｳﾄ ﾓﾄﾔﾏ ｻﾄﾙ
和田 悠都(3) *A 石塚 陽士(3) 小平 敦之(1) 齋藤 英介(2) 前田 蓮(2) 加藤 優門(2) *A 元山 怜(2)

ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾎ ﾅｶﾂｶ ﾕｳｶﾞ ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓﾃﾙ ｳｴﾔﾏ ﾄｷｵ ﾁｶｳﾁ ｶｲﾘ ｶﾝﾉ ｼﾝﾔ ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳﾀ
藤井 勇歩(2) *A 中塚 優我(2) *A 吉村 智輝(2) *A 上山 時生(3) *A 近内 海力(2) *A 菅野 真也(3) 平出 康太(3) *A

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ ﾊﾏｸﾞﾁ  ﾅｵﾄ ﾋﾗｼﾏ  ﾘｭｳﾄ ｵｵﾉ ﾕｳﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ ｷｼﾞﾏ ﾘｸ
田中 大稀(3) *A 濱口 直人(3) *A 平島 龍斗(2) *A 大野 悠翔(3) *A 安藤 凛(2) *A 古山 拓輝(2) *A 木島 陸(1) *A

ｳｼﾞｲｴ  ｹｲｲﾁﾛｳ ｾｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ ﾕﾉｶﾜ  ｿｳ ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｱﾘｲｽﾞﾐ ｿｳﾏ ﾔﾍﾞ ｼﾝﾉｽｹ ｸｻｶﾘ  ﾔｽﾕﾐ
氏家 圭一郎(3) *A 瀬川 航平(1) *A 湯野川 創(2) *A 飯田 陽仁(2) *A 有泉 壮馬(1) *A 矢部 慎之介(1) *A 草刈 恭弓(2) *A

ﾐﾔｵｶ ﾘﾝﾀ ｲｼﾂﾞｶ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾖｳｽｹ ｿﾈ ﾅｵﾔ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳｯﾄ ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ
宮岡 凜太(2) 石塚 壮一郎(3) 原田 洋輔(2) *A 曽根 直也(2) *A 鈴木 祐太(3) 渡邉 有翔(1) 福田 侑生(2) *A

ﾛﾎﾏﾝ  ｼｭﾓﾝ ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ ｲﾄｳ ﾊﾙｷ ﾔｻﾞﾜ ﾄｼｷ ﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ ﾌﾙｶﾜ ﾀﾂﾔ ﾋﾗｲ ﾀｶﾖｼ
ﾛﾎﾏﾝ  ｼｭﾓﾝ(2) *A 福田 達也(2) *A 伊藤 春輝(1) *A 矢澤 寿基(2) *A 田村 悠至(3) *A 古川 達也(1) *A 平井 孝佳(3) *A

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ ﾔｺﾞ ｷﾞﾝｼﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ ｲﾅﾐﾂ ｷﾘｭｳ ｲﾜﾉ ｺｳｷ ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ
田邉 優太(3) *A 矢後 銀次(2) *A 山口　 大輔(3) *A 宮崎 暖大(2) 稲光 希竜(2) 岩野 幸樹(3) *A 安藤 草太(3) *A

ｱﾝｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ ﾌﾙｶﾜ ｶﾝﾀ ｶﾄｳ ｺｳｲtﾛｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ ｶｼﾜｷﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾔ ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾋﾄ
安澤 駿空(3) *A 古川 幹大(3) *A 加藤 幸一郎(3) *A 中澤 浩太(3) *A 柏木　 俊介(2) *A 服部 由弥(1) *A 五十嵐 日仁(2) *A

ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ ｺｳﾉ ﾀｲｶﾞ ﾜﾀﾞ ｱｷﾄ ｺﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙｷﾔ ｷｯﾀ ｼｮｳ ｲﾄｳ ｼｭﾝ
篠原 一希(1) *A 河野 大海(1) *A 和田 瑛登(1) 小松田 有将(3) *A 望月 瑠希哉(1) *A 橘田 翔(3) *A 伊東 駿(1) *A

ﾌｼﾐ ﾕｳﾀ ｺﾏﾂ ｲｸﾄ ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾔ ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ ﾀｶｷﾞ ｺﾀﾛｳ ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ ｱｶｲｹ ｼｮｳ
伏見 友汰(3) *A 小松 郁斗(2) *A 川崎 翔哉(2) *A 清水 康生(1) *A 髙木 鼓太朗(1) 小池 直幸(2) *A 赤池 祥(2) *A

ﾂﾙﾀﾞ ﾀｸ ｺﾊﾀ ﾘｮｳﾀ ｲﾁｶﾜ ｹｲ ｲｹﾀﾆ ｹｲﾄ ﾏﾂｲ ｼｮｳ ｺﾊﾀ ｼﾞｭﾝﾀ ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ
鶴田 拓(2) *A 木幡 凌大(3) *A 市川 慶(2) *A 池谷 彗斗(2) *A 松井 翔(3) *A 木幡 純太(3) *A 小川 倖生(3) *A

ﾀｹｲ ｿｳﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ｳｷｮｳ ﾑﾄｳ ﾀｸﾐ ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀ ｱﾘｲｽﾞﾐ ｴｲｻ ｻｸﾗﾀﾞ ｲｯｻ ﾌｨｾｯﾄ ｹｲ
武井 蒼真(2) *A 小林 右京(2) 武藤 匠(2) 平野 翔大(3) *A 有泉 英冴(1) 櫻田 息颯(3) *A フィセット 慶(2)

ｲﾁｶﾜ ﾀｲｾｲ ﾔｻﾞｷ ﾅｵ ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭｳ ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｶｲ ｲﾁﾉｾ ｶｹﾙ ｵﾉ ﾘｮｳｶﾞ ﾅｶｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ
市川 大世(1) *A 矢﨑 那央(1) *A 内堀 柊(1) *A 馬場 天海(1) *A 一ノ瀨 駆(2) 小野 凌河(1) *A 中込 大地(1) *A

ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾀ ﾁﾋﾞｷ ｱﾕﾑ ｺﾏｲ ﾊﾙｷ ｽｷﾞｻｶ ﾕｳｼﾞ ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ｽｷﾞｻｶ ﾏｻｱｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ
水上 紘汰(2) *A 千引 歩夢(1) 駒井 元貴(1) *A 杉坂 悠志(1) 齊藤 大翔(1) 杉坂 優明(3) 渡辺 航太朗(2)

48 甲府一

45 笛吹

46 甲府工

47 巨摩

42 法政二

43 山梨学院

44 韮崎

39 鎌倉学園

40 川崎市立橘

41 藤沢翔陵

36 東京実

37 相洋

38 東海大相模

33 城西

34 駒大高

35 早稲田実

30 拓大紅陵

31 國學院久我山

32 拓大一

27 専修大松戸

28 流経大付柏

29 中央学院

25 八千代松陰

26 市立船橋
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第29回関東高等学校駅伝競走大会・女子スタートリスト
2020/11/21土　カンセキスタジアムとちぎ

女子第1区(6000m) 
競技開始時刻 10:00

決　勝　

スタート位置：内側 スタート位置：外側
1 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 5 水戸二 島田 佳凜(2) *A 33 6 取手聖徳女子 山﨑 聖奈(2)

2 48 甲府昭和 DNS 34 16 新島学園 阿部田 莉月(2) *A

3 35 駒大高 森 まどか(2) *A 35 20 本庄一 鈴木 理菜(2) *A

4 25 成田 伊東 夕波(2) *A 36 10 國學院栃木 立川 千聖(1)

5 42 東海大相模 倉田 愛実(1) *A 37 29 八千代松陰 岡本 彩稀(2)

6 46 巨摩 市川 美空(1) 38 44 韮崎 渡邊 瑳莉(3)

7 31 錦城学園 三輪 南菜子(3) 39 3 東洋大牛久 飯泉 千咲(2) *A

8 34 城西 鈴木 日菜子(3) 40 2 水城 旭 彩華(3) *A

9 13 常磐 並木 美乃(2) *A 41 28 流経大付柏 藤村 優李(3)

10 15 太田女子 山下 真奈(2) *A 42 18 前橋東 兼子 照実(2)

11 38 白鵬女子 髙橋 凜音(1) *A 43 17 高崎女子 小堀 千枝里(2)

12 45 笛吹 澤田 琉杏(2) *A 44 30 市立柏 荏原 羽珠(1)

13 22 本庄東 齊藤 日歩美(2) *A 45 37 川崎市立橘 金子 陽向(2) *A

14 12 大田原女子 大金 未歩(2) 46 24 川口市立 片桐 紫音(3)

15 40 荏田 川口 乃愛(3) 47 23 所沢西 小暮 真緒(3)

16 36 上水 奥野 琴(2) 48 43 山梨学院 鬼頭 このみ(3)

17 8 白鴎大足利 藤原 唯奈(3)

18 14 健大高崎 不破 聖衣来(3)

19 7 文星女子 木村 桜華(3)

20 39 三浦学苑 長峯 野々花(3) *A

21 27 市立船橋 中澤 萌々花(3)

22 26 日体大柏 髙橋 葵(2)

23 19 昌平 清水 杏夏(2) *A

24 47 北杜 田中 実夢(2) *A

25 32 順天 小川 陽香(1)

26 33 東京 木島 あすか(3) *A

27 4 常総学院 根本 梨里加(3)

28 1 茨城キリスト 前川 凪波(3) *A

29 9 那須拓陽 渡辺 凜花(2)

30 21 埼玉栄 中村 来知(3)

31 11 宇都宮女子 長岡 薫子(2)

32 41 法政二 丸橋 杏(1)

DNS: 棄権
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第29回関東高等学校駅伝競走大会・女子スタートリスト
2020/11/21土　カンセキスタジアムとちぎ

女子第2区(4000m) 
競技開始時刻 10:40

決　勝　

スタート位置：内側 スタート位置：外側
2 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 9 那須拓陽 小林 優花(2) 33 48 甲府昭和 DNS

2 46 巨摩 土屋 ゆい(2) 34 27 市立船橋 鈴木 天華(1)

3 4 常総学院 坂西 癒依(2) 35 21 埼玉栄 和田 沙亜耶(3)

4 39 三浦学苑 小田 あかり(3) 36 38 白鵬女子 高橋 ひより(1) *A

5 33 東京 水沼 千紗(3) 37 18 前橋東 瀧澤 彩音(3)

6 14 健大高崎 山田 愛(2) *A 38 3 東洋大牛久 篠塚 美来(2) *A

7 30 市立柏 菊池 ゆとり(2) 39 40 荏田 野口 菜月(2)

8 43 山梨学院 石井 れいな(1) 40 16 新島学園 樋口 里桜(1)

9 37 川崎市立橘 小倉 紘(1) 41 29 八千代松陰 瀬川 希子(2)

10 44 韮崎 細田 奈那(2) 42 32 順天 菅野 奈美(1)

11 41 法政二 丹羽 櫻(1) 43 35 駒大高 北澤 彩香(3) *A

12 34 城西 有本 爽羽(3) 44 36 上水 成田 美奈(2)

13 47 北杜 小池 咲良(2) *A 45 26 日体大柏 塩野 愛梨花(2)

14 22 本庄東 中谷 佳乃(1) *A 46 8 白鴎大足利 島田 愛香(2)

15 17 高崎女子 宮野入 真琴(2) 47 23 所沢西 丸山 日菜子(2)

16 19 昌平 藤田 仁乃(3) 48 28 流経大付柏 根本 菜々美(2)

17 25 成田 和田 水希(1) *A

18 31 錦城学園 塩入 百葉(2)

19 7 文星女子 山田 未唯(1)

20 6 取手聖徳女子 斎藤 さつき(3)

21 12 大田原女子 佐藤 あいり(1)

22 45 笛吹 山口 はるな(2) *A

23 13 常磐 横倉 紹(1) *A

24 42 東海大相模 佐野 光紀(2) *A

25 24 川口市立 末永 結唯(1)

26 20 本庄一 髙橋 朱穂(3) *A

27 5 水戸二 舟生 早織(1)

28 2 水城 髙橋 実里(3) *A

29 1 茨城キリスト 小川 莉穂(1) *A

30 15 太田女子 津布子 せな(2)

31 10 國學院栃木 山﨑 瑠杏(2)

32 11 宇都宮女子 大江 愛結(2)

DNS: 棄権
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第29回関東高等学校駅伝競走大会・女子スタートリスト
2020/11/21土　カンセキスタジアムとちぎ

女子第3区(3000m) 
競技開始時刻 11:05

決　勝　

スタート位置：内側 スタート位置：外側
3 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 36 上水 前田 尚子(3) *A 33 30 市立柏 青木 柚葉(2)

2 23 所沢西 新井 夏妃(1) 34 5 水戸二 長瀬 日向(1)

3 13 常磐 古郡 聖蘭(3) *A 35 8 白鴎大足利 飯塚 遥香(3)

4 32 順天 岩永 桜(1) 36 39 三浦学苑 難波 百合菜(3)

5 6 取手聖徳女子 樋口 優花(3) 37 10 國學院栃木 一場 咲那(1)

6 46 巨摩 松原 葵(1) 38 18 前橋東 神沢 明日香(2)

7 21 埼玉栄 田中 希実(1) 39 47 北杜 油井 楓(1) *A

8 11 宇都宮女子 浅川 颯希(1) 40 20 本庄一 黒田 彩乃(1) *A

9 44 韮崎 佐々木 遥香(3) 41 37 川崎市立橘 吉田 凜(3)

10 16 新島学園 松岡 愛優(1) 42 41 法政二 齋藤 真歩(2)

11 14 健大高崎 浅香 莉里(2) 43 25 成田 横澤 奈夏(1) *A

12 4 常総学院 石野田 姫菜(1) 44 43 山梨学院 中嶋 千紗都(2)

13 38 白鵬女子 木下 愛海(2) *A 45 17 高崎女子 戸塚 友惟(1)

14 42 東海大相模 斎藤 愛結美(3) *A 46 45 笛吹 山口 ひかり(1) *A

15 15 太田女子 鈴木 ひかる(2) 47 19 昌平 鈴木 陽渚(1)

16 40 荏田 油井 まるか(3) 48 26 日体大柏 山地 茉娃(1)

17 9 那須拓陽 渡辺 萌乃佳(1)

18 33 東京 河野 花(1)

19 3 東洋大牛久 古田 茉生(1)

20 35 駒大高 渋谷 菜絵(2)

21 2 水城 海老澤 ひかる(2) *A

22 12 大田原女子 露久保 ひより(1)

23 22 本庄東 松岡 真姫(1)

24 7 文星女子 星野 凜(3)

25 31 錦城学園 島貫 恵梨子(3)

26 34 城西 樋口 凛(2)

27 24 川口市立 古谷野 百香(1)

28 27 市立船橋 大野 綾愛(3)

29 48 甲府昭和 DNS

30 1 茨城キリスト 小野 真緒(1)

31 29 八千代松陰 米山 結夏(2) *A

32 28 流経大付柏 清野 紅葉(2)

DNS: 棄権
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第29回関東高等学校駅伝競走大会・女子スタートリスト
2020/11/21土　カンセキスタジアムとちぎ

女子第4区(3000m) 
競技開始時刻 11:25

決　勝　

スタート位置：内側 スタート位置：外側
4 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 47 北杜 伊藤 すずか(1) *A 33 7 文星女子 森川 彩夢(3)

2 12 大田原女子 高久 真夢(1) 34 5 水戸二 渡辺 加那子(1)

3 1 茨城キリスト 袴塚 乙愛(1) 35 25 成田 長島 奈南(1) *A

4 24 川口市立 竹山 舞(2) 36 40 荏田 松永 鮎実(1)

5 21 埼玉栄 前田 七海(1) 37 8 白鴎大足利 澤井 望乃(1)

6 6 取手聖徳女子 倉持 花憐(1) 38 29 八千代松陰 田中 佑奈(1)

7 10 國學院栃木 福永 琉妃(2) 39 16 新島学園 高木 なるみ(1)

8 19 昌平 磯部 葉月(1) 40 26 日体大柏 大橋 日茉理(1)

9 36 上水 二之方 恋(3) 41 23 所沢西 前沢 ちさと(3)

10 33 東京 菊地 琴子(3) *A 42 31 錦城学園 九津見 美花(2)

11 38 白鵬女子 山田 佳花(1) 43 20 本庄一 高木 妃菜(1) *A

12 45 笛吹 田草川 麻衣(2) *A 44 46 巨摩 近藤 羽純(1)

13 3 東洋大牛久 德永 妃翠(1) 45 35 駒大高 稲垣 木々音(2)

14 15 太田女子 阿部 百花(2) 46 42 東海大相模 鈴木 萌果(3)

15 4 常総学院 田中 茉奈(3) 47 44 韮崎 野田 みりか(3)

16 32 順天 南 日向(2) 48 28 流経大付柏 渡邉 彩夏(2)

17 9 那須拓陽 奥山 颯莉(1)

18 27 市立船橋 江村 穂乃花(3)

19 13 常磐 菊池 杏梨(3) *A

20 14 健大高崎 岡村 美桜暖(3)

21 30 市立柏 朝日向 ななみ(2)

22 22 本庄東 吉野 莉菜(2) *A

23 37 川崎市立橘 細谷 美鈴(2)

24 2 水城 根本 まな(2) *A

25 41 法政二 佐藤 汐莉(1)

26 39 三浦学苑 横山 珠希(3)

27 43 山梨学院 渡辺 萌梨(3)

28 17 高崎女子 黒岩 夏奈(2)

29 34 城西 有本 楓羽(3)

30 11 宇都宮女子 長屋 咲希(1)

31 18 前橋東 田中 陽菜(3)

32 48 甲府昭和 DNS

DNS: 棄権
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第29回関東高等学校駅伝競走大会・女子スタートリスト
2020/11/21土　カンセキスタジアムとちぎ

女子第5区(5000m) 
競技開始時刻 11:45

決　勝　

スタート位置：内側 スタート位置：外側
5 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 14 健大高崎 増田 優菜(3) 33 41 法政二 銅木 瞳(2)

2 45 笛吹 鈴木 彩夏(3) *A 34 33 東京 外間 礼那(2) *A

3 17 高崎女子 澤井 琉衣(2) 35 38 白鵬女子 岡 夢乃(1) *A

4 39 三浦学苑 並木 伶奈(3) 36 9 那須拓陽 西田 真花(1)

5 5 水戸二 井坂 佳鈴(2) 37 29 八千代松陰 大住 理子(3)

6 30 市立柏 佐藤 美海(3) 38 16 新島学園 今泉 千佳(2)

7 10 國學院栃木 山根 翠優(3) 39 3 東洋大牛久 森 桃花(2)

8 23 所沢西 渡邊 美玖(3) 40 44 韮崎 柿島 珊瑚(1)

9 15 太田女子 今 美里(1) 41 6 取手聖徳女子 加藤 花梨(3)

10 43 山梨学院 青沼 麗后(1) *A 42 18 前橋東 町田 優里(1)

11 40 荏田 信櫻 翠(1) 43 35 駒大高 平野 渚(3) *A

12 19 昌平 四元 桃奈(3) 44 46 巨摩 清水 蒼(2)

13 21 埼玉栄 蟹江 きりの(3) 45 36 上水 相澤 凪咲(2)

14 11 宇都宮女子 江口 真央(2) 46 13 常磐 星野 輝麗(3) *A

15 28 流経大付柏 金原 千尋(3) 47 12 大田原女子 豊島 夏季(1)

16 31 錦城学園 菅原 ひまわり(1) 48 34 城西 萩原 結(3)

17 20 本庄一 浜野 光(2) *A

18 26 日体大柏 森 樹香(2)

19 1 茨城キリスト 後藤 凜那(1) *A

20 24 川口市立 大川 美紀(1)

21 25 成田 山本 朋佳(3) *A

22 42 東海大相模 千葉 祐希乃(2) *A

23 32 順天 林 凜華(1)

24 8 白鴎大足利 大出 茉穂(3)

25 48 甲府昭和 DNS

26 4 常総学院 山口 華奈(2)

27 2 水城 齋藤 琴音(1) *A

28 7 文星女子 本多 梨沙(2)

29 22 本庄東 田中 花鈴(2) *A

30 37 川崎市立橘 伊藤 南美(2)

31 27 市立船橋 吉井 優唯(1)

32 47 北杜 冨樫 璃子(2) *A

DNS: 棄権
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第73回関東高等学校駅伝競走大会・男子スタートリスト
2020/11/21土　カンセキスタジアムとちぎ

男子第1区(10000m)　
競技開始時刻 12:30

決　勝　

スタート位置：内側 スタート位置：外側
1 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 2 東洋大牛久 吉田 勇磨(2) *A 33 19 埼玉栄 山﨑 颯(2) *A

2 38 東海大相模 氏家 圭一郎(3) *A 34 18 富岡 勅使河原 由貴(3) *A

3 17 吾妻中央 永田 柊(2) *A 35 43 山梨学院 篠原 一希(1) *A

4 26 市立船橋 緒方 澪那斗(2) *A 36 47 巨摩 市川 大世(1) *A

5 11 白鴎大足利 松田 朋樹(3) *A 37 36 東京実 藤井 勇歩(2) *A

6 13 東京農大二 内山 喜宝(3) *A 38 29 中央学院 蒲田 陽生(3) *A

7 4 水戸葵陵 二川 健伸(3) *A 39 23 松山 土橋 駿太(3) *A

8 45 笛吹 鶴田 拓(2) *A 40 8 佐野日大 滝澤 愛弥(2) *A

9 20 東京農大三 宇田川 瞬矢(2) *A 41 12 作新学院 大川 修蔵(2) *A

10 5 土浦日大 前田 寛明(2) *A 42 1 水城 亘理 魁(3) *A

11 25 八千代松陰 石原 正翔(2) *A 43 6 鹿島学園 大沼 良太郎(2) *A

12 9 文星芸大附 木村 駿斗(2) *A 44 10 宇都宮 鈴木 太陽(2) *A

13 15 樹徳 小暮 栄輝(3) *A 45 42 法政二 安澤 駿空(3) *A

14 30 拓大紅陵 吉田 礼志(3) *A 46 27 専修大松戸 大島 史也(2) *A

15 33 城西 田中 純(1) *A 47 14 前橋育英 堀越 翔人(3) *A

16 48 甲府一 水上 紘汰(2) *A 48 24 西武文理 中村 泰斗(3) *A

17 16 健大高崎 青木 瑠郁(2) *A

18 35 早稲田実 和田 悠都(3) *A

19 39 鎌倉学園 宮岡 凜太(2)

20 28 流経大付柏 野島 健太(3) *A

21 7 那須拓陽 松本 海音(2) *A

22 32 拓大一 佐藤 有一(2) *A

23 22 武蔵越生 黒岩 勇禅(2) *A

24 31 國學院久我山 沼井 優斗(3) *A

25 40 川崎市立橘 ﾛﾎﾏﾝ ｼｭﾓﾝ(2) *A

26 3 水戸工 村上 竜也(2) *A

27 46 甲府工 武井 蒼真(2) *A

28 37 相洋 田中 大稀(3) *A

29 41 藤沢翔陵 田邉 優太(3) *A

30 34 駒大高 田丸 颯(3) *A

31 44 韮崎 伏見 友汰(3) *A

32 21 花咲徳栄 篠木 珠良(3) *A
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第73回関東高等学校駅伝競走大会・男子スタートリスト
2020/11/21土　カンセキスタジアムとちぎ

男子第2区(3000m) 
競技開始時刻 1組 13:15

2組 13:30

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組：南関東

スタート位置：内側 スタート位置：外側
2 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 46 甲府工 小林 右京(2) 17 32 拓大一 伊藤 匠海(1)

2 31 國學院久我山 齋藤 泰河(2) 18 38 東海大相模 瀬川 航平(1) *A

3 35 早稲田実 石塚 陽士(3) 19 25 八千代松陰 石井 優吉(3) *A

4 36 東京実 中塚 優我(2) *A 20 48 甲府一 千引 歩夢(1)

5 37 相洋 濱口 直人(3) *A 21 30 拓大紅陵 椎津 侑也(1) *A

6 33 城西 槇村 勇伸(3) 22 42 法政二 古川 幹大(3) *A

7 26 市立船橋 岩尾 雅偉(3) *A 23 29 中央学院 細谷 孝大(3) *A

8 27 専修大松戸 中山 遥稀(3) *A 24 40 川崎市立橘 福田 達也(2) *A

9 39 鎌倉学園 石塚 壮一郎(3)

10 41 藤沢翔陵 矢後 銀次(2) *A

11 28 流経大付柏 高橋 遼(1) *A

12 34 駒大高 肥田 圭太(3)

13 47 巨摩 矢﨑 那央(1) *A

14 44 韮崎 小松 郁斗(2) *A

15 43 山梨学院 河野 大海(1) *A

16 45 笛吹 木幡 凌大(3) *A

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組：北関東

スタート位置：内側 スタート位置：外側
2 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 14 前橋育英 齋藤 碧(2) 17 2 東洋大牛久 大橋 勇佑(1) *A

2 9 文星芸大附 根岸 悠斗(2) *A 18 10 宇都宮 浅井 悠斗(1)

3 15 樹徳 髙草木 架月(1) *A 19 13 東京農大二 大田和 一斗(3) *A

4 11 白鴎大足利 阿部 健(2) *A 20 6 鹿島学園 野口 遥斗(1) *A

5 5 土浦日大 大関 風馬(1) *A 21 23 松山 山田 康太(3)

6 20 東京農大三 丹野 暁翔(1) *A 22 1 水城 川田 涼(3) *A

7 22 武蔵越生 久保田 涼雅(2) 23 12 作新学院 渡辺 力斗(2) *A

8 7 那須拓陽 三森 悠真(1) *A 24 8 佐野日大 大屋 渉悟(1) *A

9 3 水戸工 矢部 翔太(3) *A

10 21 花咲徳栄 相楽 理央(2)

11 17 吾妻中央 下谷 陸(1)

12 4 水戸葵陵 山田 友也(2) *A

13 24 西武文理 下田 秀平(3) *A

14 18 富岡 鈴木 健太(2) *A

15 19 埼玉栄 山中 皇太郎(2)

16 16 健大高崎 大楢 龍輝(2)
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第73回関東高等学校駅伝競走大会・男子スタートリスト
2020/11/21土　カンセキスタジアムとちぎ

男子第3区(8000m) 
競技開始時刻 13:45

決　勝　

スタート位置：内側 スタート位置：外側
3 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 19 埼玉栄 沼田 隼一(3) *A 33 31 國學院久我山 浦田 優斗(3) *A

2 1 水城 大谷 章紘(3) *A 34 17 吾妻中央 松島 康太(2) *A

3 45 笛吹 市川 慶(2) *A 35 33 城西 甲木 康博(3) *A

4 48 甲府一 駒井 元貴(1) *A 36 9 文星芸大附 関本 敬太(2) *A

5 21 花咲徳栄 生駒 直幸(2) 37 27 専修大松戸 相澤 拓摩(2) *A

6 29 中央学院 折笠 亮太(3) *A 38 6 鹿島学園 荒原 駿(1) *A

7 44 韮崎 川崎 翔哉(2) *A 39 25 八千代松陰 工藤 慎作(1) *A

8 4 水戸葵陵 志賀 智也(3) 40 32 拓大一 筒井 涼(2) *A

9 36 東京実 吉村 智輝(2) *A 41 40 川崎市立橘 伊藤 春輝(1) *A

10 15 樹徳 帰山 侑大(2) *A 42 8 佐野日大 早瀬 乃亜(3) *A

11 5 土浦日大 佐藤 友亮(2) *A 43 3 水戸工 福井 叶太(2) *A

12 41 藤沢翔陵 山口 大輔(3) *A 44 28 流経大付柏 高島 大空(3) *A

13 43 山梨学院 和田 瑛登(1) 45 38 東海大相模 湯野川 創(2) *A

14 35 早稲田実 小平 敦之(1) 46 34 駒大高 金谷 紘大(3) *A

15 26 市立船橋 佐藤 条二(3) *A 47 18 富岡 松島 空大(2) *A

16 12 作新学院 宮木 貴由樹(3) *A 48 24 西武文理 菅野 雄太(3) *A

17 39 鎌倉学園 原田 洋輔(2) *A

18 20 東京農大三 室井 慶太(3) *A

19 47 巨摩 内堀 柊(1) *A

20 23 松山 瀬戸 常吾(3) *A

21 13 東京農大二 北村 勇貴(3) *A

22 14 前橋育英 森川 凛太郎(3) *A

23 10 宇都宮 高山 陽紀(2) *A

24 7 那須拓陽 稲葉 夢斗(2) *A

25 30 拓大紅陵 鈴木 康也(3) *A

26 42 法政二 加藤 幸一郎(3) *A

27 2 東洋大牛久 樋口 竜也(3) *A

28 11 白鴎大足利 山室 理響(3) *A

29 37 相洋 平島 龍斗(2) *A

30 46 甲府工 武藤 匠(2)

31 22 武蔵越生 小島 陸駆(3) *A

32 16 健大高崎 水野 遥大(3) *A
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第73回関東高等学校駅伝競走大会・男子スタートリスト
2020/11/21土　カンセキスタジアムとちぎ

男子第4区(8000m) 
競技開始時刻 14:20

決　勝　

スタート位置：内側 スタート位置：外側
4 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 35 早稲田実 齋藤 英介(2) 33 20 東京農大三 長谷川 琉斗(3) *A

2 8 佐野日大 山口 彰太(1) *A 34 6 鹿島学園 坂本 駿(2) *A

3 42 法政二 中澤 浩太(3) *A 35 5 土浦日大 池末 遥俊(2) *A

4 44 韮崎 清水 康生(1) *A 36 30 拓大紅陵 藤井 陽平(2) *A

5 43 山梨学院 小松田 有将(3) *A 37 16 健大高崎 強矢 愛斗(3) *A

6 17 吾妻中央 阿久津 隼司(2) *A 38 24 西武文理 山内 裕喜(3) *A

7 47 巨摩 馬場 天海(1) *A 39 3 水戸工 長野 誠(2) *A

8 41 藤沢翔陵 宮崎 暖大(2) 40 4 水戸葵陵 峯島 璃乙(3) *A

9 23 松山 萩原 力(3) *A 41 33 城西 中島 弘太(3) *A

10 7 那須拓陽 藤田 アトム(2) *A 42 38 東海大相模 飯田 陽仁(2) *A

11 27 専修大松戸 山本 樹(2) *A 43 37 相洋 大野 悠翔(3) *A

12 28 流経大付柏 野島 悠太(3) *A 44 40 川崎市立橘 矢澤 寿基(2) *A

13 13 東京農大二 分須 尊紀(3) *A 45 12 作新学院 青木 孝太(2) *A

14 2 東洋大牛久 大森 由翔(2) *A 46 45 笛吹 池谷 彗斗(2) *A

15 19 埼玉栄 石口 大地(3) *A 47 34 駒大高 佐野 慎之介(3) *A

16 10 宇都宮 渡邊 光毅(1) 48 26 市立船橋 安藤 武留(3) *A

17 29 中央学院 鎌田 明日翔(3) *A

18 46 甲府工 平野 翔大(3) *A

19 39 鎌倉学園 曽根 直也(2) *A

20 22 武蔵越生 笹井 紘汰(2) *A

21 9 文星芸大附 河原 蒼(1) *A

22 31 國學院久我山 鈴木 耕太郎(1) *A

23 18 富岡 石川 真之介(2) *A

24 14 前橋育英 水越 蒼生(1) *A

25 21 花咲徳栄 上野 隼弥(2) *A

26 25 八千代松陰 池澤 悠冬(1) *A

27 32 拓大一 平林 樹(3)

28 1 水城 大内 瞬(2) *A

29 11 白鴎大足利 菅野 涼介(3) *A

30 48 甲府一 杉坂 悠志(1)

31 15 樹徳 千明 大斗(1) *A

32 36 東京実 上山 時生(3) *A
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第73回関東高等学校駅伝競走大会・男子スタートリスト
2020/11/21土　カンセキスタジアムとちぎ

男子第5区(3000m) 
競技開始時刻 1組 15:00

2組 15:15

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組：南関東

スタート位置：内側 スタート位置：外側
5 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 28 流経大付柏 佐藤 俊介(3) 17 48 甲府一 齊藤 大翔(1)

2 34 駒大高 佐藤 真也(2) 18 46 甲府工 有泉 英冴(1)

3 30 拓大紅陵 佐久間 悠(1) *A 19 37 相洋 安藤 凛(2) *A

4 31 國學院久我山 星野 泰地(1) *A 20 25 八千代松陰 油谷 航亮(3) *A

5 42 法政二 柏木 俊介(2) *A 21 35 早稲田実 前田 蓮(2)

6 32 拓大一 重田 駿平(2) 22 40 川崎市立橘 田村 悠至(3) *A

7 45 笛吹 松井 翔(3) *A 23 39 鎌倉学園 鈴木 祐太(3)

8 27 専修大松戸 藤井 勇成(3) *A 24 41 藤沢翔陵 稲光 希竜(2)

9 33 城西 伊藤 優真(1)

10 26 市立船橋 吉住 颯(3) *A

11 29 中央学院 染谷 隆翔(1) *A

12 36 東京実 近内 海力(2) *A

13 38 東海大相模 有泉 壮馬(1) *A

14 44 韮崎 髙木 鼓太朗(1)

15 47 巨摩 一ノ瀨 駆(2)

16 43 山梨学院 望月 瑠希哉(1) *A

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組：北関東

スタート位置：内側 スタート位置：外側
5 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 5 土浦日大 川又 健吾(2) *A 17 6 鹿島学園 川崎 要(2) *A

2 8 佐野日大 松村 謙吾(2) *A 18 22 武蔵越生 須々木 歩(2) *A

3 20 東京農大三 内山 壽頼(2) *A 19 3 水戸工 澤畠 将(2) *A

4 19 埼玉栄 岡野 史弥(3) 20 21 花咲徳栄 江原 峻真(2) *A

5 11 白鴎大足利 宮田 真優(3) 21 15 樹徳 柏戸 葵志(3) *A

6 23 松山 髙橋 歩夢(1) 22 18 富岡 宮坂 侑希(1) *A

7 2 東洋大牛久 秋山 壱期(1) *A 23 17 吾妻中央 黒岩 靖永(3) *A

8 12 作新学院 小島 悠生(3) *A 24 4 水戸葵陵 高野 晃勢(3) *A

9 24 西武文理 渡邊 弥陸(3) *A

10 1 水城 樫村 将矢(2) *A

11 13 東京農大二 石田 洸介(3)

12 16 健大高崎 小野 悠馬(1) *A

13 14 前橋育英 矢守 峻脩(3) *A

14 10 宇都宮 関口 功太郎(2) *A

15 7 那須拓陽 岡田 楓真(2) *A

16 9 文星芸大附 横田 銀牙(1) *A
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第73回関東高等学校駅伝競走大会・男子スタートリスト
2020/11/21土　カンセキスタジアムとちぎ

男子第6区(5000m) 
競技開始時刻 1組 15:30

2組 15:55

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組：南関東

スタート位置：内側 スタート位置：外側
6 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 37 相洋 古山 拓輝(2) *A 17 44 韮崎 小池 直幸(2) *A

2 46 甲府工 櫻田 息颯(3) *A 18 26 市立船橋 椎木 幹太(3) *A

3 42 法政二 服部 由弥(1) *A 19 43 山梨学院 橘田 翔(3) *A

4 36 東京実 菅野 真也(3) 20 28 流経大付柏 香取 拓壱(3) *A

5 41 藤沢翔陵 岩野 幸樹(3) *A 21 27 専修大松戸 籠倉 侑太郎(3) *A

6 34 駒大高 大田 滉貴(3) *A 22 47 巨摩 小野 凌河(1) *A

7 31 國學院久我山 永野 佑迅(1) 23 39 鎌倉学園 渡邉 有翔(1)

8 32 拓大一 野村 祐太朗(3) 24 29 中央学院 今井 優汰(3) *A

9 25 八千代松陰 村上 友哉(2) *A

10 35 早稲田実 加藤 優門(2) *A

11 40 川崎市立橘 古川 達也(1) *A

12 48 甲府一 杉坂 優明(3)

13 38 東海大相模 矢部 慎之介(1) *A

14 33 城西 春野 太星(3) *A

15 30 拓大紅陵 市原 彪羽(2) *A

16 45 笛吹 木幡 純太(3) *A

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組：北関東

スタート位置：内側 スタート位置：外側
6 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 23 松山 田端 良壮(2) 17 22 武蔵越生 森田 健伸(2) *A

2 11 白鴎大足利 關 聖明(2) *A 18 21 花咲徳栄 榎本 蒼空(1) *A

3 4 水戸葵陵 小田 恭平(3) 19 2 東洋大牛久 石島 太一(1) *A

4 13 東京農大二 池原 悠月(3) *A 20 14 前橋育英 江原 守平(2) *A

5 20 東京農大三 幸田 礼士(2) *A 21 7 那須拓陽 菊池 涼(3)

6 24 西武文理 安江 悠登(1) *A 22 12 作新学院 山口 拓夢(1) *A

7 17 吾妻中央 関口 曜生(3) *A 23 18 富岡 加藤 智也(1) *A

8 1 水城 井坂 佳亮(2) *A 24 6 鹿島学園 根本 快生(2) *A

9 8 佐野日大 長岡 蓮人(1) *A

10 9 文星芸大附 五味渕 結斗(1) *A

11 19 埼玉栄 吉田 黎大(1)

12 5 土浦日大 杉本 和哉(2) *A

13 16 健大高崎 小池 佑希(2) *A

14 15 樹徳 村田 幸翼(1)

15 10 宇都宮 上澤 一央(2)

16 3 水戸工 川口 陽生(3)
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第73回関東高等学校駅伝競走大会・男子スタートリスト
2020/11/21土　カンセキスタジアムとちぎ

男子第7区(5000m) 
競技開始時刻 1組 16:20

2組 16:45

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組：南関東

スタート位置：内側 スタート位置：外側
7 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 45 笛吹 小川 倖生(3) *A 17 26 市立船橋 佐藤 智也(2)

2 43 山梨学院 伊東 駿(1) *A 18 28 流経大付柏 栗田 隆希(2) *A

3 33 城西 大室 杏夢(1) *A 19 37 相洋 木島 陸(1) *A

4 34 駒大高 根本 勇紀(3) *A 20 29 中央学院 大澤 明歩(2) *A

5 32 拓大一 下村 颯次郎(3) *A 21 25 八千代松陰 小松 優輝(1) *A

6 40 川崎市立橘 平井 孝佳(3) *A 22 42 法政二 五十嵐 日仁(2) *A

7 39 鎌倉学園 福田 侑生(2) *A 23 27 専修大松戸 染谷 雄大(1) *A

8 46 甲府工 フィセット 慶(2) 24 47 巨摩 中込 大地(1) *A

9 48 甲府一 渡辺 航太朗(2)

10 36 東京実 平出 康太(3) *A

11 35 早稲田実 元山 怜(2)

12 30 拓大紅陵 安西 楓(2) *A

13 41 藤沢翔陵 安藤 草太(3) *A

14 38 東海大相模 草刈 恭弓(2) *A

15 31 國學院久我山 植木 来時(2) *A

16 44 韮崎 赤池 祥(2) *A

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組：北関東

スタート位置：内側 スタート位置：外側
7 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 氏名(学年) *A【厚底】

1 9 文星芸大附 落合 翼(2) *A 17 19 埼玉栄 赤星 龍舞(2)

2 16 健大高崎 大塚 蒼(2) *A 18 22 武蔵越生 小野 翔太郎(2) *A

3 2 東洋大牛久 登松 大和(1) *A 19 12 作新学院 村上 尚希(2) *A

4 18 富岡 岩井 凌斗(3) *A 20 8 佐野日大 山口 聡太(1) *A

5 11 白鴎大足利 伊藤 尊晴(1) 21 23 松山 久野 優正(3) *A

6 17 吾妻中央 冨沢 哲生(3) *A 22 24 西武文理 矢崎 玲央(3) *A

7 20 東京農大三 岩本 聖(2) *A 23 3 水戸工業 都竹 裕次郎(1) *A

8 7 那須拓陽 吉田 慎(3) *A 24 15 樹徳 松島 竣成(2) *A

9 10 宇都宮 三木 康亮(2) *A

10 14 前橋育英 入沢 世良(3) *A

11 4 水戸葵陵 長谷川 豊樹(1) *A

12 1 水城 箱田 優馬(3) *A

13 21 花咲徳栄 石塚 優介(3) *A

14 6 鹿島学園 日向寺 礼弥(1) *A

15 5 土浦日大 韮澤 史人(2) *A

16 13 東京農大二 板垣 俊佑(3) *A
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