
日付 種目

茂呂 柊汰(4) 10.73 宮嶋 翔大(3) 10.79 松嶋 伶弥(3) 10.87 稲垣 広弥(3) 10.89 松木 悠眞(3) 10.93 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 11.01 熊澤 尚央(4) 11.04 櫛田 崇裕(3) 11.06
作新学院大学 宇都宮北高 白鴎大足利高 作新学院大学 宇都宮高 作新学院大学 作新学院大学 白鴎大学
大山 舜人(3) 11.32 渡部 航平(3) 11.38 橋本 柊(4) 11.42 山口 彩太(3) 11.44 粕尾 悠人(2) 11.47 西村 好誠(3) 11.48 榎本 悠良(3) 11.54 米川 航(4) 11.57
真岡高 作新学院大学 作新学院大学 白鴎大足利高 作新学院大学 さくら清修高 宇都宮白楊高 作新学院大学
宮嶋 翔大(3) 21.70 松嶋 伶弥(3) 21.72 中里 将基(3) 21.73 茂呂 柊汰(4) 21.80 渡辺 流空(3) 22.17 櫻井 朴也(3) 22.17 渡部 航平(3) 22.31 西村 好誠(3) 22.48
宇都宮北高 白鴎大足利高 作新学院大学 作新学院大学 佐野高 元気寿司 作新学院大学 さくら清修高
稲垣 広弥(3) 22.31 中里 碧翔(3) 22.57 熊倉 直希(2) 22.64 秋山 昂也(3) 22.66 粕尾 悠人(2) 22.68 橋本 柊(4) 22.70 佐藤 優希(3) 22.71 榎本 悠良(3) 22.74
作新学院大学 白鴎大足利高 佐野高 鹿沼東高 作新学院大学 作新学院大学 さくら清修高 宇都宮白楊高
中里 将基(3) 48.26 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(3) 48.32 川野辺 涼(3) 50.09 ｴﾏﾄﾞ 唯沙(3) 51.72 古島 匠稀(2) 51.88 山﨑 颯(3) 52.64 山下 駿斗(3) 54.05
作新学院大学 作新学院高 作新学院大学 白鴎大足利高 作新学院大学 宇都宮北高 小山高
米川 航(4) 51.62 増山 美秋(3) 52.15 鈴木 詠心(2) 52.32 本田 優芽(2) 52.57 樋口 尊(2) 52.93 井元 瑞穂(2) 53.58 鈴木 大空(2) 53.89 茂呂 拓実(3) 53.92
作新学院大学 栃木高 宇都宮北高 作新学院高 作新学院高 國學院栃木高 真岡高 鹿沼高
三木 康亮(3) 1:58.94 小池 啓斗(3) 1:59.53 上澤 一央(3) 2:00.40 村上 尚希(3) 2:01.19 渡辺 力斗(3) 2:01.21 菊地 智貴(3) 2:03.00 佐々木 光平(3) 2:03.93 荻野 佳輔(1) 2:10.10
宇都宮高 作新学院高 宇都宮高 作新学院高 作新学院高 宇都宮商業高 宇都宮工業高 白鴎大足利高
上村 純也 3:55.31 鈴木 太陽(3) 3:57.36 稲葉 夢斗(3) 3:57.74 手塚 太一(3) 4:00.85 三森 悠真(2) 4:02.38 木村 駿斗(3) 4:03.33 松本 海音(3) 4:03.85 岡田 楓真(3) 4:04.86
石川走友会 GR 宇都宮高 那須拓陽高 那須拓陽高 那須拓陽高 文星芸大附高 那須拓陽高 那須拓陽高
塩川 香弥 8:44.83 三森 悠真(2) 8:48.79 野上 善弘 8:52.79 横田 銀牙(2) 8:59.76 落合 翼(3) 9:01.27 佐藤 広能(1) 9:04.87 野澤 涼太(2) 9:06.74 兵藤 颯太(2) 9:09.80
石川走友会 那須拓陽高 NINE TC 文星芸大附高 文星芸大附高 作新学院高 文星芸大附高 足利高
稲葉 夢斗(3) 14:43.95 手塚 太一(3) 14:44.82 増子 陽季(2) 14:55.87 岡田 楓真(3) 14:58.20 菊地 琉音(2) 15:02.07 松本 海音(3) 15:02.96 小林 凌真(3) 15:06.93 河原 蒼(2) 15:13.85
那須拓陽高 那須拓陽高 大田原高 那須拓陽高 那須拓陽高 那須拓陽高 那須拓陽高 文星芸大附高
丸山 航輝 32:03.18 伊藤 颯吾 32:06.37 野上 善弘 32:08.93 がんばれ ゆうすけ 32:31.47 小西 亘 33:32.47 淵本 光 33:41.80 大嶋 義昭 33:58.23 浅野 学 34:02.14
NINE TC 東京工業大 NINE TC 吉本興業 MKPJT NINE TC 小山向野JC NINE TC
中里 碧翔(3) 14.31 黒羽 峻(3) 15.10 丸山 大善(2) 16.20 野口 俊太郎(3) 16.31
白鴎大足利高 作新学院高 白鴎大足利高 宇都宮北高
首藤 貴之 15.10 仁科 然斗(3) 15.16 永井 誠也(3) 15.17 小宮 一摩(2) 15.50 豊後 滉輔 15.81 鍵山 弘樹(2) 16.09 大沼 慶稀(2) 16.38
栃木陸協 宇都宮南高 鹿沼東高 小山西高 OCOSITEI 宇都宮高 白鴎大学
浅子 隆一 53.77 添田 悠真(3) 55.14 犬飼 侑樹(3) 55.23 相田 紘希(3) 57.18 渡辺 伸吾(1) 58.02 野口 俊太郎(3) 58.49 石川 峻士(3) 1:00.38
滝沢ハム 白鴎大学 小山高専 佐野日大高 白鴎大足利高 宇都宮北高 國學院栃木高
鈴木 太陽(3) 9:37.59 木村 蒼希(2) 9:39.78 横田 銀牙(2) 9:47.35 落合 翼(3) 9:50.10 前田 琉司(2) 9:51.45 高山 陽紀(3) 9:52.09 伊藤 龍太郎(3) 9:56.60 加藤 悠希(2) 9:58.66
宇都宮高 佐野日大高 文星芸大附高 文星芸大附高 大田原高 宇都宮高 小山南高 文星芸大附高
平山 大将(3) 23:41.33 香川 新 27:15.45
矢板東高 塩谷ﾁｬﾚﾝｼﾞ
作新学院大A 41.10 白鴎大足利高A 41.56 作新学院大B 41.83 鹿沼東高 42.40 作新学院大C 42.74 滝沢ハム 43.30
熊澤 尚央(4) 齋藤 蒼(3) 大根田 翼(1) 山本 莉久(2) 米川 航(4) 小林 祐介
橋本 柊(4) 山口 彩太(3) 粕尾 悠人(2) 秋山 昂也(3) 川野辺 涼(3) 坂本 将希
茂呂 柊汰(4) 中里 碧翔(3) ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 永井 誠也(3) 古島 匠稀(2) 浅子 隆一
稲垣 広弥(3) 松嶋 伶弥(3) 乾 渉夢(1) 田代 颯星(3) 渡部 航平(3) 吉澤 尚哉
さくら清修高 42.88 宇都宮工業高 43.37 佐野高 43.60 那須拓陽高 43.74 白鴎大足利高B 44.22 小山高 44.38 真岡高 44.39
棚瀨 朝斗(2) 安齋 治輝(3) 尾花 知典(3) 鈴木 諒士(2) 丸山 大善(2) 成田 敬祐(2) 大山 舜人(3)
西村 好誠(3) 永井 雅也(3) 熊倉 直希(2) 竹井 愁哉(2) 上野 壮汰(2) 山下 駿斗(3) 佐藤 聖優(2)
佐藤 優希(3) 川中子 朋樹(3) 渡辺 流空(3) 大久保 真聖(3) 竹村 陸空(1) 吉川 昂佑(3) 市村 大樹(2)
田代 康介(2) 鷹箸 龍大(2) 生井 求(2) 安藤 悠(3) ｴﾏﾄﾞ 唯沙(3) 影山 優太郎(3) 石川 桂一(2)
作新学院大A 3:15.61 作新学院大B 3:17.31 作新学院高 3:22.75 宇都宮北高 3:24.10 白鴎大足利高 3:25.69 宇都宮高 3:26.82 栃木高 3:29.34
古島 匠稀(2) 稲垣 広弥(3) 本田 優芽(2) 山﨑 颯(3) 風見 晄聖(1) 戸﨑 景太(3) 小室 晴義(3)
中里 将基(3) ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(3) 鈴木 詠心(2) 山口 彩太(3) 松木 悠眞(3) 増山 美秋(3)
米川 航(4) 渡部 航平(3) 樋口 尊(2) 宮嶋 翔大(3) 丸山 大善(2) 関根 路世(2) 下城 佑介(3)
川野辺 涼(3) 大橋 広夢(2) 村上 兼太郎(3) 野口 俊太郎(3) ｴﾏﾄﾞ 唯沙(3) 鈴木 太陽(3) 青木 悠真(3)
小森 翔太 2m00 細川 未空翔(3) 1m95 髙田 遼雅(3) 1m95 金井 祐寛(3) 1m95 村上 兼太郎(3) 1m90 能手 宣拓 1m90 能手 俊充 1m90 大坪 拓斗(M1) 1m85
OCOSITEI 宇都宮工業高 宇都宮北高 作新学院高 作新学院高 第一酒造 第一酒造 宇都宮大学

尾島 京 1m85
OCOSITEI

上野 樹(3) 3m80 渡邉 歩(3) 3m60 君島 颯(2) 3m00
石橋高 那須拓陽高 那須拓陽高
村田 遼介 7m28(+1.1) 松木 悠眞(3) 6m97(-0.7) 大島 一晟 6m80(-0.5) 村上 潤(2) 6m79(-0.4) 大根田 翔(3) 6m67(-1.3) 櫛田 崇裕(3) 6m66(-0.9) 村尾 陽平(2) 6m61(+0.3) 大山 圭亮(2) 6m54(+1.2)
OCOSITEI 宇都宮高 栃木陸協 作新学院大学 宇都宮清陵高 白鴎大学 作新学院高 宇都宮高
齋藤 勇太 15m12(+0.6) 金井 晃希(2) 14m00(-2.8) 海老原 侑也 13m95(-0.9) 前田 龍生(3) 13m62(-0.1) 戸﨑 景太(3) 13m33(-1.2) 中野 瑛心(3) 13m16(-1.1) 木名瀬 慎平(3) 12m84(-1.7) 大西 達也(4) 12m76(-0.8)
宇都宮記念病院 作新学院高 OCOSITEI 大田原高 宇都宮高 宇都宮高 栃木高 宇都宮大学

4月9日 高校一般男子棒高跳

4月11日 高校一般男子走幅跳

4月9日 高校一般男子三段跳

4月10日 高校一般男子走高跳

4月9日 高校一般男子5000mW

4月9日
高校一般男子4X100mR

B決勝

4月9日
高校一般男子4X100mR

A決勝

4月10日
高校一般男子

400mH(0.914m)

4月11日
高校一般男子

3000mSC(0.914m)

4月11日 高校一般男子4X400mR

4月11日 選手権男子10000m

4月9日
少年共通男子

110mJH(0.991m) 
風：-0.6

4月11日
高校一般男子

110mH(1.067m) 
風：+0.2

4月9日 高校一般男子1500m

4月10日 高校一般男子3000m

4月10日 高校一般男子5000m

4月9日
高校一般男子400m

B決勝

4月9日
高校一般男子400m

A決勝

4月11日 高校一般男子800m

8位

4月10日
高校一般男子100m

B決勝　風：-1.1

4月10日
高校一般男子100m

A決勝　風：+1.8

4月11日
高校一般男子200m

B決勝　風：-0.4

4月11日
高校一般男子200m

A決勝　風：+0.7

第67回栃木県陸上競技春季大会（高校・一般）
カンセキスタジアムとちぎ（栃木県総合運動公園陸上競技場）
2021/04/09 ～ 2021/04/11

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



日付 種目 8位

第67回栃木県陸上競技春季大会（高校・一般）
カンセキスタジアムとちぎ（栃木県総合運動公園陸上競技場）
2021/04/09 ～ 2021/04/11

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

関山 洸哉(3) 14m34 中郷 成生(3) 13m61 橋本 拓真(3) 13m53 森山 雄翔(3) 11m84 市川 緋輝(2) 11m84 沼尾 空(2) 11m70 今成 大地(2) 10m71 小島 侑也(3) 10m63
小山西高 宇都宮高 今市高 さくら清修高 宇都宮工業高 青藍泰斗高 真岡北陵高 小山高専
野口 晴也(3) 28m86 篠崎 侍世(3) 21m68 小池 紘人(2) 21m38 小林 琉空(2) 18m40
若松原中 若松原中 若松原中 若松原中
中里 拓翔(2) 36m47 中郷 成生(3) 36m33 森山 雄翔(3) 35m26 石川 央陸(3) 32m10 沼尾 空(2) 31m78 関山 洸哉(3) 31m51 今成 大地(2) 30m86 日渡 陸斗(2) 30m67
小山西高 宇都宮高 さくら清修高 足利大附高 青藍泰斗高 小山西高 真岡北陵高 真岡高
熊田 隼斗 33m14 岡﨑 純也(3) 32m55
SAC 白鴎大学
日渡 陸斗(2) 47m44 吉田 城栄(3) 43m41 吉澤 泰征(3) 33m69 宮城 悠(2) 33m38 小此木 翔(2) 31m65 柳田 修(2) 27m75 森田 祥大(2) 26m27
真岡高 上三川高 小山西高 真岡工業高 足利大附高 真岡工業高 足利大附高
寺内 健(4) 43m44 岡﨑 純也(3) 33m78
白鴎大学 白鴎大学
谷川 健太 65m12 大塚 主稀 61m49 鈴木 理太(4) 60m87 近藤 千晴(4) 57m23 永澤 良太(2) 56m23 石黒 守一 52m53 大川 喬聖(3) 52m06 渡邊 涼 51m87
OCOSITEI 第一酒造 宇都宮大学 作新学院大学 佐野東高 OCOSITEI 佐野日大高 栃木陸協
別宮 拓実 6647点
ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ GR

伊藤 りおん(3) 4183点 砂川 勇太(2) 4049点 落合 悠真(3) 4020点 前田 幹太(3) 3805点 吉原 航太郎(2) 3770点
鹿沼高 宇都宮高 佐野松桜高 石橋高 鹿沼東高

12.01(-2.0)-5m56(-1.3)-7m80-56.76

17.63(-1.3)-32m29-1m71-5:01.85

12.39(-2.0)-5m18(+0.1)-10m12-55.59

19.10(-1.3)-34m12-1m45-4:51.43

12.48(-2.0)-5m94(0.0)-9m58-56.98

18.80(-1.3)-32m78-1m55-5:22.14

12.52(-2.0)-5m64(-0.9)-10m99-59.40

17.76(-1.3)-43m46-1m74-5:05.86

4月10日 
～11日

高校男子八種競技
12.14(-2.0)-5m34(-1.6)-9m81-56.10

17.49(-1.3)-28m67-1m71-5:03.41

4月11日 高校一般男子やり投

11.48(+0.4)-7m17(+0.8)-11m39-1m85-52.61

16.33(+0.3)-35m14-4m00-55m94-5:02.95

4月10日 
～11日

一般男子十種競技

4月10日 一般男子円盤投(2.0kg)

4月9日 高校男子ハンマー投(6.0kg)

4月9日 一般男子ハンマー投(7.26kg)

4月9日 高校男子砲丸投(6.0kg)

4月10日 少年B男子円盤投(1.5kg)

4月10日 高校男子円盤投(1.75kg)



日付 種目 8位

第67回栃木県陸上競技春季大会（高校・一般）
カンセキスタジアムとちぎ（栃木県総合運動公園陸上競技場）
2021/04/09 ～ 2021/04/11

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

小寺 美沙季 12.30 市川 亜澄(2) 12.54 神山 綾音 12.65 関根 こころ(2) 12.79 二宮 音彩(1) 12.83 保坂 日菜(3) 12.93 倉澤 みはな(3) 13.02 高橋 萌(3) 13.04
宇都宮記念病院 作新学院大学 鹿沼市役所 作新学院大学 白鴎大足利高 白鴎大足利高 作新学院高 作新学院大学
福田 菜々子(2) 12.76 山口 優芽(3) 12.84 柴 凛(2) 12.91 福田 奈央(3) 12.92 福田 捺巴(2) 12.93 五月女 光(2) 12.96 滝田 花凜(3) 13.01 大貫 那緒(2) 13.14
白鴎大足利高 作新学院高 作新学院大学 作新学院大学 作新学院大学 作新学院高 さくら清修高 作新学院高
市川 亜澄(2) 25.66 福田 菜々子(2) 26.05 関根 こころ(2) 26.09 柴 凛(2) 26.16 折戸 莉乃(3) 26.38 保坂 日菜(3) 26.44 高橋 萌(3) 26.84 大橋 麻友(2) 27.25
作新学院大学 白鴎大足利高 作新学院大学 作新学院大学 國學院栃木高 白鴎大足利高 作新学院大学 作新学院大学
福田 奈央(3) 26.79 半田 留愛(3) 27.00 黒川 心羽(2) 27.08 長原 叶和(2) 27.42 小池 凜(2) 27.42 田村 舞子(2) 27.45 東原 瑠乃(2) 27.67
作新学院大学 鹿沼東高 國學院栃木高 國學院栃木高 益子芳星高 白鴎大足利高 宇都宮白楊高
仁野平 千怜(3) 58.68 奈桐 瑞月(3) 59.67 伏木 ひより(3) 1:00.22 黒川 心羽(2) 1:01.11 大山 ﾐﾁﾙ(3) 1:02.23 清水 咲希(2) 1:02.58 大島 涼葉(2) 1:02.68 熊倉 千佳(3) 1:02.77
宇都宮女高 白鴎大足利高 栃木女高 國學院栃木高 宇都宮女高 宇都宮女高 石橋高 小山南高
長島 結衣(1) 2:15.24 島田 愛香(3) 2:16.81 蓬田 梨世蘭(2) 2:20.86 粕谷 雫(1) 2:21.45 兼子 咲楽(2) 2:23.81 野澤 朋加(2) 2:23.96 國井 あかり(1) 2:24.03 深澤 雫月(1) 2:24.58
真岡女高 白鴎大足利高 文星女高 文星女高 矢板東高 鹿沼東高 文星女高 文星女高
山田 未唯(2) 4:41.80 島田 愛香(3) 4:43.81 星野 梨歩(2) 4:49.68 粕谷 雫(1) 4:50.94 本多 梨沙(3) 4:53.16 山﨑 瑠杏(3) 4:54.18 西田 真花(2) 4:54.44 奥山 颯莉(2) 4:55.09
文星女高 白鴎大足利高 文星女高 文星女高 文星女高 國學院栃木高 那須拓陽高 那須拓陽高
山田 未唯(2) 9:43.59 星野 梨歩(2) 9:55.39 本多 梨沙(3) 10:03.11 渡辺 凜花(3) 10:08.01 山﨑 瑠杏(3) 10:17.19 西田 真花(2) 10:17.56 立川 千聖(2) 10:22.86
文星女高 文星女高 文星女高 那須拓陽高 國學院栃木高 那須拓陽高 國學院栃木高

蓬田 梨世蘭(2) 10:03.11
文星女高

栗原 唯 16:28.29
栃木陸協 GR
鈴木 歌菫 40:57.90 舟生 靖菜(2) 45:51.77
NINE TC 烏山高
笹沼 若奈(4) 13.82 黒岩 恭香(4) 13.98 津久井 華(3) 14.53 町田 珠実(2) 15.07 瀬川 琴音(3) 15.67 小池 光玖(3) 15.79 髙橋 彩葉(2) 16.33 佐藤 楓 16.86
作新学院大学 GR 作新学院大学 GR 青藍泰斗高 鹿沼高 さくら清修高 宇都宮北高 宇中女高 栃木陸協
奈桐 瑞月(3) 1:05.08 黒川 怜華(2) 1:07.97 大島 涼葉(2) 1:09.42 松本 明莉(3) 1:11.70 鷹箸 紗英(2) 1:12.63 小林 ﾚｵﾅ(3) 1:13.00 片倉 奈々子(2) 1:14.15 岩本 彩(3) 1:14.25
白鴎大足利高 白鴎大足利高 石橋高 小山南高 さくら清修高 小山北桜高 宇都宮商業高 國學院栃木高
作新学院大 47.37 白鴎大足利高A 48.80 國學院栃木高 50.32 鹿沼東高 50.37 宇都宮女高 50.58 さくら清修高 50.87 鹿沼高 50.99 宇中女高 51.16
笹沼 若奈(4) 福田 蒼依(2) 長原 叶和(2) 伊藤 光希(3) 昼間 琴美(2) 大髙 凜果(2) 琴寄 南海(2) 岡崎 心香(2)
福田 奈央(3) 保坂 日菜(3) 折戸 莉乃(3) 半田 留愛(3) 仁野平 千怜(3) 滝田 花凜(3) 町田 珠実(2) 中囿 舞子(3)
関根 こころ(2) 二宮 音彩(1) 黒川 心羽(2) 福田 奈々(3) 大山 ﾐﾁﾙ(3) 瀬川 琴音(3) 佐藤 友佳(3) 髙橋 彩葉(2)
市川 亜澄(2) 福田 菜々子(2) 岩本 彩(3) 大井 さくら(2) 大図 奈々葉(1) 野中 ﾆｺﾙ(2) 津布楽 里奈(2) 岡田 彩花(3)
作新学院大 3:56.90 白鴎大足利高 3:57.19 作新学院高 4:06.57 宇都宮女高 4:10.73 栃木女高 4:11.60 小山南高 4:15.75 佐野東高 4:25.68
柴 凛(2) 奈桐 瑞月(3) 山口 優芽(3) 大山 ﾐﾁﾙ(3) 岡田 真尋(2) 熊倉 千佳(3) 茅島 愛奈(3)
笹沼 若奈(4) 保坂 日菜(3) 大貫 那緒(2) 仁野平 千怜(3) 天野 日菜子(3) 唐澤 里菜(3) 片柳 沙弥(3)
市川 亜澄(2) 黒川 怜華(2) 上田 ひより(2) 大図 奈々葉(1) 縫村 遙花(2) 熊倉 千波(3) 春山 愛花(2)
高橋 萌(3) 福田 菜々子(2) 倉澤 みはな(3) 浅川 颯希(2) 伏木 ひより(3) 松本 明莉(3) 岩上 樹(3)
竹内 萌 1m68 小谷 萌子 1m65 加藤 海咲(3) 1m60 手塚 菜奈(3) 1m55 髙橋 怜那(2) 1m50 千葉 百桜(2) 1m50 越路 遥菜(3) 1m50 髙﨑 亜美夏(1) 1m50
栃木県スポ協 栃木陸協 那須拓陽高 宇都宮大学 宇中女高 宇都宮南高 那須拓陽高 作新学院高
藤巻 優来(3) 3m20 坂上 凛璃(1) 3m10
大田原女高 GR 佐野日大高
神山 綾音 5m76(+1.3) 田村 舞子(2) 5m33(+0.3) 桑田 愛佳理(3) 5m23(-0.1) 折戸 莉乃(3) 5m19(+0.8) 瀬川 琴音(3) 5m18(+1.4) 佐藤 蒼依(2) 5m13(+0.6) 津布楽 里奈(2) 4m89(-0.4) 関根 聖良(3) 4m88(-1.1)
鹿沼市役所 白鴎大足利高 那須拓陽高 國學院栃木高 さくら清修高 宇都宮北高 鹿沼高 宇都宮大学
海老原 桃華 10m92(+1.1) 鈴木 日菜子(3) 10m76(-0.1) 福田 蒼衣(2) 10m73(+1.0) 倉上 世蘭(3) 10m70(+1.2) 岡田 彩花(3) 10m53(0.0) 山岡 虹子(3) 10m48(-1.1) 加藤 瞳(2) 10m42(+0.3) 澤浦 希咲(2) 10m30(-0.4)
OCOSITEI 大田原女高 宇中女高 鹿沼東高 宇中女高 真岡女高 佐野高 宇中女高
吉成 美羽(3) 13m35 塩濵 咲空(2) 12m06 大野 明日美(2) 11m56 桑原 あみか(2) 9m61 梶原 麻未(2) 8m08 出雲 琴葉(2) 7m36 熊谷 桂(2) 6m74
青藍泰斗高 GR 青藍泰斗高 青藍泰斗高 小山南高 鹿沼商工高 宇都宮商業高 栃木女高
内山 麗 36m34 北澤 まい(3) 33m58 吉成 美羽(3) 29m86 柄木田 菜々美(2) 29m11 橋本 萌花(3) 27m46 林 美幸(2) 26m54 野澤 侑主(3) 25m70 佐藤 彩永(2) 25m67
栃木TFC 大田原女高 青藍泰斗高 さくら清修高 栃木女高 大田原女高 宇都宮南高 上三川高
塩濵 咲空(2) 34m13 大野 明日美(2) 32m84 藤田 陽南(2) 30m18 小野寺 芽依(2) 23m86 荒川 遥(3) 15m29 相澤 有香(3) 14m84
青藍泰斗高 青藍泰斗高 黒磯南高 真岡工業高 足利大附高 足利大附高
佐々木 優莉亜(3) 42m79 北澤 まい(3) 38m41 小野寺 芽依(2) 36m56 稲葉 美有(3) 36m44 菊地 茜里(2) 35m77 北條 聖奈(3) 35m52 林 美幸(2) 34m77 近藤 衣里唯(3) 34m53
鹿沼高 大田原女高 真岡工業高 宇都宮南高 宇都宮大学 宇都宮北高 大田原女高 小山西高
髙橋 彩葉(2) 3104点 古内 心陽(2) 3037点
宇中女高 石橋高

凡例  GR:大会記録

17.79(-0.2)-1m30-8m45-29.56(-1.0)

4m42(+0.5)-26m58-3:00.84

4月9日
高校一般女子ハンマー投

(4.0kg)

4月11日
高校一般女子やり投

(600g)

16.18(-0.2)-1m40-6m45-28.26(-1.0)

4m59(+1.5)-17m11-3:06.88

4月9日 
～10日

女子七種競技

4月9日 高校一般女子三段跳

4月9日
高校一般女子砲丸投

(4.0kg)

4月10日
高校一般女子円盤投

(1.0kg)

4月11日 高校一般女子走高跳

4月11日 高校一般女子棒高跳

4月10日 高校一般女子走幅跳

4月10日
高校一般女子

400mH(0.762m)

4月9日 高校一般女子4X100mR

4月11日 高校一般女子4X400mR

4月10日 高校一般女子5000m

4月11日 選手権女子10000m

4月11日
高校一般女子

100mH(0.838m) 風：+1.5

4月9日 高校一般女子1500m

4月10日 高校一般女子3000m

4月11日
高校一般女子200m

A決勝　風：-1.5

4月9日 高校一般女子400m

4月11日 高校一般女子800m

4月10日
高校一般女子100m

B決勝　風：-1.4

4月10日
高校一般女子100m

A決勝　風：-1.6

4月11日
高校一般女子200m

B決勝　風：-1.2



第67回栃木県陸上競技春季大会（高校・一般） 新・タイ記録一覧表
カンセキスタジアムとちぎ 出力時刻 2021/04/11 16:09
2021/04/09 ～ 2021/04/11

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

1 4月9日 大会記録 男 高校一般 1500m 決　勝 1 1 3:55.31 上村 純也 石川走友会

2 4月10日 大会記録 女 高校一般 5000m 決　勝 1 1 16:28.29 栗原 唯 栃木陸協

3 4月11日 大会記録 女 高校一般 100mH(0.838m) 予　選 1 1 14.08 -0.2m/s 笹沼 若奈(4) 作新学院大学

4 4月11日 大会記録 女 高校一般 100mH(0.838m) 決　勝 1 1 13.82 +1.5m/s 笹沼 若奈(4) 作新学院大学

5 4月11日 大会記録 女 高校一般 100mH(0.838m) 決　勝 1 2 13.98 +1.5m/s 黒岩 恭香(4) 作新学院大学

6 4月11日 大会記録 女 高校一般 棒高跳 決　勝 1 1 3m20 藤巻 優来(3) 大田原女高

7 4月9日 大会記録 女 高校一般 砲丸投(4.000kg) 決　勝 1 1 13m35 吉成 美羽(3) 青藍泰斗高

8 4月10日～11日 大会記録 男 一般 十種競技  総合 --- --- 1 6647 別宮 拓実 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ



コンディション情報

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2021/04/09 9:30* 晴* 16.0* 50.0* 北北西* 2.4*

10:00* 晴* 18.0* 28.0* 東* 0.4*
11:00* 晴* 18.0* 24.0* 東北東* 2.3*
12:00* 晴* 16.5* 22.0* 南東* 1.5*
13:00* 晴* 15.5* 19.0* 東南東* 1.2*
14:00* 晴* 15.5* 15.0* 東* 0.9*
15:00* 晴* 16.5* 19.0* 南東* 0.1*

2021/04/10 9:30* 晴* 16.0* 28.0* 南東* 0.4*
10:00* 晴* 15.5* 25.0* 東北東* 0.7*
11:00* 晴* 16.5* 32.0* 東南東* 1.2*
12:00* 晴* 15.0* 25.0* 東北東* 0.3*
13:00* 晴* 13.5* 29.0* 東北東* 0.3*
14:00* 晴* 13.5* 32.0* 東南東* 0.5*
15:00* 晴* 14.0* 27.0* 北東* 0.8*
16:00* 晴* 14.5* 32.0* 西南西* 2.9*
17:00* 晴* 13.5* 25.0* 西南西* 3.1*

2021/04/11 9:30* 晴* 16.5* 41.0* 南西* 0.2*
10:00* 晴* 17.0* 38.0* 北東* 0.2*
11:00* 晴* 18.0* 36.0* 東北東* 1.2*
12:00* 晴* 19.0* 38.0* 東* 1.8*
13:00* 晴* 16.0* 41.0* 東北東* 0.6*
14:00* 晴* 16.5* 41.0* 東南東* 0.5*
15:00* 晴* 17.0* 34.0* 南南西* 1.7*
16:00* 晴* 17.0* 34.0* 北西* 1.0*

5 / 103



高校一般男子100m

日本記録(NR)                  9.97     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ A･ﾊｷｰﾑ(ﾌﾛﾘﾀﾞ大)               R1.6.7

大会記録(GR)                 10.54     斎藤 仁志(JUVY TC)                    H26

栃木県記録(TR)               10.29     長島 洋(国際武道大)                   H11.4.29

栃木県高校記録(THR)          10.30     荒川 岳士(宇都宮東)                   H3.8.3

予　選　25組0着＋16

1組 (風:-0.4) 2組 (風:-0.3)

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

ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 栃木

1 3 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大学 10.82 q 1 3 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大学 10.89 q

ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 栃木 ﾏﾂｷ ﾕｳﾏ 栃木

2 4 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 作新学院大学 11.07 q 2 6 5057 松木 悠眞(3) 宇都宮高 10.91 q

ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝﾄ 栃木 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ 栃木

3 7 5045 大山 舜人(3) 真岡高 11.12 q 3 7 5197 西村 好誠(3) さくら清修高 11.13 q

ｴﾉﾓﾄ ﾕｳﾗ 栃木 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾀ 栃木

4 1 5046 榎本 悠良(3) 宇都宮白楊高 11.16 q 4 1 5030 山口 彩太(3) 白鴎大足利高 11.13 q

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 栃木 ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ 栃木

5 2 5173 小林 優斗(3) 烏山高 11.35 5 5 1993 米川 航(4) 作新学院大学 11.20 q

ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃木 ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ 栃木

6 6 2017 大根田 翼(1) 作新学院大学 11.49 6 2 4003 熊倉 直希(2) 佐野高 11.29

ｵｵﾂｶ ｿｳｼﾞﾛｳ 栃木 ﾏｽﾉ ﾘｷﾄ 栃木

7 8 5166 大塚 壮次郎(3) 茂木高 11.49 7 8 4280 増野 力叶(2) 宇都宮白楊高 11.48

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 栃木 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 栃木

8 5 8035 小林 祐介 滝沢ハム 11.51 4 5029 松本 涼(3) 白鴎大足利高 DNS

ｱｵｷ ﾏｵ 栃木 ｾｷﾈ ﾋﾛﾏｻ 栃木

9 8222 青木 慎央 栃木陸協 DNS 9 2026 関根 啓雅(1) 作新学院大学 DNS

3組 (風:+0.2) 4組 (風:+0.2)

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

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 栃木 ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ 栃木

1 6 5041 宮嶋 翔大(3) 宇都宮北高 10.82 q 1 4 5028 松嶋 伶弥(3) 白鴎大足利高 10.98 q

ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ 栃木 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ 栃木

2 3 1995 熊澤 尚央(4) 作新学院大学 11.11 q 2 1 1994 橋本 柊(4) 作新学院大学 11.16 q

ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 栃木

3 5 2009 粕尾 悠人(2) 作新学院大学 11.15 q 3 3 2005 渡部 航平(3) 作新学院大学 11.17 q

ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾔ 栃木 ｵｵﾈﾀﾞ ｼｮｳ 栃木

4 8 5009 秋山 昂也(3) 鹿沼東高 11.25 4 5 5125 大根田 翔(3) 宇都宮清陵高 11.22

ｸﾎﾞ ｼｮｳ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｳｸ 栃木

1 1998 久保 翔(3) 作新学院大学 DNS 5 2 5063 渡辺 流空(3) 佐野高 11.25

ｵﾉ ﾕｳﾄ 栃木 ｷﾑﾗ ｶｹﾙ 栃木

2 4001 小野 悠人(2) 佐野高 DNS 6 7 4092 木村 駆(2) 大田原高 11.28

ﾀｼﾛ ﾊﾔｾ 栃木 ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 栃木

4 5096 田代 颯星(3) 鹿沼東高 DNS 7 6 2020 乾 渉夢(1) 作新学院大学 11.58

ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃木 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 栃木

7 2019 久保 翼(1) 作新学院大学 DNS 8 8 8036 坂本 将希 滝沢ハム 11.61

ｱﾂｷﾞ ﾊﾙﾐﾂ 栃木 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 栃木

9 5221 厚木 晴光(3) 石橋高 DNS 9 4029 中村 慎之介(2) 作新学院高 DNS

5組 (風:+2.1) 6組 (風:-0.7)

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

ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 栃木 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 栃木

1 3 3386 櫛田 崇裕(3) 白鴎大学 11.08 q 1 5 5199 佐藤 優希(3) さくら清修高 11.41

ｺｳｽﾞ ｷｮｳｽｹ 栃木 ｳｴﾉ ｿｳﾀ 栃木

2 5 3-427 神津 杏輔(3) 宇都宮大学 11.47 2 4 4036 上野 壮汰(2) 白鴎大足利高 11.45

ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ 栃木 ﾀﾅｾ ｱｻﾄ 栃木

3 9 1996 中山 直紀(4) 作新学院大学 11.64 3 9 4125 棚瀨 朝斗(2) さくら清修高 11.55

ｵｵｷ ﾘｮｳ 栃木 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 栃木

4 7 8107 大木 涼 栃木TFC 11.66 4 2 5024 齋藤 蒼(3) 白鴎大足利高 11.62

ｳﾁﾀﾞ ﾄﾜ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 栃木

5 1 4176 内田 友葉(2) 青藍泰斗高 11.72 5 3 8230 高橋 裕和 栃木陸協 11.74

ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 埼玉 ｵｸﾑﾗ ﾀﾞｲﾄ 栃木

OP 4 2022 石川 駿太朗(1) 作新学院大学 11.40 6 1 3002 奥村 太翔(1) 作新学院高 11.76

ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ 茨城 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 福島

OP 2 2012 川上 大輝(2) 作新学院大学 11.45 OP 8 2016 高橋 快和(2) 作新学院大学 11.90

ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 茨城 ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ 栃木

OP 6 2011 佐藤 修斗(2) 作新学院大学 11.49 6 3400 垂石 悠吾(2) 白鴎大学 DNS

ﾀｶﾏﾂ ｶﾂﾞｷ 栃木 ｹﾂﾞｶ ｱｶﾙ 栃木

8 3393 高松 克輝(4) 白鴎大学 DNS 7 4039 毛塚 耀(2) 白鴎大足利高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



高校一般男子100m

日本記録(NR)                  9.97     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ A･ﾊｷｰﾑ(ﾌﾛﾘﾀﾞ大)               R1.6.7

大会記録(GR)                 10.54     斎藤 仁志(JUVY TC)                    H26

栃木県記録(TR)               10.29     長島 洋(国際武道大)                   H11.4.29

栃木県高校記録(THR)          10.30     荒川 岳士(宇都宮東)                   H3.8.3

予　選　25組0着＋16

7組 (風:-1.1) 8組 (風:-2.0)

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

ﾅｶﾞｲ ｾｲﾔ 栃木 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 栃木

1 8 5010 永井 誠也(3) 鹿沼東高 11.33 1 3 4284 柳沢 悠太(2) 宇短附高 11.43

ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲｾｲ 栃木 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 栃木

2 4 3003 郡司 快晴(1) 作新学院高 11.48 2 2 5083 加藤 正輝(3) 宇都宮南高 11.46

ｵｲｶﾜ ﾀｸﾐ 栃木 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 栃木

3 5 4301 笈川 巧(2) 栃木翔南高 11.48 3 6 8136 成田 圭佑 OCOSITEI 11.54

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ 栃木 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 栃木

4 2 2021 山本 弥希(1) 作新学院大学 11.49 4 5 3397 山本 翔真(4) 白鴎大学 11.71

ｽﾄｳ ｼｭｳ 栃木 ﾆﾀﾜｷ ｼｮｳﾀ 栃木

5 3 4024 須藤 史結(2) 佐野東高 11.60 5 9 4073 仁田脇 勝太(2) 宇都宮北高 11.74

ｶｹﾞﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 栃木 ｳｽｲ ﾕｳﾄ 栃木

6 7 5283 影山 竣也(3) 足利高 11.61 6 1 8056 臼井 悠斗 リスRT 11.97

ﾀｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ 栃木 ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ 茨城

7 9 3004 高橋 虎ﾉ介(1) 作新学院高 11.76 OP 7 2015 兼子 昂也(2) 作新学院大学 11.62

ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾔ 栃木 ｺｲｹ ｶｹﾙ 栃木

1 5267 永井 雅也(3) 宇都宮工業高 DNS 4 8128 小池 翔 OCOSITEI DNS

ﾅｶﾀﾆ ｱﾔﾄ 栃木 ﾑﾗｼｹﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木

6 3001 中谷 郁斗(1) 作新学院高 DNS 8 4320 村重 潤弥(2) 宇都宮南高 DNS

9組 (風:+2.6) 10組 (風:+2.4)

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

ｶﾜﾅｺﾞ ﾄﾓｷ 栃木 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾕｳｽｹ 栃木

1 4 5271 川中子 朋樹(3) 宇都宮工業高 11.43 1 3 5151 下城 佑介(3) 栃木高 11.48

ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 栃木 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｷ 栃木

2 5 5153 田村 勇貴(3) 栃木高 11.44 2 7 5160 前田 龍生(3) 大田原高 11.56

ｻｻｷ ｼｭﾝ 栃木 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾊｼﾞﾒ 栃木

3 8 4181 佐々木 瞬(2) 石橋高 11.68 3 2 5209 片柳 創(3) 鹿沼高 11.58

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾝ 栃木 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 栃木

4 6 5215 吉澤 佑仁(3) 鹿沼高 11.73 4 6 4190 佐藤 聖優(2) 真岡高 11.60

ﾀｶﾊｼ ｱﾔｾ 栃木 ｶｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 栃木

5 9 4175 高橋 彩晴(2) 青藍泰斗高 11.91 5 4 5233 粕田 夏希(3) 真岡工業高 11.63

ｱｲｶﾜ ﾊﾙﾄ 栃木 ｵﾊﾞﾅ ﾄﾓﾉﾘ 栃木

6 3 5335 相川 青澄(3) 作新学院高 11.92 6 9 5062 尾花 知典(3) 佐野高 11.82

ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ 栃木 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 栃木

1 4043 石川 桂一(2) 真岡高 DNS 7 8 4351 鈴木 和翔(2) 青藍泰斗高 11.94

ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 栃木 ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞﾄ 茨城

2 5119 橋本 拓真(3) 今市高 DNS OP 1 2003 古澤 一杜(3) 作新学院大学 11.68

ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 栃木 ﾅｶﾉ ｴｲｼﾝ 栃木

7 4253 清水 遼太郎(2) 栃木高 DNS 5 5142 中野 瑛心(3) 宇都宮高 DNS

11組 (風:+0.3) 12組 (風:-0.2)

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

ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙｷ 栃木 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ 栃木

1 5 5269 安齋 治輝(3) 宇都宮工業高 11.60 1 8 4075 鈴木 詠心(2) 宇都宮北高 11.64

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ 栃木 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 栃木

2 3 4261 藤本 夢璃(2) 佐野東高 11.63 2 7 4267 成田 敬祐(2) 小山高 11.68

ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾄ 栃木 ｳﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 栃木

3 6 5071 川島 嘉斗(3) 矢板高 11.68 3 5 8078 卯月 裕也 TRAINI 11.74

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｵﾝ 栃木

4 2 5092 渡邊 詢也(3) 宇都宮北高 11.80 4 1 8057 杉本 汐夢 リスRT 11.85

ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木

5 8 5180 吉川 昂佑(3) 小山高 11.83 5 2 4201 齋藤 雄大(2) 矢板高 11.86

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ 栃木 ﾄﾏﾂ ｱｷﾗ 栃木

6 4 4056 山本 莉久(2) 鹿沼東高 11.84 6 9 8081 外松 章 TRAINI 11.88

ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 栃木 ﾎｼﾉ ｿｳﾀ 栃木

7 1 3015 竹村 陸空(1) 白鴎大足利高 11.88 7 4 4207 星野 蒼太(2) 那須拓陽高 11.89

ﾔｷﾞﾇﾏ ﾀﾞｲｷ 栃木 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ 栃木

7 5347 柳沼 大輝(3) 矢板中央高 DNS 8 6 2000 井上 一真(3) 作新学院大学 11.90

ｻｶｲ ﾏｻﾄ 栃木 ﾏｻｷ ｼｭﾝｼﾞ 栃木

9 5351 境井 将人(3) 佐野日大高 DNS 9 3 4206 正木 俊至(2) 那須拓陽高 11.92

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



高校一般男子100m

日本記録(NR)                  9.97     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ A･ﾊｷｰﾑ(ﾌﾛﾘﾀﾞ大)               R1.6.7

大会記録(GR)                 10.54     斎藤 仁志(JUVY TC)                    H26

栃木県記録(TR)               10.29     長島 洋(国際武道大)                   H11.4.29

栃木県高校記録(THR)          10.30     荒川 岳士(宇都宮東)                   H3.8.3

予　選　25組0着＋16

13組 (風:+0.4) 14組 (風:-0.3)

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

ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 栃木 ｺﾎﾞﾘ ｲﾀﾙ 栃木

1 5 4230 大山 圭亮(2) 宇都宮高 11.63 1 8 4117 小堀 至(2) 茂木高 11.53

ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 栃木 ｶﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 栃木

2 2 5167 柴田 龍聖(3) 茂木高 11.72 2 2 4319 川田 大輝(2) 宇都宮南高 11.56

ﾄﾁｷﾞ ﾀｲｼ 栃木 ｱｸﾂ ﾘｮｳﾏ 栃木

3 4 5210 栃木 大志(3) 鹿沼高 11.89 3 3 4091 阿久津 龍馬(2) 大田原高 11.57

ﾖｼｻﾞｷ ｱｼｭｳ 栃木 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ 栃木

4 3 5239 吉崎 安秀(3) 國學院栃木高 12.07 4 7 4152 宮本 慧太(2) 宇都宮工業高 11.76

ｱﾍﾞ ﾖｼﾏｻ 栃木 ｷﾐｼﾏ ﾊﾔﾃ 栃木

5 6 5368 阿部 義将(3) 國學院栃木高 12.24 5 5 4208 君島 颯(2) 那須拓陽高 11.88

ｺｽｹﾞ ﾂﾖｼ 栃木 ﾓﾛ ﾀｸﾐ 栃木

6 9 5070 小菅 剛志(3) 高根沢高 12.27 6 6 5216 茂呂 拓実(3) 鹿沼高 11.98

ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾀﾛｳ 栃木 ｿｳﾄﾒ ﾀｲﾁ 栃木

1 4142 藤倉 虎太郎(2) 小山西高 DNS 7 1 5238 五月女 太一(3) 國學院栃木高 12.34

ｻｸﾗｲ ｱﾉﾝ 栃木 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 栃木

7 3024 桜井 ｱﾉﾝ(1) 佐野日大高 DNS 8 9 4080 田中 遥翔(2) 宇都宮北高 13.39

ﾍﾞｯﾌﾟ ｿﾗ 栃木 ｹﾌﾞｶﾜ ﾕｳｾｲ 栃木

8 4094 別府 大空(2) 大田原高 DNS 4 4227 癸生川 侑晟(2) 宇都宮高 DNS

15組 (風:+2.3) 16組 (風:-0.1)

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

ﾌｸﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 栃木 ﾀｶﾉﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 栃木

1 2 5286 福田 瑞貴(3) 宇都宮高 11.64 1 2 4146 鷹箸 龍大(2) 宇都宮工業高 11.57

ﾔﾅｷﾞﾀ ｶｲﾄ 栃木 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 栃木

2 9 5084 柳田 海斗(3) 宇都宮南高 11.74 2 7 5115 安藤 悠(3) 那須拓陽高 11.61

ﾀｼﾛ ｺｳｽｹ 栃木 ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾅﾄ 栃木

3 8 4128 田代 康介(2) さくら清修高 11.79 3 5 5114 大久保 真聖(3) 那須拓陽高 11.69

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 栃木 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 栃木

4 4 5051 佐藤 稜真(3) 宇都宮高 11.83 4 4 8181 若林 達也 栃木TFC 11.76

ﾃﾗｳﾁ ｹﾝｼﾝ 栃木 ﾆｼﾅｶ ﾕｲﾄ 栃木

5 3 5248 寺内 健真(3) 小山高専 11.85 5 6 5191 西中 唯人(3) 宇都宮商業高 11.79

ﾂｶﾊﾗ ｺｳﾀ 栃木 ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 栃木

6 5 4123 塚原 康太(2) 矢板東高 11.86 6 8 5332 遠藤 颯一郎(3) 作新学院高 12.02

ｱﾅﾔﾏ ｺｳﾀ 栃木 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 栃木

7 7 5169 穴山 浩大(3) 烏山高 11.93 7 1 5374 原 諒汰郎(3) 栃木翔南高 12.07

ｵｵﾔﾏ ﾐｷｵ 栃木 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾄ 栃木

8 6 5050 大山 幹生(3) 宇都宮高 11.97 8 9 5174 平野 優翔(3) 烏山高 12.19

ｶﾐﾑﾗ ｼｮｳﾀ 栃木 ｸﾛｳﾁ ｹﾝｼﾝ 栃木

9 1 4203 上村 渉太(2) 那須拓陽高 11.97 9 3 4048 黒内 健心(2) 宇都宮清陵高 12.48

17組 (風:-1.8) 18組 (風:-0.5)

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

ﾜｶﾒﾀﾞ ｶﾔﾄ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾔｽ 栃木

1 2 5203 若目田 茅都(3) 宇都宮白楊高 11.82 1 8 4195 鈴木 陽泰(2) 國學院栃木高 11.65

ﾁﾊﾞ ﾐﾗｲ 栃木 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 栃木

2 4 4279 千葉 未来(2) 宇都宮白楊高 11.92 2 2 5230 皆川 琉都(3) 那須清峰高 11.93

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ 栃木 ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｾｲ 栃木

3 5 4171 渡邊 孝斗(2) 那須清峰高 11.92 3 4 4260 村田 龍世(2) 佐野東高 12.04

ｶｷﾔ ﾕｳﾄ 栃木 ﾇﾏﾀ ｹﾝｼﾞ 栃木

4 3 4316 垣矢 紘杜(2) 宇都宮南高 12.03 4 1 5240 沼田 健児(3) 國學院栃木高 12.05

ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾐ 栃木 ｷｸﾁ ﾘｭｳﾄ 栃木

5 8 3005 庄司 大海(1) 作新学院高 12.06 5 9 4070 菊地 隆斗(2) 真岡北陵高 12.12

ﾋﾔﾏ ｿｳﾀ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾙｲ 栃木

6 1 5253 樋山 颯太(3) 高根沢高 12.09 6 6 4101 斎藤 琉生(2) 小山南高 12.17

ﾎﾘﾅｶ ﾊﾙﾄ 栃木 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 栃木

7 7 4093 堀中 陽大(2) 大田原高 12.11 7 3 4077 中原 優輔(2) 宇都宮北高 12.26

ﾌｼﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 栃木 ｶﾜﾀ ｹﾝｽｹ 栃木

8 6 5303 藤田 哲平(3) 宇都宮北高 12.29 5 5078 川田 賢佑(3) 宇都宮南高 DNS

ｸﾛｺ ｼｮｳﾀ 栃木 ﾀｶｸ ｹｲｼﾞ 栃木

9 5182 黒子 翔大(3) 壬生高 DNS 7 4209 高久 敬至(2) 那須拓陽高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



高校一般男子100m

日本記録(NR)                  9.97     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ A･ﾊｷｰﾑ(ﾌﾛﾘﾀﾞ大)               R1.6.7

大会記録(GR)                 10.54     斎藤 仁志(JUVY TC)                    H26

栃木県記録(TR)               10.29     長島 洋(国際武道大)                   H11.4.29

栃木県高校記録(THR)          10.30     荒川 岳士(宇都宮東)                   H3.8.3

予　選　25組0着＋16

19組 (風:+1.0) 20組 (風:-1.2)

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

ｷﾑﾗ ﾚｲｼﾞ 栃木 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾛﾄ 栃木

1 7 4106 木村 怜嗣(2) 鹿沼高 11.92 1 9 5116 寺内 博人(3) 今市高 12.01

ｲﾄｳ ｿﾗﾄ 栃木 ﾌｼﾞｻｷ ﾊﾙﾄ 栃木

2 6 4045 伊藤 聖空人(2) 宇都宮清陵高 12.01 2 3 5317 藤咲 陽大(3) 宇都宮北高 12.32

ｲﾁﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 栃木 ｼﾏﾀﾞ ﾕｲﾄ 栃木

3 2 4186 市村 大樹(2) 真岡高 12.20 3 4 5254 嶋田 結翔(3) 高根沢高 12.39

ﾀｶﾀﾆ ﾏｻﾄ 栃木 ﾔﾏﾜｷ ﾀｸ 栃木

4 4 5223 高谷 真知(3) 石橋高 12.21 4 8 4082 山脇 大空(2) 宇都宮北高 12.57

ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 栃木 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳﾔ 栃木

5 1 4134 加藤 健心(2) 小山西高 12.27 5 5 4069 村上 竜也(2) 真岡北陵高 12.84

ｱﾗｶﾜ ﾄｷﾔ 栃木 ｼﾗｻﾜ ｼｭｳﾀ 栃木

6 8 5270 荒川 斗輝也(3) 宇都宮工業高 12.36 6 1 4050 白澤 柊太(2) 鹿沼商工高 12.84

ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 栃木 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｼﾝ 栃木

7 9 4067 櫻井 大介(2) 真岡北陵高 12.40 6 5302 武田 悠伸(3) 宇都宮北高 DQ,FS1

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 栃木 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ 栃木

8 3 5366 鈴木 駿平(3) 宇都宮北高 12.77 2 4100 柴田 泰誠(2) 小山南高 DNS

ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾗｲ 栃木 ｺﾞﾄｳ ﾗｲｷ 栃木

5 4115 石塚 飛澪(2) 茂木高 DNS 7 4089 後藤 来生(2) 黒磯高 DNS

21組 (風:+1.0) 22組 (風:+0.9)

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

ｵｵﾔﾂ ﾕｳ 栃木 ｲｶﾊﾀ ﾋｶﾙ 栃木

1 1 4322 大谷津 裕羽(2) 宇都宮南高 11.69 1 3 3010 五十畑 光(1) 白鴎大足利高 11.92

ﾅｶﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 栃木 ｻｲﾄｳ ｶｲ 栃木

2 3 4167 長野 俊哉(2) 那須清峰高 12.04 2 7 3014 斉藤 快(1) 白鴎大足利高 12.51

ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ 栃木 ﾅﾌﾞﾁ ﾚｲﾔ 栃木

3 7 3013 風見 晄聖(1) 白鴎大足利高 12.09 3 9 4271 名渕 怜矢(2) 小山高 12.66

ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 栃木 ｷﾌﾞﾈ ｱﾗﾀ 栃木

4 4 4122 石川 航大(2) 茂木高 12.18 4 1 4198 貴船 新太(2) 國學院栃木高 12.69

ｽｽﾞｷ ﾐｷﾊﾙ 栃木 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 栃木

5 6 5127 鈴木 幹治(3) 矢板高 12.38 5 8 4083 長谷川 悠人(2) 宇都宮北高 12.74

ｾｷﾔ ﾕｳｼﾝ 栃木 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 栃木

6 8 4332 関谷 優心(2) 矢板東高 12.42 6 5 4051 松林 琉生(2) 鹿沼商工高 12.78

ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 栃木 ｶﾐﾔﾏ ｹｲﾄ 栃木

7 5 5185 佐藤 亘(3) 黒磯高 12.53 2 5276 神山 恵人(3) 佐野東高 DNS

ｻｸﾗｲ ｺｳﾀ 栃木 ﾋﾛﾀ ﾕｳﾄ 栃木

8 9 4149 櫻井 洸葵(2) 宇都宮工業高 12.53 4 5312 廣田 侑士(3) 鹿沼南高 DNS

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 栃木 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ 栃木

2 5370 鈴木 悠真(3) 黒磯高 DNS 6 5255 安達 裕太(3) 高根沢高 DNS

23組 (風:+0.1) 24組 (風:-1.2)

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

ｶﾈﾑﾗ ｱｻﾋ 栃木 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 栃木

1 5 4290 兼村 晨飛(2) 宇都宮商業高 12.80 1 9 8240 近藤 真輝 栃木陸協 11.66

ﾉｸﾞﾁ ｷｮｳﾉｽｹ 栃木 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳ 栃木

2 7 4231 野口 恭之介(2) 宇都宮高 12.95 2 8 4204 手塚 悠(2) 那須拓陽高 12.26

ｹｲﾉ ﾊﾙﾋｺ 栃木 ｼｲﾅ ｺｳｾｲ 栃木

3 4 5246 慶野 陽彦(3) 栃木翔南高 13.05 3 2 4063 椎名 洪成(2) 足利高 12.42

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 栃木 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 栃木

4 3 4052 渡邉 友翔(2) 鹿沼商工高 13.19 4 7 5285 橋本 涼平(3) 足利高 13.16

ｻｻｷ ｼｭﾝ 栃木 ｱﾗｲ ｼｮｳｺﾞ 栃木

5 6 5349 佐々木 駿(3) 今市工業高校 13.24 5 6 4120 荒井 祥吾(2) 茂木高 13.23

ｻｶﾀ ﾌｳﾄ 栃木 ｶﾅｲ ﾀｲﾁ 栃木

6 2 4158 坂田 風斗(2) 小山北桜高 13.26 6 4 5356 金井 大知(3) 白鴎大足利高 13.59

ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 栃木 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞｷ 栃木

7 9 4053 髙橋 蓮(2) 鹿沼東高 13.50 7 5 8210 野村 茂樹 栃木陸協 13.73

ｻﾄｳ ﾋﾛﾑ 栃木 ｹﾝﾓｸ ﾏｻﾄ 栃木

8 4341 佐藤 大夢(2) 黒磯高 DNS 3 5242 見目 誠人(3) 那須清峰高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



高校一般男子100m

日本記録(NR)                  9.97     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ A･ﾊｷｰﾑ(ﾌﾛﾘﾀﾞ大)               R1.6.7

大会記録(GR)                 10.54     斎藤 仁志(JUVY TC)                    H26

栃木県記録(TR)               10.29     長島 洋(国際武道大)                   H11.4.29

栃木県高校記録(THR)          10.30     荒川 岳士(宇都宮東)                   H3.8.3

予　選　25組0着＋16

25組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾈﾓﾄ ｼｭｳ 栃木

1 6 4352 根本 周(2) 宇都宮工業高 11.62

ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ 栃木

2 9 4137 小宮 一摩(2) 小山西高 11.76

ｷｮｳﾉ ﾏｻｼ 栃木

3 5 4116 興野 雅(2) 茂木高 12.16

ｴｽﾞﾐ ｹﾝｼﾝ 栃木

4 4 4061 江泉 憲伸(2) 足利高 12.47

ｲﾏｲ ﾀｶﾄ 栃木

5 7 4060 今井 天翔(2) 足利高 12.47

ｱｸﾂ ｼｭｳﾀ 栃木

6 3 4150 阿久津 宗大(2) 宇都宮工業高 12.52

ﾃﾂｶ ﾋﾛﾔ 栃木

7 8 5257 手塚 尋哉(3) 那須清峰高 12.59

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 栃木

2 4156 渡邉 桜太(2) 宇都宮工業高 DNS

決　勝　2組

1組 (風:-1.1) 2組 (風:+1.8)

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

ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝﾄ 栃木 ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木

1 4 5045 大山 舜人(3) 真岡高 11.32 1 5 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大学 10.73

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 栃木 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 栃木

2 2 2005 渡部 航平(3) 作新学院大学 11.38 2 7 5041 宮嶋 翔大(3) 宇都宮北高 10.79

ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ 栃木 ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ 栃木

3 8 1994 橋本 柊(4) 作新学院大学 11.42 3 9 5028 松嶋 伶弥(3) 白鴎大足利高 10.87

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾀ 栃木 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 栃木

4 6 5030 山口 彩太(3) 白鴎大足利高 11.44 4 4 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大学 10.89

ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木 ﾏﾂｷ ﾕｳﾏ 栃木

5 5 2009 粕尾 悠人(2) 作新学院大学 11.47 5 6 5057 松木 悠眞(3) 宇都宮高 10.93

ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ 栃木 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 栃木

6 7 5197 西村 好誠(3) さくら清修高 11.48 6 8 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 作新学院大学 11.01

ｴﾉﾓﾄ ﾕｳﾗ 栃木 ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ 栃木

7 9 5046 榎本 悠良(3) 宇都宮白楊高 11.54 7 3 1995 熊澤 尚央(4) 作新学院大学 11.04

ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ 栃木 ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 栃木

8 3 1993 米川 航(4) 作新学院大学 11.57 8 2 3386 櫛田 崇裕(3) 白鴎大学 11.06

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



高校一般男子200m

日本記録(NR)                 20.03     末續 慎吾(ﾐｽﾞﾉ)                       H15.6.7

大会記録(GR)                 21.09     本塩 遼(城西大)                       H24

栃木県記録(TR)               20.42     斎藤 仁志(筑波大)                     H21.6.26

栃木県高校記録(THR)          20.88     本塩 遼(那須拓陽)                     H20.10.19

予　選　15組0着＋16

1組 (風:-1.3) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ 栃木 ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木

1 5 5028 松嶋 伶弥(3) 白鴎大足利高 21.88 q 1 4 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大学 22.11 q

ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 栃木

2 7 2001 中里 将基(3) 作新学院大学 22.06 q 2 5 2005 渡部 航平(3) 作新学院大学 22.14 q

ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 栃木 ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木

3 4 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大学 22.35 q 3 7 2009 粕尾 悠人(2) 作新学院大学 22.46 q

ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ 栃木 ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ 栃木

4 6 1995 熊澤 尚央(4) 作新学院大学 22.80 4 2 4003 熊倉 直希(2) 佐野高 22.55 q

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 栃木 ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾔ 栃木

5 9 4284 柳沢 悠太(2) 宇短附高 22.91 5 8 5009 秋山 昂也(3) 鹿沼東高 22.65 q

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 栃木 ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ 栃木

6 2 8035 小林 祐介 滝沢ハム 23.52 3 3400 垂石 悠吾(2) 白鴎大学 DNS

ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ 栃木 ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 栃木

7 3 5180 吉川 昂佑(3) 小山高 24.01 6 2020 乾 渉夢(1) 作新学院大学 DNS

ﾀｼﾛ ﾊﾔｾ 栃木 ｾｷﾈ ﾋﾛﾏｻ 栃木

8 5096 田代 颯星(3) 鹿沼東高 DNS 9 2026 関根 啓雅(1) 作新学院大学 DNS

3組 (風:+1.5) 4組 (風:+1.4)

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

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 栃木 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 栃木

1 4 5041 宮嶋 翔大(3) 宇都宮北高 21.66 q 1 8 5199 佐藤 優希(3) さくら清修高 22.57 q

ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 栃木 ｴﾉﾓﾄ ﾕｳﾗ 栃木

2 7 8105 櫻井 朴也(3) 元気寿司 21.77 q 2 7 5046 榎本 悠良(3) 宇都宮白楊高 22.65 q

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｳｸ 栃木 ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝﾄ 栃木

3 8 5063 渡辺 流空(3) 佐野高 21.94 q 3 3 5045 大山 舜人(3) 真岡高 22.80

ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ 栃木 ｶｺ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 栃木

4 9 5197 西村 好誠(3) さくら清修高 22.13 q 4 4 8124 加古 龍二郎 OCOSITEI 22.96

ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ 栃木 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 栃木

5 6 1994 橋本 柊(4) 作新学院大学 22.47 q 5 9 8136 成田 圭佑 OCOSITEI 23.10

ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ 栃木 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 栃木

6 3 5026 中里 碧翔(3) 白鴎大足利高 22.64 q 6 5 8036 坂本 将希 滝沢ハム 23.73

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃木 ﾋﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木

2 8141 丸山 将 OCOSITEI DNS 7 2 8139 平石 雄大 OCOSITEI 23.89

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 栃木 ｵﾉ ﾕｳﾄ 栃木

5 5029 松本 涼(3) 白鴎大足利高 DNS 6 4001 小野 悠人(2) 佐野高 DNS

5組 (風:-0.1) 6組 (風:-1.0)

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

ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ 栃木 ｲﾅﾐ ﾕｳｶﾞ 栃木

1 8 2007 川野辺 涼(3) 作新学院大学 22.80 1 6 4180 稲見 悠雅(2) 石橋高 23.32

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 栃木 ﾏｽﾉ ﾘｷﾄ 栃木

2 6 5173 小林 優斗(3) 烏山高 23.66 2 8 4280 増野 力叶(2) 宇都宮白楊高 23.53

ｵｵﾂｶ ｿｳｼﾞﾛｳ 栃木 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ 栃木

3 7 5166 大塚 壮次郎(3) 茂木高 23.71 3 4 5177 山下 駿斗(3) 小山高 23.54

ｽﾄｳ ｼｭｳ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 栃木

4 5 4024 須藤 史結(2) 佐野東高 23.71 4 9 3016 渡辺 伸吾(1) 白鴎大足利高 23.54

ｳﾁﾀﾞ ﾄﾜ 栃木 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ 栃木

5 9 4176 内田 友葉(2) 青藍泰斗高 23.80 5 7 4056 山本 莉久(2) 鹿沼東高 24.09

ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 栃木 ﾖｼｻﾞｷ ｱｼｭｳ 栃木

6 4 5024 齋藤 蒼(3) 白鴎大足利高 23.81 6 3 5239 吉崎 安秀(3) 國學院栃木高 25.40

ﾀﾅｾ ｱｻﾄ 栃木 ｱｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 栃木

7 2 4125 棚瀨 朝斗(2) さくら清修高 23.86 2 5378 相田 紘希(3) 佐野日大高 DNS

ｻｶｲ ﾏｻﾄ 栃木 ｱﾂｷﾞ ﾊﾙﾐﾂ 栃木

3 5351 境井 将人(3) 佐野日大高 DNS 5 5221 厚木 晴光(3) 石橋高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子200m

日本記録(NR)                 20.03     末續 慎吾(ﾐｽﾞﾉ)                       H15.6.7

大会記録(GR)                 21.09     本塩 遼(城西大)                       H24

栃木県記録(TR)               20.42     斎藤 仁志(筑波大)                     H21.6.26

栃木県高校記録(THR)          20.88     本塩 遼(那須拓陽)                     H20.10.19

予　選　15組0着＋16

7組 (風:-0.2) 8組 (風:-0.9)

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

ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳ 栃木 ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 栃木

1 7 5090 山﨑 颯(3) 宇都宮北高 23.52 1 8 5044 犬飼 侑樹(3) 小山高専 23.43

ｲﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 栃木 ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ 栃木

2 5 4194 井元 瑞穂(2) 國學院栃木高 23.67 2 3 4043 石川 桂一(2) 真岡高 23.55

ｶｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 栃木 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 栃木

3 4 5233 粕田 夏希(3) 真岡工業高 24.05 3 7 5115 安藤 悠(3) 那須拓陽高 23.87

ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 栃木 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 栃木

4 9 4103 西田 知生(2) 小山南高 24.68 4 2 4190 佐藤 聖優(2) 真岡高 23.98

ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾔｽ 栃木 ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ 栃木

5 8 4195 鈴木 陽泰(2) 國學院栃木高 24.73 5 9 5156 山根 有翔(3) 栃木高 24.37

ｱﾍﾞ ﾖｼﾏｻ 栃木 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ 栃木

6 2 5368 阿部 義将(3) 國學院栃木高 24.79 6 4 2000 井上 一真(3) 作新学院大学 24.39

ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 栃木 ﾄｻｷ ｹｲﾀ 栃木

7 3 4080 田中 遥翔(2) 宇都宮北高 26.27 7 6 5055 戸﨑 景太(3) 宇都宮高 24.54

ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 栃木 ｸﾛｺ ﾀｹﾙ 栃木

6 3015 竹村 陸空(1) 白鴎大足利高 DNS 8 5 4135 黒子 虎琉(2) 小山西高 24.55

9組 (風:+0.3) 10組 (風:-1.0)

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

ｶﾄｳ ﾏｻｷ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾀｸ 栃木

1 7 5083 加藤 正輝(3) 宇都宮南高 23.17 1 5 4189 鈴木 大空(2) 真岡高 24.01

ｶﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 栃木 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾄ 栃木

2 3 4319 川田 大輝(2) 宇都宮南高 23.41 2 6 5071 川島 嘉斗(3) 矢板高 24.05

ﾀｶﾉﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 栃木 ﾂｶﾊﾗ ｺｳﾀ 栃木

3 9 4146 鷹箸 龍大(2) 宇都宮工業高 23.46 3 7 4123 塚原 康太(2) 矢板東高 24.29

ｴﾉｷ ﾅｵﾄ 栃木 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 栃木

4 5 4314 榎 尚斗(2) 宇都宮南高 24.05 4 9 5167 柴田 龍聖(3) 茂木高 24.52

ﾌｸﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 栃木 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾀﾞｲｷ 栃木

5 6 5286 福田 瑞貴(3) 宇都宮高 24.09 5 4 5347 柳沼 大輝(3) 矢板中央高 24.58

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木 ｴﾀﾞ ｹｲﾀ 栃木

6 2 5092 渡邊 詢也(3) 宇都宮北高 24.25 6 3 4139 江田 圭汰(2) 小山西高 25.09

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ 栃木 ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ 栃木

7 8 8065 松下 裕哉 リスRT 24.96 2 4002 生井 求(2) 佐野高 DNS

ｸﾛｺ ｼｮｳﾀ 栃木 ﾌｼﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 栃木

4 5182 黒子 翔大(3) 壬生高 DNS 8 5303 藤田 哲平(3) 宇都宮北高 DNS

11組 (風:-0.8) 12組 (風:0.0)

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

ｶﾜﾅｺﾞ ﾄﾓｷ 栃木 ｱｸﾂ ﾘｮｳﾏ 栃木

1 8 5271 川中子 朋樹(3) 宇都宮工業高 23.30 1 4 4091 阿久津 龍馬(2) 大田原高 24.11

ｼﾊﾞﾔﾏ ｿﾗ 栃木 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾛﾄ 栃木

2 5 4187 柴山 青空(2) 真岡高 24.65 2 3 5116 寺内 博人(3) 今市高 24.68

ﾆｼﾅｶ ﾕｲﾄ 栃木 ﾔﾅｷﾞﾀ ｶｲﾄ 栃木

3 9 5191 西中 唯人(3) 宇都宮商業高 24.74 3 6 5084 柳田 海斗(3) 宇都宮南高 24.99

ｽｸﾞﾛ ﾀｸﾄ 栃木 ﾀｶﾀﾆ ﾏｻﾄ 栃木

4 4 5273 須黒 拓斗(3) 佐野東高 24.78 4 7 5223 高谷 真知(3) 石橋高 25.33

ｱﾗｶﾜ ﾄｷﾔ 栃木 ｾｷﾔ ﾕｳｼﾝ 栃木

5 2 5270 荒川 斗輝也(3) 宇都宮工業高 25.02 5 5 4332 関谷 優心(2) 矢板東高 25.73

ｺｽｹﾞ ﾂﾖｼ 栃木 ｷﾑﾗ ﾘｭｳｷ 栃木

6 7 5070 小菅 剛志(3) 高根沢高 25.32 6 2 5250 木村 琉暉(3) 小山高専 25.92

ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ 栃木 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 栃木

3 5123 宮本 遥翔(3) 今市高 DNS 7 8 5338 中川 響(3) 小山北桜高 26.48

ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｾｲ 栃木 ｸﾛｳﾁ ｹﾝｼﾝ 栃木

6 4260 村田 龍世(2) 佐野東高 DNS 9 4048 黒内 健心(2) 宇都宮清陵高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子200m

日本記録(NR)                 20.03     末續 慎吾(ﾐｽﾞﾉ)                       H15.6.7

大会記録(GR)                 21.09     本塩 遼(城西大)                       H24

栃木県記録(TR)               20.42     斎藤 仁志(筑波大)                     H21.6.26

栃木県高校記録(THR)          20.88     本塩 遼(那須拓陽)                     H20.10.19

予　選　15組0着＋16

13組 (風:-0.8) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｲｶﾜ ﾀｸﾐ 栃木 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 栃木

1 3 4301 笈川 巧(2) 栃木翔南高 23.69 1 5 8240 近藤 真輝 栃木陸協 23.33

ｲﾜﾀ ｱｷﾂﾈ 栃木 ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 栃木

2 2 5085 岩田 章継(3) 小山南高 24.61 2 9 5153 田村 勇貴(3) 栃木高 23.86

ﾅﾌﾞﾁ ﾚｲﾔ 栃木 ﾎｿｶﾜ ﾐｸﾄ 栃木

3 7 4271 名渕 怜矢(2) 小山高 25.11 3 8 5265 細川 未空翔(3) 宇都宮工業高 24.12

ｶｷﾔ ﾕｳﾄ 栃木 ｺﾞｳﾔｷﾞ ｺｳｾｲ 栃木

4 6 4316 垣矢 紘杜(2) 宇都宮南高 25.23 4 7 4066 合谷木 幸生(2) 真岡北陵高 24.22

ﾂﾂﾞｷﾀﾞ ｿｳ 栃木 ﾏﾂｼﾀ ﾂｶｻ 栃木

5 9 5186 續田 颯(3) 黒磯高 26.62 5 4 5067 松下 司(3) 小山南高 24.28

ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ 栃木 ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 栃木

6 8 5255 安達 裕太(3) 高根沢高 26.86 6 6 4067 櫻井 大介(2) 真岡北陵高 26.58

ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ 栃木 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｷ 栃木

4 4205 鈴木 諒士(2) 那須拓陽高 DNS 7 3 5187 山﨑 義己(3) 黒羽高 26.98

ｶﾐﾔﾏ ｹｲﾄ 栃木 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾔ 栃木

5 5276 神山 恵人(3) 佐野東高 DNS 2 5267 永井 雅也(3) 宇都宮工業高 DNS

15組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｷｸﾁ ﾘｭｳﾄ 栃木

1 3 4070 菊地 隆斗(2) 真岡北陵高 24.56

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木

2 4 4201 齋藤 雄大(2) 矢板高 24.85

ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 栃木

3 5 4134 加藤 健心(2) 小山西高 25.14

ﾋﾔﾏ ｿｳﾀ 栃木

4 9 5253 樋山 颯太(3) 高根沢高 25.27

ｵｵｶﾞｷ ｺｳｽｹ 栃木

5 7 4140 大垣 昊佑(2) 小山西高 25.52

ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 栃木

6 8 8055 飯田 佑介 リスRT 26.19

ﾅｶﾔﾏ ｿｳｺﾞ 栃木

7 6 4270 中山 颯梧(2) 小山高 26.89

決　勝　2組

1組 (風:-0.4) 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

ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 栃木 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 栃木

1 5 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大学 22.31 1 4 5041 宮嶋 翔大(3) 宇都宮北高 21.70

ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ 栃木 ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ 栃木

2 8 5026 中里 碧翔(3) 白鴎大足利高 22.57 2 6 5028 松嶋 伶弥(3) 白鴎大足利高 21.72

ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ 栃木 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃木

3 4 4003 熊倉 直希(2) 佐野高 22.64 3 8 2001 中里 将基(3) 作新学院大学 21.73

ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾔ 栃木 ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木

4 3 5009 秋山 昂也(3) 鹿沼東高 22.66 4 9 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大学 21.80

ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｳｸ 栃木

5 6 2009 粕尾 悠人(2) 作新学院大学 22.68 5 7 5063 渡辺 流空(3) 佐野高 22.17

ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ 栃木 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 栃木

6 7 1994 橋本 柊(4) 作新学院大学 22.70 6 5 8105 櫻井 朴也(3) 元気寿司 22.17

ｻﾄｳ ﾕｳｷ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 栃木

7 9 5199 佐藤 優希(3) さくら清修高 22.71 7 2 2005 渡部 航平(3) 作新学院大学 22.31

ｴﾉﾓﾄ ﾕｳﾗ 栃木 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ 栃木

8 2 5046 榎本 悠良(3) 宇都宮白楊高 22.74 8 3 5197 西村 好誠(3) さくら清修高 22.48

凡例  DNS:欠場



高校一般男子400m

日本記録(NR)                 44.78     高野 進(東海大ｸﾗﾌﾞ)                   H3.6.16

大会記録(GR)                 47.79     三村 達也(宇都宮大)                   H21

栃木県記録(TR)               45.99     佐藤 風雅(作新学院大)                 H29.6.23

栃木県高校記録(THR)          47.31     小竹 理恩(佐野)                       H29.10.9

予　選　9組0着＋8

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

ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃木 ｴﾏﾄﾞ ｲｻ 栃木

1 5 2001 中里 将基(3) 作新学院大学 49.41 q 1 4 5023 ｴﾏﾄﾞ 唯沙(3) 白鴎大足利高 51.58 q

ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ 栃木 ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 栃木

2 6 5037 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(3) 作新学院高 49.87 q 2 5 2010 古島 匠稀(2) 作新学院大学 51.77 q

ﾓﾛ ﾀｸﾐ 栃木 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳ 栃木

3 2 5216 茂呂 拓実(3) 鹿沼高 54.16 q 3 7 5090 山﨑 颯(3) 宇都宮北高 52.15 q

ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ 栃木 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ 栃木

4 8 2014 大橋 広夢(2) 作新学院大学 54.28 4 3 4075 鈴木 詠心(2) 宇都宮北高 52.47 q

ｴﾉｷ ﾅｵﾄ 栃木 ﾏｼﾔﾏ ﾋﾞｼｭｳ 栃木

5 3 4314 榎 尚斗(2) 宇都宮南高 54.36 5 8 5155 増山 美秋(3) 栃木高 53.03 q

ｾｷﾈ ﾛｾｲ 栃木 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 栃木

6 7 4235 関根 路世(2) 宇都宮高 54.52 6 9 4103 西田 知生(2) 小山南高 55.46

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾀ 栃木 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｲﾁ 栃木

4 5030 山口 彩太(3) 白鴎大足利高 DNS 2 5217 篠﨑 太一(3) 石橋高 DNS

ｵｵﾀｹ ﾕｳﾏ 栃木 ｵｶﾑﾗ ｱｷﾄ 栃木

9 3389 大竹 祐真(3) 白鴎大学 DNS 6 4038 岡村 空都(2) 白鴎大足利高 DNS

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

ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾀｸ 栃木

1 7 2007 川野辺 涼(3) 作新学院大学 50.01 q 1 7 4189 鈴木 大空(2) 真岡高 53.52 q

ｳｴﾉ ｿｳﾀ 栃木 ｲﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 栃木

2 6 4036 上野 壮汰(2) 白鴎大足利高 51.34 q 2 8 4194 井元 瑞穂(2) 國學院栃木高 54.04 q

ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ 栃木 ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ 栃木

3 5 5177 山下 駿斗(3) 小山高 51.67 q 3 3 4002 生井 求(2) 佐野高 54.35

ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 栃木

4 4 1993 米川 航(4) 作新学院大学 52.44 q 4 9 5080 鈴木 響基(3) 宇都宮南高 55.33

ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 栃木 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳ 栃木

5 9 4026 本田 優芽(2) 作新学院高 53.01 q 5 5 5219 畠山 凌(3) 石橋高 56.56

ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 栃木 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ 栃木

6 3 4242 樋口 尊(2) 作新学院高 53.59 q 4 4100 柴田 泰誠(2) 小山南高 DNF

ﾎﾘﾅｶ ﾊﾙﾄ 栃木 ｹﾌﾞｶﾜ ﾕｳｾｲ 栃木

7 2 4093 堀中 陽大(2) 大田原高 54.32 6 4227 癸生川 侑晟(2) 宇都宮高 DNS

ｴﾀﾞ ｹｲﾀ 栃木

8 8 4139 江田 圭汰(2) 小山西高 55.30

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

ｼﾊﾞﾔﾏ ｿﾗ 栃木 ｺﾎﾞﾘ ｲﾀﾙ 栃木

1 8 4187 柴山 青空(2) 真岡高 55.74 1 4 4117 小堀 至(2) 茂木高 55.29

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾙｲ 栃木

2 6 3396 山本 駿(4) 白鴎大学 56.17 2 9 4101 斎藤 琉生(2) 小山南高 56.84

ｽｸﾞﾛ ﾀｸﾄ 栃木 ｶﾜﾗ ﾀﾂｷ 栃木

3 3 5273 須黒 拓斗(3) 佐野東高 56.38 3 5 4192 河原 龍樹(2) 真岡高 57.11

ｱﾅﾔﾏ ｺｳﾀ 栃木 ｷﾊﾗ ﾕｳﾄ 栃木

4 7 5169 穴山 浩大(3) 烏山高 58.26 4 8 5190 木原 悠斗(3) 宇都宮商業高 57.12

ﾏﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀﾛｳ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 栃木

5 9 2008 馬立 涼太朗(3) 作新学院大学 58.89 5 6 4240 齋藤 大介(2) 宇都宮高 57.17

ｲｸﾞﾁ ﾀｲｷ 栃木 ﾇﾏﾀ ｹﾝｼﾞ 栃木

6 4 5300 井口 太稀(3) 國學院栃木高 59.63 6 7 5240 沼田 健児(3) 國學院栃木高 1:00.06

ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾖｼ 栃木 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ 栃木

5 4315 芝田 正義(2) 宇都宮南高 DNS 7 3 8065 松下 裕哉 リスRT 1:02.83

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



高校一般男子400m

日本記録(NR)                 44.78     高野 進(東海大ｸﾗﾌﾞ)                   H3.6.16

大会記録(GR)                 47.79     三村 達也(宇都宮大)                   H21

栃木県記録(TR)               45.99     佐藤 風雅(作新学院大)                 H29.6.23

栃木県高校記録(THR)          47.31     小竹 理恩(佐野)                       H29.10.9

予　選　9組0着＋8

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

ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 栃木 ｸﾛｺ ﾀｹﾙ 栃木

1 5 4077 中原 優輔(2) 宇都宮北高 56.01 1 7 4135 黒子 虎琉(2) 小山西高 55.25

ｲﾏｲ ﾀｶﾄ 栃木 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｵﾝ 栃木

2 3 4060 今井 天翔(2) 足利高 56.91 2 3 8057 杉本 汐夢 リスRT 55.52

ｻｲﾄｳ ｾﾈﾄ 栃木 ﾏｽﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 栃木

3 4 4113 齋藤 星音斗(2) 今市工業高校 57.23 3 4 5331 増山 翼(3) 作新学院高 56.57

ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 栃木 ｱｸﾂ ﾏｻﾄ 栃木

4 7 4078 原田 慎侍(2) 宇都宮北高 59.57 4 9 5205 阿久津 勝斗(3) 今市工業高校 58.83

ﾋﾔﾏ ﾀﾂﾔ 栃木 ｲﾜﾓﾄ ﾓﾓﾀ 栃木

5 9 8064 樋山 達也 リスRT 1:02.36 5 5 5311 岩本 李汰(3) 鹿沼南高 59.89

ﾌﾅﾔﾏ ｼﾞｮｳｼﾝ 栃木 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 栃木

6 5196 船山 丈心(3) 那須拓陽高 DNS 6 6 4083 長谷川 悠人(2) 宇都宮北高 1:00.38

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 栃木 ｼﾉﾊﾗ ｲｯｻ 栃木

8 8007 松﨑 悠弥(1) 国際医療福祉大 DNS 8 5372 篠原 一心(3) 矢板高 DNS

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶｹﾞﾔﾏ ｾｲｱ 栃木

1 5 4141 影山 正空(2) 小山西高 57.62

ｳｴﾉ ﾏｻﾄ 栃木

2 4 4293 上野 聖斗(2) 益子芳星高 59.01

ｳｴﾉ ﾕﾒﾄ 栃木

3 3 4345 上野 夢翔(2) 真岡北陵高 59.68

ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 栃木

4 8 4122 石川 航大(2) 茂木高 1:00.73

ｴｸﾞﾁ ﾘｸ 栃木

5 7 4401 江口 陸(2) 鹿沼南高 1:03.79

ﾅｶﾔﾏ ｿｳｺﾞ 栃木

6 6 4270 中山 颯梧(2) 小山高 1:05.93

ｼﾏﾉ ﾕｳｾｲ 栃木

9 5388 島野 有世(3) 矢板高 DNS

決　勝　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

ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ 栃木 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃木

1 4 1993 米川 航(4) 作新学院大学 51.62 1 5 2001 中里 将基(3) 作新学院大学 48.26

ﾏｼﾔﾏ ﾋﾞｼｭｳ 栃木 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ 栃木

2 7 5155 増山 美秋(3) 栃木高 52.15 2 6 5037 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(3) 作新学院高 48.32

ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ 栃木 ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ 栃木

3 5 4075 鈴木 詠心(2) 宇都宮北高 52.32 3 7 2007 川野辺 涼(3) 作新学院大学 50.09

ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 栃木 ｴﾏﾄﾞ ｲｻ 栃木

4 6 4026 本田 優芽(2) 作新学院高 52.57 4 8 5023 ｴﾏﾄﾞ 唯沙(3) 白鴎大足利高 51.72

ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 栃木 ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 栃木

5 9 4242 樋口 尊(2) 作新学院高 52.93 5 2 2010 古島 匠稀(2) 作新学院大学 51.88

ｲﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 栃木 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳ 栃木

6 2 4194 井元 瑞穂(2) 國學院栃木高 53.58 6 3 5090 山﨑 颯(3) 宇都宮北高 52.64

ｽｽﾞｷ ﾀｸ 栃木 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ 栃木

7 8 4189 鈴木 大空(2) 真岡高 53.89 7 9 5177 山下 駿斗(3) 小山高 54.05

ﾓﾛ ﾀｸﾐ 栃木 ｳｴﾉ ｿｳﾀ 栃木

8 3 5216 茂呂 拓実(3) 鹿沼高 53.92 4 4036 上野 壮汰(2) 白鴎大足利高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



高校一般男子800m

日本記録(NR)               1:45.75     川元 奨(日本大)                       H26.5.11

大会記録(GR)               1:54.49     八木沢 元樹(那須拓陽高)               H21

栃木県記録(TR)             1:47.94     根本 大輝(順天堂大)                   R2.9.13

栃木県高校記録(THR)        1:50.85     遠藤 勇樹(真岡)                       H3.6.29

予　選　9組0着＋8

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

ﾐｷ ｺｳｽｹ 栃木 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 栃木

1 5 5143 三木 康亮(3) 宇都宮高 1:59.67 q 1 4 5263 佐々木 光平(3) 宇都宮工業高 2:00.25 q

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷﾄ 栃木 ｱｻｲ ﾕｳﾄ 栃木

2 4 5035 渡辺 力斗(3) 作新学院高 1:59.83 q 2 5 4229 浅井 悠斗(2) 宇都宮高 2:03.34

ｺｲｹ ｹｲﾄ 栃木 ｼﾝﾏﾁ ﾀﾞｲﾔ 栃木

3 7 5327 小池 啓斗(3) 作新学院高 2:00.00 q 3 6 5025 新町 太哉(3) 白鴎大足利高 2:04.56

ｵｷﾞﾉ ｹｲｽｹ 栃木 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｳｽｹ 栃木

4 8 3012 荻野 佳輔(1) 白鴎大足利高 2:01.91 q 4 8 4108 永島 遙介(2) 鹿沼高 2:04.76

ｷﾊﾗ ﾕｳﾄ 栃木 ﾆｼﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 栃木

5 3 5190 木原 悠斗(3) 宇都宮商業高 2:03.94 5 7 4179 西松 涼介(2) 石橋高 2:05.06

ｳｶｼﾞ ｹｲﾀ 栃木 ｶｹﾞﾔﾏ ｾｲｱ 栃木

6 6 4031 宇梶 慶太(2) 作新学院高 2:04.26 6 2 4141 影山 正空(2) 小山西高 2:05.56

ﾜﾗｶﾔ ﾕｷﾑﾈ 栃木 ｶﾜﾗ ﾀﾂｷ 栃木

7 2 4239 藁萱 幸宗(2) 宇都宮高 2:07.53 7 3 4192 河原 龍樹(2) 真岡高 2:06.00

ﾏﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀﾛｳ 栃木 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ 栃木

8 1 2008 馬立 涼太朗(3) 作新学院大学 2:10.82 8 9 3303 篠崎 隆英 栃木陸協 2:06.52

ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 栃木 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ 栃木

9 5147 小川 慶大(3) 栃木高 DNS 9 1 5164 平山 大将(3) 矢板東高 2:14.66

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

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｷ 栃木 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 栃木

1 8 5207 村上 尚希(3) 作新学院高 2:00.34 q 1 5 8066 木村 勇翔(2) リスRT 2:06.76

ｳｴｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 栃木 ｻｸﾗｲ ﾊﾔﾄ 栃木

2 6 5048 上澤 一央(3) 宇都宮高 2:01.30 q 2 4 5086 櫻井 颯人(3) 小山南高 2:07.47

ｷｸﾁ ﾄﾓｷ 栃木 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 栃木

3 7 5192 菊地 智貴(3) 宇都宮商業高 2:01.35 q 3 6 5076 坂本 健真(3) 宇都宮南高 2:07.74

ﾌﾅﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 栃木 ｱｶｲｼ ﾀｲｾｲ 栃木

4 9 5401 船田 凌佑(3) 國學院栃木高 2:04.56 4 3 5227 赤石 大星(3) 石橋高 2:09.26

ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 栃木 ﾅｶﾈ ﾘｭｳﾉｽｹ 栃木

5 5 5150 齋藤 大泰(3) 栃木高 2:04.73 5 2 4302 中根 隆之介(2) 今市高 2:10.10

ﾐｶﾜ ｸｳﾀ 栃木 ﾅｶﾆｼ ｼｮｳﾔ 栃木

6 1 5245 三川 空詩(3) 栃木翔南高 2:06.72 6 7 5314 中西 将也(3) 真岡北陵高 2:11.55

ｺﾏﾂ ｿﾗ 栃木 ｵｵﾊﾀ ｼｭｳﾍｲ 栃木

7 2 5208 小松 宙央(3) 作新学院高 2:08.93 7 1 8154 大畑 秀平 NINE TC 2:12.22

ｵｵﾀｷ ﾘｮｳ 栃木 ﾋﾔﾏ ﾀﾂﾔ 栃木

8 4 4037 大瀧 涼(2) 白鴎大足利高 2:09.67 8 9 8064 樋山 達也 リスRT 2:14.69

ｵｵﾂ ﾏﾋﾛ 栃木 ｶﾜﾏﾀ ﾄﾜ 栃木

9 3 5328 大津 真優(3) 作新学院高 2:12.61 9 8 4154 河又 翔空(2) 宇都宮工業高 2:15.98

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

ﾜｷ ｼｭｳｽｹ 栃木 ｳｴﾉ ﾕﾒﾄ 栃木

1 3 5308 和氣 周奨(3) 大田原高 2:04.04 1 7 4345 上野 夢翔(2) 真岡北陵高 2:14.20

ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 栃木 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 栃木

2 8 5200 竹村 琉来(3) さくら清修高 2:06.17 2 9 4124 山田 将吾(2) 矢板東高 2:17.26

ｸﾛｺ ﾕｳｾｲ 栃木 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 栃木

3 5 5211 黒子 湧生(3) 鹿沼高 2:07.93 3 4 4078 原田 慎侍(2) 宇都宮北高 2:18.03

ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 栃木 ﾌｸﾄﾞﾒ ｾｲｺﾞ 栃木

4 2 8097 齋藤 祥(4) 小山高専 2:10.28 4 2 4321 福留 成悟(2) 宇都宮南高 2:18.74

ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ 栃木 ｻｷﾅﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 栃木

5 4 8005 近藤 圭恭(1) 国際医療福祉大 2:10.38 5 8 4317 先灘 悠太郎(2) 宇都宮南高 2:19.00

ｱｸﾂ ｶﾝﾀ 栃木 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 栃木

6 9 4307 阿久津 敢太(2) 上三川高 2:10.69 6 5 4272 原田 大輝(2) 小山高 2:21.42

ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ 栃木 ｵｵｶﾞｷ ｺｳｽｹ 栃木

7 6 4228 鈴木 翔磨(2) 宇都宮高 2:11.95 7 1 4140 大垣 昊佑(2) 小山西高 2:22.26

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾝ 栃木 ﾐﾔﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 栃木

8 7 5316 宮澤 健伸(3) 真岡北陵高 2:12.83 8 3 5252 宮山 昇太郎(3) 小山高専 2:24.24

ｳｴﾉ ﾀｲﾁ 栃木 ﾔﾀﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 栃木

9 1 4046 上野 泰知(2) 宇都宮清陵高 2:15.00 6 4119 谷田部 響(2) 茂木高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子800m

日本記録(NR)               1:45.75     川元 奨(日本大)                       H26.5.11

大会記録(GR)               1:54.49     八木沢 元樹(那須拓陽高)               H21

栃木県記録(TR)             1:47.94     根本 大輝(順天堂大)                   R2.9.13

栃木県高校記録(THR)        1:50.85     遠藤 勇樹(真岡)                       H3.6.29

予　選　9組0着＋8

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

ｼﾐｽﾞ ﾄｼｷ 栃木 ｽﾜ ﾏﾋﾛ 栃木

1 1 4318 清水 隼己(2) 宇都宮南高 2:15.95 1 5 4300 諏訪 真央(2) 高根沢高 2:21.21

ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾘｸﾄ 栃木 ﾑﾛｲ ﾕｳﾄ 栃木

2 5 4131 片柳 陸斗(2) さくら清修高 2:17.68 2 8 4306 室井 優人(2) 上三川高 2:21.77

ﾀｶｽｷﾞ ﾔﾏﾄ 栃木 ｲｼｲ ｶｲﾄ 栃木

3 4 4265 高杉 耶馬斗(2) 真岡工業高 2:18.58 3 2 4305 石井 開土(2) 上三川高 2:22.27

ｵｶ ﾕｳﾔ 栃木 ｼﾓﾀﾞ ｺｳｾｲ 栃木

4 7 5297 岡 有哉(3) 上三川高 2:19.72 4 4 4118 下田 倖世(2) 茂木高 2:22.98

ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾊ 栃木 ｾｷﾈ ｹｲｽｹ 栃木

5 8 4304 小嶋 優巴(2) 今市高 2:24.49 5 1 8059 関根 圭輔 リスRT 2:23.32

ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ 栃木 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｶｲｾｲ 栃木

6 3 4324 児島 海生斗(2) 壬生高 2:25.56 6 6 8061 永藤 魁晟 リスRT 2:26.48

ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 栃木 ﾔﾏﾉｲ ﾊﾙﾄ 栃木

7 2 4269 坂本 晃(2) 小山高 2:26.54 7 7 4132 山井 春翔(2) さくら清修高 2:26.82

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳ 栃木 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾖｼ 栃木

8 6 5264 萩原 由侑(3) 宇都宮工業高 2:28.86 3 4315 芝田 正義(2) 宇都宮南高 DNS

ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾏ 栃木 ｵｵｼﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 栃木

9 4335 栗原 優真(2) 足利南高 DNS 9 4402 大下 哲平(2) 鹿沼南高 DNS

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｽｽﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 栃木

1 2 5080 鈴木 響基(3) 宇都宮南高 2:09.13

ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾄ 栃木

2 9 4144 永田 寛人(2) 小山西高 2:11.89

ｲﾘｻﾜ ﾋﾋﾞｷ 栃木

3 5 5157 入澤 響(3) 小山西高 2:12.89

ﾒｸﾞﾛ ｼｮｳﾔ 栃木

4 7 4403 目黒 翔也(2) 鹿沼南高 2:19.25

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ 栃木

5 8 4347 小林 陽向(2) 高根沢高 2:19.72

ﾋﾗﾉ ｼﾞｭｳﾀﾛｳ 栃木

6 4 4058 平野 重太朗(2) 足利高 2:22.17

ｶﾜﾁ ｶﾅﾄ 栃木

7 6 5346 河内 叶夢(3) 足利工業高 2:25.27

ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾀ 栃木

8 3 5175 石川 柊太(3) 佐野松桜高 2:28.01

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｷ ｺｳｽｹ 栃木

1 5 5143 三木 康亮(3) 宇都宮高 1:58.94

ｺｲｹ ｹｲﾄ 栃木

2 6 5327 小池 啓斗(3) 作新学院高 1:59.53

ｳｴｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 栃木

3 8 5048 上澤 一央(3) 宇都宮高 2:00.40

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｷ 栃木

4 9 5207 村上 尚希(3) 作新学院高 2:01.19

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷﾄ 栃木

5 4 5035 渡辺 力斗(3) 作新学院高 2:01.21

ｷｸﾁ ﾄﾓｷ 栃木

6 2 5192 菊地 智貴(3) 宇都宮商業高 2:03.00

ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 栃木

7 7 5263 佐々木 光平(3) 宇都宮工業高 2:03.93

ｵｷﾞﾉ ｹｲｽｹ 栃木

8 3 3012 荻野 佳輔(1) 白鴎大足利高 2:10.10

凡例  DNS:欠場



高校一般男子1500m

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

大会記録(GR)               3:57.02     郡司 陽大(那須拓陽高)                 H27

栃木県記録(TR)             3:41.84     鈴木 賢一(富士通)                     H3.6.15

栃木県高校記録(THR)        3:46.50     八木沢 元樹(那須拓陽)                 H22.7.30

予　選　9組0着＋16

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

ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒﾄ 栃木 ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ 栃木

1 3 5102 稲葉 夢斗(3) 那須拓陽高 4:07.75 q 1 4 5018 関本 敬太(3) 文星芸大附高 4:06.61 q

ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ 栃木

2 4 8014 上村 純也 石川走友会 4:08.37 q 2 8 5052 鈴木 太陽(3) 宇都宮高 4:06.74 q

ｵｶﾀﾞ ﾌｳﾏ 栃木 ﾃﾂｶ ﾀｲﾁ 栃木

3 13 5103 岡田 楓真(3) 那須拓陽高 4:08.65 q 3 5 5105 手塚 太一(3) 那須拓陽高 4:06.98 q

ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 栃木 ｲﾄｳ ﾀｹﾊﾙ 栃木

4 12 5016 木村 駿斗(3) 文星芸大附高 4:09.48 q 4 2 4035 伊藤 尊晴(2) 白鴎大足利高 4:09.25 q

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｷ 栃木 ﾐﾓﾘ ﾕｳﾏ 栃木

5 9 5207 村上 尚希(3) 作新学院高 4:10.22 q 5 9 4219 三森 悠真(2) 那須拓陽高 4:09.50 q

ﾐｷ ｺｳｽｹ 栃木 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 栃木

6 5 5143 三木 康亮(3) 宇都宮高 4:10.66 q 6 1 5107 松本 海音(3) 那須拓陽高 4:10.35 q

ｳｴｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 栃木 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 栃木

7 10 5048 上澤 一央(3) 宇都宮高 4:10.70 q 7 15 5065 伊藤 龍太郎(3) 小山南高 4:11.42

ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 栃木 ﾌｼﾞﾀ ｱﾄﾑ 栃木

8 2 5033 大森 悠生(3) 作新学院高 4:10.86 8 14 5106 藤田 ｱﾄﾑ(3) 那須拓陽高 4:12.21

ﾘｮｳﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 栃木 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 栃木

9 7 5109 領塚 脩太(3) 那須拓陽高 4:14.67 9 7 8148 田中 直樹 Honda栃木 4:12.36

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｲｼ 栃木 ﾏｼｺ ﾊﾙｷ 栃木

10 11 8044 海老沼 太志 MKPJT 4:15.13 10 17 4099 増子 陽季(2) 大田原高 4:12.79

ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 栃木 ｱｻｲ ﾕｳﾄ 栃木

11 17 4188 栗原 周平(2) 真岡高 4:15.90 11 13 4229 浅井 悠斗(2) 宇都宮高 4:14.99

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 栃木 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 栃木

12 15 5110 小林 凌真(3) 那須拓陽高 4:15.98 12 6 5059 加藤 拓海(3) 大田原高 4:15.20

ｱﾍﾞ ｹﾝ 栃木 ｱｵｷ ｺｳﾀ 栃木

13 8 5022 阿部 健(3) 白鴎大足利高 4:16.08 13 3 5034 青木 孝太(3) 作新学院高 4:17.38

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷﾄ 栃木 ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙｷ 栃木

14 14 5035 渡辺 力斗(3) 作新学院高 4:25.59 14 11 5141 高山 陽紀(3) 宇都宮高 4:17.95

ﾌｸﾀﾞ ﾘｸﾄ 栃木 ｵｵｶﾜ ｼｭｳｿﾞｳ 栃木

15 16 5027 福田 陸人(3) 白鴎大足利高 4:30.27 15 12 5036 大川 修蔵(3) 作新学院高 4:18.27

ｲｻﾞﾜ ﾎｸﾄ 栃木 ｷｸﾁ ﾄﾓｷ 栃木

1 4034 井沢 北斗(2) 白鴎大足利高 DNS 16 10 5192 菊地 智貴(3) 宇都宮商業高 4:19.72

ｼﾝﾏﾁ ﾀﾞｲﾔ 栃木 ｺｲｹ ｹｲﾄ 栃木

6 5025 新町 太哉(3) 白鴎大足利高 DNS 17 16 5327 小池 啓斗(3) 作新学院高 4:23.12

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校一般男子1500m

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

大会記録(GR)               3:57.02     郡司 陽大(那須拓陽高)                 H27

栃木県記録(TR)             3:41.84     鈴木 賢一(富士通)                     H3.6.15

栃木県高校記録(THR)        3:46.50     八木沢 元樹(那須拓陽)                 H22.7.30

予　選　9組0着＋16

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

ｷｸﾁ ﾘｵ 栃木 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｿｳﾀ 栃木

1 3 4220 菊地 琉音(2) 那須拓陽高 4:08.22 q 1 12 4065 兵藤 颯太(2) 足利高 4:11.92

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 栃木 ｵｸﾞﾗ ｹﾝ 栃木

2 7 4095 渡邉 憲司(2) 大田原高 4:09.71 q 2 7 5014 小倉 健(3) 文星芸大附高 4:19.74

ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 栃木 ﾏﾂｼﾏ ｼｭﾝﾔ 栃木

3 17 5053 関口 功太郎(3) 宇都宮高 4:09.84 q 3 3 5111 松嶋 峻矢(3) 那須拓陽高 4:23.25

ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 栃木 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ 栃木

4 8 4096 前田 琉司(2) 大田原高 4:11.38 4 17 4218 藤田 翔大(2) 那須拓陽高 4:24.14

ﾌｼﾞｲ ﾀﾂｷ 栃木 ｱｵｷ ﾕｳﾏ 栃木

5 16 4250 藤井 達希(2) 作新学院高 4:14.41 5 15 5144 青木 悠真(3) 栃木高 4:24.80

ｻﾄｳ ﾋﾛﾉ 栃木 ｳｶｼﾞ ｹｲﾀ 栃木

6 10 3006 佐藤 広能(1) 作新学院高 4:15.92 6 13 4031 宇梶 慶太(2) 作新学院高 4:28.46

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 栃木 ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ 栃木

7 11 5104 小川 暖葵(3) 那須拓陽高 4:16.06 7 16 5225 小澤 康太(3) 石橋高 4:29.45

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 栃木 ｶﾅｲ ﾊﾙｷ 栃木

8 1 5165 渡辺 聡(3) 矢板東高 4:17.21 8 8 5307 金井 春樹(3) 佐野高 4:29.90

ﾀｶｲｼ ﾀｸﾐ 栃木 ｺﾏﾂ ｿﾗ 栃木

9 6 4225 髙石 拓海(2) 宇都宮高 4:17.59 9 6 5208 小松 宙央(3) 作新学院高 4:30.78

ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 栃木 ｱｻﾐ ﾅﾂｷ 栃木

10 15 4191 前田 真德(2) 真岡高 4:17.76 10 2 5039 浅見 夏希(3) 大田原高 4:31.35

ﾐﾔｼﾀ ｱﾕｷ 栃木 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ 栃木

11 5 5108 宮下 歩樹(3) 那須拓陽高 4:17.86 11 10 3011 石川 拓暉(1) 白鴎大足利高 4:31.64

ｲﾄｳ ﾕｳ 栃木 ﾃﾂﾞｶ ﾔﾏﾄ 栃木

12 12 5101 伊藤 優(3) 那須拓陽高 4:19.96 12 9 3007 手塚 大斗(1) 作新学院高 4:34.66

ｵﾏﾀ ﾘｭｳｼﾝ 栃木 ｳﾒﾀﾞ ｼｭｳｾｲ 栃木

13 9 3008 小又 琉神(1) 作新学院高 4:20.95 1 5049 梅田 宗誠(3) 宇都宮高 DNS

ｵｵﾀｷ ﾘｮｳ 栃木 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ 栃木

14 14 4037 大瀧 涼(2) 白鴎大足利高 4:32.15 4 3303 篠崎 隆英 栃木陸協 DNS

ﾀﾅｶ ﾌｳﾏ 栃木 ｲﾉ ｶｲﾄ 栃木

15 2 5054 田中 風舞(3) 宇都宮高 4:43.26 5 5170 猪野 快斗(3) 烏山高 DNS

ﾖｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃木 ﾌｾ ﾊﾙｷ 栃木

4 3398 吉田 翼(4) 白鴎大学 DNS 11 4193 布施 陽基(2) 真岡高 DNS

ｷﾉｼﾀ ﾅｵｷ 栃木 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 栃木

13 3-424 木下 直樹(4) 宇都宮大学 DNS 14 5329 若林 陵太(3) 作新学院高 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校一般男子1500m

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

大会記録(GR)               3:57.02     郡司 陽大(那須拓陽高)                 H27

栃木県記録(TR)             3:41.84     鈴木 賢一(富士通)                     H3.6.15

栃木県高校記録(THR)        3:46.50     八木沢 元樹(那須拓陽)                 H22.7.30

予　選　9組0着＋16

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

ﾔﾌﾞｷ ｼﾞｮｳ 栃木 ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 栃木

1 3 4222 矢吹 丈(2) 那須拓陽高 4:22.16 1 17 4020 野澤 涼太(2) 文星芸大附高 4:28.49

ｲﾄｳ ﾖｼﾃﾙ 栃木 ｶﾜﾑﾗ ｿｳﾀ 栃木

2 8 4237 伊藤 圭輝(2) 宇都宮高 4:22.84 2 5 4247 河村 創太(2) 作新学院高 4:30.20

ｾｷﾔ ﾀﾞｲ 栃木 ｲｼｶﾜ ﾖｳﾀ 栃木

3 7 8227 関谷 大 栃木陸協 4:25.06 3 11 5375 石川 陽太(3) 烏山高 4:33.83

ﾐﾋﾛ ﾘｮｳｲﾁ 栃木 ﾐｶﾜ ｸｳﾀ 栃木

4 2 5214 見廣 遼一(3) 鹿沼高 4:26.33 4 2 5245 三川 空詩(3) 栃木翔南高 4:37.97

ﾏﾂﾓﾄ ｲｯｼﾝ 栃木 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 栃木

5 11 4110 松本 一心(2) 鹿沼高 4:28.39 5 9 5118 中村 優心(3) 今市高 4:39.48

ｻｸﾗｲ ﾊﾔﾄ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 栃木

6 1 5086 櫻井 颯人(3) 小山南高 4:29.35 6 15 4249 渡邉 裕磨(2) 作新学院高 4:42.05

ﾌﾅﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 栃木 ﾂﾌﾞﾗ ｱｵﾄ 栃木

7 16 5401 船田 凌佑(3) 國學院栃木高 4:30.04 7 14 5193 螺良 蒼斗(3) 宇都宮商業高 4:46.36

ﾎｿｲ ﾚﾝ 栃木 ｳｴﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 栃木

8 4 4102 細井 蓮(2) 小山南高 4:30.27 8 3 5226 上野 翔大(3) 石橋高 4:46.58

ﾜｷ ｼｭｳｽｹ 栃木 ｷｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 栃木

9 14 5308 和氣 周奨(3) 大田原高 4:30.40 9 6 3030 木内 大地(1) 作新学院高 4:47.61

ｲｼｶﾞｷ ｾｲｺﾞｳ 栃木 ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 栃木

10 10 5181 石垣 征剛(3) 小山高 4:32.03 10 13 5172 佐藤 佑月(3) 烏山高 4:47.64

ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 栃木 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾄ 栃木

11 6 5076 坂本 健真(3) 宇都宮南高 4:32.28 11 7 4144 永田 寛人(2) 小山西高 4:48.88

ｸﾛｺ ﾕｳｾｲ 栃木 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 栃木

12 15 5211 黒子 湧生(3) 鹿沼高 4:35.56 12 1 5064 林 裕也(3) 佐野高 4:52.81

ﾓﾘｶﾜ ｶｱﾝ 栃木 ｺﾏﾊﾞ ﾏﾋﾛ 栃木

13 5 5400 森川 夏杏(3) 國學院栃木高 4:36.56 13 12 4246 駒場 真宏(2) 作新学院高 4:53.35

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾝ 栃木 ｲﾘｻﾜ ﾋﾋﾞｷ 栃木

14 12 5316 宮澤 健伸(3) 真岡北陵高 4:48.35 14 16 5157 入澤 響(3) 小山西高 5:03.02

ｲｹﾀﾞ ｶｲｼｭｳ 栃木 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 栃木

15 13 3027 池田 開周(1) 國學院栃木高 4:53.94 4 4238 吉村 太希(2) 宇都宮高 DNS

ｻﾄｳ ｼﾝｽｹ 栃木 ﾔﾏｲｴ ﾊﾙｷ 栃木

16 9 4221 佐藤 新介(2) 那須拓陽高 5:06.81 8 4210 山家 遥輝(2) 那須拓陽高 DNS

ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 栃木 ﾀｶﾏﾂ ｺｳｾｲ 栃木

17 5147 小川 慶大(3) 栃木高 DNS 10 4098 髙松 滉成(2) 大田原高 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校一般男子1500m

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

大会記録(GR)               3:57.02     郡司 陽大(那須拓陽高)                 H27

栃木県記録(TR)             3:41.84     鈴木 賢一(富士通)                     H3.6.15

栃木県高校記録(THR)        3:46.50     八木沢 元樹(那須拓陽)                 H22.7.30

予　選　9組0着＋16

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

ﾔﾏｼﾛ ｶｲﾄ 栃木 ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 栃木

1 16 4183 山城 海翔(2) 石橋高 4:38.12 1 7 5200 竹村 琉来(3) さくら清修高 4:38.58

ｱｻﾉ ﾏﾅﾌﾞ 栃木 ﾜｷ ｶﾅﾄ 栃木

2 11 8153 浅野 学 NINE TC 4:39.34 2 12 4185 和気 奏(2) 真岡高 4:42.17

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 栃木 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 栃木

3 10 4303 渡辺 寛人(2) 今市高 4:43.43 3 10 3028 海老原 智陽(1) 國學院栃木高 4:45.95

ｱﾗｲ ﾏｻﾄ 栃木 ｲﾜﾏﾂ ﾀｸﾐ 栃木

4 6 4059 荒井 雅人(2) 足利高 4:44.05 4 9 5282 岩松 拓海(3) 足利高 4:48.38

ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 栃木 ｺﾏﾂ ﾕｳｻｸ 栃木

5 7 5228 加藤 裕介(3) 那須清峰高 4:45.97 5 13 4170 小松 優咲(2) 那須清峰高 4:52.72

ﾄﾖﾀﾞ ｺｳｼﾞ 栃木 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 栃木

6 13 3031 豊田 晃司(1) 作新学院高 4:47.60 6 11 4124 山田 将吾(2) 矢板東高 4:53.33

ﾜｲｽﾞﾐ ｹﾝﾄ 栃木 ﾀﾍﾞﾀ ﾘｮｳﾏ 栃木

7 14 5358 和泉 健斗(3) 烏山高 4:48.84 7 14 4064 多部田 凌真(2) 足利高 4:55.37

ﾔﾀﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 栃木 ｱｸﾂ ｶﾝﾀ 栃木

8 5 4119 谷田部 響(2) 茂木高 4:49.82 8 1 4307 阿久津 敢太(2) 上三川高 4:57.45

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 栃木 ｻｷﾅﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 栃木

9 4 3029 齋藤 諒(1) 國學院栃木高 4:50.65 9 5 4317 先灘 悠太郎(2) 宇都宮南高 4:58.14

ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ 栃木 ﾒｸﾞﾛ ｼｮｳﾔ 栃木

10 3 4228 鈴木 翔磨(2) 宇都宮高 4:51.17 10 15 4403 目黒 翔也(2) 鹿沼南高 4:58.60

ｻﾄｳ ﾕｲﾄ 栃木 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾘｸﾄ 栃木

11 15 4079 佐藤 唯人(2) 宇都宮北高 4:53.97 11 8 4131 片柳 陸斗(2) さくら清修高 4:59.92

ｲﾜﾅﾐ ｻﾄｲ 栃木 ﾆｼﾈ ﾕｳﾀﾛｳ 栃木

12 9 5171 岩波 怜(3) 烏山高 4:54.46 12 3 4282 西根 佑太朗(2) 小山南高 5:00.73

ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾏ 栃木 ｱﾋﾞｺ ﾀｲﾁ 栃木

13 12 3009 枡田 克磨(1) 作新学院高 4:55.10 13 2 4104 安孫子 太一(2) 鹿沼高 5:01.22

ﾀｶﾏﾂ ﾏｺﾄ 栃木 ｵｶ ﾕｳﾔ 栃木

14 2 4068 髙松 誠(2) 真岡北陵高 4:57.65 14 4 5297 岡 有哉(3) 上三川高 5:13.87

ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 栃木 ﾌｼﾞｻﾜ ﾑｻｼ 栃木

15 8 4272 原田 大輝(2) 小山高 5:11.26 6 3-433 藤澤 武蔵(2) 宇都宮大学 DNS

ﾆｼﾐﾔ ｹｲﾀ 栃木 ｷｸﾁ ﾕｲﾄ 栃木

1 5301 西宮 圭太(3) 鹿沼東高 DNS 16 4214 菊地 柚斗(2) 那須拓陽高 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校一般男子1500m

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

大会記録(GR)               3:57.02     郡司 陽大(那須拓陽高)                 H27

栃木県記録(TR)             3:41.84     鈴木 賢一(富士通)                     H3.6.15

栃木県高校記録(THR)        3:46.50     八木沢 元樹(那須拓陽)                 H22.7.30

予　選　9組0着＋16

9組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾑﾄｳ ｿｳﾀ 栃木

1 6 4255 武藤 颯太(2) 栃木高 4:29.30

ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 栃木

2 13 5150 齋藤 大泰(3) 栃木高 4:29.85

ｱﾀﾞﾁ ｶｲｾｲ 栃木

3 8 4349 足立 開生(2) 真岡高 4:36.08

ｼﾐｽﾞ ﾄｼｷ 栃木

4 4 4318 清水 隼己(2) 宇都宮南高 4:58.51

ﾌｸﾄﾞﾒ ｾｲｺﾞ 栃木

5 16 4321 福留 成悟(2) 宇都宮南高 5:01.59

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙﾄ 栃木

6 2 4062 小笠原 春斗(2) 足利高 5:02.69

ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝ 栃木

7 15 5281 石橋 賢(3) 足利高 5:03.90

ｼﾓﾀﾞ ｺｳｾｲ 栃木

8 7 4118 下田 倖世(2) 茂木高 5:06.08

ｲｼｲ ｶｲﾄ 栃木

9 12 4305 石井 開土(2) 上三川高 5:07.84

ﾔﾏﾉｲ ﾊﾙﾄ 栃木

10 10 4132 山井 春翔(2) さくら清修高 5:08.59

ﾑﾛｲ ﾕｳﾄ 栃木

11 9 4306 室井 優人(2) 上三川高 5:08.92

ｶﾜﾑﾗ ｼｭｳ 栃木

12 11 4162 川村 心優(2) 佐野松桜高 5:16.92

ｲｶﾞﾗｼ ﾏｺﾄ 栃木

13 1 8206 五十嵐 真 栃木陸協 5:17.57

ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 栃木

14 5 4269 坂本 晃(2) 小山高 5:21.97

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ 栃木

3 5385 宮澤 貴志(3) 真岡北陵高 DNS

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾄ 栃木

14 5371 中山 雄飛(3) 那須清峰高 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校一般男子1500m

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

大会記録(GR)               3:57.02     郡司 陽大(那須拓陽高)                 H27

栃木県記録(TR)             3:41.84     鈴木 賢一(富士通)                     H3.6.15

栃木県高校記録(THR)        3:46.50     八木沢 元樹(那須拓陽)                 H22.7.30

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木

1 6 8014 上村 純也 石川走友会 3:55.31 GR

ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ 栃木

2 1 5052 鈴木 太陽(3) 宇都宮高 3:57.36

ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒﾄ 栃木

3 3 5102 稲葉 夢斗(3) 那須拓陽高 3:57.74

ﾃﾂｶ ﾀｲﾁ 栃木

4 7 5105 手塚 太一(3) 那須拓陽高 4:00.85

ﾐﾓﾘ ﾕｳﾏ 栃木

5 10 4219 三森 悠真(2) 那須拓陽高 4:02.38

ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 栃木

6 11 5016 木村 駿斗(3) 文星芸大附高 4:03.33

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 栃木

7 9 5107 松本 海音(3) 那須拓陽高 4:03.85

ｵｶﾀﾞ ﾌｳﾏ 栃木

8 16 5103 岡田 楓真(3) 那須拓陽高 4:04.86

ｲﾄｳ ﾀｹﾊﾙ 栃木

9 15 4035 伊藤 尊晴(2) 白鴎大足利高 4:07.49

ﾐｷ ｺｳｽｹ 栃木

10 4 5143 三木 康亮(3) 宇都宮高 4:08.10

ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ 栃木

11 2 5018 関本 敬太(3) 文星芸大附高 4:08.17

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｷ 栃木

12 14 5207 村上 尚希(3) 作新学院高 4:08.75

ｷｸﾁ ﾘｵ 栃木

13 5 4220 菊地 琉音(2) 那須拓陽高 4:09.61

ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 栃木

14 13 5053 関口 功太郎(3) 宇都宮高 4:09.88

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 栃木

15 12 4095 渡邉 憲司(2) 大田原高 4:11.97

ｳｴｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 栃木

16 8 5048 上澤 一央(3) 宇都宮高 4:18.24

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校一般男子3000m

日本記録(NR)               7:40.09     大迫 傑(日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ)               H26.9.7

大会記録(GR)               8:40.22     滝澤 愛弥(佐野日大高)                 H31.4.13

栃木県高校記録(THR)        8:04.99     大森 龍之介(佐野日大)                 H28.9.17

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

ｼｵｶﾜ ｺｳﾔ 栃木 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｿｳﾀ 栃木

1 7 8021 塩川 香弥 石川走友会 8:44.83 1 5 4065 兵藤 颯太(2) 足利高 9:09.80

ﾐﾓﾘ ﾕｳﾏ 栃木 ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ 栃木

2 10 4219 三森 悠真(2) 那須拓陽高 8:48.79 2 6 8046 小西 亘 MKPJT 9:36.73

ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木 ﾎｿｲ ﾚﾝ 栃木

3 2 8157 野上 善弘 NINE TC 8:52.79 3 16 4102 細井 蓮(2) 小山南高 9:45.20

ﾖｺﾀ ｷﾞﾝｶﾞ 栃木 ﾓﾘｶﾜ ｶｱﾝ 栃木

4 6 4021 横田 銀牙(2) 文星芸大附高 8:59.76 4 2 5400 森川 夏杏(3) 國學院栃木高 9:47.45

ｵﾁｱｲ ﾂﾊﾞｻ 栃木 ｱﾗｲ ﾏｻﾄ 栃木

5 11 5015 落合 翼(3) 文星芸大附高 9:01.27 5 15 4059 荒井 雅人(2) 足利高 9:50.03

ｻﾄｳ ﾋﾛﾉ 栃木 ﾔﾏｼﾛ ｶｲﾄ 栃木

6 8 3006 佐藤 広能(1) 作新学院高 9:04.87 6 4 4183 山城 海翔(2) 石橋高 9:55.73

ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 栃木 ｲﾜﾏﾂ ﾀｸﾐ 栃木

7 1 4020 野澤 涼太(2) 文星芸大附高 9:06.74 7 8 5282 岩松 拓海(3) 足利高 10:05.14

ｵﾏﾀ ﾘｭｳｼﾝ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 栃木

8 3 3008 小又 琉神(1) 作新学院高 9:35.79 8 7 8219 渡邊 敦史 栃木陸協 10:11.27

ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ 栃木 ｼﾌﾞｲ ｺｳﾀ 栃木

9 12 3011 石川 拓暉(1) 白鴎大足利高 9:45.98 9 20 4155 澁井 洸太(2) 宇都宮工業高 10:15.78

ｷｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 栃木 ﾀﾍﾞﾀ ﾘｮｳﾏ 栃木

10 17 3030 木内 大地(1) 作新学院高 9:47.56 10 10 4064 多部田 凌真(2) 足利高 10:19.03

ﾃﾂﾞｶ ﾔﾏﾄ 栃木 ﾆｼﾈ ﾕｳﾀﾛｳ 栃木

11 5 3007 手塚 大斗(1) 作新学院高 9:48.08 11 19 4282 西根 佑太朗(2) 小山南高 10:26.72

ﾄﾖﾀﾞ ｺｳｼﾞ 栃木 ﾐﾔｺ ﾃﾙ 栃木

12 20 3031 豊田 晃司(1) 作新学院高 10:01.25 12 9 8211 宮古 輝 栃木陸協 10:28.19

ｲﾜｷ ｺｳｳﾝ 栃木 ﾖｼﾊﾞ ﾀｹｼ 栃木

13 15 4097 岩城 考雲(2) 大田原高 10:16.00 13 3 8208 葭葉 剛士 栃木陸協 10:30.28

ｻｲﾄｳ ｶﾅﾄ 栃木 ｻﾄｳ ｼﾝｽｹ 栃木

14 4 4153 齋藤 哉仁(2) 宇都宮工業高 10:30.49 14 1 4221 佐藤 新介(2) 那須拓陽高 10:39.44

ｵｸﾞﾗ ｹﾝ 栃木 ﾀｶﾀﾞ ﾅｵﾄ 栃木

9 5014 小倉 健(3) 文星芸大附高 DNS 15 18 4353 髙田 渚央斗(2) 宇都宮工業高 10:43.03

ｶﾄｳ ﾊﾙｷ 栃木 ﾊﾁﾑﾗ ﾅｵﾔ 栃木

13 4017 加藤 悠希(2) 文星芸大附高 DNS 16 12 4286 鉢村 直哉(2) 宇短附高 10:47.51

ｲｲｼﾞﾏ ｻﾄｼ 栃木 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙﾄ 栃木

14 8166 飯島 聡 足利陸上ｸﾗﾌﾞ DNS 17 13 4062 小笠原 春斗(2) 足利高 10:57.06

ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾏ 栃木 ｷﾐｼﾏ ｹｲｼｭﾝ 栃木

16 3009 枡田 克磨(1) 作新学院高 DNS 11 4088 君島 慶俊(2) 黒磯高 DNS

ｵｵﾀﾜ ｼﾞｭｳｺﾞ 栃木 ﾋｼﾞｶﾀ ﾋﾛﾉﾘ 栃木

18 4258 大田和 十吾(2) 文星芸大附高 DNS 14 8138 土方 啓慎 OCOSITEI DNS

ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾄ 栃木 ﾔﾏｲｴ ﾊﾙｷ 栃木

19 8176 山中 祐人 足利陸上ｸﾗﾌﾞ DNS 17 4210 山家 遥輝(2) 那須拓陽高 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

ｼｵｶﾜ ｺｳﾔ 栃木

1 8021 塩川 香弥 石川走友会 8:44.83
ﾐﾓﾘ ﾕｳﾏ 栃木

2 4219 三森 悠真(2) 那須拓陽高 8:48.79
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木

3 8157 野上 善弘 NINE TC 8:52.79
ﾖｺﾀ ｷﾞﾝｶﾞ 栃木

4 4021 横田 銀牙(2) 文星芸大附高 8:59.76
ｵﾁｱｲ ﾂﾊﾞｻ 栃木

5 5015 落合 翼(3) 文星芸大附高 9:01.27
ｻﾄｳ ﾋﾛﾉ 栃木

6 3006 佐藤 広能(1) 作新学院高 9:04.87
ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 栃木

7 4020 野澤 涼太(2) 文星芸大附高 9:06.74
ﾋｮｳﾄﾞｳ ｿｳﾀ 栃木

8 4065 兵藤 颯太(2) 足利高 9:09.80

凡例  DNS:欠場



高校一般男子5000m

日本記録(NR)              13:08.40     大迫 傑(ﾅｲｷｵﾚｺﾞﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)             H27.7.17

大会記録(GR)              14:27.50     宇賀地 強(作新学院高)                 H17

栃木県記録(TR)            13:28.79     八木沢 元樹(明治大)                   H25.9.29

栃木県高校記録(THR)       13:53.95     石川 颯真(佐野日大)                   H24.11.18

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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

ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒﾄ 栃木 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 栃木

1 2 5102 稲葉 夢斗(3) 那須拓陽高 14:43.95 1 11 5110 小林 凌真(3) 那須拓陽高 15:06.93

ﾃﾂｶ ﾀｲﾁ 栃木 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 栃木

2 5 5105 手塚 太一(3) 那須拓陽高 14:44.82 2 7 8220 伊藤 達志 栃木陸協 15:26.04

ﾏｼｺ ﾊﾙｷ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷ 栃木

3 6 4099 増子 陽季(2) 大田原高 14:55.87 3 8 4226 渡邊 光毅(2) 宇都宮高 15:54.31

ｵｶﾀﾞ ﾌｳﾏ 栃木 ｾｷ ﾏｻｱｷ 栃木

4 11 5103 岡田 楓真(3) 那須拓陽高 14:58.20 4 15 5345 關 聖明(3) 白鴎大足利高 15:57.68

ｷｸﾁ ﾘｵ 栃木 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 栃木

5 19 4220 菊地 琉音(2) 那須拓陽高 15:02.07 5 16 5033 大森 悠生(3) 作新学院高 16:08.16

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 栃木 ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 栃木

6 7 5107 松本 海音(3) 那須拓陽高 15:02.96 6 2 4188 栗原 周平(2) 真岡高 16:13.76

ｶﾜﾊﾗ ｱｵｲ 栃木 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 栃木

7 18 4018 河原 蒼(2) 文星芸大附高 15:13.85 7 14 5059 加藤 拓海(3) 大田原高 16:17.52

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 栃木 ｲﾄｳ ﾕｳ 栃木

8 8 8159 丸山 航輝 NINE TC 15:16.05 8 13 5101 伊藤 優(3) 那須拓陽高 16:17.54

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｲｼ 栃木 ｱﾅﾝ ﾀﾞｲｽｹ 栃木

9 4 8044 海老沼 太志 MKPJT 15:18.87 9 12 8223 阿南 大輔 栃木陸協 16:20.45

ｱｷﾓﾄ ｺｳｼ 栃木 ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ 栃木

10 12 8221 秋元 皓志 栃木陸協 15:26.81 10 4 5019 根岸 悠斗(3) 文星芸大附高 16:35.00

ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 栃木 ｲﾅﾐ ﾀｶﾉﾘ 栃木

11 16 5016 木村 駿斗(3) 文星芸大附高 15:28.39 11 10 8161 稲見 隆典 NINE TC 16:42.74

ﾌｼﾞﾀ ｱﾄﾑ 栃木 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭｳﾄ 栃木

12 17 5106 藤田 ｱﾄﾑ(3) 那須拓陽高 15:39.88 12 9 4033 飯塚 秋澄(2) 白鴎大足利高 16:44.73

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ 栃木 ｳﾒﾀﾞ ｼｭｳｾｲ 栃木

13 15 8163 宮崎 健次郎 NINE TC 15:44.74 13 5 5049 梅田 宗誠(3) 宇都宮高 16:54.27

ｱｵｷ ｺｳﾀ 栃木 ﾀﾅｶ ﾌｳﾏ 栃木

14 3 5034 青木 孝太(3) 作新学院高 15:53.36 14 1 5054 田中 風舞(3) 宇都宮高 17:12.47

ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 栃木 ﾃﾙｳﾁ ﾏｻﾐﾂ 栃木

15 10 8147 島田 敦史 Honda栃木 16:11.77 15 19 4234 照内 優允(2) 宇都宮高 17:23.06

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾁﾋﾛ 埼玉 ｺﾞﾐﾌﾞﾁ ﾕｲﾄ 栃木

OP 9 8399 中島 充博 栃木陸協 15:04.44 3 4019 五味渕 結斗(2) 文星芸大附高 DNS

ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ 栃木 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾑ 栃木

1 5018 関本 敬太(3) 文星芸大附高 DNS 6 4032 山口 拓夢(2) 作新学院高 DNS

ｱﾍﾞ ｹﾝ 栃木 ﾐﾔｼﾀ ｱﾕｷ 栃木

13 5022 阿部 健(3) 白鴎大足利高 DNS 17 5108 宮下 歩樹(3) 那須拓陽高 DNS

ｵｵｶﾜ ｼｭｳｿﾞｳ 栃木 ﾖｺﾔﾏ ｾｲ 栃木

14 5036 大川 修蔵(3) 作新学院高 DNS 18 4211 横山 成(2) 那須拓陽高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子5000m

日本記録(NR)              13:08.40     大迫 傑(ﾅｲｷｵﾚｺﾞﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)             H27.7.17

大会記録(GR)              14:27.50     宇賀地 強(作新学院高)                 H17

栃木県記録(TR)            13:28.79     八木沢 元樹(明治大)                   H25.9.29

栃木県高校記録(THR)       13:53.95     石川 颯真(佐野日大)                   H24.11.18

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 栃木 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ 栃木

1 8 4095 渡邉 憲司(2) 大田原高 16:08.98 1 1 8060 中川 壮気 リスRT 16:33.86

ｲｻﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 栃木 ｺﾝｺﾞｳﾁ ﾘｸﾄ 栃木

2 6 8043 伊澤 渚 MKPJT 16:21.87 2 8 5213 金剛地 陸翔(3) 鹿沼高 16:36.26

ﾑﾄｳ ｿｳﾀ 栃木 ｶﾐｵｶ ｼｮｳﾀ 栃木

3 12 4255 武藤 颯太(2) 栃木高 16:23.35 3 6 8045 上岡 正太 MKPJT 16:36.58

ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 栃木 ﾜｷ ｶﾅﾄ 栃木

4 4 4191 前田 真德(2) 真岡高 16:23.64 4 4 4185 和気 奏(2) 真岡高 16:40.17

ﾕｷﾋﾗ ｺｳｷ 栃木 ｾｵ ｶﾅﾀ 栃木

5 15 4256 行平 向来(2) 栃木高 16:23.74 5 3 4040 瀬尾 奏多(2) 白鴎大足利高 16:43.92

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ 栃木 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 栃木

6 18 8150 松本 光一 Honda栃木 16:26.51 6 7 4254 中村 峻輔(2) 栃木高 16:44.75

ｾｷﾔ ﾀﾞｲ 栃木 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木

7 9 8227 関谷 大 栃木陸協 16:26.67 7 5 5357 川島 由大(3) 小山高専 16:49.82

ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ｽﾐｵ 栃木

8 2 8168 伊藤 浩嗣 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 16:27.92 8 17 8215 福田 純生 栃木陸協 16:50.43

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 栃木 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 栃木

9 10 5165 渡辺 聡(3) 矢板東高 16:52.05 9 9 8232 斎藤 慎司 栃木陸協 16:51.68

ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ 栃木 ｶﾅｲ ﾊﾙｷ 栃木

10 19 4184 鈴木 柊太(2) 真岡高 16:52.99 10 16 5307 金井 春樹(3) 佐野高 16:57.60

ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 栃木 ﾐﾋﾛ ﾘｮｳｲﾁ 栃木

11 3 8155 田村 悠貴 NINE TC 16:57.40 11 18 5214 見廣 遼一(3) 鹿沼高 17:14.18

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 栃木 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾔ 栃木

12 5 8228 吉田 健吾 栃木陸協 16:58.14 12 10 8241 石原 宏哉 栃木陸協 17:18.77

ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 栃木 ﾈｷﾞｼ ｶﾞｸ 栃木

13 7 5172 佐藤 佑月(3) 烏山高 17:12.53 13 2 8226 根岸 岳 栃木陸協 18:00.95

ｺｾｷ ﾊﾙﾄ 栃木 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 栃木

14 13 4215 小関 暖土(2) 那須拓陽高 17:16.47 14 15 5064 林 裕也(3) 佐野高 18:38.86

ｲｼｶﾜ ﾖｳﾀ 栃木 ｷｸﾁ ﾕｲﾄ 栃木

15 16 5375 石川 陽太(3) 烏山高 17:16.99 11 4214 菊地 柚斗(2) 那須拓陽高 DNS

ｱｻﾐ ﾅﾂｷ 栃木 ｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ 栃木

16 1 5039 浅見 夏希(3) 大田原高 17:37.29 12 8145 伊藤 範朗 Honda栃木 DNS

ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 栃木 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 栃木

11 8047 篠原 寛明 MKPJT DNS 13 4238 吉村 太希(2) 宇都宮高 DNS

ｲﾜｷ ｺｳｳﾝ 栃木 ﾀｶﾏﾂ ｺｳｾｲ 栃木

14 4097 岩城 考雲(2) 大田原高 DNS 14 4098 髙松 滉成(2) 大田原高 DNS

ｳｴﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 栃木

17 5226 上野 翔大(3) 石橋高 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

ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒﾄ 栃木

1 5102 稲葉 夢斗(3) 那須拓陽高 14:43.95
ﾃﾂｶ ﾀｲﾁ 栃木

2 5105 手塚 太一(3) 那須拓陽高 14:44.82
ﾏｼｺ ﾊﾙｷ 栃木

3 4099 増子 陽季(2) 大田原高 14:55.87
ｵｶﾀﾞ ﾌｳﾏ 栃木

4 5103 岡田 楓真(3) 那須拓陽高 14:58.20
ｷｸﾁ ﾘｵ 栃木

5 4220 菊地 琉音(2) 那須拓陽高 15:02.07
ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 栃木

6 5107 松本 海音(3) 那須拓陽高 15:02.96
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 栃木

7 5110 小林 凌真(3) 那須拓陽高 15:06.93
ｶﾜﾊﾗ ｱｵｲ 栃木

8 4018 河原 蒼(2) 文星芸大附高 15:13.85

凡例  DNS:欠場



選手権男子10000m

日本記録(NR)              27:18.75     相澤 晃(旭化成)                       R2.12.4

栃木県記録(TR)            27:46.16     阿久津 浩三(福島病院)                 S63.5.13

栃木県高校記録(THR)       28:57.31     横手 健(作新学院)                     H23.12.3

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 栃木

1 7 8159 丸山 航輝 NINE TC 32:03.18

ｲﾄｳ ｿｳｺﾞ 栃木

2 2 2140 伊藤 颯吾 東京工業大 32:06.37

ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木

3 4 8157 野上 善弘 NINE TC 32:08.93

ｶﾞﾝﾊﾞﾚ ﾕｳｽｹ 栃木

4 11 8052 がんばれ ゆうすけ 吉本興業 32:31.47

ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ 栃木

5 10 8046 小西 亘 MKPJT 33:32.47

ﾌﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ 栃木

6 14 8158 淵本 光 NINE TC 33:41.80

ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 栃木

7 1 8186 大嶋 義昭 小山向野JC 33:58.23

ｱｻﾉ ﾏﾅﾌﾞ 栃木

8 9 8153 浅野 学 NINE TC 34:02.14

ｺﾞﾐﾌﾞﾁ ﾕｲﾄ 栃木

9 16 4019 五味渕 結斗(2) 文星芸大附高 34:28.72

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾁﾋﾛ 埼玉

OP 13 8399 中島 充博 栃木陸協 32:01.09

ﾏﾂﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ 栃木

3 8050 松村 紀幸 MKPJT DNS

ｵｵﾀﾜ ｼﾞｭｳｺﾞ 栃木

5 4258 大田和 十吾(2) 文星芸大附高 DNS

ﾀｶﾂﾄ ﾀｸﾐ 栃木

6 8048 高津戸 拓実 MKPJT DNS

ｶﾜﾊﾗ ｱｵｲ 栃木

8 4018 河原 蒼(2) 文星芸大附高 DNS

ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ 栃木

12 5019 根岸 悠斗(3) 文星芸大附高 DNS

ﾔﾏﾈ ｻｷﾄ 栃木

15 8032 山根 彗斗 石川走友会 DNS

ｲｲｼﾞﾏ ｻﾄｼ 栃木

17 8166 飯島 聡 足利陸上ｸﾗﾌﾞ DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子110mH(1.067m)

日本記録(NR)                 13.25     高山 峻野(ｾﾞﾝﾘﾝ)                      R1.8.17

大会記録(GR)                 13.99     吉永 一行(JUVY TC)                    H26

栃木県記録(TR)               13.77     首藤 貴之(拓陽ｸﾗﾌﾞ)                   H21.6.27

栃木県高校記録(THR)          14.33     菅谷 拓海(さくら清修)                 R1.6.29

予　選　2組0着＋8

1組 (風:+0.6) 2組 (風:-0.2)

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

ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ 栃木 ﾆｼﾅ ｾﾞﾝﾄ 栃木

1 7 8249 首藤 貴之 栃木陸協 15.11 q 1 7 5074 仁科 然斗(3) 宇都宮南高 15.62 q

ﾅｶﾞｲ ｾｲﾔ 栃木 ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ 栃木

2 5 5010 永井 誠也(3) 鹿沼東高 15.45 q 2 9 3399 大沼 慶稀(2) 白鴎大学 16.05 q

ｸﾛﾊﾞﾈ ｼｭﾝ 栃木 ﾌﾞﾝｺﾞ ｺｳｽｹ 栃木

3 4 5333 黒羽 峻(3) 作新学院高 15.85 q 3 5 8140 豊後 滉輔 OCOSITEI 16.35 q

ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ 栃木 ｲﾄｳ ｿﾗﾄ 栃木

4 9 4137 小宮 一摩(2) 小山西高 15.85 q 4 8 4045 伊藤 聖空人(2) 宇都宮清陵高 16.60

ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ 栃木 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 栃木

5 3 4232 鍵山 弘樹(2) 宇都宮高 16.00 q 5 3 5051 佐藤 稜真(3) 宇都宮高 17.86

ｵｵﾔﾏ ﾐｷｵ 栃木 ﾌﾙﾔ ﾏﾋﾛ 茨城

6 8 5050 大山 幹生(3) 宇都宮高 16.67 OP 6 1999 降矢 稀祐(3) 作新学院大学 15.35

ﾍﾞｯﾌﾟ ｿﾗ 栃木 ﾎｿｶﾜ ﾃﾝｾｲ 茨城

6 4094 別府 大空(2) 大田原高 DNS OP 4 2023 細川 展世(1) 作新学院大学 15.57

ﾎｼ ﾘｮｳﾏ 栃木

2 4126 星 竜磨(2) さくら清修高 DNS

決　勝　

(風:+0.2)

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 栃木

1 6 8249 首藤 貴之 栃木陸協 15.10

ﾆｼﾅ ｾﾞﾝﾄ 栃木

2 7 5074 仁科 然斗(3) 宇都宮南高 15.16

ﾅｶﾞｲ ｾｲﾔ 栃木

3 5 5010 永井 誠也(3) 鹿沼東高 15.17

ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ 栃木

4 9 4137 小宮 一摩(2) 小山西高 15.50

ﾌﾞﾝｺﾞ ｺｳｽｹ 栃木

5 2 8140 豊後 滉輔 OCOSITEI 15.81

ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ 栃木

6 8 4232 鍵山 弘樹(2) 宇都宮高 16.09

ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ 栃木

7 3 3399 大沼 慶稀(2) 白鴎大学 16.38

ｸﾛﾊﾞﾈ ｼｭﾝ 栃木

4 5333 黒羽 峻(3) 作新学院高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年共通男子110mJH(0.991m)

日本高校記録(HR)             13.31     多和田 旭(大垣商)                     H30.10.7

栃木県高校記録(THR)          13.75     菅谷 拓海(さくら清修)                 R1.10.6

決　勝　

(風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ 栃木

1 7 5026 中里 碧翔(3) 白鴎大足利高 14.31

ｸﾛﾊﾞﾈ ｼｭﾝ 栃木

2 5 5333 黒羽 峻(3) 作新学院高 15.10

ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 栃木

3 6 4257 丸山 大善(2) 白鴎大足利高 16.20

ﾉｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 栃木

4 4 5088 野口 俊太郎(3) 宇都宮北高 16.31

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 栃木

8 5043 伊藤 優眞(3) 小山西高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子400mH(0.914m)

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

大会記録(GR)                 51.88     犬飼 智之(日本大)                     H12

栃木県記録(TR)               51.04     吉井 豪(宇都宮大)                     H27.5.31

栃木県高校記録(THR)          52.32     神山 太士(矢板東)                     H9.10.26

予　選　3組0着＋8

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

ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ 栃木 ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 栃木

1 4 8034 浅子 隆一 滝沢ハム 54.98 q 1 7 5044 犬飼 侑樹(3) 小山高専 58.13 q

ﾉｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 栃木 ｻﾉ ﾏｻﾄｼ 栃木

2 6 5088 野口 俊太郎(3) 宇都宮北高 57.11 q 2 4 8235 佐野 雅敏 栃木陸協 59.04

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 栃木 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 栃木

3 3 3016 渡辺 伸吾(1) 白鴎大足利高 57.97 q 3 8 4257 丸山 大善(2) 白鴎大足利高 59.70

ﾆｼﾅ ｾﾞﾝﾄ 栃木 ｺﾑﾛ ﾊﾙｷ 栃木

4 9 5074 仁科 然斗(3) 宇都宮南高 58.98 4 9 5149 小室 晴義(3) 栃木高 1:00.30

ｲﾜﾀ ｱｷﾂﾈ 栃木 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾊｼﾞﾒ 栃木

5 8 5085 岩田 章継(3) 小山南高 59.26 5 6 5209 片柳 創(3) 鹿沼高 1:00.59

ｾｷ ﾅｵﾔ 栃木 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 栃木

6 7 8133 関 直也 OCOSITEI 1:00.44 6 5 2004 山田 稜晟(3) 作新学院大学 1:01.17

ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ 栃木 ﾑﾄｳ ﾕｳﾔ 栃木

7 5 4232 鍵山 弘樹(2) 宇都宮高 1:01.91 3 8142 武藤 邑弥 OCOSITEI DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｿｴﾀ ﾕｳﾏ 栃木

1 4 3388 添田 悠真(3) 白鴎大学 55.69 q

ﾀｹｲ ｼｭｳﾔ 栃木

2 5 4202 竹井 愁哉(2) 那須拓陽高 56.91 q

ｲｼｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ 栃木

3 6 5373 石川 峻士(3) 國學院栃木高 57.67 q

ｱｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 栃木

4 9 5378 相田 紘希(3) 佐野日大高 57.83 q

ﾏﾂｼﾀ ﾂｶｻ 栃木

5 7 5067 松下 司(3) 小山南高 58.51

ﾁｮｳ ｺｳﾀ 栃木

6 8 5310 長 光太(3) 足利大附高 1:04.45

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ 栃木

1 5 8034 浅子 隆一 滝沢ハム 53.77

ｿｴﾀ ﾕｳﾏ 栃木

2 7 3388 添田 悠真(3) 白鴎大学 55.14

ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 栃木

3 2 5044 犬飼 侑樹(3) 小山高専 55.23

ｱｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 栃木

4 8 5378 相田 紘希(3) 佐野日大高 57.18

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 栃木

5 3 3016 渡辺 伸吾(1) 白鴎大足利高 58.02

ﾉｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 栃木

6 4 5088 野口 俊太郎(3) 宇都宮北高 58.49

ｲｼｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ 栃木

7 9 5373 石川 峻士(3) 國學院栃木高 1:00.38

ﾀｹｲ ｼｭｳﾔ 栃木

6 4202 竹井 愁哉(2) 那須拓陽高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子3000mSC(0.914m)

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

大会記録(GR)               9:07.43     見形 駿介(亜細亜大)                   H23

栃木県記録(TR)              8:41.5     川口 晴実(黒磯南高教)                 S56.10.18

栃木県高校記録(THR)        8:55.86     松村 匡悟(佐野日大)                   H30.6.18

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

ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ 栃木 ｵﾁｱｲ ﾂﾊﾞｻ 栃木

1 7 5052 鈴木 太陽(3) 宇都宮高 9:37.59 1 4 5015 落合 翼(3) 文星芸大附高 9:50.10

ｷﾑﾗ ｿｳｷ 栃木 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 栃木

2 6 4007 木村 蒼希(2) 佐野日大高 9:39.78 2 1 5065 伊藤 龍太郎(3) 小山南高 9:56.60

ﾖｺﾀ ｷﾞﾝｶﾞ 栃木 ｶﾄｳ ﾊﾙｷ 栃木

3 11 4021 横田 銀牙(2) 文星芸大附高 9:47.35 3 2 4017 加藤 悠希(2) 文星芸大附高 9:58.66

ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 栃木 ｵｵｱｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 栃木

4 9 4096 前田 琉司(2) 大田原高 9:51.45 4 11 5005 大芦 凜太朗(3) 佐野日大高 10:09.02

ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙｷ 栃木 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂｷ 栃木

5 4 5141 高山 陽紀(3) 宇都宮高 9:52.09 5 14 4250 藤井 達希(2) 作新学院高 10:16.86

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾘｸﾄ 栃木

6 10 5104 小川 暖葵(3) 那須拓陽高 9:59.62 6 12 5027 福田 陸人(3) 白鴎大足利高 10:25.97

ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ 栃木 ﾔﾌﾞｷ ｼﾞｮｳ 栃木

7 8 4218 藤田 翔大(2) 那須拓陽高 10:09.19 7 3 4222 矢吹 丈(2) 那須拓陽高 10:33.45

ｲﾉ ｶｲﾄ 栃木 ｵｸｻﾞﾜ ｱﾂｼ 栃木

8 3 5170 猪野 快斗(3) 烏山高 10:10.01 8 7 4251 奥澤 敦士(2) 栃木高 10:42.40

ﾀｶｲｼ ﾀｸﾐ 栃木 ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ 栃木

9 2 4225 髙石 拓海(2) 宇都宮高 10:13.37 9 5 5225 小澤 康太(3) 石橋高 10:46.17

ﾘｮｳﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 栃木 ﾊﾀｹﾔﾏ ｳﾐ 栃木

10 12 5109 領塚 脩太(3) 那須拓陽高 10:29.07 10 8 5100 畠山 大海(3) 那須拓陽高 11:11.29

ﾏﾂｼﾏ ｼｭﾝﾔ 栃木 ｶﾜﾑﾗ ｿｳﾀ 栃木

11 13 5111 松嶋 峻矢(3) 那須拓陽高 10:35.22 11 13 4247 河村 創太(2) 作新学院高 11:23.04

ｱｵﾔﾏ ﾐﾂｷ 栃木 ｱﾀﾞﾁ ｶｲｾｲ 栃木

1 3-431 青山 光生(M1) 宇都宮大学 DNS 12 10 4349 足立 開生(2) 真岡高 11:36.26

ｲﾄｳ ﾀｹﾊﾙ 栃木 ﾔﾏﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 栃木

5 4035 伊藤 尊晴(2) 白鴎大足利高 DNS 6 5004 山本 哲平(3) 佐野日大高 DNS

ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 栃木 ﾁｮｳ ﾃｯﾍﾟｲ 栃木

14 8148 田中 直樹 Honda栃木 DNS 9 4010 長 哲平(2) 佐野日大高 DNS

ｶｷｻﾞｷ ﾄｼﾔ 栃木

15 8217 柿崎 敬也 栃木陸協 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 ﾀｲﾖｳ 栃木

1 5052 鈴木 太陽(3) 宇都宮高 9:37.59
ｷﾑﾗ ｿｳｷ 栃木

2 4007 木村 蒼希(2) 佐野日大高 9:39.78
ﾖｺﾀ ｷﾞﾝｶﾞ 栃木

3 4021 横田 銀牙(2) 文星芸大附高 9:47.35
ｵﾁｱｲ ﾂﾊﾞｻ 栃木

4 5015 落合 翼(3) 文星芸大附高 9:50.10
ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 栃木

5 4096 前田 琉司(2) 大田原高 9:51.45
ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙｷ 栃木

6 5141 高山 陽紀(3) 宇都宮高 9:52.09
ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 栃木

7 5065 伊藤 龍太郎(3) 小山南高 9:56.60
ｶﾄｳ ﾊﾙｷ 栃木

8 4017 加藤 悠希(2) 文星芸大附高 9:58.66

凡例  DNS:欠場



高校一般男子5000mW

日本記録(NR)              18:20.14     池田 向希(東洋大)                     R2.10.25

大会記録(GR)              21:34.82     髙橋 悠太(白鴎大足利高)               H27

栃木県記録(TR)            19:46.73     山崎 勇喜(長谷川体育施設)             H21.5.29

栃木県高校記録(THR)       20:49.67     押山 泰庸(佐野日大)                   H24.10.8

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ 栃木

1 3 5164 平山 大将(3) 矢板東高 23:41.33

ｶｶﾞﾜ ｼﾝ 栃木

2 1 8359 香川 新 塩谷ﾁｬﾚﾝｼﾞ 27:15.45

ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 栃木

2 4009 小川 駿祐(2) 佐野日大高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子4X100mR

日本記録(NR)                 37.43     多田・白石・桐生・ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ(日本)       R1.10.5

大会記録(GR)                 41.07     熊澤・落合・中里・西田(作新学院高)    H29.4.14

栃木県記録(TR)               39.93     上野・茂呂･中里･江田(作新学院大)      R1.5.24

栃木県高校記録(THR)          40.42     西田・落合・中里・江田(作新学院)      H28.7.30

予　選　4組0着＋8

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

1 5 作新学院大C 1993 米川 航(4) ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ 42.70 1 7 白鴎大足利高A 5024 齋藤 蒼(3) ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 42.12
(栃木) 2007 川野辺 涼(3) ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ q (栃木) 5030 山口 彩太(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾀ q

2010 古島 匠稀(2) ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 5026 中里 碧翔(3) ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ
2014 大橋 広夢(2) ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ 5028 松嶋 伶弥(3) ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ

2 6 宇都宮北高 5088 野口 俊太郎(3) ﾉｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 42.92 2 4 宇都宮高 4230 大山 圭亮(2) ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 43.02
(栃木) 5041 宮嶋 翔大(3) ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ q (栃木) 5057 松木 悠眞(3) ﾏﾂｷ ﾕｳﾏ q

5092 渡邊 詢也(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 5142 中野 瑛心(3) ﾅｶﾉ ｴｲｼﾝ
4073 仁田脇 勝太(2) ﾆﾀﾜｷ ｼｮｳﾀ 4227 癸生川 侑晟(2) ｹﾌﾞｶﾜ ﾕｳｾｲ

3 3 滝沢ハム 8035 小林 祐介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 42.97 3 6 佐野高 5062 尾花 知典(3) ｵﾊﾞﾅ ﾄﾓﾉﾘ 43.05
(栃木) 8036 坂本 将希 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ q (栃木) 4003 熊倉 直希(2) ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ q

8034 浅子 隆一 ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ 5063 渡辺 流空(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｳｸ
8038 吉澤 尚哉 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 4002 生井 求(2) ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ

4 7 作新学院高 3004 高橋 虎ﾉ介(1) ﾀｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ 43.46 4 2 宇都宮工業高 5269 安齋 治輝(3) ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙｷ 43.32
(栃木) 3002 奥村 太翔(1) ｵｸﾑﾗ ﾀﾞｲﾄ q (栃木) 5267 永井 雅也(3) ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾔ q

3003 郡司 快晴(1) ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲｾｲ 5271 川中子 朋樹(3) ｶﾜﾅｺﾞ ﾄﾓｷ
4241 村尾 陽平(2) ﾑﾗｵ ﾖｳﾍｲ 4146 鷹箸 龍大(2) ﾀｶﾉﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ

5 9 真岡高 5045 大山 舜人(3) ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝﾄ 43.74 5 8 小山高 4267 成田 敬祐(2) ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 44.49
(栃木) 4190 佐藤 聖優(2) ｻﾄｳ ｾｲﾔ q (栃木) 5177 山下 駿斗(3) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ q

4186 市村 大樹(2) ｲﾁﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 5180 吉川 昂佑(3) ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ
4043 石川 桂一(2) ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ 5176 影山 優太郎(3) ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ

6 8 小山南高 4101 斎藤 琉生(2) ｻｲﾄｳ ﾙｲ 45.47 6 3 茂木高 4115 石塚 飛澪(2) ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾗｲ 44.87
(栃木) 5085 岩田 章継(3) ｲﾜﾀ ｱｷﾂﾈ (栃木) 5167 柴田 龍聖(3) ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ

4103 西田 知生(2) ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 4117 小堀 至(2) ｺﾎﾞﾘ ｲﾀﾙ
5067 松下 司(3) ﾏﾂｼﾀ ﾂｶｻ 5166 大塚 壮次郎(3) ｵｵﾂｶ ｿｳｼﾞﾛｳ

7 2 真岡北陵高 4067 櫻井 大介(2) ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 46.45 7 5 石橋高 5220 上野 樹(3) ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 50.86
(栃木) 4070 菊地 隆斗(2) ｷｸﾁ ﾘｭｳﾄ (栃木) 4180 稲見 悠雅(2) ｲﾅﾐ ﾕｳｶﾞ

4345 上野 夢翔(2) ｳｴﾉ ﾕﾒﾄ 4181 佐々木 瞬(2) ｻｻｷ ｼｭﾝ
4066 合谷木 幸生(2) ｺﾞｳﾔｷﾞ ｺｳｾｲ 5223 高谷 真知(3) ﾀｶﾀﾆ ﾏｻﾄ

4 小山西高 DNS 9 佐野東高 4261 藤本 夢璃(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ DNS
(栃木) (栃木) 4024 須藤 史結(2) ｽﾄｳ ｼｭｳ

4260 村田 龍世(2) ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｾｲ
5273 須黒 拓斗(3) ｽｸﾞﾛ ﾀｸﾄ

3組 4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 作新学院大A 1995 熊澤 尚央(4) ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ 41.21 1 6 作新学院大B 2017 大根田 翼(1) ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 42.19
(栃木) 1992 茂呂 柊汰(4) ﾓﾛ ｼｭｳﾀ q (栃木) 2009 粕尾 悠人(2) ｶｽｵ ﾕｳﾄ q

2001 中里 将基(3) ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ
2002 稲垣 広弥(3) ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 2020 乾 渉夢(1) ｲﾇｲ ｱﾕﾑ

2 5 さくら清修高 4125 棚瀨 朝斗(2) ﾀﾅｾ ｱｻﾄ 43.13 2 4 鹿沼東高 4056 山本 莉久(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ 42.76
(栃木) 5197 西村 好誠(3) ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ q (栃木) 5009 秋山 昂也(3) ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾔ q

5199 佐藤 優希(3) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 5010 永井 誠也(3) ﾅｶﾞｲ ｾｲﾔ
4128 田代 康介(2) ﾀｼﾛ ｺｳｽｹ 5096 田代 颯星(3) ﾀｼﾛ ﾊﾔｾ

3 7 那須拓陽高 4205 鈴木 諒士(2) ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ 43.84 3 5 白鴎大足利高B 4257 丸山 大善(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 43.68
(栃木) 4202 竹井 愁哉(2) ﾀｹｲ ｼｭｳﾔ q (栃木) 4036 上野 壮汰(2) ｳｴﾉ ｿｳﾀ q

5114 大久保 真聖(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾅﾄ 4038 岡村 空都(2) ｵｶﾑﾗ ｱｷﾄ
5115 安藤 悠(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 5023 ｴﾏﾄﾞ 唯沙(3) ｴﾏﾄﾞ ｲｻ

4 4 栃木高 5156 山根 有翔(3) ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ 44.56 4 9 國學院栃木高 5240 沼田 健児(3) ﾇﾏﾀ ｹﾝｼﾞ 44.79
(栃木) 5153 田村 勇貴(3) ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ (栃木) 4194 井元 瑞穂(2) ｲﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ

5149 小室 晴義(3) ｺﾑﾛ ﾊﾙｷ 5373 石川 峻士(3) ｲｼｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ
5151 下城 佑介(3) ｼﾓｼﾞｮｳ ﾕｳｽｹ 5239 吉崎 安秀(3) ﾖｼｻﾞｷ ｱｼｭｳ

5 9 矢板高 5073 佐藤 拓哉(3) ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 45.34 OP 8 作新学院大D 1999 降矢 稀祐(3) ﾌﾙﾔ ﾏﾋﾛ 43.62
(栃木) 5388 島野 有世(3) ｼﾏﾉ ﾕｳｾｲ (栃木) 2011 佐藤 修斗(2) ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ

4201 齋藤 雄大(2) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 2012 川上 大輝(2) ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ
5071 川島 嘉斗(3) ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾄ 2015 兼子 昂也(2) ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ

6 2 宇短附高 5132 福田 祐樹(3) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ 46.26 3 宇都宮南高 4322 大谷津 裕羽(2) ｵｵﾔﾂ ﾕｳ DNF
(栃木) 4284 柳沢 悠太(2) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ (栃木) 5083 加藤 正輝(3) ｶﾄｳ ﾏｻｷ

4285 坂井 伸一郎(2) ｻｶｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ 4319 川田 大輝(2) ｶﾜﾀ ﾀﾞｲｷ
4286 鉢村 直哉(2) ﾊﾁﾑﾗ ﾅｵﾔ 4315 芝田 正義(2) ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾖｼ

3 佐野日大高 DNS 7 白鴎大 3397 山本 翔真(4) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ DNF
(栃木) (栃木) 3386 櫛田 崇裕(3) ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

3388 添田 悠真(3) ｿｴﾀ ﾕｳﾏ
3400 垂石 悠吾(2) ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ

8 大田原高 DNS
(栃木)

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



高校一般男子4X100mR

日本記録(NR)                 37.43     多田・白石・桐生・ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ(日本)       R1.10.5

大会記録(GR)                 41.07     熊澤・落合・中里・西田(作新学院高)    H29.4.14

栃木県記録(TR)               39.93     上野・茂呂･中里･江田(作新学院大)      R1.5.24

栃木県高校記録(THR)          40.42     西田・落合・中里・江田(作新学院)      H28.7.30

決　勝　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 4 さくら清修高 4125 棚瀨 朝斗(2) ﾀﾅｾ ｱｻﾄ 42.88 1 4 作新学院大A 1995 熊澤 尚央(4) ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ 41.10
(栃木) 5197 西村 好誠(3) ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ (栃木) 1994 橋本 柊(4) ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ

5199 佐藤 優希(3) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 1992 茂呂 柊汰(4) ﾓﾛ ｼｭｳﾀ
4128 田代 康介(2) ﾀｼﾛ ｺｳｽｹ 2002 稲垣 広弥(3) ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ

2 6 宇都宮工業高 5269 安齋 治輝(3) ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙｷ 43.37 2 5 白鴎大足利高A 5024 齋藤 蒼(3) ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 41.56
(栃木) 5267 永井 雅也(3) ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾔ (栃木) 5030 山口 彩太(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾀ

5271 川中子 朋樹(3) ｶﾜﾅｺﾞ ﾄﾓｷ 5026 中里 碧翔(3) ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ
4146 鷹箸 龍大(2) ﾀｶﾉﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 5028 松嶋 伶弥(3) ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ

3 5 佐野高 5062 尾花 知典(3) ｵﾊﾞﾅ ﾄﾓﾉﾘ 43.60 3 6 作新学院大B 2017 大根田 翼(1) ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 41.83
(栃木) 4003 熊倉 直希(2) ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ (栃木) 2009 粕尾 悠人(2) ｶｽｵ ﾕｳﾄ

5063 渡辺 流空(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｳｸ 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ
4002 生井 求(2) ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ 2020 乾 渉夢(1) ｲﾇｲ ｱﾕﾑ

4 2 那須拓陽高 4205 鈴木 諒士(2) ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ 43.74 4 9 鹿沼東高 4056 山本 莉久(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ 42.40
(栃木) 4202 竹井 愁哉(2) ﾀｹｲ ｼｭｳﾔ (栃木) 5009 秋山 昂也(3) ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾔ

5114 大久保 真聖(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾅﾄ 5010 永井 誠也(3) ﾅｶﾞｲ ｾｲﾔ
5115 安藤 悠(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 5096 田代 颯星(3) ﾀｼﾛ ﾊﾔｾ

5 8 白鴎大足利高B 4257 丸山 大善(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 44.22 5 7 作新学院大C 1993 米川 航(4) ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ 42.74
(栃木) 4036 上野 壮汰(2) ｳｴﾉ ｿｳﾀ (栃木) 2007 川野辺 涼(3) ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ

3015 竹村 陸空(1) ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 2010 古島 匠稀(2) ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ
5023 ｴﾏﾄﾞ 唯沙(3) ｴﾏﾄﾞ ｲｻ 2005 渡部 航平(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ

6 3 小山高 4267 成田 敬祐(2) ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 44.38 6 3 滝沢ハム 8035 小林 祐介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 43.30
(栃木) 5177 山下 駿斗(3) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ (栃木) 8036 坂本 将希 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ

5180 吉川 昂佑(3) ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ 8034 浅子 隆一 ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ
5176 影山 優太郎(3) ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 8038 吉澤 尚哉 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾔ

7 9 真岡高 5045 大山 舜人(3) ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝﾄ 44.39 2 宇都宮高 4230 大山 圭亮(2) ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ DNS
(栃木) 4190 佐藤 聖優(2) ｻﾄｳ ｾｲﾔ (栃木) 5057 松木 悠眞(3) ﾏﾂｷ ﾕｳﾏ

4186 市村 大樹(2) ｲﾁﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 5142 中野 瑛心(3) ﾅｶﾉ ｴｲｼﾝ
4043 石川 桂一(2) ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ 4232 鍵山 弘樹(2) ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ

7 作新学院高 DNS 8 宇都宮北高 DNS
(栃木) (栃木)

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



高校一般男子4X400mR

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

大会記録(GR)               3:15.31     川村・小林・椎名・佐藤(作新学院大)    H29.4.16

栃木県記録(TR)             3:12.55     川村・佐藤・小林・岡本(作新学院大)    H28.5.22

栃木県高校記録(THR)        3:14.66     高橋･高久・大森･荒井(國學院栃木)      H11.6.20

予　選　3組0着＋8

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

1 5 作新学院大B 2004 山田 稜晟(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 3:28.25 1 7 宇都宮北高 4075 鈴木 詠心(2) ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ 3:28.86

(栃木) 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ q (栃木) 5090 山﨑 颯(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳ q
2005 渡部 航平(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 5041 宮嶋 翔大(3) ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ
2014 大橋 広夢(2) ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ 5093 髙田 遼雅(3) ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ

2 4 作新学院高 4026 本田 優芽(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 3:28.60 2 5 白鴎大足利高 5026 中里 碧翔(3) ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ 3:29.75

(栃木) 5037 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(3) ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ q (栃木) 5030 山口 彩太(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾀ q
5272 村上 兼太郎(3) ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 4036 上野 壮汰(2) ｳｴﾉ ｿｳﾀ
4242 樋口 尊(2) ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 4257 丸山 大善(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ

3 7 宇都宮高 5055 戸﨑 景太(3) ﾄｻｷ ｹｲﾀ 3:32.47 3 3 宇都宮工業高 5269 安齋 治輝(3) ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙｷ 3:35.92

(栃木) 5057 松木 悠眞(3) ﾏﾂｷ ﾕｳﾏ q (栃木) 5263 佐々木 光平(3) ｻｻｷ ｺｳﾍｲ q
4235 関根 路世(2) ｾｷﾈ ﾛｾｲ 4146 鷹箸 龍大(2) ﾀｶﾉﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ
5052 鈴木 太陽(3) ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ 5265 細川 未空翔(3) ﾎｿｶﾜ ﾐｸﾄ

4 6 國學院栃木高 4194 井元 瑞穂(2) ｲﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 3:38.00 4 2 宇都宮南高 4314 榎 尚斗(2) ｴﾉｷ ﾅｵﾄ 3:36.05

(栃木) 5240 沼田 健児(3) ﾇﾏﾀ ｹﾝｼﾞ (栃木) 4319 川田 大輝(2) ｶﾜﾀ ﾀﾞｲｷ
5300 井口 太稀(3) ｲｸﾞﾁ ﾀｲｷ 5080 鈴木 響基(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾋﾞｷ
5373 石川 峻士(3) ｲｼｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ 5074 仁科 然斗(3) ﾆｼﾅ ｾﾞﾝﾄ

5 8 真岡高 4189 鈴木 大空(2) ｽｽﾞｷ ﾀｸ 3:39.86 5 6 石橋高 5220 上野 樹(3) ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 3:36.46

(栃木) 4187 柴山 青空(2) ｼﾊﾞﾔﾏ ｿﾗ (栃木) 4180 稲見 悠雅(2) ｲﾅﾐ ﾕｳｶﾞ
4190 佐藤 聖優(2) ｻﾄｳ ｾｲﾔ 4179 西松 涼介(2) ﾆｼﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ
4192 河原 龍樹(2) ｶﾜﾗ ﾀﾂｷ 5219 畠山 凌(3) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳ

3 OCOSITEIA DNS 6 4 小山南高 5067 松下 司(3) ﾏﾂｼﾀ ﾂｶｻ 3:37.10

(栃木) (栃木) 5085 岩田 章継(3) ｲﾜﾀ ｱｷﾂﾈ
4103 西田 知生(2) ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ
4101 斎藤 琉生(2) ｻｲﾄｳ ﾙｲ

9 大田原高 DNS 7 9 佐野東高 4024 須藤 史結(2) ｽﾄｳ ｼｭｳ 3:51.43

(栃木) (栃木) 5273 須黒 拓斗(3) ｽｸﾞﾛ ﾀｸﾄ
4261 藤本 夢璃(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ
4263 永澤 良太(2) ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ

8 白鴎大 DNS
(栃木)

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 4 作新学院大A 2008 馬立 涼太朗(3) ﾏﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3:27.75

(栃木) 2010 古島 匠稀(2) ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ q
1993 米川 航(4) ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ
2007 川野辺 涼(3) ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ

2 5 栃木高 5155 増山 美秋(3) ﾏｼﾔﾏ ﾋﾞｼｭｳ 3:34.96

(栃木) 5149 小室 晴義(3) ｺﾑﾛ ﾊﾙｷ q
5150 齋藤 大泰(3) ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ
5156 山根 有翔(3) ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ

3 7 那須拓陽高 4205 鈴木 諒士(2) ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ 3:38.01

(栃木) 5115 安藤 悠(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳ
5114 大久保 真聖(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾅﾄ
4202 竹井 愁哉(2) ﾀｹｲ ｼｭｳﾔ

4 6 小山高 5180 吉川 昂佑(3) ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ 3:43.05

(栃木) 5177 山下 駿斗(3) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ
5176 影山 優太郎(3) ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ
4271 名渕 怜矢(2) ﾅﾌﾞﾁ ﾚｲﾔ

5 3 宇都宮商業高 5191 西中 唯人(3) ﾆｼﾅｶ ﾕｲﾄ 3:43.38

(栃木) 4290 兼村 晨飛(2) ｶﾈﾑﾗ ｱｻﾋ
5192 菊地 智貴(3) ｷｸﾁ ﾄﾓｷ
5190 木原 悠斗(3) ｷﾊﾗ ﾕｳﾄ

6 8 小山西高 4139 江田 圭汰(2) ｴﾀﾞ ｹｲﾀ 3:44.26

(栃木) 4135 黒子 虎琉(2) ｸﾛｺ ﾀｹﾙ
4137 小宮 一摩(2) ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ
4134 加藤 健心(2) ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ

7 9 宇都宮白楊高 5287 上野 航太郎(3) ｳｴﾉ ｺｳﾀﾛｳ 3:55.08

(栃木) 5046 榎本 悠良(3) ｴﾉﾓﾄ ﾕｳﾗ
5047 磯川 尚吾(3) ｲｿｶﾜ ｼｮｳｺﾞ
4278 大前 結人(2) ｵｵﾏｴ ﾕｲﾄ

凡例  DNS:欠場



高校一般男子4X400mR

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

大会記録(GR)               3:15.31     川村・小林・椎名・佐藤(作新学院大)    H29.4.16

栃木県記録(TR)             3:12.55     川村・佐藤・小林・岡本(作新学院大)    H28.5.22

栃木県高校記録(THR)        3:14.66     高橋･高久・大森･荒井(國學院栃木)      H11.6.20

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 作新学院大A 2010 古島 匠稀(2) ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 3:15.61

(栃木) 2001 中里 将基(3) ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ
1993 米川 航(4) ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ
2007 川野辺 涼(3) ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ

2 6 作新学院大B 2002 稲垣 広弥(3) ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 3:17.31

(栃木) 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ
2005 渡部 航平(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ
2014 大橋 広夢(2) ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ

3 7 作新学院高 4026 本田 優芽(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 3:22.75

(栃木) 5037 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(3) ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ
4242 樋口 尊(2) ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ
5272 村上 兼太郎(3) ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ

4 5 宇都宮北高 5090 山﨑 颯(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳ 3:24.10

(栃木) 4075 鈴木 詠心(2) ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ
5041 宮嶋 翔大(3) ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ
5088 野口 俊太郎(3) ﾉｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ

5 9 白鴎大足利高 3013 風見 晄聖(1) ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ 3:25.69

(栃木) 5030 山口 彩太(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾀ
4257 丸山 大善(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ
5023 ｴﾏﾄﾞ 唯沙(3) ｴﾏﾄﾞ ｲｻ

6 8 宇都宮高 5055 戸﨑 景太(3) ﾄｻｷ ｹｲﾀ 3:26.82

(栃木) 5057 松木 悠眞(3) ﾏﾂｷ ﾕｳﾏ
4235 関根 路世(2) ｾｷﾈ ﾛｾｲ
5052 鈴木 太陽(3) ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ

7 3 栃木高 5149 小室 晴義(3) ｺﾑﾛ ﾊﾙｷ 3:29.34

(栃木) 5155 増山 美秋(3) ﾏｼﾔﾏ ﾋﾞｼｭｳ
5151 下城 佑介(3) ｼﾓｼﾞｮｳ ﾕｳｽｹ
5144 青木 悠真(3) ｱｵｷ ﾕｳﾏ

2 宇都宮工業高 DNS
(栃木)

凡例  DNS:欠場



高校一般男子走高跳

日本記録(NR)                  2m35     戸邉 直人(つくばﾂｲﾝﾋﾟｰｸｽ)             H31.2.2

大会記録(GR)                  2m15     中島 大輔(佐野日大高)                 H25

栃木県記録(TR)                2m21     中島 大輔(日本大)                     H28.8.7

栃木県高校記録(THR)           2m17     山田 雄太(那須拓陽)                   H6.6.18

決　勝　

ｺﾓﾘ ｼｮｳﾀ 栃木 － － － ○ ○ × × ○ r

1 34 8131 小森 翔太 OCOSITEI 2m00
ﾎｿｶﾜ ﾐｸﾄ 栃木 － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

2 31 5265 細川 未空翔(3) 宇都宮工業高 1m95
ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 栃木 － － × ○ ○ × × ○ × × ×

3 29 5093 髙田 遼雅(3) 宇都宮北高 1m95
ｶﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木 － × ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

4 30 5068 金井 祐寛(3) 作新学院高 1m95
ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木 ○ ○ × ○ ○ × × ×

5 22 5272 村上 兼太郎(3) 作新学院高 1m90
ﾉﾃ ﾉﾌﾞﾋﾛ 栃木 ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

6 33 8071 能手 宣拓 第一酒造 1m90
ﾉﾃ ﾄｼﾐﾂ 栃木 － － ○ × × ○ × × ×

7 35 8070 能手 俊充 第一酒造 1m90
ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｸﾄ 栃木 － ○ ○ × × ×

8 25 3-420 大坪 拓斗(M1) 宇都宮大学 1m85
ｵｼﾞﾏ ｷｮｳ 栃木 ○ ○ ○ × × ×

8 32 8121 尾島 京 OCOSITEI 1m85
ﾉﾅｶ ｿｳｽｹ 栃木 ○ ○ × × ○ × × ×

10 28 5241 野中 颯介(3) 國學院栃木高 1m85
ﾇｸｲ ﾀｶﾔ 栃木 ○ × ○ × × ×

11 14 4236 温井 貴也(2) 宇都宮高 1m80
ﾔﾏﾆﾊ ﾅｵﾄ 栃木 × ○ × ○ × × ×

12 27 5236 山入端 直人(3) 真岡工業高 1m80
ｶｻｲ ｱｯｼｭ 栃木 × ○ × × ○ × × ×

13 15 4178 笠井 愛珠(2) 石橋高 1m80
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 栃木 × × ○ × × ○ × × ×

14 17 5117 加藤 大樹(3) 今市高 1m80
ｵｵﾏｴ ﾕｲﾄ 栃木 ○ × × ×

15 13 4278 大前 結人(2) 宇都宮白楊高 1m75
ｱﾅﾔﾏ ｱﾂｼ 栃木 ○ × × ×

15 23 4172 穴山 敦士(2) 那須清峰高 1m75
ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾜ 栃木 ○ × × ×

15 26 4011 松田 永遠(2) 佐野日大高 1m75
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｷ 栃木 × ○ × × ×

18 12 4252 片柳 和輝(2) 栃木高 1m75
ｾｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ 栃木 × ○ × × ×

18 24 4136 関口 颯太(2) 小山西高 1m75
ｺﾞｳﾔｷﾞ ｺｳｾｲ 栃木 × × ○ × × ×

20 7 4066 合谷木 幸生(2) 真岡北陵高 1m75
ｶﾅｲ ｺｳｷ 栃木 × × ○ × × ×

20 20 4028 金井 晃希(2) 作新学院高 1m75
ｶﾜﾓﾄ ﾚﾝﾄ 栃木 × × ×

1 4133 河元 蓮音(2) さくら清修高 NM
ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 栃木 × × ×

2 4129 福田 健心(2) さくら清修高 NM
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 栃木 × × ×

4 4074 渡邉 雅博(2) 宇都宮北高 NM
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 栃木 × × ×

6 4049 鈴木 颯太(2) 宇都宮清陵高 NM
ｳｴﾉ ｺｳﾀﾛｳ 栃木 × × ×

11 5287 上野 航太郎(3) 宇都宮白楊高 NM
ｱｸﾂ ﾋﾗｲ 栃木 × × ×

16 4111 阿久津 飛来(2) 今市工業高校 NM
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾄ 栃木 × × ×

18 4243 遠藤 力斗(2) 作新学院高 NM
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾔ 栃木 × × ×

21 5266 渡邊 大弥(3) 宇都宮工業高 NM
ｱｸﾂ ｺｳﾀ 栃木

3 5124 阿久津 洸太(3) 宇都宮清陵高 DNS
ｶｼｷ ﾘｮｳｼﾞ 栃木

5 5313 樫木 崚二(3) 真岡北陵高 DNS
ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲｷ 栃木

8 4281 松本 澪綺(2) 宇都宮白楊高 DNS
ｵｵｼﾏ ﾜﾀﾙ 栃木

9 5077 大島 和航(3) 宇都宮南高 DNS
ｻｸﾗｲ ｱﾉﾝ 栃木

10 3024 桜井 ｱﾉﾝ(1) 佐野日大高 DNS

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m80 1m85 1m90 1m95 2m00 2m05

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m75

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校一般男子走高跳

日本記録(NR)                  2m35     戸邉 直人(つくばﾂｲﾝﾋﾟｰｸｽ)             H31.2.2

大会記録(GR)                  2m15     中島 大輔(佐野日大高)                 H25

栃木県記録(TR)                2m21     中島 大輔(日本大)                     H28.8.7

栃木県高校記録(THR)           2m17     山田 雄太(那須拓陽)                   H6.6.18

決　勝　

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m80 1m85 1m90 1m95 2m00 2m05

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m75

ﾖﾓｷﾞﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ 栃木

19 5081 蓬田 祥大(3) 宇都宮南高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校一般男子棒高跳

日本記録(NR)                  5m83     澤野 大地(ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ)                   H17.5.3

大会記録(GR)                  4m70     上野 伊織(城西大)                     H23

栃木県記録(TR)                5m01     成瀬 晴美(矢板東高教)                 S54.9.16

栃木県高校記録(THR)           4m90     丸山 怜史(佐野)                       H17.6.25

決　勝　

ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 栃木 － － － － × ○ － × ○ －

1 5 5220 上野 樹(3) 石橋高 × × × 3m80
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ 栃木 － － － － ○ － × × ×

2 4 5061 渡邉 歩(3) 那須拓陽高 3m60
ｷﾐｼﾏ ﾊﾔﾃ 栃木 － ○ × × ×

3 2 4208 君島 颯(2) 那須拓陽高 3m00
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳ 栃木 － × × ×

1 4204 手塚 悠(2) 那須拓陽高 NM
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 栃木 － － － － × × ×

3 5194 渡邉 智博(3) 那須拓陽高 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m80

4m00

3m90
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m00 3m20 3m40 3m60 3m70 3m80

凡例  NM:記録なし



高校一般男子走幅跳

日本記録(NR)                  8m40     城山 正太郎(ｾﾞﾝﾘﾝ)                    R1.8.17

大会記録(GR)                  7m60     今井 雄紀(佐野日大高)                 H14

栃木県記録(TR)                7m75     今井 雄紀(日本大)                     H16.5.5

栃木県高校記録(THR)           7m70     今井 雄紀(佐野日大)                   H15.7.31

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

ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 栃木 × 7m03 7m28 7m28 8 × × × 7m28
1 51 8143 村田 遼介 OCOSITEI -0.7 +1.1 +1.1 +1.1

ﾏﾂｷ ﾕｳﾏ 栃木 6m68 6m24 6m55 6m68 6 － － 6m97 6m97
2 42 5057 松木 悠眞(3) 宇都宮高 -0.5 -0.4 -0.8 -0.5 -0.7 -0.7

ｵｵｼﾏ ｲｯｾｲ 栃木 6m66 × × 6m66 5 6m68 6m80 6m78 6m80
3 48 8209 大島 一晟 栃木陸協 +1.0 +1.0 -0.3 -0.5 -0.7 -0.5

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 栃木 6m79 × × 6m79 7 × × 6m62 6m79
4 50 2013 村上 潤(2) 作新学院大学 -0.4 -0.4 -1.3 -0.4

ｵｵﾈﾀﾞ ｼｮｳ 栃木 6m54 6m51 6m34 6m54 2 6m14 6m67 6m37 6m67
5 27 5125 大根田 翔(3) 宇都宮清陵高 -1.3 +1.9 +0.5 -1.3 -0.9 -1.3 -0.3 -1.3

ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 栃木 × 6m31 6m38 6m38 1 6m43 6m41 6m66 6m66
6 40 3386 櫛田 崇裕(3) 白鴎大学 +0.3 +0.5 +0.5 +0.7 -1.1 -0.9 -0.9

ﾑﾗｵ ﾖｳﾍｲ 栃木 6m61 4m83 6m43 6m61 4 × 6m50 6m52 6m61
7 45 4241 村尾 陽平(2) 作新学院高 +0.3 +0.1 0.0 +0.3 -0.8 -0.3 +0.3

ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 栃木 6m52 6m26 6m54 6m54 3 6m33 6m31 6m43 6m54
8 38 4230 大山 圭亮(2) 宇都宮高 +1.9 +1.3 +1.2 +1.2 -1.4 -1.4 -0.5 +1.2

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 栃木 6m23 6m15 6m33 6m33 6m33
9 44 3397 山本 翔真(4) 白鴎大学 +0.6 +0.1 -0.2 -0.2 -0.2

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 栃木 5m96 × 6m31 6m31 6m31
10 49 8039 齋藤 勇太 宇都宮記念病院 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1

ﾆﾀﾜｷ ｼｮｳﾀ 栃木 6m27 × 6m26 6m27 6m27
11 36 4073 仁田脇 勝太(2) 宇都宮北高 +1.1 -1.5 +1.1 +1.1

ｵｵｼﾏ ﾘｭｳﾄ 栃木 6m23 × 6m17 6m23 6m23
12 32 4030 大島 瑠斗(2) 作新学院高 -0.1 +0.5 -0.1 -0.1

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾝ 栃木 5m84 6m20 5m78 6m20 6m20
13 30 5215 吉澤 佑仁(3) 鹿沼高 -1.9 +0.1 -0.6 +0.1 +0.1

ﾑﾗﾀ ｺｳ 栃木 6m04 6m18 6m11 6m18 6m18
14 19 4182 村田 己歩(2) 石橋高 -0.2 +0.3 +0.2 +0.3 +0.3

ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 栃木 6m18 5m82 6m02 6m18 6m18
15 14 4240 齋藤 大介(2) 宇都宮高 +0.9 -0.3 -1.2 +0.9 +0.9

ｷｮｳﾉ ﾏｻｼ 栃木 × 6m16 6m12 6m16 6m16
16 29 4116 興野 雅(2) 茂木高 +0.6 +0.1 +0.6 +0.6

ｲｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 栃木 × 6m15 5m93 6m15 6m15
17 26 8096 伊勢川 真生(4) 小山高専 +0.1 -0.1 +0.1 +0.1

ｴﾉｷﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 栃木 4m66 5m90 6m13 6m13 6m13
18 2 5012 榎田 元気(3) 文星芸大附高 -1.2 -1.2 +1.6 +1.6 +1.6

ﾀｶﾂﾄ ｹﾝﾀ 栃木 5m83 － 6m02 6m02 6m02
19 41 5032 髙津戸 堅太(3) 作新学院高 -0.4 +0.8 +0.8 +0.8

ｷﾑﾗ ｶｹﾙ 栃木 × × 6m02 6m02 6m02
20 43 4092 木村 駆(2) 大田原高 -0.7 -0.7 -0.7

ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 栃木 5m99 5m90 5m86 5m99 5m99
21 25 5176 影山 優太郎(3) 小山高 -0.3 -0.3 -1.0 -0.3 -0.3

ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 栃木 5m89 5m97 5m81 5m97 5m97
22 22 4267 成田 敬祐(2) 小山高 +0.4 +0.2 +1.1 +0.2 +0.2

ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 栃木 5m78 5m58 5m56 5m78 5m78
23 28 4027 後藤 夢真(2) 作新学院高 -0.5 -0.1 -0.5 -0.5 -0.5

ﾌｼﾞﾋﾗ ﾊﾔﾄ 栃木 × 5m72 × 5m72 5m72
24 37 5278 藤平 隼人(3) 白鴎大足利高 -1.2 -1.2 -1.2

ｽﾘｷ ｼｭﾝ 栃木 5m58 5m66 5m60 5m66 5m66
25 20 5094 摺木 舜(3) 鹿沼東高 +0.8 -0.9 +1.3 -0.9 -0.9

ﾀｶﾑﾗ ｲｯｾｲ 栃木 5m40 5m57 5m64 5m64 5m64
26 31 5095 髙村 一正(3) 鹿沼東高 +0.4 0.0 +1.3 +1.3 +1.3

ｺｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ 栃木 5m51 5m54 5m63 5m63 5m63
27 13 5122 小島 佳瑚(3) 今市高 +0.4 -0.5 +1.0 +1.0 +1.0

ﾆｼﾓﾄ ｺｳｾｲ 栃木 5m54 × 5m26 5m54 5m54
28 16 5352 西本 亘成(3) 佐野日大高 +1.0 -0.8 +1.0 +1.0

ｻｲｶﾞ ｼﾞﾛｳ 栃木 5m24 5m47 5m20 5m47 5m47
29 8 4112 雜賀 士郎(2) 今市工業高校 -0.7 +1.1 -0.6 +1.1 +1.1

ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 栃木 × 5m46 5m33 5m46 5m46
30 15 5332 遠藤 颯一郎(3) 作新学院高 -1.5 -1.2 -1.5 -1.5

ﾀｶﾊｼ ｱﾔｾ 栃木 5m18 5m43 5m28 5m43 5m43
31 12 4175 高橋 彩晴(2) 青藍泰斗高 -0.5 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1

ﾔﾏﾜｷ ﾀｸ 栃木 5m31 5m38 5m00 5m38 5m38
32 9 4082 山脇 大空(2) 宇都宮北高 +0.2 +1.2 +0.4 +1.2 +1.2

ｶﾐｵｶ ﾕｳｷ 栃木 × 5m21 5m18 5m21 5m21
33 1 4160 上岡 優樹(2) 佐野松桜高 -0.6 -0.3 -0.6 -0.6

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ 栃木 5m18 5m12 5m19 5m19 5m19
34 7 4261 藤本 夢璃(2) 佐野東高 -0.6 -0.2 +0.4 +0.4 +0.4

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校一般男子走幅跳

日本記録(NR)                  8m40     城山 正太郎(ｾﾞﾝﾘﾝ)                    R1.8.17

大会記録(GR)                  7m60     今井 雄紀(佐野日大高)                 H14

栃木県記録(TR)                7m75     今井 雄紀(日本大)                     H16.5.5

栃木県高校記録(THR)           7m70     今井 雄紀(佐野日大)                   H15.7.31

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 ｶｽﾞﾄ 栃木 4m96 4m81 5m19 5m19 5m19
35 11 4351 鈴木 和翔(2) 青藍泰斗高 -1.2 +0.6 +1.1 +1.1 +1.1

ﾎｼ ｿｳﾏ 栃木 4m74 4m98 4m88 4m98 4m98
36 4 4121 星 颯真(2) 茂木高 +0.2 +0.4 +0.6 +0.4 +0.4

ﾜｶﾒﾀﾞ ｶﾔﾄ 栃木 4m83 － 4m07 4m83 4m83
37 34 5203 若目田 茅都(3) 宇都宮白楊高 -1.4 -1.2 -1.4 -1.4

ｱﾗｲ ｼｮｳｺﾞ 栃木 × 4m73 × 4m73 4m73
38 5 4120 荒井 祥吾(2) 茂木高 +1.2 +1.2 +1.2

ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾄ 栃木 × × 4m61 4m61 4m61
39 10 4243 遠藤 力斗(2) 作新学院高 -1.2 -1.2 -1.2

ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ 茨城 5m86 5m59 5m73 5m86 5m86
OP 21 2015 兼子 昂也(2) 作新学院大学 +0.3 -1.0 +0.4 +0.3 +0.3

ﾌｼﾞｻｷ ﾊﾙﾄ 栃木 × × ×
18 5317 藤咲 陽大(3) 宇都宮北高 NM

ﾁﾊﾞ ﾐﾗｲ 栃木 × × ×
23 4279 千葉 未来(2) 宇都宮白楊高 NM

ﾀｶｸ ｹｲｼﾞ 栃木

3 4209 高久 敬至(2) 那須拓陽高 DNS
ｼｵｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 栃木

6 5284 塩島 健瑠(3) 足利高 DNS
ｶﾜﾀ ｹﾝｽｹ 栃木

17 5078 川田 賢佑(3) 宇都宮南高 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 栃木

24 2004 山田 稜晟(3) 作新学院大学 DNS
ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾀﾛｳ 栃木

33 4142 藤倉 虎太郎(2) 小山西高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 栃木

35 4156 渡邉 桜太(2) 宇都宮工業高 DNS
ｺｲｹ ｶｹﾙ 栃木

39 8128 小池 翔 OCOSITEI DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾅﾄ 栃木

46 5114 大久保 真聖(3) 那須拓陽高 DNS
ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 栃木

47 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 作新学院大学 DNS
ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 栃木

52 8038 吉澤 尚哉 滝沢ハム DNS
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｮｳ 栃木

53 8037 松原 奨 滝沢ハム DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校一般男子三段跳

日本記録(NR)                 17m15     山下 訓史(日本電気)                   S61.6.1

大会記録(GR)                 15m46     齋藤 勇太(宇都宮記念病院)             H31.4.12

栃木県記録(TR)               16m34     松本 茂久(作新学院教)                 H6.5.8

栃木県高校記録(THR)          15m48     谷津 逸人(作新学院)                   H5.11.14

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 栃木 14m92 × 15m12 15m12 8 13m89 × 14m47 15m12
1 21 8039 齋藤 勇太 宇都宮記念病院 -1.7 +0.6 +0.6 -1.5 -1.1 +0.6

ｶﾅｲ ｺｳｷ 栃木 14m00 13m71 － 14m00 7 － － 13m89 14m00
2 17 4028 金井 晃希(2) 作新学院高 -2.8 +0.8 -2.8 +0.8 -2.8

ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 栃木 13m95 13m75 13m51 13m95 6 13m67 － 13m92 13m95
3 20 8115 海老原 侑也 OCOSITEI -0.9 -1.7 -0.4 -0.9 -0.7 -0.2 -0.9

ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｷ 栃木 13m62 13m33 12m22 13m62 5 × 13m37 13m24 13m62
4 18 5160 前田 龍生(3) 大田原高 -0.1 +1.2 -1.4 -0.1 -1.5 -1.4 -0.1

ﾄｻｷ ｹｲﾀ 栃木 13m33 × × 13m33 4 13m03 12m39 × 13m33
5 15 5055 戸﨑 景太(3) 宇都宮高 -1.2 -1.2 -0.3 -0.5 -1.2

ﾅｶﾉ ｴｲｼﾝ 栃木 13m16 × × 13m16 3 － － － 13m16
6 16 5142 中野 瑛心(3) 宇都宮高 -1.1 -1.1 -1.1

ｷﾅｾ ｼﾝﾍﾟｲ 栃木 12m84 × 12m56 12m84 2 × × 11m39 12m84
7 7 5148 木名瀬 慎平(3) 栃木高 -1.7 -1.1 -1.7 -0.2 -1.7

ｵｵﾆｼ ﾀﾂﾔ 栃木 12m54 12m76 12m68 12m76 1 × 12m42 × 12m76
8 14 3-421 大西 達也(4) 宇都宮大学 -1.6 -0.8 -0.6 -0.8 -1.3 -0.8

ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 栃木 12m37 12m71 12m66 12m71 12m71
9 12 5093 髙田 遼雅(3) 宇都宮北高 -2.2 -1.2 -1.4 -1.2 -1.2

ﾀｶﾂﾄ ｹﾝﾀ 栃木 12m39 11m96 － 12m39 12m39
10 10 5032 髙津戸 堅太(3) 作新学院高 -1.9 -1.6 -1.9 -1.9

ｵｵｼﾏ ﾘｭｳﾄ 栃木 × 12m03 12m18 12m18 12m18
11 11 4030 大島 瑠斗(2) 作新学院高 -1.7 -1.9 -1.9 -1.9

ｵﾊﾞﾅ ﾄﾓﾉﾘ 栃木 11m26 11m97 11m65 11m97 11m97
12 9 5062 尾花 知典(3) 佐野高 -0.5 -0.4 -0.8 -0.4 -0.4

ﾀｶﾑﾗ ｲｯｾｲ 栃木 11m97 × 11m59 11m97 11m97
13 8 5095 髙村 一正(3) 鹿沼東高 -0.9 +0.8 -0.9 -0.9

ｵﾊﾞﾅ ﾘｸﾄ 栃木 11m23 11m71 11m14 11m71 11m71
14 1 4159 尾花 陸斗(2) 佐野松桜高 -1.3 -0.6 +0.1 -0.6 -0.6

ｺｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ 栃木 × × 11m58 11m58 11m58
15 6 5122 小島 佳瑚(3) 今市高 -1.9 -1.9 -1.9

ｲﾁﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 栃木 11m42 11m44 11m05 11m44 11m44
16 5 4186 市村 大樹(2) 真岡高 -1.7 -1.2 -0.5 -1.2 -1.2

ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝｶﾞ 栃木 11m29 × 11m06 11m29 11m29
17 2 4292 竹田 琳架(2) 益子芳星高 -2.6 +0.3 -2.6 -2.6

ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 福島 × 13m79 13m89 13m89 13m89
OP 19 2006 阿部 拓斗(3) 作新学院大学 +0.1 +0.9 +0.9 +0.9

ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 福島 12m72 × 11m92 12m72 12m72
OP 13 2016 高橋 快和(2) 作新学院大学 -1.4 -0.3 -1.4 -1.4

ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 栃木

3 4253 清水 遼太郎(2) 栃木高 DNS
ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ 栃木

4 5123 宮本 遥翔(3) 今市高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子砲丸投(6.0kg)

大会記録(GR)                 15m61     菊地 琉斗(國學院栃木)                 H28.4.15

栃木県高校記録(THR)          16m09     弓田 倫也(文星芸大附)                 H19.6.16

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

ｾｷﾔﾏ ｺｳﾔ 栃木 〇 〇 〇

1 16 5042 関山 洸哉(3) 小山西高 14m34 × × 14m34 8 14m34

ﾅｶｺﾞｳ ﾅｵ 栃木 〇 〇 〇 〇

2 17 5056 中郷 成生(3) 宇都宮高 13m11 13m61 13m61 7 13m61

ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 栃木 〇 〇 〇

3 15 5119 橋本 拓真(3) 今市高 12m96 13m53 13m53 6 × 13m53

ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ 栃木 〇

4 11 5198 森山 雄翔(3) さくら清修高 11m15 11m83 11m83 4 11m84 × × 11m84

ｲﾁｶﾜ ｱｷﾗ 栃木 〇 〇 〇

5 14 4147 市川 緋輝(2) 宇都宮工業高 11m84 11m21 × 11m84 5 11m84

ﾇﾏｵ ｿﾗ 栃木 〇

6 13 4022 沼尾 空(2) 青藍泰斗高 11m32 10m64 11m28 11m32 3 11m36 11m70 11m70

ｲﾏﾅﾘ ﾀﾞｲﾁ 栃木 〇 〇 〇 〇

7 10 4071 今成 大地(2) 真岡北陵高 10m28 10m71 10m71 2 10m71

ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 栃木 〇

8 7 5249 小島 侑也(3) 小山高専 9m75 9m39 9m82 9m82 1 10m06 10m63 10m63

ﾋｶﾞﾉ ﾘｮｳ 栃木

9 9 4138 日向野 凌羽(2) 小山西高 9m73 9m15 9m35 9m73 9m73

ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳﾔ 栃木 〇

10 1 4069 村上 竜也(2) 真岡北陵高 9m04 9m50 9m50 9m50

ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｼﾝ 栃木 〇

11 8 5302 武田 悠伸(3) 宇都宮北高 8m31 7m88 8m31 8m31

ｳﾜﾉ ﾑﾂﾐ 栃木

12 6 5121 宇和野 睦(3) 今市高 × 7m81 8m08 8m08 8m08

ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｷ 栃木 〇 〇

13 4 5187 山﨑 義己(3) 黒羽高 7m63 7m63 7m63

ｵﾉ ｹｲｽｹ 栃木 〇 〇

14 2 4164 小野 佳祐(2) 佐野松桜高 7m36 7m36 7m36

ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 栃木

15 3 4027 後藤 夢真(2) 作新学院高 6m89 × 7m16 7m16 7m16

ﾋﾗﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 栃木

16 5 4168 平山 瑞基(2) 那須清峰高 6m47 6m73 6m85 6m85 6m85

ｶﾈﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 栃木

12 5099 金田 大地(3) 矢板中央高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子円盤投(2.0kg)

日本記録(NR)                 62m59     堤 雄司(ALSOK群馬)                    R2.3.27

大会記録(GR)                 43m03     松本 智晴(国際武道大)                 H26

栃木県記録(TR)               48m56     志田 利宏(県運動公園)                 S55.10.16

栃木県高校記録(THR)          45m05     柳澤 邦彦(石橋)                       H20.8.24

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 栃木

1 2 8087 熊田 隼斗 SAC × 33m14 × 33m14 × 31m47 × 33m14

ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木

2 1 3387 岡﨑 純也(3) 白鴎大学 30m20 30m20 32m55 32m55 31m18 × × 32m55



高校男子円盤投(1.75kg)

大会記録(GR)                 45m40     柳澤 邦彦(石橋高)                     H20

栃木県高校記録(THR)          47m49     柳澤 邦彦(石橋高)                     H20.6.23

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｸﾄ 栃木

1 15 4143 中里 拓翔(2) 小山西高 33m37 35m76 34m64 35m76 × 35m12 36m47 36m47

ﾅｶｺﾞｳ ﾅｵ 栃木

2 17 5056 中郷 成生(3) 宇都宮高 33m23 32m30 36m33 36m33 35m46 × × 36m33

ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ 栃木

3 16 5198 森山 雄翔(3) さくら清修高 35m26 33m67 × 35m26 × × 30m36 35m26

ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾑ 栃木

4 13 5309 石川 央陸(3) 足利大附高 32m10 31m69 × 32m10 × 31m89 27m68 32m10

ﾇﾏｵ ｿﾗ 栃木

5 14 4022 沼尾 空(2) 青藍泰斗高 30m03 28m64 29m76 30m03 31m29 30m73 31m78 31m78

ｾｷﾔﾏ ｺｳﾔ 栃木

6 11 5042 関山 洸哉(3) 小山西高 31m51 × 29m51 31m51 26m45 30m14 30m52 31m51

ｲﾏﾅﾘ ﾀﾞｲﾁ 栃木

7 12 4071 今成 大地(2) 真岡北陵高 28m61 22m66 30m86 30m86 × × × 30m86

ﾋﾜﾀｼ ﾘｸﾄ 栃木

8 1 4042 日渡 陸斗(2) 真岡高 30m67 29m92 × 30m67 24m91 30m61 × 30m67

ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ 栃木

9 10 4263 永澤 良太(2) 佐野東高 29m37 × 23m58 29m37 29m37

ｲﾁｶﾜ ｱｷﾗ 栃木

10 5 4147 市川 緋輝(2) 宇都宮工業高 × 26m97 29m27 29m27 29m27

ｼﾓﾄﾘ ﾊﾔﾄ 栃木

11 4 4014 霜鳥 隼(2) 文星芸大附高 26m66 24m10 24m95 26m66 26m66

ｱｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 栃木

12 2 4327 秋山 慎也(2) 足利大附高 25m78 22m56 22m99 25m78 25m78

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 栃木

13 9 4057 吉原 航太郎(2) 鹿沼東高 22m36 25m25 25m60 25m60 25m60

ｻﾄｳ ｺｳﾔ 栃木

14 8 4174 佐藤 皇矢(2) 那須清峰高 21m86 20m89 × 21m86 21m86

ﾔｽﾀﾞ ｺｳｾｲ 栃木

15 7 5178 安田 昂生(3) 小山高 14m99 20m73 15m82 20m73 20m73

ｵｵﾉ ｶｽﾞﾏ 栃木

6 4013 大野 一真(2) 文星芸大附高 × × × NM
ｶﾈﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 栃木

3 5099 金田 大地(3) 矢板中央高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



少年B男子円盤投(1.5kg) 

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

ﾉｸﾞﾁ ｾｲﾔ 栃木

1 1 2114 野口 晴也(3) 若松原中 28m86 × × 28m86 × 23m61 24m03 28m86

ｼﾉｻﾞｷ ｼｾ 栃木

2 2 2112 篠崎 侍世(3) 若松原中 21m68 21m58 17m68 21m68 19m60 21m02 21m06 21m68

ｺｲｹ ﾋﾛﾄ 栃木

3 4 1377 小池 紘人(2) 若松原中 19m21 × 19m71 19m71 18m07 19m14 21m38 21m38

ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｱ 栃木

4 3 1376 小林 琉空(2) 若松原中 × 16m90 18m40 18m40 17m61 18m11 17m48 18m40



一般男子ハンマー投(7.26kg)

日本記録(NR)                 84m86     室伏 広治(ﾐｽﾞﾉ)                       H15.6.29

大会記録(GR)                 58m20     日渡 勝則(栃木TFC)                    H14

栃木県記録(TR)               67m55     遠藤 彰(国際武道大大学院)             H20.9.12

栃木県高校記録(THR)          54m90     吉真 一仁(宇都宮学園)                 H6.8.30

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

ﾃﾗｳﾁ ｹﾝ 栃木

1 2 3395 寺内 健(4) 白鴎大学 37m45 40m13 × 40m13 43m44 × 42m14 43m44

ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木

2 1 3387 岡﨑 純也(3) 白鴎大学 × 33m60 31m82 33m60 27m63 × 33m78 33m78



高校男子ハンマー投(6.0kg)

大会記録(GR)                 60m70     小島 奨生(真岡工業高)                 H26

栃木県高校記録(THR)          65m63     弓田 倫也(文星芸大附)                 H19.10.5

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

ﾋﾜﾀｼ ﾘｸﾄ 栃木

1 7 4042 日渡 陸斗(2) 真岡高 × × × 42m38 47m44 × 47m44

ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｮｳｴｲ 栃木

2 6 5296 吉田 城栄(3) 上三川高 41m56 39m43 41m72 41m72 40m79 43m34 43m41 43m41

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 栃木

3 5 5289 吉澤 泰征(3) 小山西高 × × 33m69 33m69 × × 24m29 33m69

ﾐﾔｼﾛ ﾕｳ 栃木

4 4 4264 宮城 悠(2) 真岡工業高 32m46 33m38 × 33m38 32m21 × 33m13 33m38

ｵｺﾉｷﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃木

5 3 4328 小此木 翔(2) 足利大附高 × 28m55 31m65 31m65 × 31m52 × 31m65

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｭｳ 栃木

6 2 4266 柳田 修(2) 真岡工業高 23m81 26m02 27m75 27m75 26m94 27m57 × 27m75

ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋﾛ 栃木

7 1 4329 森田 祥大(2) 足利大附高 25m12 26m27 25m08 26m27 25m25 25m00 24m20 26m27



高校一般男子やり投

日本記録(NR)                 87m60     溝口 和洋(ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ)                  H1.5.27

大会記録(GR)                 68m21     谷川　健太(OCOSITEI)                  H31.4.14

栃木県記録(TR)               76m81     小椋 健司(栃木県ｽﾎﾟ協)                R2.8.23

栃木県高校記録(THR)          68m37     中山 寛行(氏家)                       H10.8.10

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 栃木

1 34 8134 谷川 健太 OCOSITEI 59m52 64m15 64m72 64m72 8 65m12 62m75 × 65m12

ｵｵﾂｶ ｶﾂﾞｷ 栃木

2 33 8067 大塚 主稀 第一酒造 × 58m68 58m75 58m75 7 59m02 61m49 61m17 61m49

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ 栃木

3 32 3-425 鈴木 理太(4) 宇都宮大学 51m70 × 56m77 56m77 6 × 60m87 54m66 60m87

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾊﾙ 栃木

4 27 1997 近藤 千晴(4) 作新学院大学 56m61 － － 56m61 5 56m88 56m46 57m23 57m23

ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ 栃木

5 29 4263 永澤 良太(2) 佐野東高 55m00 55m23 54m17 55m23 4 55m35 52m62 56m23 56m23

ｲｼｸﾞﾛ ｼｭｳｲﾁ 栃木

6 31 8113 石黒 守一 OCOSITEI 45m08 52m53 － 52m53 3 51m22 － × 52m53

ｵｵｶﾜ ｷｮｳｾｲ 栃木

7 24 5008 大川 喬聖(3) 佐野日大高 52m06 × 49m03 52m06 2 50m71 43m50 47m77 52m06

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 栃木

8 4 8234 渡邊 涼 栃木陸協 51m87 50m85 50m78 51m87 1 46m46 50m45 50m62 51m87

ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾄ 栃木

9 28 8093 永野 友斗 SAC 50m61 51m76 48m95 51m76 51m76

ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 栃木

10 30 8205 石川 淳太郎 栃木陸協 49m14 49m55 49m28 49m55 49m55

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 栃木

11 3 8203 佐藤 信寧 栃木陸協 45m03 48m85 49m24 49m24 49m24

ｶﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木

12 23 5068 金井 祐寛(3) 作新学院高 47m72 48m08 49m18 49m18 49m18

ｲｿｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 栃木

13 26 5047 磯川 尚吾(3) 宇都宮白楊高 48m63 × 41m84 48m63 48m63

ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｸﾄ 栃木

14 22 4143 中里 拓翔(2) 小山西高 45m54 46m21 46m19 46m21 46m21

ﾜｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾏ 栃木

15 15 5163 若目田 翔真(3) 大田原高 44m38 41m84 32m11 44m38 44m38

ｸﾛﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 栃木

16 21 5162 黒田 龍一(3) 大田原高 40m23 41m96 37m12 41m96 41m96

ｵｶﾓﾄ ﾊﾞｸ 栃木

17 18 4076 岡本 漠久(2) 宇都宮北高 41m51 40m51 40m67 41m51 41m51

ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｽｹ 栃木

18 8 4081 井上 隼佑(2) 宇都宮北高 38m31 37m94 39m96 39m96 39m96

ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 栃木

19 17 4054 中村 槙之介(2) 鹿沼東高 39m34 39m69 38m76 39m69 39m69

ｸﾄﾞｳ ｶｲﾄ 栃木

20 13 4268 工藤 快斗(2) 小山高 33m78 33m86 39m16 39m16 39m16

ｶﾂﾇﾏ ﾚｵ 栃木

21 20 8086 勝沼 怜央 SAC 37m59 × 37m03 37m59 37m59

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｶﾞ 栃木

22 16 5355 平林 昂芽(3) 國學院栃木高 35m82 × 34m72 35m82 35m82

ｾﾝｽｷﾞ ﾀｲｾｲ 栃木

23 10 4197 千杉 泰世(2) 國學院栃木高 × 30m73 35m12 35m12 35m12

ﾄﾞｳﾒｷ ﾊﾔﾄ 栃木

24 6 5319 百目鬼 颯仁(3) 文星芸大附高 34m83 32m79 32m83 34m83 34m83

ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 栃木

25 2 4295 高橋 ｹﾝｼﾞ(2) 益子芳星高 34m63 33m48 34m17 34m63 34m63

ﾈｷﾞｼ ﾀｸﾐ 栃木

26 19 8006 根岸 拓海(1) 国際医療福祉大 34m53 18m74 × 34m53 34m53

ｷﾀﾉ ｲｯｻ 栃木

27 14 4177 北野 心爽(2) 青藍泰斗高 30m91 28m60 31m33 31m33 31m33

ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 栃木

28 11 4055 福田 涼馬(2) 鹿沼東高 29m98 27m40 27m76 29m98 29m98

ｲﾅﾊﾞ ｹｲｺﾞ 栃木

29 9 5113 稲葉 慶悟(3) 那須拓陽高 × 29m75 × 29m75 29m75

ﾋｶﾞﾉ ﾘｮｳ 栃木

30 1 4138 日向野 凌羽(2) 小山西高 26m09 24m36 27m49 27m49 27m49

ｽｽﾞｷ ﾐｷﾊﾙ 栃木

31 12 5127 鈴木 幹治(3) 矢板高 26m89 × × 26m89 26m89

ﾉｸﾞﾁ ｷｮｳﾉｽｹ 栃木

32 7 4231 野口 恭之介(2) 宇都宮高 24m71 23m99 25m19 25m19 25m19

ﾏｻｷ ｼｭﾝｼﾞ 栃木

5 4206 正木 俊至(2) 那須拓陽高 DNS
ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ 栃木

25 4090 菊地 遥斗(2) 黒磯高 DNS
凡例  DNS:欠場



一般男子十種競技 100m

(風:+0.4)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾍﾞｯｸ ﾀｸﾐ 栃木

1 5 8042 別宮 拓実 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 11.48 757



一般男子十種競技 走幅跳

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾍﾞｯｸ ﾀｸﾐ 栃木

1 1 8042 別宮 拓実 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 854+0.6
6m64
-0.7

7m17
+0.8

7m17
+0.8

1回目 2回目 3回目 記録 得点

6m79



一般男子十種競技 砲丸投(7.260kg)

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾍﾞｯｸ ﾀｸﾐ 栃木

1 1 8042 別宮 拓実 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ

1回目 2回目 3回目 記録 得点

56911m39
〇 〇

11m39



一般男子十種競技 走高跳

ﾍﾞｯｸ ﾀｸﾐ 栃木 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 1 8042 別宮 拓実 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 1m85 670

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
1m73 1m76 1m79 1m82 1m85 1m88

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m70



一般男子十種競技 400m

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾍﾞｯｸ ﾀｸﾐ 栃木

1 5 8042 別宮 拓実 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 52.61 698



一般男子十種競技 110mH(1.067m)

(風:+0.3)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾍﾞｯｸ ﾀｸﾐ 栃木

1 5 8042 別宮 拓実 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 16.33 696



一般男子十種競技 円盤投(2.000kg)

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾍﾞｯｸ ﾀｸﾐ 栃木

1 1 8042 別宮 拓実 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ

1回目 2回目 3回目 記録 得点

56632m86 35m14 34m13 35m14



一般男子十種競技 棒高跳

ﾍﾞｯｸ ﾀｸﾐ 栃木 × × ○ × × ×

1 1 8042 別宮 拓実 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 4m00 617

4m20
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4m00



一般男子十種競技 やり投(800g)

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾍﾞｯｸ ﾀｸﾐ 栃木

1 1 8042 別宮 拓実 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ

1回目 2回目 3回目 記録 得点

67751m57 52m49 55m94 55m94



一般男子十種競技 1500m

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾍﾞｯｸ ﾀｸﾐ 栃木

1 1 8042 別宮 拓実 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 5:02.95 543



高校男子八種競技 100m

(風:-2.0)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 栃木

1 9 5098 落合 悠真(3) 佐野松桜高 12.01 649

ｽﾅｶﾜ ﾕｳﾀ 栃木

2 6 4224 砂川 勇太(2) 宇都宮高 12.14 624

ﾏｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 栃木

3 5 5224 前田 幹太(3) 石橋高 12.39 576

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 栃木

4 8 4057 吉原 航太郎(2) 鹿沼東高 12.48 560

ｲﾄｳ ﾘｵﾝ 栃木

5 4 5058 伊藤 りおん(3) 鹿沼高 12.52 552

ｽｽﾞｷ ｿﾗ 栃木

7 4025 鈴木 空(2) 作新学院高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 走幅跳

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 栃木

1 2 4057 吉原 航太郎(2) 鹿沼東高
ｲﾄｳ ﾘｵﾝ 栃木

2 1 5058 伊藤 りおん(3) 鹿沼高
ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 栃木

3 4 5098 落合 悠真(3) 佐野松桜高
ｽﾅｶﾜ ﾕｳﾀ 栃木

4 3 4224 砂川 勇太(2) 宇都宮高
ﾏｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 栃木

5 6 5224 前田 幹太(3) 石橋高
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 栃木

5 4025 鈴木 空(2) 作新学院高 DNS

1回目 2回目 3回目 記録 得点

5m94
0.0

× 5m87
+0.4

5m94
0.0 574

5m07
+0.3

5m38
-0.1

5m64
-0.9

5m64
-0.9 510

5m15
0.0

5m56
-1.3

5m51
+0.1

5m56
-1.3 494

× 5m34
-1.6

5m34
+0.1

5m34
-1.6 449

5m18
+0.1

4m93
-0.6

4m89
-0.9

5m18
+0.1 417

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 砲丸投(6.000kg)

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾘｵﾝ 栃木

1 5 5058 伊藤 りおん(3) 鹿沼高
ﾏｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 栃木

2 3 5224 前田 幹太(3) 石橋高
ｽﾅｶﾜ ﾕｳﾀ 栃木

3 2 4224 砂川 勇太(2) 宇都宮高
ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 栃木

4 1 4057 吉原 航太郎(2) 鹿沼東高
ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 栃木

5 6 5098 落合 悠真(3) 佐野松桜高
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 栃木

4 4025 鈴木 空(2) 作新学院高 DNS

354

460

6m34 7m69 7m80 7m80

474

9m43
〇

9m58 9m58

493

9m42 9m70 9m81 9m81

545

10m12
〇 〇

10m12

10m82
〇

10m99 10m99

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 400m

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 栃木

1 5 5224 前田 幹太(3) 石橋高 55.59 575

ｽﾅｶﾜ ﾕｳﾀ 栃木

2 8 4224 砂川 勇太(2) 宇都宮高 56.10 555

ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 栃木

3 4 5098 落合 悠真(3) 佐野松桜高 56.76 530

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 栃木

4 9 4057 吉原 航太郎(2) 鹿沼東高 56.98 522

ｲﾄｳ ﾘｵﾝ 栃木

5 6 5058 伊藤 りおん(3) 鹿沼高 59.40 434

ｽｽﾞｷ ｿﾗ 栃木

7 4025 鈴木 空(2) 作新学院高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 110mH(1.067m)

(風:-1.3)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾅｶﾜ ﾕｳﾀ 栃木

1 5 4224 砂川 勇太(2) 宇都宮高 17.49 574

ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 栃木

2 6 5098 落合 悠真(3) 佐野松桜高 17.63 560

ｲﾄｳ ﾘｵﾝ 栃木

3 7 5058 伊藤 りおん(3) 鹿沼高 17.76 547

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 栃木

4 8 4057 吉原 航太郎(2) 鹿沼東高 18.80 450

ﾏｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 栃木

5 9 5224 前田 幹太(3) 石橋高 19.10 424

ｽｽﾞｷ ｿﾗ 栃木

4 4025 鈴木 空(2) 作新学院高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 やり投(800g)

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾘｵﾝ 栃木

1 3 5058 伊藤 りおん(3) 鹿沼高
ﾏｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 栃木

2 6 5224 前田 幹太(3) 石橋高
ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 栃木

3 5 4057 吉原 航太郎(2) 鹿沼東高
ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 栃木

4 2 5098 落合 悠真(3) 佐野松桜高
ｽﾅｶﾜ ﾕｳﾀ 栃木

5 4 4224 砂川 勇太(2) 宇都宮高
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 栃木

1 4025 鈴木 空(2) 作新学院高 DNS

1回目 2回目 3回目 記録 得点

39m86 37m09 43m46 43m46 492

31m80 34m12 × 34m12 358

31m48 32m78 31m60 32m78 339

32m29 29m22 27m87 32m29 332

27m97 27m46 28m67 28m67 281

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 走高跳

ｲﾄｳ ﾘｵﾝ 栃木 － － － － － － ○ × ○

1 1 5058 伊藤 りおん(3) 鹿沼高 × ○ ○ × × × 1m74 577

ｽﾅｶﾜ ﾕｳﾀ 栃木 － － － － － － ○ ○

2 3 4224 砂川 勇太(2) 宇都宮高 ○ × × × 1m71 552

ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 栃木 － － － × ○ ○ ○ ○ ○

3 6 5098 落合 悠真(3) 佐野松桜高 ○ × × × 1m71 552

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 栃木 － ○ ○ ○ ○ × × ×

4 4 4057 吉原 航太郎(2) 鹿沼東高 1m55 426

ﾏｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 栃木 ○ ○ × ○ × × ×

5 2 5224 前田 幹太(3) 石橋高 1m45 352

ｽｽﾞｷ ｿﾗ 栃木

5 4025 鈴木 空(2) 作新学院高 DNS

1m60 1m65 1m68
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m40

1m74

1m45

1m77

1m50 1m55
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m35

1m71

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 1500m

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 栃木

1 5 5224 前田 幹太(3) 石橋高 4:51.43 610

ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 栃木

2 3 5098 落合 悠真(3) 佐野松桜高 5:01.85 549

ｽﾅｶﾜ ﾕｳﾀ 栃木

3 2 4224 砂川 勇太(2) 宇都宮高 5:03.41 540

ｲﾄｳ ﾘｵﾝ 栃木

4 1 5058 伊藤 りおん(3) 鹿沼高 5:05.86 526

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 栃木

5 4 4057 吉原 航太郎(2) 鹿沼東高 5:22.14 439



高校一般女子100m

日本記録(NR)                 11.21     福島 千里(北海道ﾊｲﾃｸAC)               H22.4.29

大会記録(GR)                 11.99     福田 奈央(作新学院高)                 H29

栃木県記録(TR)               11.72     小寺 美沙季(作新学院大)               H29.7.30

栃木県高校記録(THR)          11.79     福田 奈央(作新学院)                   H30.7.23

予　選　11組0着＋16

1組 (風:+1.3) 2組 (風:-0.3)

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

ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ 栃木 ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ 栃木

1 6 8012 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 12.15 q 1 4 3017 二宮 音彩(1) 白鴎大足利高 12.77 q

ｶﾐﾔﾏ ｱﾔﾈ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木

2 5 8033 神山 綾音 鹿沼市役所 12.26 q 2 7 9473 福田 奈央(3) 作新学院大学 12.82 q

ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 栃木

3 8 9477 関根 こころ(2) 作新学院大学 12.55 q 3 6 5031 山口 優芽(3) 作新学院高 12.86 q

ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木 ﾔｼﾛ ﾜｶﾊﾞ 栃木

4 2 9474 高橋 萌(3) 作新学院大学 12.73 q 4 3 3-9080 八城 和佳葉(2) 宇都宮大学 13.04

ﾎｻｶ ﾋﾅ 栃木 ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 栃木

5 4 5029 保坂 日菜(3) 白鴎大足利高 12.80 q 5 1 9476 大橋 麻友(2) 作新学院大学 13.06

ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 栃木 ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ 栃木

6 7 4012 五月女 光(2) 作新学院高 12.80 q 6 9 3014 大図 奈々葉(1) 宇都宮女高 13.25

ﾀｷﾀ ｶﾘﾝ 栃木 ﾅｶｿﾞﾉ ﾏｲｺ 栃木

7 9 5103 滝田 花凜(3) さくら清修高 12.88 q 7 2 5096 中囿 舞子(3) 宇中女高 13.32

ﾊﾝﾀﾞ ﾙﾅ 栃木 ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 埼玉

8 1 5069 半田 留愛(3) 鹿沼東高 13.08 OP 5 9481 瀬沼 有咲(2) 作新学院大学 12.75

ｵｵｲ ｻｸﾗ 栃木 ﾀｼﾛ ﾅﾅ 栃木

9 3 4041 大井 さくら(2) 鹿沼東高 13.45 8 5009 田代 菜々(3) 真岡女高 DNS

3組 (風:+0.1) 4組 (風:-0.5)

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

ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木 ｸﾏｸﾗ ﾁｶ 栃木

1 5 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大学 12.55 q 1 7 5044 熊倉 千佳(3) 小山南高 13.26

ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 栃木 ｱﾗｶﾜ ｱﾔｶ 栃木

2 4 5033 倉澤 みはな(3) 作新学院高 12.71 q 2 3 4092 荒川 綾香(2) 小山西高 13.37

ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 栃木 ﾄｳﾊﾗ ﾙﾉ 栃木

3 6 4025 福田 菜々子(2) 白鴎大足利高 12.81 q 3 8 4154 東原 瑠乃(2) 宇都宮白楊高 13.38

ｵｵﾇｷ ﾅｵ 栃木 ﾀｶﾊｼ ｻﾖ 栃木

4 7 4035 大貫 那緒(2) 作新学院高 12.91 q 4 4 8029 高橋 小夜 TRAINI 13.49

ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木 ｵｵﾀｶ ﾘﾝｶ 栃木

5 8 9480 柴 凛(2) 作新学院大学 12.92 q 5 2 4084 大髙 凜果(2) さくら清修高 13.77

ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃木 ｶﾜﾑﾗ ｻﾔ 栃木

6 1 9479 福田 捺巴(2) 作新学院大学 12.99 q 6 9 4085 川村 彩也(2) さくら清修高 14.42

ﾖﾈﾀﾞ ﾘﾉﾝ 栃木 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶ 栃木

7 2 4036 米田 凜音(2) 真岡女高 13.12 7 6 3015 池田 優花(1) 白鴎大足利高 14.61

ﾅｶﾞﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 栃木 ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾎ 茨城

8 9 4034 長原 叶和(2) 國學院栃木高 13.29 5 9472 飯島 真帆(4) 作新学院大学 DNS

ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ 栃木

9 3 3018 畠中 梨好(1) 白鴎大足利高 13.45

5組 (風:-0.2) 6組 (風:-1.5)

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

ｵﾉ ﾏｻｴ 栃木 ﾋﾙﾏ ｺﾄﾐ 栃木

1 6 5161 小野 正恵(3) 上三川高 13.64 1 8 4160 昼間 琴美(2) 宇都宮女高 13.51

ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 栃木 ｲｲﾀﾞ ﾅﾅﾐ 栃木

2 4 5066 伊藤 光希(3) 鹿沼東高 13.66 2 4 5074 飯田 和々実(3) 真岡女高 13.76

ﾌｸﾁ ﾐｻｷ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾘｻ 栃木

3 5 4100 福地 岬 (2) 佐野高 13.68 3 7 5014 齋藤 理沙(3) 青藍泰斗高 13.84

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 栃木 ｶﾗｻﾜ ﾘﾅ 栃木

4 7 4138 山口 紗希(2) 作新学院高 13.92 4 5 5043 唐澤 里菜(3) 小山南高 14.01

ﾋﾄﾐ ｱｽﾞｻ 栃木 ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 栃木

5 8 5040 人見 梓(3) 那須拓陽高 14.01 5 2 5111 岡田 愛永(3) 大田原女高 14.15

ﾅｶﾞﾀ ﾌｳｶ 栃木 ｻｸﾗｲ ｻｷ 栃木

6 2 5102 永田 楓果(3) 那須拓陽高 14.08 6 3 5175 櫻井 咲綺(3) 小山高 14.42

ﾉﾅｶ ﾆｺﾙ 栃木 ﾔｴｶﾞｼ ｱｶﾘ 栃木

3 4083 野中 ﾆｺﾙ(2) さくら清修高 DNS 6 4126 八重樫 燈(2) 栃木女高 DNS

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｶ 新潟 ｲﾄｳ ﾋﾅ 栃木

9 9482 小嶋 夕香(3) 作新学院大学 DNS 9 5092 伊藤 妃菜(3) 宇中女高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般女子100m

日本記録(NR)                 11.21     福島 千里(北海道ﾊｲﾃｸAC)               H22.4.29

大会記録(GR)                 11.99     福田 奈央(作新学院高)                 H29

栃木県記録(TR)               11.72     小寺 美沙季(作新学院大)               H29.7.30

栃木県高校記録(THR)          11.79     福田 奈央(作新学院)                   H30.7.23

予　選　11組0着＋16

7組 (風:+0.7) 8組 (風:-1.3)

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

ｺﾄﾖﾘ ﾐﾅﾐ 栃木 ｸﾜﾊﾗ ｱﾐｶ 栃木

1 9 4073 琴寄 南海(2) 鹿沼高 13.25 1 5 4065 桑原 あみか(2) 小山南高 13.82

ﾃﾂｶ ﾅﾅｾ 栃木 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ 栃木

2 4 4193 手塚 七星(2) 宇都宮北高 13.34 2 7 4067 金沢 美希(2) 小山南高 13.90

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲﾐ 栃木 ｸﾜｸﾎﾞ ﾕｲｶ 栃木

3 7 5172 長谷川 愛海(3) 宇都宮女高 13.47 3 4 4106 桑久保 結花(2) 宇中女高 13.94

ﾌｼﾞｼﾛ ｶﾉﾝ 栃木 ﾀｶｸ ﾏﾅﾐ 栃木

4 5 4070 藤城 香音(2) 鹿沼高 13.73 4 2 5042 髙久 愛未(3) 真岡女高 14.06

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｯｶ 栃木 ｸﾏｸﾗ ﾁﾅ 栃木

5 8 5082 渡辺 妃香(3) 矢板東高 13.86 5 8 5048 熊倉 千波(3) 小山南高 14.19

ｶﾒﾀﾞ ｻｴ 栃木 ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 栃木

6 2 4090 亀田 沙依(2) 小山西高 14.25 6 6 8055 佐藤 楓 栃木陸協 14.35

ｻﾄｳ ﾕﾘ 栃木 ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 栃木

7 3 3008 佐藤 由梨(1) 作新学院高 14.60 7 9 4102 新井 美月(2) 佐野高 14.47

ｻﾄｳ ｱｵｲ 栃木 ﾓﾘﾀ ｺｺﾛ 栃木

6 4053 佐藤 蒼依(2) 宇都宮北高 DNS 3 5065 森田 優心(3) 宇都宮北高 DNS

9組 (風:+0.3) 10組 (風:0.0)

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

ﾊﾙﾔﾏ ｱｲｶ 栃木 ｶｸﾀ ﾊﾙｶ 栃木

1 5 4146 春山 愛花(2) 佐野東高 13.74 1 7 4144 角田 暖佳(2) 佐野東高 14.52

ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 栃木 ｵｵﾓﾘ ｿﾗ 栃木

2 7 4101 加藤 瞳(2) 佐野高 13.83 2 5 4005 大森 空(2) 矢板東高 14.55

ﾌｸﾓﾄ ﾏｲ 栃木 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐﾕ 栃木

3 4 4056 福本 茉以(2) 宇都宮北高 13.97 3 4 4171 北條 実佑(2) 宇都宮南高 14.60

ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 栃木 ﾅｶﾉ ﾚｲｶ 栃木

4 3 4179 松本 蒼生(2) 烏山高 14.25 4 2 4055 中野 伶香(2) 宇都宮北高 14.97

ｶﾈｺ ｲﾂｷ 栃木 ｵｸﾞﾗ ﾘﾝ 栃木

5 8 4132 金子 樹(2) 那須拓陽高 14.41 5 6 5202 小倉 凜(3) 足利南高 15.22

ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 栃木 ﾜｸ ｻｸﾗ 栃木

6 6 3-9071 佐藤 暖季(M1) 宇都宮大学 14.56 6 3 4180 和久 彩桜(2) 烏山高 15.23

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｵ 栃木 ｼｼﾄﾞ ﾐｽﾞｷ 栃木

7 2 5135 中島 真央(3) 栃木翔南高 14.75 7 8 5123 宍戸 水姫(3) 宇都宮白楊高 15.60

ﾉﾑﾗ ﾓｴ 栃木 ﾃﾗｻｷ ｻﾔｶ 栃木

9 4143 野村 萌(2) 佐野東高 DNS 9 5133 寺崎 彩夏(3) 宇都宮白楊高 DNS

11組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｽｽﾞｷ ﾐﾕﾅ 栃木

1 7 5198 鈴木 美優奈(3) 益子芳星高 13.55

ﾐﾀｹ ﾕｳﾅ 栃木

2 5 5197 御嶽 佑菜(3) 益子芳星高 13.84

ﾀﾔ ｱｵｲ 栃木

3 4 5098 田谷 葵(3) 益子芳星高 14.33

ﾔﾏﾜｷ ﾏｲ 栃木

4 8 4105 山脇 茉依(2) 佐野松桜高 15.00

ﾉﾌﾞｽｴ ｺｺﾐ 栃木

5 6 4066 信末 心海(2) 小山南高 15.76

ｺﾞﾄｳ ｱﾘｻ 栃木

2 4189 后藤 有紗(2) 黒羽高 DNS

ﾋﾛﾀ ｱｶﾘ 栃木

3 4299 廣田 朱香(2) 鹿沼南高 DNS

ﾔﾅｷﾞ ﾈﾈ 栃木

9 4300 柳 寧音(2) 鹿沼南高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般女子100m

日本記録(NR)                 11.21     福島 千里(北海道ﾊｲﾃｸAC)               H22.4.29

大会記録(GR)                 11.99     福田 奈央(作新学院高)                 H29

栃木県記録(TR)               11.72     小寺 美沙季(作新学院大)               H29.7.30

栃木県高校記録(THR)          11.79     福田 奈央(作新学院)                   H30.7.23

決　勝　2組

1組 (風:-1.4) 2組 (風:-1.6)

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

ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 栃木 ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ 栃木

1 5 4025 福田 菜々子(2) 白鴎大足利高 12.76 1 4 8012 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 12.30

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 栃木 ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木

2 4 5031 山口 優芽(3) 作新学院高 12.84 2 7 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大学 12.54

ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木 ｶﾐﾔﾏ ｱﾔﾈ 栃木

3 3 9480 柴 凛(2) 作新学院大学 12.91 3 6 8033 神山 綾音 鹿沼市役所 12.65

ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木 ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木

4 6 9473 福田 奈央(3) 作新学院大学 12.92 4 5 9477 関根 こころ(2) 作新学院大学 12.79

ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃木 ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ 栃木

5 2 9479 福田 捺巴(2) 作新学院大学 12.93 5 3 3017 二宮 音彩(1) 白鴎大足利高 12.83

ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 栃木 ﾎｻｶ ﾋﾅ 栃木

6 7 4012 五月女 光(2) 作新学院高 12.96 6 2 5029 保坂 日菜(3) 白鴎大足利高 12.93

ﾀｷﾀ ｶﾘﾝ 栃木 ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 栃木

7 8 5103 滝田 花凜(3) さくら清修高 13.01 7 9 5033 倉澤 みはな(3) 作新学院高 13.02

ｵｵﾇｷ ﾅｵ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木

8 9 4035 大貫 那緒(2) 作新学院高 13.14 8 8 9474 高橋 萌(3) 作新学院大学 13.04

凡例  DNS:欠場



高校一般女子200m

日本記録(NR)                 22.88     福島 千里(北海道ﾊｲﾃｸAC)               H28.6.26

大会記録(GR)                 24.92     橋本 奈央子(宇都宮大)                 H23

栃木県記録(TR)               24.27     小寺 美沙季(作新学院大)               H29.5.27

栃木県高校記録(THR)          24.35     櫻井 章子(佐野女)                     H9.5.18

予　選　7組0着＋16

1組 (風:+0.3) 2組 (風:+1.0)

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

ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 栃木

1 7 9480 柴 凛(2) 作新学院大学 26.27 q 1 6 4025 福田 菜々子(2) 白鴎大足利高 25.97 q

ﾀﾑﾗ ﾏｲｺ 栃木 ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 栃木

2 9 4022 田村 舞子(2) 白鴎大足利高 27.06 q 2 8 9476 大橋 麻友(2) 作新学院大学 26.41 q

ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木 ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木

3 5 9473 福田 奈央(3) 作新学院大学 27.10 q 3 4 9477 関根 こころ(2) 作新学院大学 26.46 q

ﾅｶﾞﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 栃木 ｸﾛｶﾜ ｺｺﾊ 栃木

4 8 4034 長原 叶和(2) 國學院栃木高 27.36 q 4 7 4032 黒川 心羽(2) 國學院栃木高 26.95 q

ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ 栃木 ﾊﾝﾀﾞ ﾙﾅ 栃木

4 8012 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 DNF 5 2 5069 半田 留愛(3) 鹿沼東高 27.20 q

ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘﾝ 栃木 ｼﾐｽﾞ ｻｷ 栃木

2 4091 橋本 磨凜(2) 小山西高 DNS 6 3 4156 清水 咲希(2) 宇都宮女高 28.03

ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ 栃木 ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ 栃木

3 5070 福田 奈々(3) 鹿沼東高 DNS 7 9 4122 岡田 真尋(2) 栃木女高 28.52

ﾀｷﾀ ｶﾘﾝ 栃木 ｵｵﾇｷ ﾅｵ 栃木

6 5103 滝田 花凜(3) さくら清修高 DNS 5 4035 大貫 那緒(2) 作新学院高 DNS

3組 (風:-1.0) 4組 (風:-0.4)

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

ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木 ｱﾗｶﾜ ｱﾔｶ 栃木

1 4 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大学 26.07 q 1 5 4092 荒川 綾香(2) 小山西高 27.65

ｵﾘﾄ ﾘﾉ 栃木 ﾋﾙﾏ ｺﾄﾐ 栃木

2 8 5130 折戸 莉乃(3) 國學院栃木高 26.50 q 2 7 4160 昼間 琴美(2) 宇都宮女高 27.65

ﾎｻｶ ﾋﾅ 栃木 ｶﾔｼﾏ ｱｲﾅ 栃木

3 5 5029 保坂 日菜(3) 白鴎大足利高 26.54 q 3 8 5155 茅島 愛奈(3) 佐野東高 27.81

ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木 ﾃﾂｶ ﾅﾅｾ 栃木

4 6 9474 高橋 萌(3) 作新学院大学 26.65 q 4 4 4193 手塚 七星(2) 宇都宮北高 28.19

ﾅｶｿﾞﾉ ﾏｲｺ 栃木 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 栃木

5 2 5096 中囿 舞子(3) 宇中女高 27.44 q 5 3 4138 山口 紗希(2) 作新学院高 28.79

ﾌｸﾁ ﾐｻｷ 栃木 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾐ 栃木

6 9 4100 福地 岬 (2) 佐野高 27.57 6 6 4033 仲山 瑞珠(2) 國學院栃木高 30.09

ｵｵﾀｶ ﾘﾝｶ 栃木 ｵｵｲ ｻｸﾗ 栃木

7 3 4084 大髙 凜果(2) さくら清修高 28.37 2 4041 大井 さくら(2) 鹿沼東高 DNS

ﾀｼﾛ ﾅﾅ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ 栃木

7 5009 田代 菜々(3) 真岡女高 DNS 9 4093 鈴木 若菜(2) 真岡女高 DNS

5組 (風:-0.5) 6組 (風:+1.2)

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

ﾄｳﾊﾗ ﾙﾉ 栃木 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ 栃木

1 4 4154 東原 瑠乃(2) 宇都宮白楊高 27.15 q 1 4 4067 金沢 美希(2) 小山南高 28.48

ｻﾄｳ ｱﾐ 栃木 ﾊﾙﾔﾏ ｱｲｶ 栃木

2 6 4054 佐藤 杏実(2) 宇都宮北高 28.33 2 6 4146 春山 愛花(2) 佐野東高 28.59

ｻｲﾄｳ ﾘｻ 栃木 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｺ 栃木

3 5 5014 齋藤 理沙(3) 青藍泰斗高 28.36 3 7 3012 山口 奈那子(1) 真岡女高 28.89

ﾀｶｸ ﾏﾅﾐ 栃木 ｲﾅﾊﾞ ﾘﾂｷ 栃木

4 3 5042 髙久 愛未(3) 真岡女高 28.92 4 9 5087 稲葉 李月(3) 小山高 29.64

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｯｶ 栃木 ﾅｶﾞｼﾏ ﾆﾁｶ 栃木

5 8 5082 渡辺 妃香(3) 矢板東高 29.02 5 8 5083 長島 日花(3) 矢板東高 29.76

ｶﾒﾀﾞ ｻｴ 栃木 ﾌｸﾓﾄ ﾏｲ 栃木

6 7 4090 亀田 沙依(2) 小山西高 29.02 6 2 4056 福本 茉以(2) 宇都宮北高 30.00

ｸﾏｸﾗ ﾁﾅ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ 栃木

7 9 5048 熊倉 千波(3) 小山南高 29.02 7 3 5093 鈴木 日菜詩(3) 宇中女高 30.81

ｻｲﾄｳ ﾚﾅ 栃木 ﾉﾑﾗ ﾓｴ 栃木

8 2 4043 齊藤 怜奈(2) 鹿沼東高 29.38 5 4143 野村 萌(2) 佐野東高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



高校一般女子200m

日本記録(NR)                 22.88     福島 千里(北海道ﾊｲﾃｸAC)               H28.6.26

大会記録(GR)                 24.92     橋本 奈央子(宇都宮大)                 H23

栃木県記録(TR)               24.27     小寺 美沙季(作新学院大)               H29.5.27

栃木県高校記録(THR)          24.35     櫻井 章子(佐野女)                     H9.5.18

予　選　7組0着＋16

7組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺｲｹ ﾘﾝ 栃木

1 5 4164 小池 凜(2) 益子芳星高 27.31 q

ﾌｾｷﾞ ﾋﾖﾘ 栃木

2 3 5062 伏木 ひより(3) 栃木女高 27.55

ｵｶｻﾞｷ ｺﾉｶ 栃木

3 9 4107 岡崎 心香(2) 宇中女高 28.40

ｽｴﾀｹ ﾏｲ 栃木

4 8 4151 末武 麻依(2) 小山高 31.26

ﾉﾌﾞｽｴ ｺｺﾐ 栃木

5 7 4066 信末 心海(2) 小山南高 33.29

ｲﾜﾊｼ ﾏﾘ 栃木

6 6 4168 岩橋 茉莉(2) 今市高 33.34

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽｽﾞ 栃木

2 0 中島 実鈴(3) 小山西高 DNS

ｲｲﾀﾞ ﾅﾅﾐ 栃木

4 5074 飯田 和々実(3) 真岡女高 DNS

決　勝　2組

1組 (風:-1.2) 2組 (風:-1.5)

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

ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木 ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木

1 4 9473 福田 奈央(3) 作新学院大学 26.79 1 7 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大学 25.66

ﾊﾝﾀﾞ ﾙﾅ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 栃木

2 9 5069 半田 留愛(3) 鹿沼東高 27.00 2 5 4025 福田 菜々子(2) 白鴎大足利高 26.05

ｸﾛｶﾜ ｺｺﾊ 栃木 ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木

3 6 4032 黒川 心羽(2) 國學院栃木高 27.08 3 9 9477 関根 こころ(2) 作新学院大学 26.09

ﾅｶﾞﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 栃木 ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木

4 3 4034 長原 叶和(2) 國學院栃木高 27.42 4 6 9480 柴 凛(2) 作新学院大学 26.16

ｺｲｹ ﾘﾝ 栃木 ｵﾘﾄ ﾘﾉ 栃木

5 8 4164 小池 凜(2) 益子芳星高 27.42 5 8 5130 折戸 莉乃(3) 國學院栃木高 26.38

ﾀﾑﾗ ﾏｲｺ 栃木 ﾎｻｶ ﾋﾅ 栃木

6 5 4022 田村 舞子(2) 白鴎大足利高 27.45 6 3 5029 保坂 日菜(3) 白鴎大足利高 26.44

ﾄｳﾊﾗ ﾙﾉ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木

7 7 4154 東原 瑠乃(2) 宇都宮白楊高 27.67 7 2 9474 高橋 萌(3) 作新学院大学 26.84

ﾅｶｿﾞﾉ ﾏｲｺ 栃木 ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 栃木

2 5096 中囿 舞子(3) 宇中女高 DNS 8 4 9476 大橋 麻友(2) 作新学院大学 27.25

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



高校一般女子400m

日本記録(NR)                 51.75     丹野 麻美(ﾅﾁｭﾘﾙ)                      H20.5.3

大会記録(GR)                 57.24     宇賀神 愛(作新学院大)                 H14

栃木県記録(TR)               53.96     大島 愛梨(中央大)                     R2.10.1

栃木県高校記録(THR)          55.01     大島 愛梨(宇都宮中央女)               H30.10.8

予　選　4組0着＋8

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

ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ 栃木 ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ 栃木

1 4 5028 奈桐 瑞月(3) 白鴎大足利高 1:01.81 q 1 5 5034 仁野平 千怜(3) 宇都宮女高 59.99 q

ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ 栃木 ｵｵｼﾏ ｽｽﾞﾊ 栃木

2 7 4122 岡田 真尋(2) 栃木女高 1:06.28 2 4 4116 大島 涼葉(2) 石橋高 1:04.51 q

ﾖｼﾅｶﾞ ｻｷ 栃木 ｶﾔｼﾏ ｱｲﾅ 栃木

3 5 5179 吉永 早希(3) 作新学院高 1:08.43 3 6 5155 茅島 愛奈(3) 佐野東高 1:07.72

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾐ 栃木 ﾅｶﾞｼﾏ ﾆﾁｶ 栃木

4 6 4033 仲山 瑞珠(2) 國學院栃木高 1:09.26 4 9 5083 長島 日花(3) 矢板東高 1:08.69

ｱｻｶﾜ ｻﾂｷ 栃木 ﾐﾀｹ ﾕｳﾅ 栃木

5 9 4158 浅川 颯希(2) 宇都宮女高 1:11.63 5 3 5197 御嶽 佑菜(3) 益子芳星高 1:09.90

ｲﾅﾊﾞ ﾘﾂｷ 栃木 ｶﾄｳ ﾏｺ 栃木

6 3 5087 稲葉 李月(3) 小山高 1:11.79 6 7 4136 加藤 真子(2) 那須拓陽高 1:11.79

ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙﾅ 栃木 ｽｴﾀｹ ﾏｲ 栃木

8 4079 熊谷 春那(2) 矢板東高 DNS 7 8 4151 末武 麻依(2) 小山高 1:13.34

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

ｸﾛｶﾜ ｺｺﾊ 栃木 ﾌｾｷﾞ ﾋﾖﾘ 栃木

1 5 4032 黒川 心羽(2) 國學院栃木高 1:01.85 q 1 5 5062 伏木 ひより(3) 栃木女高 1:01.73 q

ｵｵﾔﾏ ﾐﾁﾙ 栃木 ｼﾐｽﾞ ｻｷ 栃木

2 7 5114 大山 ﾐﾁﾙ(3) 宇都宮女高 1:02.27 q 2 4 4156 清水 咲希(2) 宇都宮女高 1:02.23 q

ｺｲｹ ﾘﾝ 栃木 ｸﾏｸﾗ ﾁｶ 栃木

3 9 4164 小池 凜(2) 益子芳星高 1:05.59 3 6 5044 熊倉 千佳(3) 小山南高 1:03.07 q

ﾑﾗｶﾐ ﾐｻｷ 栃木 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾘﾝ 栃木

4 6 5085 村上 実沙樹(3) 矢板東高 1:08.45 4 7 4096 藤原 香凜(2) 真岡女高 1:08.26

ｺﾎﾞﾘ ﾁﾅﾂ 栃木 ｼﾏﾀﾞ ﾏｵ 栃木

4 4142 小堀 千夏(2) 佐野東高 DNS 5 8 4030 島田 真愛(2) 國學院栃木高 1:09.60

ﾄﾖﾀﾞ ｱｵｲ 栃木 ｺﾞﾄｳ ｱﾘｻ 栃木

8 5131 豊田 葵(3) 宇中女高 DNS 6 3 4189 后藤 有紗(2) 黒羽高 1:17.76

ｲﾉｳｴ ｽｽﾞ 栃木

9 5140 井上 すず(3) 鹿沼商工高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ 栃木

1 6 5034 仁野平 千怜(3) 宇都宮女高 58.68

ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ 栃木

2 4 5028 奈桐 瑞月(3) 白鴎大足利高 59.67

ﾌｾｷﾞ ﾋﾖﾘ 栃木

3 7 5062 伏木 ひより(3) 栃木女高 1:00.22

ｸﾛｶﾜ ｺｺﾊ 栃木

4 5 4032 黒川 心羽(2) 國學院栃木高 1:01.11

ｵｵﾔﾏ ﾐﾁﾙ 栃木

5 8 5114 大山 ﾐﾁﾙ(3) 宇都宮女高 1:02.23

ｼﾐｽﾞ ｻｷ 栃木

6 9 4156 清水 咲希(2) 宇都宮女高 1:02.58

ｵｵｼﾏ ｽｽﾞﾊ 栃木

7 3 4116 大島 涼葉(2) 石橋高 1:02.68

ｸﾏｸﾗ ﾁｶ 栃木

8 2 5044 熊倉 千佳(3) 小山南高 1:02.77

凡例  DNS:欠場



高校一般女子800m

日本記録(NR)               2:00.45     杉森 美保(京ｾﾗ)                       H17.6.5

大会記録(GR)               2:14.26     熊倉 明日香(佐野高)                   H27

栃木県記録(TR)             2:09.82     高野 旬子(國學院栃木高)               H9.10.29

栃木県高校記録(THR)        2:09.82     高野 旬子(國學院栃木)                 H9.10.29

予　選　6組0着＋8

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

ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｲ 栃木 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅｶ 栃木

1 5 3009 長島 結衣(1) 真岡女高 2:20.04 q 1 7 5027 島田 愛香(3) 白鴎大足利高 2:21.23 q

ﾖﾓｷﾞﾀ ﾘｾﾗ 栃木 ｲｲﾀﾞ ｸﾙﾐ 栃木

2 6 4003 蓬田 梨世蘭(2) 文星女高 2:23.11 q 2 8 5086 飯田 くるみ(3) 烏山高 2:28.90

ｶﾈｺ ｻｸﾗ 栃木 ﾄﾖｼﾏ ﾅﾂｷ 栃木

3 9 4006 兼子 咲楽(2) 矢板東高 2:23.88 q 3 2 4060 豊島 夏季(2) 大田原女高 2:29.78

ﾉｻﾞﾜ ﾄﾓｶ 栃木 ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾉﾝ 栃木

4 3 4044 野澤 朋加(2) 鹿沼東高 2:26.03 q 4 3 5016 小平 花音(3) 國學院栃木高 2:31.17

ｸﾆｲ ｱｶﾘ 栃木 ｷﾑﾗ ｶﾉﾝ 栃木

5 4 3003 國井 あかり(1) 文星女高 2:26.26 q 5 4 3004 木村 華音(1) 文星女高 2:54.64

ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 栃木 ｺﾞﾐﾀ ﾅﾅ 栃木

6 7 4037 小林 桃子(2) 宇都宮清陵高 2:29.07 5 4086 五味田 那奈(2) さくら清修高 DNS

ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｻﾔ 栃木 ｶﾈｺ ﾏﾘﾅ 栃木

7 8 5152 片柳 沙弥(3) 佐野東高 2:33.89 6 4028 金子 眞利奈(2) 國學院栃木高 DNS

ｲﾜﾓﾄ ｱｲﾗ 栃木 ﾖｼﾀﾞ ﾉｱ 栃木

2 5151 岩本 愛羅(3) 作新学院高 DNS 9 3006 吉田 乃彩(1) 文星女高 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶｽﾔ ｼｽﾞｸ 栃木 ｺﾓﾘ ﾐｶ 栃木

1 4 3001 粕谷 雫(1) 文星女高 2:23.86 q 1 4 5037 小森 美佳(3) 宇都宮白楊高 2:26.58

ﾌｶｻﾞﾜ ｼｽﾞｷ 栃木 ﾖｺﾂｶ ﾕﾒｱ 栃木

2 5 3002 深澤 雫月(1) 文星女高 2:25.21 q 2 8 5046 横塚 夢珠(3) 小山南高 2:31.73

ｱｸﾂ ｺｺﾅ 栃木 ｼﾏﾀﾞ ﾏｵ 栃木

3 7 3005 阿久津 心和(1) 文星女高 2:30.62 3 5 4030 島田 真愛(2) 國學院栃木高 2:32.42

ｴｸﾞﾁ ﾏｵ 栃木 ﾎﾝﾀﾞ ｻｸﾗ 栃木

4 6 5115 江口 真央(3) 宇都宮女高 2:31.90 4 7 5128 本田 咲楽(3) 石橋高 2:32.87

ｵｵｶﾞﾈ ﾐﾎ 栃木 ｱｵｷ ﾎﾉﾙ 栃木

5 8 5110 大金 未歩(3) 大田原女高 2:32.69 5 3 4031 青木 歩乃瑠(2) 國學院栃木高 2:34.23

ｲｹﾀﾞ ﾕｲﾅ 栃木 ｳｴﾀﾞ ﾋﾖﾘ 栃木

6 9 3013 池田 結菜(1) 宇都宮女高 2:38.05 6 6 4137 上田 ひより(2) 作新学院高 2:40.64

ﾊﾈｲｼ ｱｲﾘ 栃木 ﾀｶｸ ﾏﾅﾐ 栃木

7 2 4167 羽石 愛梨(2) 栃木翔南高 2:40.07 7 2 4061 高久 真夢(2) 大田原女高 2:45.73

ﾏｽｺ ｲﾁｶ 栃木 ｺﾎﾞﾘ ﾁﾅﾂ 栃木

8 3 5105 増子 いち花(3) さくら清修高 3:02.35 9 4142 小堀 千夏(2) 佐野東高 DNS

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

ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾘﾝ 栃木 ｲﾇｲ ｹｲｶ 栃木

1 4 4096 藤原 香凜(2) 真岡女高 2:34.03 1 4 4169 犬井 慶香(2) 今市高 2:40.33

ｸﾗｻﾜ ﾐｸ 栃木 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾅ 栃木

2 9 4064 倉澤 実玖(2) 小山南高 2:36.39 2 3 8019 澤田 陽南(3) リスRT 2:52.65

ﾔｷﾞｻﾜ ﾐﾋﾛ 栃木 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷ 栃木

3 6 4045 八木澤 海央(2) 鹿沼東高 2:37.79 3 7 4183 安達 由姫(2) 足利南高 2:55.36

ｺﾎﾞﾘ ﾐｸ 栃木 ｶｷ ｲﾄｶ 栃木

4 5 4068 小堀 実久(2) 鹿沼高 2:38.76 5 4047 嘉喜 いとか(2) 足利女高 DNS

ﾁｼﾏ ﾐﾊﾔ 栃木 ｶﾐﾔﾏ ﾅﾂｷ 栃木

5 8 4040 地島 美颯(2) 鹿沼商工高 2:47.86 6 4075 神山 菜月(2) 今市工業高校 DNS

ｱｻｺ ﾊﾅ 栃木 ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙﾅ 栃木

6 3 5147 浅古 葉名(3) 足利南高 2:51.76 8 4079 熊谷 春那(2) 矢板東高 DNS

ﾉﾅｶ ｱﾔﾅ 栃木 ｼﾏﾀﾞ ﾓｴ 栃木

2 4069 野中 彩愛(2) 鹿沼高 DNS 9 4074 嶋田 萌(2) 鹿沼高 DNS

ｽｽﾞｷ ｱﾘｻ 栃木

7 4049 鈴木 ありさ(2) 足利女高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般女子800m

日本記録(NR)               2:00.45     杉森 美保(京ｾﾗ)                       H17.6.5

大会記録(GR)               2:14.26     熊倉 明日香(佐野高)                   H27

栃木県記録(TR)             2:09.82     高野 旬子(國學院栃木高)               H9.10.29

栃木県高校記録(THR)        2:09.82     高野 旬子(國學院栃木)                 H9.10.29

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｲ 栃木

1 5 3009 長島 結衣(1) 真岡女高 2:15.24

ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅｶ 栃木

2 6 5027 島田 愛香(3) 白鴎大足利高 2:16.81

ﾖﾓｷﾞﾀ ﾘｾﾗ 栃木

3 4 4003 蓬田 梨世蘭(2) 文星女高 2:20.86

ｶｽﾔ ｼｽﾞｸ 栃木

4 7 3001 粕谷 雫(1) 文星女高 2:21.45

ｶﾈｺ ｻｸﾗ 栃木

5 9 4006 兼子 咲楽(2) 矢板東高 2:23.81

ﾉｻﾞﾜ ﾄﾓｶ 栃木

6 2 4044 野澤 朋加(2) 鹿沼東高 2:23.96

ｸﾆｲ ｱｶﾘ 栃木

7 3 3003 國井 あかり(1) 文星女高 2:24.03

ﾌｶｻﾞﾜ ｼｽﾞｷ 栃木

8 8 3002 深澤 雫月(1) 文星女高 2:24.58

凡例  DNS:欠場



高校一般女子1500m

日本記録(NR)               4:05.27     田中 希実(豊田織機TC)                 R2.8.23

大会記録(GR)               4:33.61     室伏 杏花里(白鴎大足利高)             H26

栃木県記録(TR)             4:22.05     菊池 文茄(那須拓陽)                   H22.7.30

栃木県高校記録(THR)        4:22.05     菊池 文茄(那須拓陽)                   H22.7.30

予　選　4組0着＋16

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

ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅｶ 栃木 ｶｽﾔ ｼｽﾞｸ 栃木

1 2 5027 島田 愛香(3) 白鴎大足利高 4:51.08 q 1 8 3001 粕谷 雫(1) 文星女高 5:05.23 q

ﾎｼﾉ ﾘﾎ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾈｵ 栃木

2 10 4001 星野 梨歩(2) 文星女高 4:51.30 q 2 3 4004 鈴木 初音(2) 文星女高 5:05.97 q

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ 栃木 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｻ 栃木

3 4 4002 山田 未唯(2) 文星女高 4:51.53 q 3 1 5001 本多 梨沙(3) 文星女高 5:06.27 q

ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｱﾝ 栃木 ｺﾓﾘ ﾐｶ 栃木

4 11 5015 山﨑 瑠杏(3) 國學院栃木高 4:52.58 q 4 2 5037 小森 美佳(3) 宇都宮白楊高 5:06.52 q

ﾆｼﾀﾞ ﾏﾅｶ 栃木 ﾖｼﾀﾞ ｾﾅ 栃木

5 8 4130 西田 真花(2) 那須拓陽高 4:53.24 q 5 6 4026 吉田 芹梨(2) 白鴎大足利高 5:06.81 q

ﾀﾁｶﾜ ﾁｻﾄ 栃木 ﾌｸﾅｶﾞ ﾙｲ 栃木

6 14 4027 立川 千聖(2) 國學院栃木高 4:53.85 q 6 9 5017 福永 琉妃(3) 國學院栃木高 5:08.30 q

ｶﾈｺ ｻｸﾗ 栃木 ﾌｶｻﾞﾜ ｼｽﾞｷ 栃木

7 9 4006 兼子 咲楽(2) 矢板東高 4:55.26 q 7 5 3002 深澤 雫月(1) 文星女高 5:09.44

ｵｸﾔﾏ ｿﾗﾘ 栃木 ｲｲﾀﾞ ｸﾙﾐ 栃木

8 15 4131 奥山 颯莉(2) 那須拓陽高 4:56.17 q 8 16 5086 飯田 くるみ(3) 烏山高 5:09.52

ｸﾆｲ ｱｶﾘ 栃木 ﾉｻﾞﾜ ﾄﾓｶ 栃木

9 16 3003 國井 あかり(1) 文星女高 5:06.20 q 9 11 4044 野澤 朋加(2) 鹿沼東高 5:10.21

ｲﾁﾊﾞ ｻﾅ 栃木 ﾉﾑﾗ ﾐﾕ 栃木

10 17 4029 一場 咲那(2) 國學院栃木高 5:08.85 10 4 4094 野村 心結(2) 真岡女高 5:13.61

ﾔｷﾞ ﾋﾄﾐ 栃木 ｵﾉ ﾁﾄｾ 栃木

11 5 3025 八木 ひとみ(1) 國學院栃木高 5:12.95 11 10 4018 小野 千歳(2) 白鴎大足利高 5:14.94

ｵｵｼﾏ ﾋﾅﾉ 栃木 ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾉﾝ 栃木

12 1 3024 大嶋 妃奈乃(1) 國學院栃木高 5:14.22 12 12 5016 小平 花音(3) 國學院栃木高 5:17.94

ｱｸﾂ ｺｺﾅ 栃木 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｻﾔ 栃木

13 6 3005 阿久津 心和(1) 文星女高 5:14.58 13 14 5152 片柳 沙弥(3) 佐野東高 5:36.83

ﾐﾂﾊｼ ﾓﾓ 栃木 ｶﾈｺ ﾏﾘﾅ 栃木

14 13 5045 三橋 桃花(3) 小山南高 5:14.61 7 4028 金子 眞利奈(2) 國學院栃木高 DNS

ｴｸﾞﾁ ﾏｵ 栃木 ﾎﾘｺｼ ﾕｳﾐ 栃木

15 7 5115 江口 真央(3) 宇都宮女高 5:15.65 13 5030 堀越 優光(3) 白鴎大足利高 DNS

ｻﾄｳ ｱｲﾘ 栃木 ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ 栃木

16 3 4059 佐藤 あいり(2) 大田原女高 5:19.35 15 5024 太田 瞳(3) 白鴎大足利高 DNS

ｷﾑﾗ ｶﾉﾝ 栃木

17 12 3004 木村 華音(1) 文星女高 5:53.16

凡例  DNS:欠場



高校一般女子1500m

日本記録(NR)               4:05.27     田中 希実(豊田織機TC)                 R2.8.23

大会記録(GR)               4:33.61     室伏 杏花里(白鴎大足利高)             H26

栃木県記録(TR)             4:22.05     菊池 文茄(那須拓陽)                   H22.7.30

栃木県高校記録(THR)        4:22.05     菊池 文茄(那須拓陽)                   H22.7.30

予　選　4組0着＋16

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

ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ 栃木 ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳｻ 栃木

1 8 5129 小島 櫻子(3) 石橋高 5:05.11 q 1 8 4128 豊田 瑠沙(2) 那須拓陽高 5:20.41

ﾖｺﾂｶ ﾕﾒｱ 栃木 ﾂﾀﾞ ｱﾔｶ 栃木

2 12 5046 横塚 夢珠(3) 小山南高 5:08.53 2 10 5084 津田 彩香(3) 矢板東高 5:23.83

ﾄﾖｼﾏ ﾅﾂｷ 栃木 ﾔｷﾞｻﾜ ﾐﾋﾛ 栃木

3 1 4060 豊島 夏季(2) 大田原女高 5:11.86 3 6 4045 八木澤 海央(2) 鹿沼東高 5:30.15

ｱｵｷ ﾎﾉﾙ 栃木 ｸﾗｻﾜ ﾐｸ 栃木

4 4 4031 青木 歩乃瑠(2) 國學院栃木高 5:14.02 4 5 4064 倉澤 実玖(2) 小山南高 5:34.35

ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾙﾅ 栃木 ﾀｶｸ ﾏﾅﾐ 栃木

5 7 4099 豊田 晴菜(2) 真岡女高 5:14.86 5 15 4061 高久 真夢(2) 大田原女高 5:37.37

ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ 栃木 ﾂﾕｸﾎﾞ ﾋﾖﾘ 栃木

6 3 5010 後東 萌香(3) 真岡女高 5:16.56 6 13 4062 露久保 ひより(2) 大田原女高 5:39.87

ｵﾉ ｺｺﾅ 栃木 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 栃木

7 5 4141 小野 心愛(2) 白鴎大足利高 5:17.08 7 9 5125 荒井 友希(3) 宇都宮白楊高 5:39.95

ｽｽﾞｷ ｶﾎ 栃木 ｻｶﾓﾄ ﾅﾅﾊ 栃木

8 13 5007 鈴木 花歩(3) 文星女高 5:17.92 8 7 4087 坂本 七春(2) さくら清修高 5:41.93

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 栃木 ﾌﾅﾔﾏ ﾐｽﾞﾎ 栃木

9 2 4166 小平 夢叶(2) 栃木翔南高 5:19.42 9 14 4120 船山 みずほ(2) 矢板高 5:49.72

ｺﾇｷ ﾐﾕ 栃木 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾅ 栃木

10 15 5072 小貫 望結(3) 今市高 5:24.63 10 4 4063 山本 彩夏(2) 大田原女高 5:51.94

ﾔｷﾞ ﾓﾓｶ 栃木 ｲﾜﾓﾄ ｱｲﾗ 栃木

11 6 4148 八木 桃花(2) 佐野東高 5:25.48 11 2 5151 岩本 愛羅(3) 作新学院高 5:58.26

ｻｲﾄｳ ｱﾔｺ 栃木 ﾌﾆｭｳ ﾔｽﾅ 栃木

12 11 5127 齊藤 亜弥子(3) 鹿沼高 5:35.77 12 16 4178 舟生 靖菜(2) 烏山高 6:02.10

ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔﾅ 栃木 ﾅｶﾞﾔ ｻｷ 栃木

13 14 4077 長嶋 彩奈(2) 茂木高 5:37.36 13 1 4159 長屋 咲希(2) 宇都宮女高 6:23.74

ﾂｶﾊﾗ ｴﾅ 栃木 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏﾕ 栃木

14 9 3026 塚原 笑和(1) 國學院栃木高 5:56.49 3 4110 松﨑 真優(2) 宇中女高 DNS

ﾖｼﾀﾞ ﾉｱ 栃木 ｳｴﾉ ｺﾊﾈ 栃木

10 3006 吉田 乃彩(1) 文星女高 DNS 11 4113 上野 小羽(2) 宇中女高 DNS

ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ 栃木 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾅ 栃木

16 4078 中田 晴菜(2) 茂木高 DNS 12 4095 関口 茉那(2) 真岡女高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般女子1500m

日本記録(NR)               4:05.27     田中 希実(豊田織機TC)                 R2.8.23

大会記録(GR)               4:33.61     室伏 杏花里(白鴎大足利高)             H26

栃木県記録(TR)             4:22.05     菊池 文茄(那須拓陽)                   H22.7.30

栃木県高校記録(THR)        4:22.05     菊池 文茄(那須拓陽)                   H22.7.30

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ 栃木

1 4 4002 山田 未唯(2) 文星女高 4:41.80

ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅｶ 栃木

2 8 5027 島田 愛香(3) 白鴎大足利高 4:43.81

ﾎｼﾉ ﾘﾎ 栃木

3 2 4001 星野 梨歩(2) 文星女高 4:49.68

ｶｽﾔ ｼｽﾞｸ 栃木

4 1 3001 粕谷 雫(1) 文星女高 4:50.94

ﾎﾝﾀﾞ ﾘｻ 栃木

5 11 5001 本多 梨沙(3) 文星女高 4:53.16

ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｱﾝ 栃木

6 16 5015 山﨑 瑠杏(3) 國學院栃木高 4:54.18

ﾆｼﾀﾞ ﾏﾅｶ 栃木

7 5 4130 西田 真花(2) 那須拓陽高 4:54.44

ｵｸﾔﾏ ｿﾗﾘ 栃木

8 6 4131 奥山 颯莉(2) 那須拓陽高 4:55.09

ﾀﾁｶﾜ ﾁｻﾄ 栃木

9 7 4027 立川 千聖(2) 國學院栃木高 4:57.32

ｶﾈｺ ｻｸﾗ 栃木

10 10 4006 兼子 咲楽(2) 矢板東高 4:58.72

ｺﾓﾘ ﾐｶ 栃木

11 9 5037 小森 美佳(3) 宇都宮白楊高 4:59.54

ﾖｼﾀﾞ ｾﾅ 栃木

12 3 4026 吉田 芹梨(2) 白鴎大足利高 5:02.76

ｽｽﾞｷ ﾈｵ 栃木

13 14 4004 鈴木 初音(2) 文星女高 5:06.79

ﾌｸﾅｶﾞ ﾙｲ 栃木

14 12 5017 福永 琉妃(3) 國學院栃木高 5:10.65

ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ 栃木

15 13 5129 小島 櫻子(3) 石橋高 5:16.51

ｸﾆｲ ｱｶﾘ 栃木

16 15 3003 國井 あかり(1) 文星女高 5:17.27

凡例  DNS:欠場



高校一般女子3000m

日本記録(NR)               8:41.35     田中 希実(豊田織機TC)                 R2.7.8

大会記録(GR)               9:38.09     田村 優実(宇都宮文星女子高)           H14

栃木県記録(TR)             9:11.37     渋井 陽子(那須拓陽高)                 H8.10.14

栃木県高校記録(THR)        9:11.37     渋井 陽子(那須拓陽)                   H8.10.14

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

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ 栃木 ﾌｸﾅｶﾞ ﾙｲ 栃木

1 3 4002 山田 未唯(2) 文星女高 9:43.59 1 3 5017 福永 琉妃(3) 國學院栃木高 10:40.76

ﾎｼﾉ ﾘﾎ 栃木 ﾉﾑﾗ ﾐﾕ 栃木

2 8 4001 星野 梨歩(2) 文星女高 9:55.39 2 11 4094 野村 心結(2) 真岡女高 10:41.40

ﾖﾓｷﾞﾀ ﾘｾﾗ 栃木 ﾏｴﾀﾞ ﾉｱ 栃木

3 6 4003 蓬田 梨世蘭(2) 文星女高 10:03.11 3 2 5006 前田 乃愛(3) 文星女高 10:46.89

ﾎﾝﾀﾞ ﾘｻ 栃木 ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ 栃木

4 1 5001 本多 梨沙(3) 文星女高 10:03.11 4 12 5129 小島 櫻子(3) 石橋高 10:58.49

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｶ 栃木 ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ 栃木

5 13 5119 渡辺 凜花(3) 那須拓陽高 10:08.01 5 16 5010 後東 萌香(3) 真岡女高 11:00.78

ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｱﾝ 栃木 ｵﾉ ﾁﾄｾ 栃木

6 14 5015 山﨑 瑠杏(3) 國學院栃木高 10:17.19 6 4 4018 小野 千歳(2) 白鴎大足利高 11:04.02

ﾆｼﾀﾞ ﾏﾅｶ 栃木 ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾙﾅ 栃木

7 15 4130 西田 真花(2) 那須拓陽高 10:17.56 7 8 4099 豊田 晴菜(2) 真岡女高 11:07.80

ﾀﾁｶﾜ ﾁｻﾄ 栃木 ｻﾄｳ ｱｲﾘ 栃木

8 7 4027 立川 千聖(2) 國學院栃木高 10:22.86 8 14 4059 佐藤 あいり(2) 大田原女高 11:10.97

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 栃木 ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳｻ 栃木

9 4 5117 小林 優花(3) 那須拓陽高 10:23.59 9 10 4128 豊田 瑠沙(2) 那須拓陽高 11:13.18

ｽｽﾞｷ ﾈｵ 栃木 ﾐﾂﾊｼ ﾓﾓ 栃木

10 5 4004 鈴木 初音(2) 文星女高 10:28.30 10 17 5045 三橋 桃花(3) 小山南高 11:17.15

ﾅｶﾞｵｶ ｶｵﾙｺ 栃木 ﾂﾀﾞ ｱﾔｶ 栃木

11 16 5173 長岡 薫子(3) 宇都宮女高 10:36.77 11 5 5084 津田 彩香(3) 矢板東高 11:29.86

ﾊｾﾐ ｻｸﾗ 栃木 ｵｵｶﾞﾈ ﾐﾎ 栃木

12 9 3-9078 長谷見 桜花(3) 宇都宮大学 10:36.84 12 9 5110 大金 未歩(3) 大田原女高 11:31.53

ﾖｼﾀﾞ ｾﾅ 栃木 ｼﾊﾞﾀ ｺｺﾅ 栃木

13 2 4026 吉田 芹梨(2) 白鴎大足利高 10:41.11 13 1 5118 柴田 恋奈(3) 那須拓陽高 11:33.14

ｲﾁﾊﾞ ｻﾅ 栃木 ﾔｷﾞ ﾓﾓｶ 栃木

14 12 4029 一場 咲那(2) 國學院栃木高 10:42.99 14 15 4148 八木 桃花(2) 佐野東高 11:46.41

ﾊﾆｭｳ ﾙﾅ 栃木 ﾂﾕｸﾎﾞ ﾋﾖﾘ 栃木

15 17 5004 羽生 瑠那(3) 文星女高 10:46.96 15 7 4062 露久保 ひより(2) 大田原女高 12:02.51

ｵｸﾔﾏ ｿﾗﾘ 栃木 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾅ 栃木

16 18 4131 奥山 颯莉(2) 那須拓陽高 10:47.61 16 18 4063 山本 彩夏(2) 大田原女高 12:25.61

ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ 栃木 ｵｵｼﾏ ﾓｴｶ 栃木

17 11 5003 齊藤 彩里紗(3) 文星女高 11:30.07 6 4150 大島 萌華(2) 今市工業高校 DNS

ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ 栃木 ｵﾉ ｺｺﾅ 栃木

10 5024 太田 瞳(3) 白鴎大足利高 DNS 13 4141 小野 心愛(2) 白鴎大足利高 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

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ 栃木

1 4002 山田 未唯(2) 文星女高 9:43.59
ﾎｼﾉ ﾘﾎ 栃木

2 4001 星野 梨歩(2) 文星女高 9:55.39
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｻ 栃木

3 5001 本多 梨沙(3) 文星女高 10:03.11
ﾖﾓｷﾞﾀ ﾘｾﾗ 栃木

3 4003 蓬田 梨世蘭(2) 文星女高 10:03.11
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｶ 栃木

5 5119 渡辺 凜花(3) 那須拓陽高 10:08.01
ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｱﾝ 栃木

6 5015 山﨑 瑠杏(3) 國學院栃木高 10:17.19
ﾆｼﾀﾞ ﾏﾅｶ 栃木

7 4130 西田 真花(2) 那須拓陽高 10:17.56
ﾀﾁｶﾜ ﾁｻﾄ 栃木

8 4027 立川 千聖(2) 國學院栃木高 10:22.86

凡例  DNS:欠場



高校一般女子5000m

日本記録(NR)              14:53.22     福士 加代子(ﾜｺｰﾙ)                     H17.7.8

大会記録(GR)              16:43.03     田村 優実(宇都宮文星女子高)           H14

栃木県記録(TR)            15:27.89     赤羽 有紀子(城西大)                   H11.10.27

栃木県高校記録(THR)       15:51.37     鈴木 美香(那須拓陽)                   H17.11.27

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾘﾊﾗ ﾕｲ 栃木

1 1 8050 栗原 唯 栃木陸協 16:28.29 GR

凡例  GR:大会記録



選手権女子10000m

日本記録(NR)              30:20.44     新谷 仁美(積水化学)                   R2.12.4

栃木県記録(TR)            32:53.59     松本 こずえ(中央大)                   H8.5.6

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ｶｽﾐ 栃木

1 1 8037 鈴木 歌菫 NINE TC 40:57.90

ﾌﾆｭｳ ﾔｽﾅ 栃木

2 2 4178 舟生 靖菜(2) 烏山高 45:51.77



高校一般女子100mH(0.838m)

日本記録(NR)                 12.97     寺田 明日香(ﾊﾟｿﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ)               R1.9.1

大会記録(GR)                 14.22     大橋 千奈都(國學院栃木高)             H18

栃木県記録(TR)               13.72     大橋 千奈都(筑波大)                   H19.6.29

栃木県高校記録(THR)          13.93     黒岩 恭香(小山西)                     H29.6.19

予　選　2組0着＋8

1組 (風:-0.2) 2組 (風:0.0)

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

ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃木 ｸﾛｲﾜ ｷｮｳｶ 栃木

1 5 9471 笹沼 若奈(4) 作新学院大学 14.08 GR q 1 7 9469 黒岩 恭香(4) 作新学院大学 14.40 q

ｺｲｹ ﾐｸ 栃木 ﾂｸｲ ﾊﾅ 栃木

2 7 5064 小池 光玖(3) 宇都宮北高 16.10 q 2 4 5013 津久井 華(3) 青藍泰斗高 14.60 q

ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 栃木 ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾏﾐ 栃木

3 4 4109 髙橋 彩葉(2) 宇中女高 16.33 q 3 6 4072 町田 珠実(2) 鹿沼高 15.48 q

ｲﾄｳ ﾐｻｷ 福島 ｾｶﾞﾜ ｺﾄﾈ 栃木

6 9475 伊藤 美咲(3) 作新学院大学 DNS 4 5 5106 瀬川 琴音(3) さくら清修高 15.80 q

ﾌｸﾀﾞ ﾘﾉ 栃木 ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 栃木

8 3-9079 福田 梨乃(2) 宇都宮大学 DNS 5 8 8055 佐藤 楓 栃木陸協 17.23 q

ﾀｷﾀ ｺｺﾅ 栃木

9 4050 滝田 此菜(2) 真岡北陵高 DNS

決　勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃木

1 5 9471 笹沼 若奈(4) 作新学院大学 13.82 GR

ｸﾛｲﾜ ｷｮｳｶ 栃木

2 6 9469 黒岩 恭香(4) 作新学院大学 13.98 GR

ﾂｸｲ ﾊﾅ 栃木

3 4 5013 津久井 華(3) 青藍泰斗高 14.53

ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾏﾐ 栃木

4 7 4072 町田 珠実(2) 鹿沼高 15.07

ｾｶﾞﾜ ｺﾄﾈ 栃木

5 8 5106 瀬川 琴音(3) さくら清修高 15.67

ｺｲｹ ﾐｸ 栃木

6 9 5064 小池 光玖(3) 宇都宮北高 15.79

ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 栃木

7 3 4109 髙橋 彩葉(2) 宇中女高 16.33

ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 栃木

8 2 8055 佐藤 楓 栃木陸協 16.86

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



少年B女子100mYH(0.762m)

栃木県高校記録(THR)          14.10     藤掛 友里花(國學院栃木)               H27.7.12

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾉﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 栃木

5 3010 野村 美月(1) 石橋高

記録



高校一般女子400mH(0.762m)

日本記録(NR)                 55.34     久保倉 里美(新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC)           H23.6.26

大会記録(GR)               1:02.71     阿久津 千尋(大阪体育大)               H22

栃木県記録(TR)               58.57     片岡 弥生(日女体大)                   H19.5.13

栃木県高校記録(THR)        1:00.95     小山 涼華(小山西)                     H26.7.31

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ｵｵｼﾏ ｽｽﾞﾊ 栃木 ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ 栃木

1 6 4116 大島 涼葉(2) 石橋高 1:09.42 1 5 4019 黒川 怜華(2) 白鴎大足利高 1:07.97

ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ 栃木 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵﾅ 栃木

2 7 5049 松本 明莉(3) 小山南高 1:11.70 2 6 5180 小林 ﾚｵﾅ(3) 小山北桜高 1:13.00

ｶﾀｸﾗ ﾅﾅｺ 栃木 ｻﾄｳ ﾕｶ 栃木

3 9 4163 片倉 奈々子(2) 宇都宮商業高 1:14.15 3 7 5126 佐藤 友佳(3) 鹿沼高 1:16.61

ｲﾜﾓﾄ ｱﾔ 栃木 ﾄﾖﾀﾞ ｱｵｲ 栃木

4 5 5018 岩本 彩(3) 國學院栃木高 1:14.25 4 8 5131 豊田 葵(3) 宇中女高 1:21.73

ｱｻｶﾜ ｻﾂｷ 栃木 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾉﾝ 栃木

5 8 4158 浅川 颯希(2) 宇都宮女高 1:19.59 4 5108 平山 佳暖(3) 大田原女高 DNS

ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ 栃木 ｶﾜﾊﾗ ﾓﾓ 栃木

4 5070 福田 奈々(3) 鹿沼東高 DNS 9 5073 河原 もも(3) 真岡女高 DNS

3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

ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ 栃木 ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ 栃木

1 7 5028 奈桐 瑞月(3) 白鴎大足利高 1:05.08 1 5028 奈桐 瑞月(3) 白鴎大足利高 1:05.08

ﾀｶﾉﾊｼ ｻｴ 栃木 ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ 栃木

2 9 4082 鷹箸 紗英(2) さくら清修高 1:12.63 2 4019 黒川 怜華(2) 白鴎大足利高 1:07.97

ｵｶｻﾞｷ ｺﾉｶ 栃木 ｵｵｼﾏ ｽｽﾞﾊ 栃木

3 4107 岡崎 心香(2) 宇中女高 DNS 3 4116 大島 涼葉(2) 石橋高 1:09.42

ｻﾄｳ ｱﾐ 栃木 ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ 栃木

4 4054 佐藤 杏実(2) 宇都宮北高 DNS 4 5049 松本 明莉(3) 小山南高 1:11.70

ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ 栃木 ﾀｶﾉﾊｼ ｻｴ 栃木

5 4093 鈴木 若菜(2) 真岡女高 DNS 5 4082 鷹箸 紗英(2) さくら清修高 1:12.63

ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ 栃木 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵﾅ 栃木

6 5113 鈴木 日菜子(3) 大田原女高 DNS 6 5180 小林 ﾚｵﾅ(3) 小山北桜高 1:13.00

ﾇｲﾑﾗ ﾊﾙｶ 栃木 ｶﾀｸﾗ ﾅﾅｺ 栃木

8 4125 縫村 遙花(2) 栃木女高 DNS 7 4163 片倉 奈々子(2) 宇都宮商業高 1:14.15
ｲﾜﾓﾄ ｱﾔ 栃木

8 5018 岩本 彩(3) 國學院栃木高 1:14.25

凡例  DNS:欠場



高校一般女子4X100mR

日本記録(NR)                 43.39     北風・髙橋・福島・市川沙織(日本)      H23.5.8

大会記録(GR)                 47.04     青木・沼沢・明本・小寺(作新学院大)    H28.4.15

栃木県記録(TR)               46.40     沼沢･中野・畑澤･皆川(国学院栃木高(単))H24.7.31

栃木県記録(TR)               40.31     市川・小寺・福田・仁野平(栃木選抜(混))H30.10.8

栃木県高校記録(THR)          46.40     沼沢･中野・畑澤･皆川(国学院栃木)      H24.7.31

予　選　3組0着＋8

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 4 國學院栃木高 4034 長原 叶和(2) ﾅｶﾞﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 50.49 1 5 白鴎大足利高A 4024 福田 蒼依(2) ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 48.52
(栃木) 5130 折戸 莉乃(3) ｵﾘﾄ ﾘﾉ q (栃木) 5029 保坂 日菜(3) ﾎｻｶ ﾋﾅ q

4032 黒川 心羽(2) ｸﾛｶﾜ ｺｺﾊ 3017 二宮 音彩(1) ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ
5018 岩本 彩(3) ｲﾜﾓﾄ ｱﾔ 4025 福田 菜々子(2) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ

2 7 宇中女高 4107 岡崎 心香(2) ｵｶｻﾞｷ ｺﾉｶ 51.10 2 6 鹿沼東高 5066 伊藤 光希(3) ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 50.30
(栃木) 5096 中囿 舞子(3) ﾅｶｿﾞﾉ ﾏｲｺ q (栃木) 5069 半田 留愛(3) ﾊﾝﾀﾞ ﾙﾅ q

4109 髙橋 彩葉(2) ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 5070 福田 奈々(3) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ
5132 岡田 彩花(3) ｵｶﾀﾞ ｱﾔｶ 4041 大井 さくら(2) ｵｵｲ ｻｸﾗ

3 6 白鴎大足利高B 4016 阿部 百花(2) ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 51.39 3 4 さくら清修高 4084 大髙 凜果(2) ｵｵﾀｶ ﾘﾝｶ 50.83
(栃木) 4022 田村 舞子(2) ﾀﾑﾗ ﾏｲｺ (栃木) 5103 滝田 花凜(3) ﾀｷﾀ ｶﾘﾝ q

5028 奈桐 瑞月(3) ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ 5106 瀬川 琴音(3) ｾｶﾞﾜ ｺﾄﾈ
4019 黒川 怜華(2) ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ 4083 野中 ﾆｺﾙ(2) ﾉﾅｶ ﾆｺﾙ

4 9 宇都宮北高 5064 小池 光玖(3) ｺｲｹ ﾐｸ 52.95 4 7 鹿沼高 4073 琴寄 南海(2) ｺﾄﾖﾘ ﾐﾅﾐ 50.84
(栃木) 4193 手塚 七星(2) ﾃﾂｶ ﾅﾅｾ (栃木) 4072 町田 珠実(2) ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾏﾐ q

4054 佐藤 杏実(2) ｻﾄｳ ｱﾐ 5126 佐藤 友佳(3) ｻﾄｳ ﾕｶ
4056 福本 茉以(2) ﾌｸﾓﾄ ﾏｲ 4071 津布楽 里奈(2) ﾂﾌﾞﾗ ﾘﾅ

5 8 佐野東高 4146 春山 愛花(2) ﾊﾙﾔﾏ ｱｲｶ 54.06 5 9 小山南高 5044 熊倉 千佳(3) ｸﾏｸﾗ ﾁｶ 52.28
(栃木) 5155 茅島 愛奈(3) ｶﾔｼﾏ ｱｲﾅ (栃木) 5043 唐澤 里菜(3) ｶﾗｻﾜ ﾘﾅ

4144 角田 暖佳(2) ｶｸﾀ ﾊﾙｶ 4065 桑原 あみか(2) ｸﾜﾊﾗ ｱﾐｶ
5152 片柳 沙弥(3) ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｻﾔ 5049 松本 明莉(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ

5 作新学院高 5033 倉澤 みはな(3) ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ DQ,FS1 6 8 石橋高 4115 古内 心陽(2) ﾌﾙｳﾁ ｺﾊﾙ 54.60
(栃木) 5031 山口 優芽(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ (栃木) 4116 大島 涼葉(2) ｵｵｼﾏ ｽｽﾞﾊ

4035 大貫 那緒(2) ｵｵﾇｷ ﾅｵ 5128 本田 咲楽(3) ﾎﾝﾀﾞ ｻｸﾗ
4012 五月女 光(2) ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 5187 高倉 凛(3) ﾀｶｸﾗ ﾘﾝ

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 4 作新学院大 9471 笹沼 若奈(4) ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 47.66
(栃木) 9473 福田 奈央(3) ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ q

9477 関根 こころ(2) ｾｷﾈ ｺｺﾛ
9478 市川 亜澄(2) ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ

2 6 宇都宮女高 4156 清水 咲希(2) ｼﾐｽﾞ ｻｷ 50.53
(栃木) 5034 仁野平 千怜(3) ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ q

5114 大山 ﾐﾁﾙ(3) ｵｵﾔﾏ ﾐﾁﾙ
3014 大図 奈々葉(1) ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ

3 9 那須拓陽高 4132 金子 樹(2) ｶﾈｺ ｲﾂｷ 52.93
(栃木) 5102 永田 楓果(3) ﾅｶﾞﾀ ﾌｳｶ

4135 小川 凛夢(2) ｵｶﾞﾜ ﾘﾑ
5040 人見 梓(3) ﾋﾄﾐ ｱｽﾞｻ

4 8 宇都宮大 7024 石上 莉絵(4) ｲｼｶﾞﾐ ﾘｴ 55.05
(栃木) 3-9075 関根 聖良(3) ｾｷﾈ ｾｲﾗ

3-9081 伊串 彩夢(2) ｲｸﾞｼ ｱﾕ
3-9080 八城 和佳葉(2) ﾔｼﾛ ﾜｶﾊﾞ

5 大田原女高 DNS
(栃木)

7 真岡女高 DNS
(栃木)

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



高校一般女子4X100mR

日本記録(NR)                 43.39     北風・髙橋・福島・市川沙織(日本)      H23.5.8

大会記録(GR)                 47.04     青木・沼沢・明本・小寺(作新学院大)    H28.4.15

栃木県記録(TR)               46.40     沼沢･中野・畑澤･皆川(国学院栃木高(単))H24.7.31

栃木県記録(TR)               40.31     市川・小寺・福田・仁野平(栃木選抜(混))H30.10.8

栃木県高校記録(THR)          46.40     沼沢･中野・畑澤･皆川(国学院栃木)      H24.7.31

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 作新学院大 9471 笹沼 若奈(4) ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 47.37
(栃木) 9473 福田 奈央(3) ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ

9477 関根 こころ(2) ｾｷﾈ ｺｺﾛ
9478 市川 亜澄(2) ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ

2 5 白鴎大足利高A 4024 福田 蒼依(2) ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 48.80
(栃木) 5029 保坂 日菜(3) ﾎｻｶ ﾋﾅ

3017 二宮 音彩(1) ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ
4025 福田 菜々子(2) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ

3 7 國學院栃木高 4034 長原 叶和(2) ﾅｶﾞﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 50.32
(栃木) 5130 折戸 莉乃(3) ｵﾘﾄ ﾘﾉ

4032 黒川 心羽(2) ｸﾛｶﾜ ｺｺﾊ
5018 岩本 彩(3) ｲﾜﾓﾄ ｱﾔ

4 6 鹿沼東高 5066 伊藤 光希(3) ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 50.37
(栃木) 5069 半田 留愛(3) ﾊﾝﾀﾞ ﾙﾅ

5070 福田 奈々(3) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ
4041 大井 さくら(2) ｵｵｲ ｻｸﾗ

5 8 宇都宮女高 4160 昼間 琴美(2) ﾋﾙﾏ ｺﾄﾐ 50.58
(栃木) 5034 仁野平 千怜(3) ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ

5114 大山 ﾐﾁﾙ(3) ｵｵﾔﾏ ﾐﾁﾙ
3014 大図 奈々葉(1) ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ

6 9 さくら清修高 4084 大髙 凜果(2) ｵｵﾀｶ ﾘﾝｶ 50.87
(栃木) 5103 滝田 花凜(3) ﾀｷﾀ ｶﾘﾝ

5106 瀬川 琴音(3) ｾｶﾞﾜ ｺﾄﾈ
4083 野中 ﾆｺﾙ(2) ﾉﾅｶ ﾆｺﾙ

7 3 鹿沼高 4073 琴寄 南海(2) ｺﾄﾖﾘ ﾐﾅﾐ 50.99
(栃木) 4072 町田 珠実(2) ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾏﾐ

5126 佐藤 友佳(3) ｻﾄｳ ﾕｶ
4071 津布楽 里奈(2) ﾂﾌﾞﾗ ﾘﾅ

8 2 宇中女高 4107 岡崎 心香(2) ｵｶｻﾞｷ ｺﾉｶ 51.16
(栃木) 5096 中囿 舞子(3) ﾅｶｿﾞﾉ ﾏｲｺ

4109 髙橋 彩葉(2) ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ
5132 岡田 彩花(3) ｵｶﾀﾞ ｱﾔｶ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



高校一般女子4X400mR

日本記録(NR)               3:28.91     青山・市川・千葉・青木(日本)          H27.8.29

大会記録(GR)               3:56.72     河添・前橋・吉住・綾部(國學院栃木高)  H21

栃木県記録(TR)             3:48.81     佐藤･梅原・綾部･河添(國學院栃木高)    H22.6.21

栃木県高校記録(THR)        3:48.81     佐藤･梅原・綾部･河添(國學院栃木)      H22.6.21

予　選　2組0着＋8

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 4 宇都宮女高 5034 仁野平 千怜(3) ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ 4:08.85 1 5 作新学院大 9480 柴 凛(2) ｼﾊﾞ ﾘﾝ 4:08.08

(栃木) 5115 江口 真央(3) ｴｸﾞﾁ ﾏｵ q (栃木) 9474 高橋 萌(3) ﾀｶﾊｼ ﾓｴ q
5114 大山 ﾐﾁﾙ(3) ｵｵﾔﾏ ﾐﾁﾙ 9470 安達 千乃(4) ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾉ
4156 清水 咲希(2) ｼﾐｽﾞ ｻｷ 9476 大橋 麻友(2) ｵｵﾊｼ ﾏﾕ

2 6 作新学院高 5033 倉澤 みはな(3) ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 4:12.77 2 7 白鴎大足利高 5028 奈桐 瑞月(3) ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ 4:13.46

(栃木) 4035 大貫 那緒(2) ｵｵﾇｷ ﾅｵ q (栃木) 4022 田村 舞子(2) ﾀﾑﾗ ﾏｲｺ q
4012 五月女 光(2) ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 4019 黒川 怜華(2) ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ
5031 山口 優芽(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 5029 保坂 日菜(3) ﾎｻｶ ﾋﾅ

3 5 國學院栃木高 5018 岩本 彩(3) ｲﾜﾓﾄ ｱﾔ 4:24.84 3 4 栃木女高 4122 岡田 真尋(2) ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ 4:17.61

(栃木) 4032 黒川 心羽(2) ｸﾛｶﾜ ｺｺﾊ q (栃木) 5055 天野 日菜子(3) ｱﾏﾉ ﾋﾅｺ q
4034 長原 叶和(2) ﾅｶﾞﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 4125 縫村 遙花(2) ﾇｲﾑﾗ ﾊﾙｶ
5130 折戸 莉乃(3) ｵﾘﾄ ﾘﾉ 5062 伏木 ひより(3) ﾌｾｷﾞ ﾋﾖﾘ

4 7 佐野東高 5155 茅島 愛奈(3) ｶﾔｼﾏ ｱｲﾅ 4:29.47 4 6 小山南高 5044 熊倉 千佳(3) ｸﾏｸﾗ ﾁｶ 4:20.46

(栃木) 5152 片柳 沙弥(3) ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｻﾔ q (栃木) 5043 唐澤 里菜(3) ｶﾗｻﾜ ﾘﾅ q
4146 春山 愛花(2) ﾊﾙﾔﾏ ｱｲｶ 5048 熊倉 千波(3) ｸﾏｸﾗ ﾁﾅ
5153 岩上 樹(3) ｲﾜｶﾐ ｲﾂｷ 5049 松本 明莉(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ

5 8 宇中女高 5096 中囿 舞子(3) ﾅｶｿﾞﾉ ﾏｲｺ 4:29.79 5 8 矢板東高 5082 渡辺 妃香(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｯｶ 4:29.91

(栃木) 5132 岡田 彩花(3) ｵｶﾀﾞ ｱﾔｶ (栃木) 4006 兼子 咲楽(2) ｶﾈｺ ｻｸﾗ
4111 髙橋 怜那(2) ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾅ 5083 長島 日花(3) ﾅｶﾞｼﾏ ﾆﾁｶ
5094 小堀 彩音(3) ｺﾎﾞﾘ ｱﾔﾈ 5085 村上 実沙樹(3) ﾑﾗｶﾐ ﾐｻｷ

9 石橋高 DNS 9 真岡女高 DNS
(栃木) (栃木)

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 作新学院大 9480 柴 凛(2) ｼﾊﾞ ﾘﾝ 3:56.90

(栃木) 9471 笹沼 若奈(4) ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ
9478 市川 亜澄(2) ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ
9474 高橋 萌(3) ﾀｶﾊｼ ﾓｴ

2 7 白鴎大足利高 5028 奈桐 瑞月(3) ﾅｷﾘ ﾐﾂﾞｷ 3:57.19

(栃木) 5029 保坂 日菜(3) ﾎｻｶ ﾋﾅ
4019 黒川 怜華(2) ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ
4025 福田 菜々子(2) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ

3 5 作新学院高 5031 山口 優芽(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 4:06.57

(栃木) 4035 大貫 那緒(2) ｵｵﾇｷ ﾅｵ
4137 上田 ひより(2) ｳｴﾀﾞ ﾋﾖﾘ
5033 倉澤 みはな(3) ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ

4 6 宇都宮女高 5114 大山 ﾐﾁﾙ(3) ｵｵﾔﾏ ﾐﾁﾙ 4:10.73

(栃木) 5034 仁野平 千怜(3) ﾆﾉﾋﾗ ﾁｻﾄ
3014 大図 奈々葉(1) ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ
4158 浅川 颯希(2) ｱｻｶﾜ ｻﾂｷ

5 8 栃木女高 4122 岡田 真尋(2) ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ 4:11.60

(栃木) 5055 天野 日菜子(3) ｱﾏﾉ ﾋﾅｺ
4125 縫村 遙花(2) ﾇｲﾑﾗ ﾊﾙｶ
5062 伏木 ひより(3) ﾌｾｷﾞ ﾋﾖﾘ

6 9 小山南高 5044 熊倉 千佳(3) ｸﾏｸﾗ ﾁｶ 4:15.75

(栃木) 5043 唐澤 里菜(3) ｶﾗｻﾜ ﾘﾅ
5048 熊倉 千波(3) ｸﾏｸﾗ ﾁﾅ
5049 松本 明莉(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ

7 3 佐野東高 5155 茅島 愛奈(3) ｶﾔｼﾏ ｱｲﾅ 4:25.68

(栃木) 5152 片柳 沙弥(3) ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｻﾔ
4146 春山 愛花(2) ﾊﾙﾔﾏ ｱｲｶ
5153 岩上 樹(3) ｲﾜｶﾐ ｲﾂｷ

2 國學院栃木高 DNS
(栃木)

凡例  DNS:欠場



高校一般女子走高跳

日本記録(NR)                  1m96     今井 美希(ﾐｽﾞﾉ)                       H13.9.15

大会記録(GR)                  1m70     鈴木 恵(宇都宮大)                     H14

栃木県記録(TR)                1m83     林 志織(田沼東中教)                   S61.9.15

栃木県高校記録(THR)           1m80     三浦 美登里(氏家)                     H2.8.2

栃木県高校記録(THR)           1m80     石原 未来(真岡女)                     H10.8.3

決　勝　

ﾀｹｳﾁ ﾓｴ 栃木 － － － ○ × ○ ○ ○ ○

1 23 8002 竹内 萌 栃木県スポ協 × × × 1m68
ｵﾀﾞﾆ ﾓｴｺ 栃木 － － － － ○ ○ × ○ × × ×

2 21 8054 小谷 萌子 栃木陸協 1m65
ｶﾄｳ ﾐｻｷ 栃木 － － － ○ ○ × × ○ × × ×

3 22 5120 加藤 海咲(3) 那須拓陽高 1m60
ﾃﾂｶ ﾅﾅ 栃木 － － ○ ○ × ○ × × ×

4 17 3-9076 手塚 菜奈(3) 宇都宮大学 1m55
ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾅ 栃木 － ○ ○ × ○ × × ×

5 13 4111 髙橋 怜那(2) 宇中女高 1m50
ﾁﾊﾞ ﾓﾓｶ 栃木 － － × ○ × ○ × × ×

6 14 4172 千葉 百桜(2) 宇都宮南高 1m50
ｺｼｼﾞ ﾊﾙﾅ 栃木 ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

7 15 5039 越路 遥菜(3) 那須拓陽高 1m50
ﾀｶｻｷ ｱﾐｶ 栃木 ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

8 12 3007 髙﨑 亜美夏(1) 作新学院高 1m50
ｲﾀｶﾞｷ ﾎﾉｶ 栃木 ○ ○ ○ × × ×

9 7 5008 板垣 穂乃花(3) 真岡女高 1m45
ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾏﾐ 栃木 － ○ ○ × × ×

9 9 4072 町田 珠実(2) 鹿沼高 1m45
ｺｼｼﾞ ﾕｲﾅ 栃木 － ○ ○ × × ×

9 10 4104 越路 結菜(2) 黒磯南高 1m45
ｶﾗｻﾜ ﾘﾅ 栃木 － ○ ○ × × ×

9 18 5043 唐澤 里菜(3) 小山南高 1m45
ｲﾏﾐﾔ ｱｷﾎ 栃木 ○ ○ × ○ × × ×

13 20 5076 今宮 明宝(3) 真岡女高 1m45
ﾂｸｲ ﾊﾅ 栃木 － ○ × × ○ × × ×

14 19 5013 津久井 華(3) 青藍泰斗高 1m45
ｶﾜﾗｲ ｷﾎ 栃木 ○ × ○ × × ○ × × ×

15 11 4042 瓦井 希歩(2) 鹿沼東高 1m45
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 栃木 － ○ × × ×

16 16 4015 鈴木 瑠那(2) 作新学院高 1m40
ｺﾎﾞﾘ ｱﾔﾈ 栃木 ○ × ○ × × ×

17 5 5094 小堀 彩音(3) 宇中女高 1m40
ﾇﾏﾑﾗ ｱｷ 栃木 ○ × ○ × × ×

17 8 4097 沼村 亜希(2) 真岡女高 1m40
ｼﾗｻﾜ ﾓｴﾐ 栃木 × × ○ × × ×

19 3 4039 白澤 萌未(2) 鹿沼商工高 1m35
ｽｶﾞﾔ ﾕｳ 栃木 × × ×

2 4181 菅谷 優(2) 作新学院高 NM
ｲｽﾞﾓ ｺﾄﾊ 栃木 × × ×

6 4162 出雲 琴葉(2) 宇都宮商業高 NM
ﾀｷｻﾜ ｶｴﾃﾞ 栃木

1 4185 瀧澤 楓(2) 足利南高 DNS
ｵｵﾉ ﾕｳｷ 栃木

4 5124 大野 優希(3) 宇都宮白楊高 DNS

1m68
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m35

1m71

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校一般女子棒高跳

日本記録(NR)                  4m40     我孫子 智美(滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ)             H24.6.9

大会記録(GR)                  3m15     中里 華澄(VAULTERS)                   H28.4.17

栃木県記録(TR)                3m80     生井 ちま(日本体育大)                 H24.10.7

栃木県高校記録(THR)           3m30     藤巻 優来(大田原女)                   R2.10.24

決　勝　

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳﾗ 栃木 ○ × ○ × × ○ × × ○ × ○ × × ×

1 2 5041 藤巻 優来(3) 大田原女高 3m20 GR
ｻｶｶﾞﾐ ﾘﾘ 栃木 ○ ○ ○ ○ × × ×

2 1 3023 坂上 凛璃(1) 佐野日大高 3m10

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m80

ｺﾒﾝﾄ
2m90 3m00 3m10 3m20 3m35

記録

凡例  GR:大会記録



高校一般女子走幅跳

日本記録(NR)                  6m86     池田 久美子(ｽｽﾞｷ)                     H18.5.6

大会記録(GR)                  6m06     長島 静代(栃木陸協)                   H12

栃木県記録(TR)                6m21     長島 静代(順天堂大)                   H7.4.24

栃木県高校記録(THR)           6m08     須田 有加(國學院栃木)                 H23.8.6

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾐﾔﾏ ｱﾔﾈ 栃木 × 5m76 × 5m76 8 5m69 × 5m73 5m76
1 39 8033 神山 綾音 鹿沼市役所 +1.3 +1.3 0.0 -0.8 +1.3

ﾀﾑﾗ ﾏｲｺ 栃木 5m15 5m22 5m17 5m22 7 5m09 5m33 5m29 5m33
2 36 4022 田村 舞子(2) 白鴎大足利高 +0.7 +0.1 +1.5 +0.1 +1.4 +0.3 -0.2 +0.3

ｸﾜﾀ ｱｶﾘ 栃木 × 5m22 × 5m22 6 5m23 5m06 5m20 5m23
3 37 5038 桑田 愛佳理(3) 那須拓陽高 +1.0 +1.0 -0.1 +0.4 +0.1 -0.1

ｵﾘﾄ ﾘﾉ 栃木 4m98 5m19 × 5m19 5 4m94 4m96 5m06 5m19
4 29 5130 折戸 莉乃(3) 國學院栃木高 -0.1 +0.8 +0.8 +0.4 +1.1 +0.2 +0.8

ｾｶﾞﾜ ｺﾄﾈ 栃木 × 5m18 4m96 5m18 4 5m12 4m96 4m87 5m18
5 33 5106 瀬川 琴音(3) さくら清修高 +1.4 -0.5 +1.4 +0.3 -0.5 -1.2 +1.4

ｻﾄｳ ｱｵｲ 栃木 4m93 × 4m89 4m93 3 4m89 5m13 4m98 5m13
6 30 4053 佐藤 蒼依(2) 宇都宮北高 -1.1 -0.2 -1.1 -1.2 +0.6 -0.5 +0.6

ﾂﾌﾞﾗ ﾘﾅ 栃木 4m84 4m60 4m89 4m89 2 4m61 4m88 4m64 4m89
7 25 4071 津布楽 里奈(2) 鹿沼高 +0.3 +0.8 -0.4 -0.4 -0.2 +0.9 -0.9 -0.4

ｾｷﾈ ｾｲﾗ 栃木 4m71 4m69 4m88 4m88 1 4m66 4m75 4m84 4m88
8 32 3-9075 関根 聖良(3) 宇都宮大学 0.0 +0.5 -1.1 -1.1 +0.1 +1.2 +0.5 -1.1

ｲｸﾞｼ ｱﾕ 栃木 4m86 4m73 4m58 4m86 4m86
9 27 3-9081 伊串 彩夢(2) 宇都宮大学 -1.2 -1.0 +0.2 -1.2 -1.2

ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 栃木 × 4m85 4m82 4m85 4m85
10 38 4024 福田 蒼依(2) 白鴎大足利高 +1.1 +1.7 +1.1 +1.1

ﾔｴｶﾞｼ ｱｶﾘ 栃木 4m76 4m85 4m81 4m85 4m85
11 11 4126 八重樫 燈(2) 栃木女高 -0.1 0.0 +0.7 0.0 0.0

ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ 栃木 4m75 4m83 4m54 4m83 4m83
12 21 8036 茂木 万理菜 OCOSITEI -1.1 +0.8 -1.2 +0.8 +0.8

ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 栃木 × 4m83 4m29 4m83 4m83
13 26 4016 阿部 百花(2) 白鴎大足利高 +2.0 +0.1 +2.0 +2.0

ﾔﾏｵｶ ﾆｺ 栃木 4m77 4m56 4m50 4m77 4m77
14 23 5075 山岡 虹子(3) 真岡女高 -0.5 0.0 -1.2 -0.5 -0.5

ﾉﾅｶ ﾆｺﾙ 栃木 × × 4m72 4m72 4m72
15 34 4083 野中 ﾆｺﾙ(2) さくら清修高 +0.1 +0.1 +0.1

ｵｶﾞﾜ ﾘﾑ 栃木 4m68 4m58 4m58 4m68 4m68
16 4 4135 小川 凛夢(2) 那須拓陽高 +0.1 -0.1 -1.2 +0.1 +0.1

ｵｶﾞﾜ ｱﾔ 栃木 4m61 4m67 × 4m67 4m67
17 28 3016 小川 彩(1) 白鴎大足利高 +0.6 -1.0 -1.0 -1.0

ｲﾜｶﾐ ｲﾂｷ 栃木 × 4m50 4m66 4m66 4m66
18 24 5153 岩上 樹(3) 佐野東高 -0.2 -0.8 -0.8 -0.8

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ 栃木 4m62 4m64 4m54 4m64 4m64
19 31 5032 渡辺 鈴葉(3) 作新学院高 +0.1 +1.4 -0.7 +1.4 +1.4

ｸﾗｶﾐ ｾﾗ 栃木 4m46 4m59 4m52 4m59 4m59
20 35 5068 倉上 世蘭(3) 鹿沼東高 -0.6 -0.3 +0.1 -0.3 -0.3

ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 栃木 4m48 4m59 4m37 4m59 4m59
21 22 4102 新井 美月(2) 佐野高 -0.4 +1.1 -1.6 +1.1 +1.1

ﾐﾑﾗ ｾｲﾗ 栃木 4m26 4m28 4m44 4m44 4m44
22 2 5097 三村 聖羅(3) 益子芳星高 +1.5 -0.5 +1.7 +1.7 +1.7

ｱﾏﾉ ﾋﾅｺ 栃木 4m40 4m35 4m30 4m40 4m40
23 20 5055 天野 日菜子(3) 栃木女高 0.0 -0.6 -0.7 0.0 0.0

ﾀｶｸﾗ ﾘﾝ 栃木 4m39 × 4m17 4m39 4m39
24 16 5187 高倉 凛(3) 石橋高 +0.3 -1.1 +0.3 +0.3

ｵｵｱｸﾞ ﾕｲ 栃木 4m37 4m30 4m03 4m37 4m37
25 13 4121 大阿久 結彩(2) 栃木女高 +0.5 -1.3 -0.5 +0.5 +0.5

ｻﾜｳﾗ ｷｻ 栃木 4m32 × × 4m32 4m32
26 18 4108 澤浦 希咲(2) 宇中女高 +0.4 +0.4 +0.4

ｶﾄｳ ﾏｺ 栃木 4m31 4m19 4m23 4m31 4m31
27 3 4136 加藤 真子(2) 那須拓陽高 -1.4 -1.0 -0.2 -1.4 -1.4

ｶｸﾀ ﾊﾙｶ 栃木 4m02 4m25 4m08 4m25 4m25
28 8 4144 角田 暖佳(2) 佐野東高 -1.3 +0.6 +0.6 +0.6 +0.6

ｶﾜｻｷ ﾘｺ 栃木 4m25 4m03 4m07 4m25 4m25
29 15 4155 川﨑 璃子(2) 宇都宮女高 -0.5 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5

ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾅﾐ 栃木 × × 4m20 4m20 4m20
30 14 4052 山岸 なな美(2) 真岡北陵高 -0.5 -0.5 -0.5

ｶﾜｲ ﾋﾅﾐ 栃木 3m85 × 4m19 4m19 4m19
31 10 4048 河合 日菜美(2) 足利女高 -0.7 +1.1 +1.1 +1.1

ﾏｴﾊﾗ ﾊﾅ 栃木 4m06 4m16 4m17 4m17 4m17
32 1 5193 前原 花(3) 佐野松桜高 -0.8 -0.3 +0.6 +0.6 +0.6

ｲｻﾞﾜ ｶﾅ 栃木 4m02 4m16 3m98 4m16 4m16
33 17 5056 伊澤 伽奈(3) 栃木女高 +0.1 -0.7 -0.4 -0.7 -0.7

ﾑﾗｶﾐ ﾓﾄｶ 栃木 3m96 3m84 × 3m96 3m96
34 12 4089 村上 素佳(2) 小山西高 0.0 -0.7 0.0 0.0

凡例  NM:記録なし



高校一般女子走幅跳

日本記録(NR)                  6m86     池田 久美子(ｽｽﾞｷ)                     H18.5.6

大会記録(GR)                  6m06     長島 静代(栃木陸協)                   H12

栃木県記録(TR)                6m21     長島 静代(順天堂大)                   H7.4.24

栃木県高校記録(THR)           6m08     須田 有加(國學院栃木)                 H23.8.6

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾉ ﾚｲｶ 栃木 3m90 3m95 3m91 3m95 3m95
35 6 4055 中野 伶香(2) 宇都宮北高 +0.6 -1.0 -0.1 -1.0 -1.0

ﾔﾏｷ ﾋﾅ 栃木 × 3m93 3m90 3m93 3m93
36 9 4076 八巻 陽菜(2) 今市工業高校 +1.7 +0.1 +1.7 +1.7

ｲｼｶﾜ ｼｵﾘ 栃木 3m59 3m54 3m79 3m79 3m79
37 7 5057 石川 史織(3) 栃木女高 +0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

ｵｸﾞﾗ ﾘﾝ 栃木 3m75 3m65 3m48 3m75 3m75
38 5 5202 小倉 凜(3) 足利南高 0.0 +0.9 -0.9 0.0 0.0

ｵｵﾀ ﾅﾅﾐ 栃木 × × ×
19 4007 太田 七海(2) 佐野日大高 NM

凡例  NM:記録なし



高校一般女子三段跳

日本記録(NR)                 14m04     花岡 麻帆(三英社)                     H11.10.1

大会記録(GR)                 12m20     飯山 彩加(JUVY TC)                    H23

栃木県記録(TR)               12m79     阿部 綾子(日本体育大)                 H7.5.19

栃木県高校記録(THR)          12m27     平井 優季(栃木女)                     H20.8.24

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

ｴﾋﾞﾊﾗ ﾓﾓｶ 栃木 10m92 10m80 × 10m92 8 10m85 × × 10m92
1 15 8035 海老原 桃華 OCOSITEI +1.1 0.0 +1.1 -0.5 +1.1

ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ 栃木 10m70 10m76 10m55 10m76 7 × × 10m42 10m76
2 12 5113 鈴木 日菜子(3) 大田原女高 +1.4 -0.1 +1.4 -0.1 -0.9 -0.1

ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 栃木 10m67 10m73 × 10m73 6 × 10m46 × 10m73
3 10 4114 福田 蒼衣(2) 宇中女高 +1.5 +1.0 +1.0 +0.3 +1.0

ｸﾗｶﾐ ｾﾗ 栃木 10m68 10m26 10m54 10m68 5 10m21 10m70 10m68 10m70
4 13 5068 倉上 世蘭(3) 鹿沼東高 +1.6 +0.1 +0.4 +1.6 +0.8 +1.2 -0.5 +1.2

ｵｶﾀﾞ ｱﾔｶ 栃木 9m56 10m13 10m41 10m41 3 10m52 10m22 10m53 10m53
5 11 5132 岡田 彩花(3) 宇中女高 +1.2 +0.8 +1.2 +1.2 +0.7 +1.8 0.0 0.0

ﾔﾏｵｶ ﾆｺ 栃木 10m15 × 10m39 10m39 2 10m23 10m46 10m48 10m48
6 9 5075 山岡 虹子(3) 真岡女高 -0.2 +0.2 +0.2 +1.0 +1.5 -1.1 -1.1

ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 栃木 10m02 10m42 9m88 10m42 4 10m21 × 9m93 10m42
7 6 4101 加藤 瞳(2) 佐野高 -0.3 +0.3 +1.6 +0.3 -0.9 +0.4 +0.3

ｻﾜｳﾗ ｷｻ 栃木 10m30 10m00 9m94 10m30 1 9m67 10m05 × 10m30
8 3 4108 澤浦 希咲(2) 宇中女高 -0.4 +0.6 +0.3 -0.4 -0.6 +1.1 -0.4

ｱｸﾂ ﾘﾊ 栃木 9m72 10m02 10m01 10m02 10m02
9 8 4014 阿久津 里羽(2) 作新学院高 +0.4 -0.4 +0.4 -0.4 -0.4

ｺｼｼﾞ ﾕｲﾅ 栃木 9m49 9m54 9m64 9m64 9m64
10 7 4104 越路 結菜(2) 黒磯南高 +0.3 +1.0 -1.0 -1.0 -1.0

ﾀｶｸﾗ ﾘﾝ 栃木 9m58 9m41 × 9m58 9m58
11 5 5187 高倉 凛(3) 石橋高 -0.3 +0.8 -0.3 -0.3

ｶﾄｳ ﾐｻｷ 栃木 × 9m14 9m57 9m57 9m57
12 1 5120 加藤 海咲(3) 那須拓陽高 -0.3 +0.1 +0.1 +0.1

ｲﾜｶﾐ ｲﾂｷ 栃木 9m23 × × 9m23 9m23
13 2 5153 岩上 樹(3) 佐野東高 +0.2 +0.2 +0.2

ｲｼｶﾞﾐ ﾘｴ 群馬 × 11m08 × 11m08 11m08
OP 14 7024 石上 莉絵(4) 宇都宮大学 0.0 0.0 0.0

ｸﾘﾊﾗ ﾅﾅﾐ 栃木 × × ×
4 4124 栗原 菜々美(2) 栃木女高 NM

凡例  NM:記録なし



高校一般女子砲丸投(4.0kg)

日本記録(NR)                 18m22     森 千夏(ｽｽﾞｷ)                         H16.4.18

大会記録(GR)                 12m91     鈴木 梨枝(真岡女高)                   H17

栃木県記録(TR)               14m45     高田 智子(氏家高)                     H5.4.24

栃木県高校記録(THR)          14m45     高田 智子(氏家)                       H5.4.24

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

ﾖｼﾅﾘ ﾐｳ 栃木 〇 〇 〇

1 8 5012 吉成 美羽(3) 青藍泰斗高 9m82 12m80 12m80 7 13m35 13m35 GR
ｼｵﾊﾏ ｻﾗ 栃木 〇 〇 〇 〇

2 7 4010 塩濵 咲空(2) 青藍泰斗高 11m72 11m72 6 12m06 12m06

ｵｵﾉ ｱｽﾐ 栃木 〇 〇 〇 〇

3 6 4011 大野 明日美(2) 青藍泰斗高 11m05 11m56 11m56 5 11m56

ｸﾜﾊﾗ ｱﾐｶ 栃木 〇

4 4 4065 桑原 あみか(2) 小山南高 8m85 9m13 9m21 9m21 4 9m55 9m61 9m61

ｶｼﾞﾊﾗ ｱｻﾐ 栃木 〇 〇 〇

5 3 4038 梶原 麻未(2) 鹿沼商工高 7m59 7m75 8m08 8m08 3 8m08

ｲｽﾞﾓ ｺﾄﾊ 栃木 〇 〇 〇

6 2 4162 出雲 琴葉(2) 宇都宮商業高 6m27 6m91 6m91 2 7m36 7m36

ｸﾏｶﾞｲ ｶﾂﾗ 栃木 〇 〇 〇

7 1 4123 熊谷 桂(2) 栃木女高 6m16 6m11 6m16 1 6m74 6m74

ｱﾗｶﾜ ﾐﾕ 栃木

5 5047 荒川 心優(3) 小山南高 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校一般女子円盤投(1.0kg)

日本記録(NR)                 59m03     郡 菜々佳(九州共立大)                 H31.3.23

大会記録(GR)                 41m71     神山 結衣(茨城大)                     H30.4.14

栃木県記録(TR)               49m92     川那子 房江(藤岡高教)                 S60.5.3

栃木県高校記録(THR)          45m52     斎藤 亜貴子(氏家)                     H5.6.18

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

ｳﾁﾔﾏ ﾚｲ 栃木

1 18 8034 内山 麗 栃木TFC 36m34 34m93 × 36m34 35m80 34m17 35m32 36m34

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｲ 栃木

2 16 5112 北澤 まい(3) 大田原女高 31m13 × 33m58 33m58 × 31m12 × 33m58

ﾖｼﾅﾘ ﾐｳ 栃木

3 17 5012 吉成 美羽(3) 青藍泰斗高 24m58 26m17 26m26 26m26 × 29m86 28m90 29m86

ｶﾗｷﾀ ﾅﾅﾐ 栃木

4 13 4081 柄木田 菜々美(2) さくら清修高 × 25m72 28m90 28m90 22m05 29m11 26m73 29m11

ﾊｼﾓﾄ ﾓｶ 栃木

5 14 5061 橋本 萌花(3) 栃木女高 26m03 × 26m40 26m40 27m46 23m58 23m04 27m46

ﾊﾔｼ ﾐﾕｷ 栃木

6 15 4177 林 美幸(2) 大田原女高 × 26m10 26m54 26m54 24m69 25m72 25m39 26m54

ﾉｻﾞﾜ ﾕｽﾞ 栃木

7 10 5053 野澤 侑主(3) 宇都宮南高 19m98 23m07 25m70 25m70 24m47 × × 25m70

ｻﾄｳ ｱﾔﾅ 栃木

8 9 4170 佐藤 彩永(2) 上三川高 25m67 × × 25m67 25m15 24m80 23m79 25m67

ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘｲ 栃木

9 11 5080 近藤 衣里唯(3) 小山西高 × 24m52 23m69 24m52 24m52

ｲﾜｻｷ ﾐﾕｳ 栃木

10 12 5089 岩﨑 美侑(3) 小山高 19m52 22m36 23m32 23m32 23m32

ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｶ 栃木

11 8 5191 高山 桃佳(3) 石橋高 17m81 × 20m08 20m08 20m08

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｶ 栃木

12 2 5063 宮﨑 友香(3) 栃木女高 19m00 × 17m61 19m00 19m00

ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 栃木

13 6 5095 髙橋 穂乃果(3) 宇都宮白楊高 14m39 15m36 18m39 18m39 18m39

ｸﾏｶﾞｲ ｶﾂﾗ 栃木

14 4 4123 熊谷 桂(2) 栃木女高 18m12 17m20 × 18m12 18m12

ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅ 栃木

15 3 4103 藤田 陽南(2) 黒磯南高 14m68 17m68 16m58 17m68 17m68

ﾖｼﾀﾞ ﾆﾅ 栃木

16 1 4176 吉田 二捺(2) 壬生高 × 15m58 14m19 15m58 15m58

ｻｲﾄｳ ﾕｳｲ 栃木

5 4174 齋藤 優衣(2) 壬生高 DNS
ｼｵﾔ ﾅﾂｷ 栃木

7 4058 塩谷 菜月(2) 大田原女高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般女子ハンマー投(4.0kg)

日本記録(NR)                 67m77     室伏 由佳(ﾐｽﾞﾉ)                       H16.8.1

大会記録(GR)                 47m81     腰髙 里歩(流経大)                     H31.4.12

栃木県記録(TR)               58m28     関口 清乃(栃木県ｽﾎﾟ協)                R2.10.2

栃木県高校記録(THR)          47m20     腰髙 里歩(青藍泰斗)                   H28.10.29

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼｵﾊﾏ ｻﾗ 栃木

1 6 4010 塩濵 咲空(2) 青藍泰斗高 28m81 × 34m13 34m13 21m99 18m49 × 34m13

ｵｵﾉ ｱｽﾐ 栃木

2 5 4011 大野 明日美(2) 青藍泰斗高 × 31m65 × 31m65 32m73 32m84 29m61 32m84

ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅ 栃木

3 4 4103 藤田 陽南(2) 黒磯南高 27m26 26m81 26m94 27m26 30m16 30m18 × 30m18

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｲ 栃木

4 3 4149 小野寺 芽依(2) 真岡工業高 23m86 22m65 22m63 23m86 22m92 22m12 21m48 23m86

ｱﾗｶﾜ ﾊﾙｶ 栃木

5 1 5196 荒川 遥(3) 足利大附高 13m80 13m10 × 13m80 × × 15m29 15m29

ｱｲｻﾞﾜ ﾕｶ 栃木

6 2 5195 相澤 有香(3) 足利大附高 × × 14m84 14m84 13m78 14m76 11m44 14m84



高校一般女子やり投(600g)

日本記録(NR)                 66m00     北口 榛花(日本大)                     R1.10.27

大会記録(GR)                 49m61     山崎 綾子(真岡女高)                   H14

栃木県記録(TR)               57m47     海老原 有希(国士舘大)                 H18.12.10

栃木県高校記録(THR)          50m98     海老原 有希(真岡女)                   H15.10.28

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾕﾘｱ 栃木

1 19 5170 佐々木 優莉亜(3) 鹿沼高 32m73 41m29 41m82 41m82 8 40m95 42m46 42m79 42m79

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｲ 栃木

2 17 5112 北澤 まい(3) 大田原女高 38m41 37m12 37m60 38m41 7 37m65 36m91 38m05 38m41

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｲ 栃木

3 11 4149 小野寺 芽依(2) 真岡工業高 31m31 36m56 29m72 36m56 6 34m19 33m96 34m49 36m56

ｲﾅﾊﾞ ﾐﾕ 栃木

4 16 5051 稲葉 美有(3) 宇都宮南高 34m24 34m23 35m27 35m27 4 34m53 34m03 36m44 36m44

ｷｸﾁ ｱｶﾘ 栃木

5 18 3-9082 菊地 茜里(2) 宇都宮大学 33m47 － 35m77 35m77 5 33m10 － 34m26 35m77

ﾎｳｼﾞｮｳ ｾﾅ 栃木

6 12 5166 北條 聖奈(3) 宇都宮北高 30m95 34m77 27m34 34m77 2 31m02 35m52 32m38 35m52

ﾊﾔｼ ﾐﾕｷ 栃木

7 9 4177 林 美幸(2) 大田原女高 31m51 34m77 24m43 34m77 3 28m09 30m74 30m80 34m77

ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘｲ 栃木

8 15 5080 近藤 衣里唯(3) 小山西高 25m49 34m32 34m53 34m53 1 32m74 32m40 26m08 34m53

ｻｸﾏ ｼﾎ 栃木

9 14 3-9073 佐久間 史穂(4) 宇都宮大学 31m38 30m39 34m05 34m05 34m05

ｵｵﾓﾘ ｿﾗ 栃木

10 13 4005 大森 空(2) 矢板東高 33m57 29m80 33m71 33m71 33m71

ｲﾜｻｶ ﾘｺ 栃木

11 10 4013 岩坂 理子(2) 作新学院高 29m85 27m18 28m21 29m85 29m85

ﾀﾅｶ ﾕﾐ 栃木

12 8 5190 田中 優実(3) 石橋高 27m45 27m39 27m91 27m91 27m91

ﾃﾂﾞｶ ｱｶﾘ 栃木

13 5 5109 手塚 朱里(3) 大田原女高 27m31 26m54 26m78 27m31 27m31

ｻﾄｳ ｱﾔﾅ 栃木

14 6 4170 佐藤 彩永(2) 上三川高 25m16 26m94 27m25 27m25 27m25

ｶﾝｹ ﾉｱ 栃木

15 7 4175 菅家 望愛(2) 壬生高 24m09 26m35 25m70 26m35 26m35

ﾉｸﾞﾁ ｱｵｲ 栃木

16 2 4157 野口 葵衣(2) 宇都宮女高 21m79 21m00 23m54 23m54 23m54

ｶﾐﾔﾏ ﾚﾅ 栃木

17 3 4117 神山 怜菜(2) 石橋高 21m32 18m95 19m79 21m32 21m32

ﾀｷﾀ ｺｺﾅ 栃木

18 4 4050 滝田 此菜(2) 真岡北陵高 19m15 14m39 18m10 19m15 19m15

ｽｽﾞｲｼ ﾐｸ 栃木

19 1 4184 鈴石 美空(2) 足利南高 × × 12m50 12m50 12m50



女子七種競技 100mH(0.838m)

(風:-0.2)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｻｷ ｶﾎ 栃木

1 5 5035 田﨑 香穂(3) 宇都宮女高 15.36 795

ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 栃木

2 4 4109 髙橋 彩葉(2) 宇中女高 16.18 692

ﾌﾙｳﾁ ｺﾊﾙ 栃木

3 6 4115 古内 心陽(2) 石橋高 17.79 510

ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ 栃木

7 4009 丸山 楓佳(2) 宇短附高 0 DNF

凡例  DNF:途中棄権



女子七種競技 走高跳

ﾀｻｷ ｶﾎ 栃木 － － － － ○ ○ × × ○ × × ○

1 1 5035 田﨑 香穂(3) 宇都宮女高 × × × 1m52 644

ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 栃木 ○ ○ ○ ○ × × ×

2 3 4109 髙橋 彩葉(2) 宇中女高 1m40 512

ﾌﾙｳﾁ ｺﾊﾙ 栃木 ○ × ○ × × ×

3 4 4115 古内 心陽(2) 石橋高 1m30 409

ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ 栃木 ○ × × r

4 2 4009 丸山 楓佳(2) 宇短附高 1m25 359

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m25

1m55

1m52
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m30 1m35 1m40 1m43 1m46 1m49



女子七種競技 砲丸投(4.000kg)

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｻｷ ｶﾎ 栃木

1 1 5035 田﨑 香穂(3) 宇都宮女高
ﾌﾙｳﾁ ｺﾊﾙ 栃木

2 2 4115 古内 心陽(2) 石橋高
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 栃木

3 3 4109 髙橋 彩葉(2) 宇中女高
ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ 栃木

4 4009 丸山 楓佳(2) 宇短附高 DNS

300

428

5m82 6m39 6m45 6m45

454

8m28 8m42 8m45 8m45

8m54 × 8m84 8m84

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場



女子七種競技 200m

(風:-1.0)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｻｷ ｶﾎ 栃木

1 4 5035 田﨑 香穂(3) 宇都宮女高 27.58 664

ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 栃木

2 5 4109 髙橋 彩葉(2) 宇中女高 28.26 610

ﾌﾙｳﾁ ｺﾊﾙ 栃木

3 6 4115 古内 心陽(2) 石橋高 29.56 513

ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ 栃木

7 4009 丸山 楓佳(2) 宇短附高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子七種競技 走幅跳

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｻｷ ｶﾎ 栃木

1 3 5035 田﨑 香穂(3) 宇都宮女高
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 栃木

2 1 4109 髙橋 彩葉(2) 宇中女高
ﾌﾙｳﾁ ｺﾊﾙ 栃木

3 4 4115 古内 心陽(2) 石橋高
ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ 栃木

2 4009 丸山 楓佳(2) 宇短附高 DNS

408

451
4m42
+0.5

× 4m15
+0.3

4m42
+0.5

500
4m42
+0.1

4m59
+1.5

4m37
-0.2

4m59
+1.5

+0.5
4m62
+1.4

4m74
-0.3

4m78
+0.5

1回目 2回目 3回目 記録 得点

4m78

凡例  DNS:欠場



女子七種競技 やり投(600g)

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｻｷ ｶﾎ 栃木

1 2 5035 田﨑 香穂(3) 宇都宮女高
ﾌﾙｳﾁ ｺﾊﾙ 栃木

2 3 4115 古内 心陽(2) 石橋高
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 栃木

3 1 4109 髙橋 彩葉(2) 宇中女高
ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ 栃木

4 4009 丸山 楓佳(2) 宇短附高 DNS

1回目 2回目 3回目 記録 得点

25m23 27m68 26m34 27m68 433

26m55 26m58 21m16 26m58 412

× × 17m11 17m11 235

凡例  DNS:欠場



女子七種競技 800m

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙｳﾁ ｺﾊﾙ 栃木

1 3 4115 古内 心陽(2) 石橋高 3:00.84 357

ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 栃木

2 2 4109 髙橋 彩葉(2) 宇中女高 3:06.88 304

ﾀｻｷ ｶﾎ 栃木

1 5035 田﨑 香穂(3) 宇都宮女高 DNS

凡例  DNS:欠場


