
令和２年11月3日（火・祝）12:30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　7区間42.000km

学　校　名 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

距離　（km） 10 3 8 8 3 5 5

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ色 白 赤 黄 青 桃 橙 緑

 那須拓陽 海老澤 憲伸(3) 手塚 啓介(3) 松本 海音(2) 工藤 巧夢(3) 櫻井 勇生(3) 藤田 アトム(2) 稲葉 夢斗(2)

 白鴎大足利 松田 朋樹(3) 橋屋 憂典(3) 山室 理響(3) 大川 藍利(3) 山根 彗斗(3) 伊藤 尊晴(１) 菅野 涼介(3)

 佐野日大 滝澤 愛弥(2) 長岡 蓮人(1) 早瀬 乃亜(3) 山口 彰太(1) 大屋 渉悟(1) 亀井 大生(2) 山口 聡太(1)

 宇都宮 鈴木 太陽(2) 上澤 一央(2) 高山 陽紀(2) 石濵 佑真(3) 三木 康亮(2) 渡邊 光毅(1) 関口 功太郎(2)

 文星芸大附 木村 駿斗(2) 五味渕 結斗(1) 関本 敬太(2) 河原 蒼(1) 落合 翼(2) 後藤 亮介(3) 横田 銀牙(1)

 大田原 増子 陽季(1) 加藤 拓海(2) 前田 琉司(1) 浅見 夏希(2) 岩城 孝雲(1) 渡邉 憲司(1) 村上 心優(3)

 作新学院 大川 修蔵(2) 山口 拓夢(1) 宮木 貴由樹(3) 青木 孝太(2) 小島 悠生(3) 渡辺 力斗(2) 村上 尚希(2)

 國學院栃木 小野寺 遼(3) 森川 夏杏(2) 船田 凌佑(2) 加藤 翼(3) 井口 太稀(2) 阿部 義将(2) 平林 昂芽(2)

 宇都宮南 坂本 健真(2) 先灘 悠太郎(1) 西澤 真翔(3) 阿部 裕希(3) 清水 隼己(1) 鈴木 響基(2) 芝田 正義(1)

 烏山 猪野 快斗(2) 穴山 浩大(2) 石川 陽太(2) 佐藤 佑月(2) 斎藤 慶太(2) 岩波 怜(2) 和泉 健斗(2)

 鹿沼 金剛地 陸翔(2) 上野 桔平(1) 黒子 湧生(2) 松本 一心(1) 茂呂 拓実(2) 永島 遙介(1) 見廣 遼一(2)

 石橋 谷端 良鷹(3) 西松 涼介(1) 山城 海翔(1) 小澤 康太(2) 久野 彩翔(2) 赤石 大星(2) 上野 翔大(2)

 小山 石垣 征剛(2) 山下 駿斗(2) 中山 颯梧(1) 原田 大輝(1) 名渕 怜矢(1) 坂本 晃(1) 須藤 周(3)

 栃木 武藤 颯太(1) 小川 慶大(2) 青木 悠真(2) 行平 向来(1) 増山 美秋(2) 中村 峻輔(1) 奥澤 敦士(1)

 真岡 前田 真德(1) 小林 隼也(3) 阿久津 成一郎(3) 三村 颯太(2) 布施 陽基(1) 鈴木 柊太(1) 栗原 周平(1)

 北部 渡辺 聡(2) 小松 優咲(1) 平山 大将(2) 竹村 琉来(2) 山井 春翔(1) 山田 将吾(1) 片柳 陸斗(1)

 所属校  矢板東  那須清峰  矢板東  さくら清修  さくら清修  矢板東  さくら清修

 南部  伊藤 龍太郎(2)  齋藤 祥(3)  川島 由大(2)  櫻井 颯人(2)  西根 佑太朗(1)  細井 蓮(1)  林 裕也(2)

 所属校 小山南 小山高専 小山高専 小山南 小山南 小山南 佐野
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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　      　2020/11/2mon 11:00
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令和２年11月3日（火・祝）9:30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

学　校　名 1区 2区 3区 4区 5区

距離　（km） 6 4 3 3 5

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ色 白 赤 黄 青 緑

白鴎大足利 藤原 唯奈(3) 太田 瞳(2) 山口 あずさ(3) 島田 愛香(2) 大出 茉穂(3)

那須拓陽 上野 璃々花(3) 平山 凜々亜(3) 野沢 悠(3) 西田 真花(1) 渡辺 凜花(2)

宇都宮文星女子 木村 桜華(3) 山田 未唯(1) 星野 凜(3) 福井 凜(2) 本多 梨沙(2)

大田原女子 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)

宇都宮女子 長岡 薫子(2) 大江 愛結(2) 仁野平 千怜(2) 長屋 咲希(1) 江口 真央(2)

國學院栃木 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)

真岡女子 野村 心結(1) 後東 萌香(2) 豊田 晴菜(1) 藤原 香凛(1) 鈴木 瑠花(3)

小山南 三橋 桃花(2) 鈴木 彩菜(3) 倉澤 実玖(1) 松本 明莉(2) 横塚 夢珠(2)

北部 兼子 咲楽(1) 坂本 七春(1) 津田 彩香(2) 船山 みずほ(1) 五味田 那奈(1)

矢板東 さくら 矢板東 矢板 さくら

中部 小島 櫻子(2) 郡司 江美(2) 本田 咲楽(2) 上田  ひより(1) 小森 美佳(2)

石橋 作新学院 石橋 作新学院 宇都宮白揚
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