
［スポンサー］

日付 種目

水久保 漱至 10.33(+1.9) 佐藤 風雅 10.52(+1.9) 三村 大河(2) 10.55(+3.2) 茂呂 柊汰(4) 10.57(+1.9) 櫻井 朴也 10.58(+3.7) 稲垣 広弥(3) 10.59(+3.7) 斉藤 勇真(1) 10.61(+1.9)

第一酒造 那須環境技術 駿河台大 作新学院大 元気寿司 作新学院大 筑波大

沼畑 大(2) 10.61(+3.2)

国武大

水久保 漱至 10.37(+1.3) 佐藤 風雅 10.44(+2.0) 中里 将基(3) 10.52(+2.0) 近江 清能(2) 10.56(+4.0) 大石 浩貴 10.63(+4.2) 小関 三四郎(3) 10.66(+2.0)

第一酒造 那須環境技術 作新学院大 関東学園大 群馬陸協 一橋大

茂呂 柊汰(4) 10.44(+2.0) 斉藤 勇真(1) 10.52(+2.0) 三村 大河(2) 10.66(+4.0)

作新学院大 筑波大 駿河台大

上野 航瑠(3) 11.27 福田 駈(3) 11.68 千葉 駿也(3) 11.97 西 晃煕(2) 12.14 秋山 幸輝(3) 12.41 橋本 龍太(3) 12.59 秋山 侑輝(2) 12.91 川村 董哉(3) 13.13

國學院栃木中 落合中 落合中 佐野高附中 茂木中 落合中 茂木中 栃木陸協

福田 駈(3) 11.72 千葉 駿也(3) 11.96 西 晃煕(2) 12.18 秋山 幸輝(3) 12.37 橋本 龍太(3) 12.48 秋山 侑輝(2) 13.01

落合中 落合中 佐野高附中 茂木中 落合中 茂木中

丸山 将 6.96(+1.5) 高橋 裕和 6.98(+1.5) 大賀 圭造 7.19(+1.5) 夘月 裕也 7.24(+2.0) 七森 孝之 7.48(+2.0) 江森 淳 7.75(+1.5) 湯沢 康裕 7.79(+2.0) 小堀 拓也 7.90(+1.5)

OCOSITEI 栃木陸協 川越市陸協 TRAINI 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ 埼玉陸協 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ

尾形 晃広 13.91(+1.9) 古谷 新太(3) 14.18(+1.9) 井田 龍之介(4) 14.24(+1.9) 井上 大海(4) 14.31(+1.9) 柞山 真翔(2) 14.33(+2.5) 山田 一稀(1) 14.55(+1.9) 平本 廉(4) 14.56(+2.5)

Rings 国際武道大 国際武道大 国際武道大 国際武道大 国際武道大 駿河台大

森田 俊一 14.33(+1.9)

ｱｽﾚﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ

尾形 晃広 13.87(+4.2) 古谷 新太(3) 14.14(+4.2) 井上 大海(4) 14.23(+4.2) 柞山 真翔(2) 14.24(+5.6) 井田 龍之介(4) 14.31(+4.2) 平本 廉(4) 14.35(+5.6) 森田 俊一 14.42(+4.2) 中山 聡太(1) 14.49(+5.6)

Rings 国際武道大 国際武道大 国際武道大 国際武道大 駿河台大 ｱｽﾚﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 国士舘大

石川 京史(1) 15.73 神永 昂季(3) 15.86

宇短附高 若松原中

関根 こころ(2) 11.96(+1.9) 小寺 美沙季 12.02(+1.9) 笹沼 若奈(4) 12.09(+1.9) 市川 亜澄(2) 12.12(+1.9) 福田 奈央(3) 12.26(+2.2) 瀬沼 有咲(2) 12.28(+1.9) 岸本 優美(2) 12.31(+1.9) 福田 捺巴(2) 12.34(+2.2)

作新学院大 宇都宮記念病院 作新学院大 作新学院大 作新学院大 作新学院大 東女体大 作新学院大

関根 こころ(2) 11.87(+2.3) 山口 優芽(3) 12.10(+3.4) 市川 亜澄(2) 12.13(+2.3) 福田 奈央(3) 12.16(+2.3) 岸本 優美(2) 12.17(+2.3) 福田 捺巴(2) 12.22(+3.4) 福田 菜々子(2) 12.26(+3.4) 瀬沼 有咲(2) 12.31(+2.3)

作新学院大 作新学院高 作新学院大 作新学院大 東女体大 作新学院大 白鴎大足利高 作新学院大

菅野 心愛 (3) 13.02(+3.8) 山川 菜々子 13.08(+3.8) 村上 珠梨(3) 13.09(+3.8) 鈴木 理真(2) 13.25(+3.8) 町井 ひな(3) 13.58(+3.8) 矢代 怜央菜(2) 13.66(+3.8) 石﨑 美玲(3) 13.73(+3.8) 熊井 瞳(2) 13.87(+3.8)

葛生ｱｽﾘｰﾄ 鹿沼北中 豊郷中 ygac 葛生ｱｽﾘｰﾄ 佐野高附中 落合中 落合中

村上 珠梨(3) 13.22(0.0) 山川 菜々子 13.25(0.0) 鈴木 理真(2) 13.38(0.0) 菅野 心愛 (3) 13.39(0.0) 町井 ひな(3) 13.72(0.0) 石﨑 美玲(3) 14.03(0.0) 西村 香音(2) 14.20(+4.0) 中村 ゆきの(2) 14.45(+4.0)

豊郷中 鹿沼北中 ygac 葛生ｱｽﾘｰﾄ 葛生ｱｽﾘｰﾄ 落合中 落合中 佐野高附中

笹沼 若奈(4) 13.64(+1.0) 眞田 桃子(4) 14.26(+1.0) 齋藤 碧彩(4) 14.52(+1.0) 吉田 唯莉(4) 14.81(+1.0) 伊藤 美咲(3) 14.83(+1.3) 江國 伶奈(2) 15.36(+1.3) 田井 小百合 15.62(+1.3) 佐藤 楓 15.71(+1.3)

作新学院大 TR 東京学芸大 法政大 筑波大 作新学院大 筑波大 SMBC日興 栃木陸協

吉田 唯莉(4) 14.46 伊藤 美咲(3) 14.82 江國 伶奈(2) 15.15 田井 小百合 15.70 佐藤 楓 15.73 櫻庭 琴子(2) 16.02

筑波大 作新学院大 筑波大 SMBC日興 栃木陸協 東女体大

中里 百葉(2) 14.14 福田 蒼依(2) 14.20

白鴎大足利高 白鴎大足利高

中里 百葉(2) 14.11 福田 蒼依(2) 14.23 安島 向日葵(2) 16.24 菊地 結衣(2) 17.82 若色 紗良(2) 19.20

白鴎大足利高 白鴎大足利高 瑞穂野中 瑞穂野中 瑞穂野中

安島 向日葵(2) 15.50(+3.1) 菊地 結衣(2) 16.40(+3.1) 坂本 妃織(3) 16.47(+3.1) 山田 文音(2) 16.58(+3.1) 熊井 瞳(2) 16.70(+3.1) 矢代 怜央菜(2) 16.97(+3.1) 若色 紗良(2) 17.56(+3.1) 三田 遙花(2) 17.58(+2.8)

瑞穂野中 瑞穂野中 佐野高附中 佐野高附中 落合中 佐野高附中 瑞穂野中 佐野高附中
凡例  TR:栃木県記録

8月9日
女子100mYH（0.762m/8.5m）

Bレース  風：+2.5

8月9日
女子100mH（0.838m/8.5m）

Aレース

8月9日
女子100mH（0.838m/8.5m）

Bレース  風：+0.9

8月9日 中学女子100m　Bレース

8月9日
中学女子100mH
（0.762m/8.0m）

8月9日
一般・高校女子100m　Bレー

ス

8月9日 中学女子100m　Aレース

8月9日
女子100mYH（0.762m/8.5m）

Aレース  風：+2.5

8月9日
男子110mH（1.067m）

Bレース

8月9日
一般・高校女子100m　Aレー

ス

8月9日
男子110mJH（0.991m） 

風：+2.7

8月9日
男子110mH（1.067m）

Aレース

8月9日
中学男子100m　Aレース 

風：+3.2

8月9日
中学男子100m　Bレース 

風：+2.2

8月9日
一般・高校男子100m

Bレース

8位

8月9日 マスターズ男子60m

8月9日
一般・高校男子100m

Aレース

第2回栃木県スプリント記録会 【21090322】  佐野市運動公園陸上競技場 【92030】　2021/08/09　［ホームページ公開用資料］

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

○ 大会概要

期日 令和3（2021）年8月9日(月・祝)

会場 佐野市運動公園陸上競技場

種目 100m・110/100mH・マスターズ60m

対象 中学生以上

大会特設ページ（栃木陸協記録会内）

https://www.jaaftochigi.jp/2021/07/08/post-3582/

https://www.sakekaika.co.jp/


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)
2021/08/09 09:00 曇 29.2 81.1 東南東 1.1

10:00 雨 29.6 80.8 南南東 2.8
11:00 曇 32.0 67.4 南南東 3.0
12:00 晴 33.5 61.2 南南東 3.2
13:00 晴 36.5 49.3 南東 2.0
14:00 晴 34.9 47.0 南南東 4.0
14:45 晴 34.8 50.5 南南東 3.5

30.8℃
31.5℃
29.6℃
30.1℃

WBGT
27.5℃
27.9℃
30.0℃



一般・高校男子100m　Aレース

8月9日 11:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

1組 (風:+1.9) 2組 (風:+3.2)

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

ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 栃　木 ﾐﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 茨　城

1 7 8072 水久保 漱至 第一酒造 10.33 1 8 342 三村 大河(2) 駿河台大 10.55
ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 栃　木 ﾇﾏﾊﾀ ﾀﾞｲ 青　森

2 6 8367 佐藤 風雅 那須環境技術 10.52 2 6 3-4054 沼畑 大(2) 国武大 10.61
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃　木 ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ 東　京

3 5 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大 10.57 3 5 2606 木村 颯太(2) 明治大 10.63
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 熊　本 ｵｾﾞｷｻﾝｼﾛｳ 神奈川

4 4 1720 斉藤 勇真(1) 筑波大 10.61 4 4 2640 小関 三四郎(3) 一橋大 10.65
ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃　木 ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ 群　馬

5 9 2001 中里 将基(3) 作新学院大 10.65 5 9 120 近江 清能(2) 関東学園大 10.82
ｴｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 福　岡 ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝﾄ 栃　木

6 8 1575 江口 輝(4) 筑波大 10.77 6 3 5045 大山 舜人(3) 真岡高 10.85
ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ 栃　木

7 2 13065 真田 知幸 Setech 10.77 7 7 1994 橋本 柊(4) 作新学院大 10.90
ﾀﾆｶﾜ ﾚﾝ 青　森 ｸﾛｻﾜ ﾀｲｷ 秋　田

8 1 3-4078 谷川 廉(4) 国武大 10.79 8 1 3-5781 黒澤 大希(1) 国武大 11.07
ｶﾙﾍﾞ ｷｮｳﾔ 山　形 ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 栃　木

3 54 軽部 恭矢(4) 山形大 DNS 9 2 2020 乾 渉夢(1) 作新学院大 11.22

3組 (風:+3.7) 4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

ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 栃　木 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 栃　木

1 6 8105 櫻井 朴也 元気寿司 10.58 1 4 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 作新学院大 10.85
ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 栃　木 ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 群　馬

2 3 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大 10.59 2 3 28 大石 浩貴 群馬陸協 10.85
ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾔﾃ 神奈川 ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 栃　木

3 4 5474 杉山 颯(1) 国士舘大 10.62 3 7 2010 古島 匠稀(2) 作新学院大 10.89
ﾀｻｷ ﾖｼｷ 栃　木 ﾔﾀ ﾊﾙﾉﾌﾞ 栃　木

4 9 1706 田崎 義規(2) 筑波大 10.63 4 8 3833 谷田 晴信(M1) 横浜国立大 10.91
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ 千　葉 ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃　木

5 5 1258 齋藤 巧真(2) 国士舘大 10.70 5 1 2017 大根田 翼(1) 作新学院大 11.02
ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ 栃　木 ｷｸﾁ ｶｽﾞｷ 神奈川

6 8 1995 熊澤 尚央(4) 作新学院大 10.71 6 9 10997 菊地 一輝 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 11.13
ｱｲﾀﾞ ﾁｶﾗ 東　京 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ 栃　木

7 7 1158 相田 主税(4) 国士舘大 10.71 7 5 2021 山本 弥希(1) 作新学院大 11.14
ｾﾀ ﾋﾛｷ 群　馬 ｻﾄｳ ﾀｲﾖｳ 香　川

8 1 810 瀬田 博貴 群大TF 10.72 8 6 1704 佐藤 大洋(2) 筑波大 11.33
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 群　馬 ｻﾝｸﾞｳ ｶﾞﾑ 長　野

9 2 1440 清水 僚太(4) 城西大 10.85 2 1161 三宮 我夢(4) 国士舘大 DNS

5組 (風:+3.0) 6組 (風:+4.2)

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

ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃　木 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ 栃　木

1 4 2009 粕尾 悠人(2) 作新学院大 10.80 1 2 8130 小林 英嵩 OCOSITEI 10.77
ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ 群　馬 ﾀﾑﾗ ｹｲ 栃　木

2 8 645 小倉 篤人 群大TF 10.81 2 1 261 田村 桂(3) 駿河台大 10.87
ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ 栃　木 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ 栃　木

3 6 3180 野村 健太(1) 小山西高 10.87 3 7 4753 斉藤 直彦(1) 筑波大 11.01
ﾈｷﾞｼ ｱｷﾋﾄ 群　馬 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ

4 3 111 根岸 明人(4) 関東学園大 10.93 4 5 4284 柳沢 悠太(2) 宇短附高 11.05
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾀ 栃　木 ﾐｽﾞﾏ ﾐﾉﾙ 宮　崎

5 5 5030 山口 彩太(3) 白鴎大足利高 10.93 5 6 3-4071 水間 穂(3) 国武大 11.10
ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ 栃　木 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 埼　玉

6 2 1993 米川 航(4) 作新学院大 10.94 6 4 2022 石川 駿太朗(1) 作新学院大 11.13
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 栃　木 ﾅｵｲ ｼｮｳﾀ 栃　木

7 7 2005 渡部 航平(3) 作新学院大 10.99 7 3 263 直井 星汰(3) 駿河台大 11.16
ｱｷﾊﾞ ﾚﾝ 神奈川 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ 栃　木

8 9 5479 秋葉 廉(1) 国士舘大 11.07 8 5026 中里 碧翔(3) 白鴎大足利高 DNS
ｵｵｶﾜﾗ ﾀｸﾄ 山　形 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 栃　木

9 1 124 大河原 拓人(1) 関東学園大 11.12 9 8180 増田 健吾 佐野市役所 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子100m　Aレース

8月9日 11:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

7組 (風:+1.6) 8組 (風:+1.7)

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

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃　木 ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 栃　木

1 3 8141 丸山 将 OCOSITEI 10.92 1 3 3386 櫛田 崇裕(3) 白鴎大 10.83
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 栃　木 ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 埼　玉

2 9 8035 小林 祐介 滝沢ﾊﾑ 10.98 2 2 121 坂本 康輔(2) 関東学園大 10.90
ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 大　阪 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 栃　木

3 5 1708 中山 颯太(2) 筑波大 11.04 3 8 4717 野口 祐叶(1) 城西大 10.97
ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ 群　馬 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ ﾃｲﾔ 東　京

4 1 639 横山 尚明 群大TF荒牧 11.05 4 5 1634 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ 貞哉 ﾒｲｽﾝﾜｰｸ 11.03
ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ 栃　木 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 茨　城

5 2 2007 川野辺 涼(3) 作新学院大 11.06 5 6 2011 佐藤 修斗(2) 作新学院大 11.15
ｳｴﾉ ｿｳﾀ 栃　木 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｵ 千　葉

6 6 4036 上野 壮汰(2) 白鴎大足利高 11.08 6 7 1840 樋口 義雄 i-Link 11.18
ｱｷﾓﾄ ﾚﾝ 栃　木 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 栃　木

7 4 307 秋元 廉(3) 駿河台大 11.10 7 4 8240 近藤 真輝 栃木陸協 11.19
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｭｳﾍｲ 福　島 ﾜｶﾅ ｹｲ 栃　木

7 1208 橋爪 周平(3) 国士舘大 DNS 8 9 8239 若菜 敬 栃木陸協 11.26
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ 栃　木 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 群　馬

8 1996 中山 直紀(4) 作新学院大 DNS 1 650 遠藤 瑞貴 群大TF DNS

9組 (風:+0.9) 10組 (風:+3.1)

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

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 栃　木 ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲｾｲ 栃　木

1 7 8230 高橋 裕和 栃木陸協 11.08 1 6 3003 郡司 快晴(1) 作新学院高 10.96
ｵﾉ ﾕｳﾄ 栃　木 ﾎｼﾉ ﾘｮｳﾏ 群　馬

2 3 4001 小野 悠人(2) 佐野高 11.14 2 9 113 星野 諒馬(4) 関東学園大 11.02
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 栃　木 ｵｸﾑﾗ ﾀﾞｲﾄ 栃　木

3 5 8129 小林 柊次郎 OCOSITEI 11.19 3 4 3002 奥村 太翔(1) 作新学院高 11.12
ﾌｶｲ ﾒｲ 東　京 ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 群　馬

4 2 5481 深井 芽樹(1) 国士舘大 11.23 4 8 114 新井 汰征(3) 関東学園大 11.14
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 群　馬 ｵｵｷ ﾘｮｳ 栃　木

5 9 441 橋本 章吾 群馬陸協 11.34 5 3 8107 大木 涼 栃木TFC 11.23
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｶﾞ 神奈川 ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ 栃　木

6 6 11021 中村 幸雅 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 11.37 6 1 3400 垂石 悠吾(2) 白鴎大 11.24
ｶﾐﾑﾗ ﾋﾛﾀ 東　京 ｱｵｷ ｼﾝ 静　岡

7 1 4104 上村 洋大 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ 11.41 7 2 123 青木 心(1) 関東学園大 11.35
ﾀｶﾏﾂ ｶﾂﾞｷ 栃　木 ｹﾂﾞｶ ｱｶﾙ 栃　木

4 3393 高松 克輝(4) 白鴎大 DNS 8 5 4039 毛塚 耀(2) 白鴎大足利高 11.35
ｲﾅﾐ ﾕｳｶﾞ 栃木 ﾌﾙﾔ ｷｮｳﾍｲ 栃　木

8 4180 稲見 悠雅(2) 石橋高 DNS 7 8179 降矢 恭兵 佐野市役所 DNS

11組 (風:+1.2) 12組 (風:+3.1)

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

ｶｼﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 栃　木 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 埼　玉

1 5 8125 橿淵 京平 OCOSITEI 11.08 1 5 1907 伊藤 卓 MBC 10.99
ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ 群　馬 ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲﾔ 群　馬

2 9 422 高橋 壱誓 群馬陸協 11.23 2 4 118 中島 聖夜(2) 関東学園大 11.06
ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｷ 栃　木 ｶｺ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 栃　木

3 8 8112 前田 俊貴 栃木TFC 11.27 3 7 8124 加古 龍二朗 OCOSITEI 11.20
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｻｷ 群　馬 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 栃　木

4 1 116 丸山 長輝(2) 関東学園大 11.29 4 9 8036 坂本 将希 滝沢ﾊﾑ 11.23
ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 栃　木 ﾁｶｻﾞﾜ ﾘｷ 栃　木

5 3 3035 須藤 涼佑(1) 佐野高 11.29 5 1 3257 近澤 力(1) 白鴎大足利高 11.36
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 栃　木 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 千　葉

6 2 3397 山本 翔真(4) 白鴎大 11.34 6 2 2874 本多 俊斗 i-Link 11.58
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ 千　葉 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ 栃　木

7 7 54 松本 雄二郎 STAC千葉 11.41 7 6 4261 藤本 夢璃(2) 佐野東高 14.17
ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 茨　城 ｲｶﾊﾀ ﾋｶﾙ 栃　木

8 6 2024 塚本 翔也(1) 作新学院大 11.43 3 3010 五十畑 光(1) 白鴎大足利高 DNS
ｵｶﾑﾗ ｱｷﾄ 栃　木 ｶﾜﾅｺﾞ ﾄﾓｷ 栃　木

4 4038 岡村 空都(2) 白鴎大足利高 DNS 8 5271 川中子 朋樹(3) 宇都宮工業高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子100m　Aレース

8月9日 11:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

13組 (風:+3.5) 14組 (風:+2.0)

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

ｺｲｹ ｶｹﾙ 栃　木 ｼﾝﾀﾆ ﾕｳﾋ 兵　庫

1 1 8128 小池 翔 OCOSITEI 11.03 1 3 428 新谷 勇陽(4) 近畿大 11.41
ｳｽﾞｷ ﾕｳﾔ 栃　木 ｲｼﾀﾞ ﾀｲｼ 埼　玉

2 7 8078 夘月 裕也 TRAINI 11.20 2 7 3084 石田 大志 埼玉陸協 11.42
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 栃　木 ｽﾐﾀﾞ ｵｷﾄﾓ 千　葉

3 4 4257 丸山 大善(2) 白鴎大足利高 11.29 3 6 1836 住田 意知 i-Link 11.49
ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 栃　木 ﾀｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ 栃　木

4 5 8080 高山 修一 TRAINI 11.32 4 1 3004 高橋 虎ﾉ介(1) 作新学院高 11.57
ｳﾂｷ ﾉｱ 栃　木 ｳｽｲ  ﾕｳﾄ 栃　木

5 8 8114 宇都木 后亜 OCOSITEI 11.32 5 2 8056 臼井 悠斗 ﾘｽRT 11.65
ｲｼｲ ｹﾝｽｹ 千　葉 ﾀｶﾉﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 栃　木

6 6 3-4066 石井 健介(3) 国武大 11.55 6 5 4146 鷹箸 龍大(2) 宇都宮工業高 11.68
ｵｵﾉ ｿﾗ 栃　木 ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ 栃　木

7 2 8117 大野 大空 OCOSITEI 11.84 7 8 3399 大沼 慶稀(2) 白鴎大 11.84
ｶﾈｺ ﾀｸﾏ 茨　城 ﾎﾝﾏ ﾅﾘｱｷ 千　葉

3 1975 金子 拓真(3) 高崎経済大 DNS 8 9 2370 本間 成彬 SAKURA 12.15
ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 千　葉 ﾌﾞﾝｺﾞ ｺｳｽｹ 栃　木

9 1834 鈴木 恒平 i-Link DNS 4 8140 豊後 滉輔 OCOSITEI DNS

15組 (風:+1.9) 16組 (風:+3.0)

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

ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 栃　木 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 栃　木

1 8 4029 中村 慎之介(2) 作新学院高 11.19 1 4 4026 本田 優芽(2) 作新学院高 11.26
ｿｴﾀ ﾕｳﾏ 栃　木 ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ 栃　木

2 1 3388 添田 悠真(3) 白鴎大 11.25 2 9 8116 大嶋 裕樹 OCOSITEI 11.36
ﾜﾀﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 ｲﾁﾉｾ ｶｽﾞﾔ 栃　木

3 5 11036 渡部 将平 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 11.27 3 1 8077 一瀬 和哉 TRAINI 11.50
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 栃　木 ｽﾄｳ ｼｭｳ 栃　木

4 6 2004 山田 稜晟(3) 作新学院大 11.29 4 3 4024 須藤 史結(2) 佐野東高 11.53
ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ 栃　木 ｸﾎﾞ ﾏｻﾘ 栃　木

5 7 3013 風見 晄聖(1) 白鴎大足利高 11.39 5 2 3066 久保 勝(1) 作新学院高 11.55
ｻｻｷ ｼｭﾝ 栃木 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ 兵　庫

6 2 4181 佐々木 瞬(2) 石橋高 11.48 6 6 3494 井上 竜誓(3) 日本大 11.71
ｸﾏｻﾞｷ ﾌｳｶﾞ 東　京 ﾃﾂﾞｶ ｼｵﾝ 栃　木

7 9 4759 熊崎 風我(1) 筑波大 11.57 7 5 8389 手塚 嗣音 栃木TFC 12.34
ﾎｿｶﾜ ﾐｸﾄ 栃　木 ｳｴﾉ ﾕｳｷ 栃　木

8 3 5265 細川 未空翔(3) 宇都宮工業高 11.77 7 8441 上野 祐輝 栃木陸協 DNS
ｺｶﾞ ﾅﾙﾌｻ 神奈川 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 福　島

4 295 古賀 功亮 TEAM HAL. DNS 8 2006 阿部 拓斗(3) 作新学院大 DNS

17組 (風:+3.4) 18組 (風:+2.4)

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

ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 栃　木 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 栃　木

1 4 3015 竹村 陸空(1) 白鴎大足利高 11.22 1 5 8115 海老原 侑也 OCOSITEI 11.20
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 栃　木 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 栃　木

2 8 4025 鈴木 空(2) 作新学院高 11.41 2 3 4242 樋口 尊(2) 作新学院高 11.53
ｲｹｳﾁ ﾘｮｳﾀ 埼　玉 ｲﾏｲ ｷｮｳｼﾛｳ 栃　木

3 5 3-4065 池内 亮太(3) 国武大 11.43 3 2 3067 今井 強士朗(1) 作新学院高 11.56
ｵｵｼﾏ ﾘｭｳﾄ 栃　木 ﾏﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 群　馬

4 2 4030 大島 瑠斗(2) 作新学院高 11.45 4 8 117 侭田 佳祐(2) 関東学園大 11.61
ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ 栃　木 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ 栃　木

5 1 4152 宮本 慧太(2) 宇都宮工業高 11.49 5 9 2000 井上 一真(3) 作新学院大 11.65
ﾅﾅﾓﾘ ﾀｶｼ 東　京 ﾀｶﾂﾄ ｹﾝﾀ 栃　木

6 7 A4193 七森 孝之 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ 11.52 6 7 5032 髙津戸 堅太(3) 作新学院高 11.69
ｻﾄｳ ｺｳﾀ 埼　玉 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 栃　木

7 3 452 佐藤 皓太 大東文化AC 11.55 7 6 4343 吉田 健太郎(2) 足利清風高 11.80
ﾓﾘｼﾏ ﾚﾝ 群　馬 ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ 埼　玉

8 9 139 森島 蓮(4) 太田市陸協 11.71 8 4 2038 星野 祐介 MBC 12.49
ｱｻﾞﾐ ﾓﾘﾋｺ 群　馬 ﾀｹﾑﾗ ｿﾗ 栃　木

6 873 阿左美 守彦 ﾁｰﾑK DNS 9 1 4041 竹村 爽良(2) 白鴎大足利高 16.00

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子100m　Aレース

8月9日 11:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

19組 (風:+2.6) 20組 (風:+4.0)

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

ﾑﾗｵ ﾖｳﾍｲ 栃　木 ﾋﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ 栃　木

1 5 4241 村尾 陽平(2) 作新学院高 11.33 1 7 8139 平石 雄大 OCOSITEI 11.34
ｶﾅｲ ｺｳｷ 栃　木 ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ 栃　木

2 8 4028 金井 晃希(2) 作新学院高 11.42 2 8 8318 吉永 一行 栃木陸協 11.58
ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ 栃　木 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 群　馬

3 3 4002 生井 求(2) 佐野高 11.68 3 4 346 鈴木 陽翔 太田東高 11.70
ｵｷﾞﾜﾗ ﾋｶﾙ 栃　木 ﾓﾃｷﾞ ｺﾊｸ 栃　木

4 7 8046 荻原 光 栃木TFC 11.76 4 6 4361 茂木 虎白(2) 足利清風高 11.81
ﾅｶﾓﾄ ﾖｳﾀ 東　京 ｵｼﾞﾏ ｷｮｳ 栃　木

5 4 378 仲本 耀太 東京陸協 11.76 5 3 8121 尾島 京 OCOSITEI 11.88
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 栃　木 ｲｲﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 栃　木

6 2 4027 後藤 夢真(2) 作新学院高 11.80 2 3391 飯村 慶二朗(4) 白鴎大 DNS
ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ 栃　木 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 栃　木

7 6 8084 新井 真秀 SAC 12.05 5 8108 佐藤 慎太郎 栃木TFC DNS
ﾅｶｻﾞﾄ ｲﾌﾞｷ 栃　木

8 9 4953 中里 伊吹(1) 作新学院大 12.17

21組 (風:+2.0) 22組 (風:+2.5)

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

ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 栃　木 ｶﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ 栃　木

1 6 8119 岡本 堅 OCOSITEI 11.57 1 4 5068 金井 祐寛(3) 作新学院高 11.67
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ 栃　木 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾄ 栃　木

2 3 3260 高橋 暖空(1) 白鴎大足利高 11.74 2 7 4243 遠藤 力斗(2) 作新学院高 11.95
ｶﾐﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 栃　木 ｸﾛｷ ﾀｸﾐ 栃木

3 5 3220 上吉原 將能(1) 宇都宮工業高 11.84 3 8 3096 黒木 拓海(1) 石橋高 12.08
ｾﾘｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 栃　木 ｱｿｳ ﾕｳｽｹ 千　葉

4 2 8392 芹澤 優汰(1) 国際医療福祉大 11.93 4 3 1831 麻生 侑佑 i-Link 12.08
ﾏﾙｵｶ ﾌﾐﾔ 千　葉 ﾕｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 栃　木

5 8 1844 丸岡 史弥 i-Link 11.96 5 2 8463 湯沢 康裕 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.26
ｾｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃　木 ﾌｸﾄﾐ ｹﾝﾀ 栃　木

6 7 8063 関 潤一 ﾘｽRT 12.19 5 8475 福冨 健太 栃木陸協 DNS
ｾｷ ﾅｵﾔ 栃　木 ｻｲﾄｳ ｶｲ 栃　木

7 4 8133 関 直也 OCOSITEI 12.30 6 3014 斉藤 快(1) 白鴎大足利高 DNS
ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｾｲ 栃　木 ﾅﾘﾀ ﾂﾊﾞｻ 栃　木

9 4260 村田 龍世(2) 佐野東高 DNS 9 8395 成田 翼(1) 国際医療福祉大 DNS

23組 (風:+1.7) 24組 (風:-0.5)

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

ｲﾄｳ ﾚﾂ 栃　木 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 栃　木

1 5 3032 伊藤 烈(1) 佐野高 12.08 1 8 8039 林 拓己 OCOSITEI 12.02
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 栃　木 ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ 栃　木

2 7 8066 木村 勇翔(2) ﾘｽRT 12.13 2 6 8408 小堀 拓也 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.49
ﾋﾗｶﾜ ﾘｸ 栃木 ﾏｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 栃　木

3 6 3068 平川 璃空(1) 石橋高 12.25 3 4 429 増田 知大(3) 宇都宮大 12.56
ｴﾓﾘ ｱﾂｼ 埼　玉 ｽｸﾞﾛ ﾀｲﾖｳ 栃　木

4 4 267 江森 淳 埼玉陸協 12.26 4 9 3243 須黒 太葉(1) 佐野東高 12.73
ｲｼｸﾞﾛ ｼｭｳｲﾁ 栃　木 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾕｷ 栃　木

5 8 8113 石黒 守一 OCOSITEI 12.49 5 7 8411 桜井 利之 栃木陸協 12.82
ﾀｶﾉ ﾖｳﾍｲ 栃　木 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲﾀ 千　葉

6 1 8218 高野 洋平 栃木陸協 12.57 6 5 1843 松田 圭太 i-Link 13.10
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲﾄ 千　葉 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞｷ 栃　木

7 9 3-4062 藤原 海渡(2) 国武大 12.61 7 3 8210 野村 茂樹 栃木陸協 13.46
ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼　玉 ｵﾉ ﾏｻﾔ 栃　木

8 3 278 清水 信幸 ｱｽﾚﾃｨｸｽ陸上 12.76 2 8123 小野 雅也 OCOSITEI DNS
ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾄﾓ 埼　玉

9 2 3023 早川 行友 埼玉陸協 13.13

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子100m　Aレース

8月9日 11:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

25組 (風:+2.6) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｿﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 栃　木 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 栃　木

1 2 8307 園田 拓海 栃木陸協 11.15 1 8072 水久保 漱至 第一酒造 10.33 +1.9
ﾂﾙｼﾏ ﾌﾐﾔ 栃　木 ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 栃　木

2 8 8316 鶴嶋 史哉 栃木陸協 11.65 2 8367 佐藤 風雅 那須環境技術 10.52 +1.9
ｲｼｶﾜ ｹｲｼ ﾐﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 茨　城

3 7 3062 石川 京史(1) 宇短附高 11.73 3 342 三村 大河(2) 駿河台大 10.55 +3.2
ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾄ 栃　木 ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃　木

4 3 8093 永野 友斗 SAC 12.08 4 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大 10.57 +1.9
ｶﾈﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 栃木 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 栃　木

5 6 8073 金村 聖浩 葛生ｱｽﾘｰﾄ 13.51 5 8105 櫻井 朴也 元気寿司 10.58 +3.7
ｼﾝﾏｽ ｸｽｵ 栃　木 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 栃　木

6 4 8451 新増 九州男 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.47 6 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大 10.59 +3.7
ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂｼ 神奈川 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 熊　本

5 1040 山下 哲司 TEAM HAL. DNS 7 1720 斉藤 勇真(1) 筑波大 10.61 +1.9
ﾇﾏﾊﾀ ﾀﾞｲ 青　森

7 3-4054 沼畑 大(2) 国武大 10.61 +3.2

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子100m　Bレース

8月9日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

1組 (風:+2.0) 2組 (風:+4.0)

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

ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 栃　木 ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ 群　馬

1 3 8367 佐藤 風雅 那須環境技術 10.44 1 7 120 近江 清能(2) 関東学園大 10.56
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃　木 ﾐﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 茨　城

2 7 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大 10.44 2 4 342 三村 大河(2) 駿河台大 10.66
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 熊　本 ﾇﾏﾊﾀ ﾀﾞｲ 青　森

3 9 1720 斉藤 勇真(1) 筑波大 10.52 3 8 3-4054 沼畑 大(2) 国武大 10.67
ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃　木 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ 千　葉

4 6 2001 中里 将基(3) 作新学院大 10.52 4 2 1258 齋藤 巧真(2) 国士舘大 10.76
ｵｾﾞｷｻﾝｼﾛｳ 神奈川 ｱｲﾀﾞ ﾁｶﾗ 東　京

5 1 2640 小関 三四郎(3) 一橋大 10.66 5 9 1158 相田 主税(4) 国士舘大 10.80
ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川 ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝﾄ 栃　木

6 2 13065 真田 知幸 Setech 10.67 6 6 5045 大山 舜人(3) 真岡高 10.87
ｴｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 福　岡 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ 栃　木

7 5 1575 江口 輝(4) 筑波大 10.71 7 1 1994 橋本 柊(4) 作新学院大 10.92
ﾀﾆｶﾜ ﾚﾝ 青　森 ｸﾛｻﾜ ﾀｲｷ 秋　田

8 8 3-4078 谷川 廉(4) 国武大 10.84 8 5 3-5781 黒澤 大希(1) 国武大 11.04
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 栃　木 ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 栃　木

4 5029 松本 涼(3) 白鴎大足利高 DNS 3 2020 乾 渉夢(1) 作新学院大 DNS

3組 (風:+3.0) 4組 (風:+4.2)

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

ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 栃　木 ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 群　馬

1 5 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大 10.67 1 8 28 大石 浩貴 群馬陸協 10.63
ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾔﾃ 神奈川 ﾔﾀ ﾊﾙﾉﾌﾞ 栃　木

2 1 5474 杉山 颯(1) 国士舘大 10.72 2 5 3833 谷田 晴信(M1) 横浜国立大 10.71
ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 栃　木 ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 栃　木

3 3 8105 櫻井 朴也 元気寿司 10.76 3 7 2010 古島 匠稀(2) 作新学院大 10.75
ﾀｻｷ ﾖｼｷ 栃　木 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾀ 栃　木

4 4 1706 田崎 義規(2) 筑波大 10.77 4 1 5030 山口 彩太(3) 白鴎大足利高 10.88
ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ 栃　木 ｷｸﾁ ｶｽﾞｷ 神奈川

5 2 1995 熊澤 尚央(4) 作新学院大 10.85 5 3 10997 菊地 一輝 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 10.93
ｾﾀ ﾋﾛｷ 群　馬 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ 栃　木

6 9 810 瀬田 博貴 群大TF 10.87 6 9 2021 山本 弥希(1) 作新学院大 10.96
ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 栃　木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 栃　木

7 6 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 作新学院大 10.91 7 4 2005 渡部 航平(3) 作新学院大 10.97
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 群　馬 ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃　木

7 1440 清水 僚太(4) 城西大 DNS 8 6 2017 大根田 翼(1) 作新学院大 11.33
ｻﾄｳ ﾀｲﾖｳ 香　川 ｻﾝｸﾞｳ ｶﾞﾑ 長　野

8 1704 佐藤 大洋(2) 筑波大 DNS 2 1161 三宮 我夢(4) 国士舘大 DNS

5組 (風:+2.9) 6組 (風:+1.9)

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

ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ 群　馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ 栃　木

1 7 645 小倉 篤人 群大TF 10.78 1 3 8130 小林 英嵩 OCOSITEI 10.81
ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃　木 ﾀﾑﾗ ｹｲ 栃　木

2 2 2009 粕尾 悠人(2) 作新学院大 10.78 2 6 261 田村 桂(3) 駿河台大 10.88
ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ 栃　木 ｳｴﾉ ｿｳﾀ 栃　木

3 5 1993 米川 航(4) 作新学院大 10.87 3 5 4036 上野 壮汰(2) 白鴎大足利高 10.97
ｵｵｶﾜﾗ ﾀｸﾄ 山　形 ｱｷﾓﾄ ﾚﾝ 栃　木

4 4 124 大河原 拓人(1) 関東学園大 10.95 4 4 307 秋元 廉(3) 駿河台大 10.99
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ ﾅｵｲ ｼｮｳﾀ 栃　木

5 8 4284 柳沢 悠太(2) 宇短附高 11.00 5 8 263 直井 星汰(3) 駿河台大 11.05
ｱｷﾊﾞ ﾚﾝ 神奈川 ﾐｽﾞﾏ ﾐﾉﾙ 宮　崎

6 3 5479 秋葉 廉(1) 国士舘大 11.09 6 7 3-4071 水間 穂(3) 国武大 11.06
ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 埼　玉 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 大　阪

7 9 2022 石川 駿太朗(1) 作新学院大 11.16 7 1 1708 中山 颯太(2) 筑波大 11.07
ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ 栃　木 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ 栃　木

1 4753 斉藤 直彦(1) 筑波大 DNS 2 5026 中里 碧翔(3) 白鴎大足利高 DNS
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 栃　木 ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｭｳﾍｲ 福　島

6 8180 増田 健吾 佐野市役所 DNS 9 1208 橋爪 周平(3) 国士舘大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般・高校男子100m　Bレース

8月9日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

7組 (風:+1.3) 8組 (風:+2.4)

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

ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 栃　木 ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 栃　木

1 1 8072 水久保 漱至 第一酒造 10.37 1 5 3386 櫛田 崇裕(3) 白鴎大 10.74
ｲﾌﾞﾗﾋﾑ ﾃｲﾔ 東　京 ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 埼　玉

2 4 1634 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ 貞哉 ﾒｲｽﾝﾜｰｸ 10.97 2 8 121 坂本 康輔(2) 関東学園大 10.77
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 栃　木 ｵﾉ ﾕｳﾄ 栃　木

3 5 8035 小林 祐介 滝沢ﾊﾑ 10.99 3 7 4001 小野 悠人(2) 佐野高 11.03
ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ 栃　木 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 栃　木

4 7 2007 川野辺 涼(3) 作新学院大 11.03 4 9 8129 小林 柊次郎 OCOSITEI 11.06
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 栃　木 ﾌｶｲ ﾒｲ 東　京

5 6 8240 近藤 真輝 栃木陸協 11.14 5 4 5481 深井 芽樹(1) 国士舘大 11.12
ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ 群　馬 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 群　馬

6 2 639 横山 尚明 群大TF荒牧 11.14 6 3 441 橋本 章吾 群馬陸協 11.18
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｵ 千　葉 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｶﾞ 神奈川

7 9 1840 樋口 義雄 i-Link 11.22 7 1 11021 中村 幸雅 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 11.35
ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 茨　城 ﾀｶﾏﾂ ｶﾂﾞｷ 栃　木

8 3 2011 佐藤 修斗(2) 作新学院大 11.24 2 3393 高松 克輝(4) 白鴎大 DNS
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ 栃　木 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 群　馬

8 1996 中山 直紀(4) 作新学院大 DNS 6 650 遠藤 瑞貴 群大TF DNS

9組 (風:+3.1) 10組 (風:+3.4)

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

ｶｼﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 栃　木 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 埼　玉

1 5 8125 橿淵 京平 OCOSITEI 10.94 1 7 1907 伊藤 卓 MBC 10.94
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 群　馬 ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲﾔ 群　馬

2 2 114 新井 汰征(3) 関東学園大 10.99 2 6 118 中島 聖夜(2) 関東学園大 10.97
ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 栃　木 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 栃　木

3 1 3035 須藤 涼佑(1) 佐野高 11.03 3 2 3397 山本 翔真(4) 白鴎大 11.08
ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ 群　馬 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 栃　木

4 7 422 高橋 壱誓 群馬陸協 11.07 4 8 8036 坂本 将希 滝沢ﾊﾑ 11.15
ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｷ 栃　木 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｻｷ 群　馬

5 4 8112 前田 俊貴 栃木TFC 11.11 5 5 116 丸山 長輝(2) 関東学園大 11.18
ｵｵｷ ﾘｮｳ 栃　木 ｲｶﾊﾀ ﾋｶﾙ 栃　木

6 3 8107 大木 涼 栃木TFC 11.24 6 3 3010 五十畑 光(1) 白鴎大足利高 11.19
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ 千　葉 ｶｺ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 栃　木

7 8 54 松本 雄二郎 STAC千葉 11.29 7 1 8124 加古 龍二朗 OCOSITEI 11.26
ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ 栃　木 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 栃　木

6 3400 垂石 悠吾(2) 白鴎大 DNS 8 9 4257 丸山 大善(2) 白鴎大足利高 11.32
ｵｶﾑﾗ ｱｷﾄ 栃　木 ﾁｶｻﾞﾜ ﾘｷ 栃　木

9 4038 岡村 空都(2) 白鴎大足利高 DNS 9 4 3257 近澤 力(1) 白鴎大足利高 11.41

11組 (風:+1.8) 12組 (風:+1.2)

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

ｺｲｹ ｶｹﾙ 栃　木 ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ 栃　木

1 7 8128 小池 翔 OCOSITEI 11.18 1 5 8116 大嶋 裕樹 OCOSITEI 11.36
ｳﾂｷ ﾉｱ 栃　木 ﾜﾀﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 神奈川

2 6 8114 宇都木 后亜 OCOSITEI 11.38 2 6 11036 渡部 将平 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 11.40
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 千　葉 ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ 栃　木

3 9 2874 本多 俊斗 i-Link 11.52 3 2 3013 風見 晄聖(1) 白鴎大足利高 11.47
ｲｼｲ ｹﾝｽｹ 千　葉 ｼﾝﾀﾆ ﾕｳﾋ 兵　庫

4 8 3-4066 石井 健介(3) 国武大 11.67 4 4 428 新谷 勇陽(4) 近畿大 11.50
ﾎﾝﾏ ﾅﾘｱｷ 千　葉 ｸﾏｻﾞｷ ﾌｳｶﾞ 東　京

5 4 2370 本間 成彬 SAKURA 11.96 5 3 4759 熊崎 風我(1) 筑波大 11.68
ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 栃　木 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ 兵　庫

5 8080 高山 修一 TRAINI DNF 6 9 3494 井上 竜誓(3) 日本大 12.19
ｽﾐﾀﾞ ｵｷﾄﾓ 千　葉 ｺｶﾞ ﾅﾙﾌｻ 神奈川

1 1836 住田 意知 i-Link DNS 1 295 古賀 功亮 TEAM HAL. DNS
ｲｼﾀﾞ ﾀｲｼ 埼　玉 ｿｴﾀ ﾕｳﾏ 栃　木

2 3084 石田 大志 埼玉陸協 DNS 7 3388 添田 悠真(3) 白鴎大 DNS
ｶﾈｺ ﾀｸﾏ 茨　城 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 福　島

3 1975 金子 拓真(3) 高崎経済大 DNS 8 2006 阿部 拓斗(3) 作新学院大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般・高校男子100m　Bレース

8月9日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

13組 (風:+3.0) 14組 (風:+3.7)

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

ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 栃　木 ｶﾐﾑﾗ ﾋﾛﾀ 東　京

1 7 3015 竹村 陸空(1) 白鴎大足利高 11.19 1 1 4104 上村 洋大 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ 11.16
ｲｹｳﾁ ﾘｮｳﾀ 埼　玉 ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 栃　木

2 2 3-4065 池内 亮太(3) 国武大 11.33 2 6 8119 岡本 堅 OCOSITEI 11.47
ｲﾁﾉｾ ｶｽﾞﾔ 栃　木 ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ 栃　木

3 8 8077 一瀬 和哉 TRAINI 11.46 3 8 4002 生井 求(2) 佐野高 11.63
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ 栃　木 ｵｷﾞﾜﾗ ﾋｶﾙ 栃　木

4 5 2000 井上 一真(3) 作新学院大 11.51 4 2 8046 荻原 光 栃木TFC 11.64
ｻﾄｳ ｺｳﾀ 埼　玉 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ 栃　木

5 3 452 佐藤 皓太 大東文化AC 11.52 5 7 3260 高橋 暖空(1) 白鴎大足利高 11.64
ﾓﾘｼﾏ ﾚﾝ 群　馬 ﾓﾃｷﾞ ｺﾊｸ 栃　木

6 4 139 森島 蓮(4) 太田市陸協 11.53 6 4 4361 茂木 虎白(2) 足利清風高 11.80
ﾏﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 群　馬 ﾅｶﾓﾄ ﾖｳﾀ 東　京

7 9 117 侭田 佳祐(2) 関東学園大 11.59 7 3 378 仲本 耀太 東京陸協 11.82
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 栃　木 ｾｷ ﾅｵﾔ 栃　木

8 1 4343 吉田 健太郎(2) 足利清風高 11.85 8 9 8133 関 直也 OCOSITEI 12.12
ｱｻﾞﾐ ﾓﾘﾋｺ 群　馬 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 栃　木

6 873 阿左美 守彦 ﾁｰﾑK DNS 5 8108 佐藤 慎太郎 栃木TFC DNS

15組 (風:+3.3) 16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

ﾏﾙｵｶ ﾌﾐﾔ 千　葉 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾕｷ 栃　木

1 7 1844 丸岡 史弥 i-Link 11.83 1 3 8411 桜井 利之 栃木陸協 12.98
ｲﾄｳ ﾚﾂ 栃　木 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲﾀ 千　葉

2 9 3032 伊藤 烈(1) 佐野高 11.97 2 2 1843 松田 圭太 i-Link 13.19
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 栃　木 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞｷ 栃　木

3 6 8066 木村 勇翔(2) ﾘｽRT 12.03 3 4 8210 野村 茂樹 栃木陸協 13.55
ｱｿｳ ﾕｳｽｹ 千　葉 ｵｵﾀﾆ ﾂﾖｼ 栃　木

4 3 1831 麻生 侑佑 i-Link 12.16 4 6 8405 大谷 毅 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 13.56
ｲﾘｴ ｽｸﾞﾙ 埼　玉 ﾓﾘｻﾜ ﾑﾈﾊﾙ 栃　木

5 5 1795 入江 卓 埼玉ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.37 5 8 8460 森澤 宗治 栃木陸協 14.46
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲﾄ 千　葉 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 栃　木

6 4 3-4062 藤原 海渡(2) 国武大 12.62 5 8039 林 拓己 OCOSITEI DNS
ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾄﾓ 埼　玉 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼　玉

7 8 3023 早川 行友 埼玉陸協 12.81 7 278 清水 信幸 ｱｽﾚﾃｨｸｽ陸上 DNS
ｻｲﾄｳ ｶｲ 栃　木 ﾂﾙｼﾏ ﾌﾐﾔ 栃　木

2 3014 斉藤 快(1) 白鴎大足利高 DNS 9 8316 鶴嶋 史哉 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 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 栃　木

1 8072 水久保 漱至 第一酒造 10.37 +1.3
ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 栃　木

2 8367 佐藤 風雅 那須環境技術 10.44 +2.0
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃　木

2 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大 10.44 +2.0
ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃　木

4 2001 中里 将基(3) 作新学院大 10.52 +2.0
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 熊　本

4 1720 斉藤 勇真(1) 筑波大 10.52 +2.0
ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ 群　馬

6 120 近江 清能(2) 関東学園大 10.56 +4.0
ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 群　馬

7 28 大石 浩貴 群馬陸協 10.63 +4.2
ﾐﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 茨　城

8 342 三村 大河(2) 駿河台大 10.66 +4.0
ｵｾﾞｷｻﾝｼﾛｳ 神奈川

8 2640 小関 三四郎(3) 一橋大 10.66 +2.0

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



中学男子100m　Aレース

8月9日 11:10 決　勝

決　勝　

(風:+3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 栃　木

1 7 2088 上野 航瑠(3) 國學院栃木中 11.27
ﾌｸﾀﾞ ｶｹﾙ 栃木

2 9 2248 福田 駈(3) 落合中 11.68
ﾁﾊﾞ ｼｭﾝﾔ 栃木

3 5 2245 千葉 駿也(3) 落合中 11.97
ﾆｼ ｱｷﾋﾛ 栃木

4 3 1142 西 晃煕(2) 佐野高附中 12.14
ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ 栃　木

5 6 2091 秋山 幸輝(3) 茂木中 12.41
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 栃木

6 2 2381 橋本 龍太(3) 落合中 12.59
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 栃　木

7 4 1175 秋山 侑輝(2) 茂木中 12.91
ｶﾜﾑﾗ ﾄｳﾔ 栃　木

8 8 8281 川村 董哉(3) 栃木陸協 13.13

中学男子100m　Bレース

8月9日 09:40 決　勝

決　勝　

(風:+2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾀﾞ ｶｹﾙ 栃木

1 7 2248 福田 駈(3) 落合中 11.72
ﾁﾊﾞ ｼｭﾝﾔ 栃木

2 4 2245 千葉 駿也(3) 落合中 11.96
ﾆｼ ｱｷﾋﾛ 栃木

3 8 1142 西 晃煕(2) 佐野高附中 12.18
ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ 栃　木

4 3 2091 秋山 幸輝(3) 茂木中 12.37
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 栃木

5 5 2381 橋本 龍太(3) 落合中 12.48
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 栃　木

6 6 1175 秋山 侑輝(2) 茂木中 13.01



マスターズ男子60m

8月9日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.5) 2組 (風:+2.0)

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

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃　木 ｳｽﾞｷ ﾕｳﾔ 栃　木

1 6 8141 丸山 将 OCOSITEI 6.96 1 5 8078 夘月 裕也 TRAINI 7.24
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 栃　木 ﾅﾅﾓﾘ ﾀｶｼ 東　京

2 5 8230 高橋 裕和 栃木陸協 6.98 2 3 A4193 七森 孝之 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ 7.48
ｵｵｶﾞ ｹｲｿﾞｳ 埼　玉 ﾕｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 栃　木

3 7 767 大賀 圭造 川越市陸協 7.19 3 7 8463 湯沢 康裕 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 7.79
ｴﾓﾘ ｱﾂｼ 埼　玉 ｵｵﾀﾆ ﾂﾖｼ 栃　木

4 8 267 江森 淳 埼玉陸協 7.75 4 4 8405 大谷 毅 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 8.43
ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ 栃　木 ｶﾈﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 栃木

5 9 8408 小堀 拓也 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 7.90 5 8 8073 金村 聖浩 葛生ｱｽﾘｰﾄ 8.74
ｲﾘｴ ｽｸﾞﾙ 埼　玉 ｼﾝﾏｽ ｸｽｵ 栃　木

6 4 1795 入江 卓 埼玉ﾏｽﾀｰｽﾞ 7.94 6 6 8451 新増 九州男 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 8.83
ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂｼ 神奈川 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｺﾄ 栃　木

3 1040 山下 哲司 TEAM HAL. DNS 7 9 8206 五十嵐 真 栃木陸協 9.86

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃　木

1 8141 丸山 将 OCOSITEI 6.96 +1.5
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 栃　木

2 8230 高橋 裕和 栃木陸協 6.98 +1.5
ｵｵｶﾞ ｹｲｿﾞｳ 埼　玉

3 767 大賀 圭造 川越市陸協 7.19 +1.5
ｳｽﾞｷ ﾕｳﾔ 栃　木

4 8078 夘月 裕也 TRAINI 7.24 +2.0
ﾅﾅﾓﾘ ﾀｶｼ 東　京

5 A4193 七森 孝之 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ 7.48 +2.0
ｴﾓﾘ ｱﾂｼ 埼　玉

6 267 江森 淳 埼玉陸協 7.75 +1.5
ﾕｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 栃　木

7 8463 湯沢 康裕 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 7.79 +2.0
ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ 栃　木

8 8408 小堀 拓也 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 7.90 +1.5

凡例  DNS:欠場



男子110mH（1.067m）Aレース

8月9日 10:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+1.9) 2組 (風:+2.5)

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

ｵｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 埼　玉 ﾎｳｻﾔﾏ ﾏｻﾄ 千　葉

1 6 1367 尾形 晃広 Rings 13.91 1 4 4160 柞山 真翔(2) 国際武道大 14.33
ｺﾀﾆ ｱﾗﾀ 三　重 ﾋﾗﾓﾄ ﾚﾝ 栃　木

2 7 4155 古谷 新太(3) 国際武道大 14.18 2 7 241 平本 廉(4) 駿河台大 14.56
ｲﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 鹿児島 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾏ 大　阪

3 9 4153 井田 龍之介(4) 国際武道大 14.24 3 3 5477 中山 聡太(1) 国士舘大 14.77
ｲﾉｳ ｴﾋﾛﾐ 東　京 ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ 栃　木

4 8 4152 井上 大海(4) 国際武道大 14.31 4 8 8249 首藤 貴之 栃木陸協 14.81
ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 山　口

5 5 110 森田 俊一 ｱｽﾚﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 14.33 5 1585 塩川 大輔(3) 筑波大 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 静　岡 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅｳ 神奈川

6 4 4903 山田 一稀(1) 国際武道大 14.55 6 1299 吉田 就(2) 国士舘大 DNS
ｺｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ 東　京

7 3 333 小久保 翔太 日本生命 14.80

3組 (風:+1.8) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 神奈川 ｵｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 埼　玉

1 3 5433 中村 優希(1) 国士舘大 14.86 1 1367 尾形 晃広 Rings 13.91 +1.9
ﾏﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 鹿児島 ｺﾀﾆ ｱﾗﾀ 三　重

2 4 4168 眞邉 竜基(3) 国際武道大 14.93 2 4155 古谷 新太(3) 国際武道大 14.18 +1.9
ﾂﾉﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 群　馬 ｲﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 鹿児島

3 5 4157 角田 龍一(3) 国際武道大 14.97 3 4153 井田 龍之介(4) 国際武道大 14.24 +1.9
ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾏ 栃　木 ｲﾉｳ ｴﾋﾛﾐ 東　京

4 7 8004 大森 拓真(2) 国際医療福祉大 15.51 4 4152 井上 大海(4) 国際武道大 14.31 +1.9
ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ 栃　木 ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川

6 3399 大沼 慶稀(2) 白鴎大 DNS 5 110 森田 俊一 ｱｽﾚﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 14.33 +1.9
ﾌﾞﾝｺﾞ ｺｳｽｹ 栃　木 ﾎｳｻﾔﾏ ﾏｻﾄ 千　葉

8 8140 豊後 滉輔 OCOSITEI DNS 5 4160 柞山 真翔(2) 国際武道大 14.33 +2.5
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 静　岡

7 4903 山田 一稀(1) 国際武道大 14.55 +1.9
ﾋﾗﾓﾄ ﾚﾝ 栃　木

8 241 平本 廉(4) 駿河台大 14.56 +2.5

凡例  DNS:欠場



男子110mH（1.067m）Bレース

8月9日 13:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+4.2) 2組 (風:+5.6)

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

ｵｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 埼　玉 ﾎｳｻﾔﾏ ﾏｻﾄ 千　葉

1 3 1367 尾形 晃広 Rings 13.87 1 9 4160 柞山 真翔(2) 国際武道大 14.24
ｺﾀﾆ ｱﾗﾀ 三　重 ﾋﾗﾓﾄ ﾚﾝ 栃　木

2 9 4155 古谷 新太(3) 国際武道大 14.14 2 5 241 平本 廉(4) 駿河台大 14.35
ｲﾉｳ ｴﾋﾛﾐ 東　京 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾏ 大　阪

3 7 4152 井上 大海(4) 国際武道大 14.23 3 4 5477 中山 聡太(1) 国士舘大 14.49
ｲﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 鹿児島 ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ 栃　木

4 6 4153 井田 龍之介(4) 国際武道大 14.31 4 3 8249 首藤 貴之 栃木陸協 14.85
ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅｳ 神奈川

5 5 110 森田 俊一 ｱｽﾚﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 14.42 6 1299 吉田 就(2) 国士舘大 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 静　岡 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 山　口

6 4 4903 山田 一稀(1) 国際武道大 14.50 7 1585 塩川 大輔(3) 筑波大 DNS
ｺｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ 東　京 ｿｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 新　潟

8 333 小久保 翔太 日本生命 DNF 8 1688 曽我 賢太郎(2) 東京学芸大 DNS

3組 (風:+3.3) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾂﾉﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 群　馬 ｵｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 埼　玉

1 3 4157 角田 龍一(3) 国際武道大 14.63 1 1367 尾形 晃広 Rings 13.87 +4.2
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 神奈川 ｺﾀﾆ ｱﾗﾀ 三　重

2 4 5433 中村 優希(1) 国士舘大 14.81 2 4155 古谷 新太(3) 国際武道大 14.14 +4.2
ﾏﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 鹿児島 ｲﾉｳ ｴﾋﾛﾐ 東　京

3 7 4168 眞邉 竜基(3) 国際武道大 14.85 3 4152 井上 大海(4) 国際武道大 14.23 +4.2
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長　野 ﾎｳｻﾔﾏ ﾏｻﾄ 千　葉

4 5 9135 西埜 拓海(M2) 東京学芸大 15.03 4 4160 柞山 真翔(2) 国際武道大 14.24 +5.6
ｲﾉｳｴ ﾀｲｶﾞ 山　形 ｲﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 鹿児島

5 6 4158 井上 大雅(3) 国際武道大 15.57 5 4153 井田 龍之介(4) 国際武道大 14.31 +4.2
ｱｶﾞﾘｴ ｶﾝﾀ 沖　縄 ﾋﾗﾓﾄ ﾚﾝ 栃　木

6 8 823 東江 寛太(1) 東京学芸大 15.91 6 241 平本 廉(4) 駿河台大 14.35 +5.6
ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川

7 110 森田 俊一 ｱｽﾚﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 14.42 +4.2
ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾏ 大　阪

8 5477 中山 聡太(1) 国士舘大 14.49 +5.6

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子110mJH（0.991m）

8月9日 10:20 決　勝

決　勝　

(風:+2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ｹｲｼ

1 5 3062 石川 京史(1) 宇短附高 15.73
ｶﾐﾅｶﾞ ｺｳｷ 栃　木

2 7 2113 神永 昂季(3) 若松原中 15.86
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 栃　木

4 3016 渡辺 伸吾(1) 白鴎大足利高 DNS
ｲｷ ﾂﾊﾞｻ 栃　木

6 2019 壹岐 翼(3) 瑞穂野中 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子100m　Aレース

8月9日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 (風:+1.9) 2組 (風:+2.2)

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

ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃　木 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃　木

1 8 9477 関根 こころ(2) 作新学院大 11.96 1 7 9473 福田 奈央(3) 作新学院大 12.26
ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ 栃　木 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃　木

2 5 8012 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 12.02 2 6 9479 福田 捺巴(2) 作新学院大 12.34
ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃　木 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 栃　木

3 3 9471 笹沼 若奈(4) 作新学院大 12.09 3 9 5031 山口 優芽(3) 作新学院高 12.40
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃　木 ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 栃木

4 9 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大 12.12 4 1 3010 野村 美月(1) 石橋高 12.45
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 埼　玉 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 栃　木

5 4 9481 瀬沼 有咲(2) 作新学院大 12.28 5 5 4025 福田 菜々子(2) 白鴎大足利高 12.51
ｷｼﾓﾄ ﾕﾐ 沖　縄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｷｱ 宮　城

6 7 9630 岸本 優美(2) 東女体大 12.31 6 8 9637 渡辺 琉希愛(2) 東女体大 12.59
ｶｼﾞｪｰﾙ ﾁｵﾏ ﾁｪﾙｼｰ 東　京 ﾐﾅﾓﾄ ｼｵﾝ 石　川

7 1 10653 ｶｼﾞｪｰﾙ ﾁｵﾏﾁｪﾙｼｰ(1) 国士舘大 12.49 7 4 10643 源 紫苑(1) 国士舘大 12.65
ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 栃　木 ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 栃　木

8 2 5033 倉澤 みはな(3) 作新学院高 12.67 8 2 4012 五月女 光(2) 作新学院高 12.93
ﾊﾗ ﾘｮｳﾅ 山　形 ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃　木

6 1005 原 伶奈(2) 山形大 DNS 3 9474 高橋 萌(3) 作新学院大 DNS

3組 (風:+2.2) 4組 (風:+2.8)

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

ﾔｼﾛ ﾜｶﾊﾞ 栃　木 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾓﾓｶ 栃　木

1 8 9080 八城 和佳葉(2) 宇都宮大 12.49 1 1 8035 海老原 桃華 OCOSITEI 13.36
ｵｵﾇｷ ﾅｵ 栃　木 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｶ 新　潟

2 6 4035 大貫 那緒(2) 作新学院高 12.73 2 6 9482 小嶋 夕香(3) 作新学院大 13.38
ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 栃　木 ﾀｶﾊｼ ｻﾖ 栃　木

3 4 9476 大橋 麻友(2) 作新学院大 12.81 3 7 8029 高橋 小夜 TRAINI 13.39
ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃　木 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ 千　葉

4 9 9480 柴 凛(2) 作新学院大 12.84 4 3 1847 遠藤 友理 i-Link 13.58
ﾀﾑﾗ ﾏｲｺ 栃　木 ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ 栃　木

5 7 4022 田村 舞子(2) 白鴎大足利高 12.87 5 8 8036 茂木 万理菜 OCOSITEI 13.58
ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ 栃　木 ﾊﾙﾔﾏ ｱｲｶ 栃　木

6 5 4019 黒川 怜華(2) 白鴎大足利高 12.92 6 2 4146 春山 愛花(2) 佐野東高 13.68
ﾌｸﾁ ﾐｻｷ 栃　木 ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ 栃　木

7 1 4100 福地 岬 (2) 佐野高 13.21 7 9 4009 丸山 楓佳(2) 宇短附高 13.92
ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 栃　木 ｱﾂﾞﾏ ｶﾅ 栃　木

8 2 4016 阿部 百花(2) 白鴎大足利高 13.25 4 8056 吾妻 佳奈 栃木陸協 DNS
ﾎﾝﾏ ﾕｷ 千　葉 ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ 栃　木

9 3 2380 本間 優季 SAKURA 13.95 5 8041 大山 茜里 佐野市役所 DNS

5組 (風:+1.8) 6組 (風:+3.2)

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

ｲﾁﾀﾞ ｶﾅﾐ 千　葉 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｶ 栃木

1 7 398 市田 叶美 i-Link 13.56 1 2 3011 関口 実花(1) 石橋高 13.60
ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 栃　木 ｺﾎﾞﾘ ﾁﾅﾂ 栃　木

2 5 4101 加藤 瞳(2) 佐野高 13.71 2 7 4142 小堀 千夏(2) 佐野東高 14.00
ｱﾝｻﾞｲ ﾘｻ 千　葉 ﾔｷﾞ ﾓﾓｶ 栃　木

3 4 192 安齊 理沙 i-Link 13.75 3 4 4148 八木 桃花(2) 佐野東高 14.43
ｱｷｸｻ ｲｵﾘ 栃　木 ﾉﾑﾗ ﾓｴ 栃　木

4 6 3142 秋草 衣織(1) 足利清風高 13.84 4 9 4143 野村 萌(2) 佐野東高 14.57
ﾖｺﾁ ﾐﾅ 栃　木 ﾐｽﾞﾏ ｻﾗ 栃　木

5 8 4145 横地 未菜(2) 佐野東高 13.89 5 6 3136 水間 彩愛(1) 佐野東高 14.63
ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 栃　木 ﾓﾘﾀ ﾔﾔ 栃　木

6 1 4102 新井 美月(2) 佐野高 14.11 6 3 3122 森田 安耶(1) 佐野高 14.70
ｶﾝﾍﾞ ﾐｵ 栃　木 ｳｼﾀﾞ ﾜｶﾅ 栃　木

7 2 9529 神戸 美音(4) 東京学芸大 14.90 7 1 4202 丑田 羽奏(2) 佐野東高 14.71
ｷﾀｶﾜ ｱｻﾐ 栃木 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｱ 栃　木

3 4118 北川 朝巳(2) 石橋高 DNS 8 8 3162 松村 唯愛(1) 佐野高 14.85
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾐ 千　葉 ﾋｶﾞﾉ ﾐｻｷ 栃　木

9 13 望月 麻美 i-Link DNS 5 3137 日向野 美咲(1) 佐野東高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子100m　Aレース

8月9日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃　木

1 9477 関根 こころ(2) 作新学院大 11.96 +1.9
ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ 栃　木

2 8012 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 12.02 +1.9
ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃　木

3 9471 笹沼 若奈(4) 作新学院大 12.09 +1.9
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃　木

4 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大 12.12 +1.9
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃　木

5 9473 福田 奈央(3) 作新学院大 12.26 +2.2
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 埼　玉

6 9481 瀬沼 有咲(2) 作新学院大 12.28 +1.9
ｷｼﾓﾄ ﾕﾐ 沖　縄

7 9630 岸本 優美(2) 東女体大 12.31 +1.9
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃　木

8 9479 福田 捺巴(2) 作新学院大 12.34 +2.2

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子100m　Bレース

8月9日 13:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:+2.3) 2組 (風:+3.4)

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

ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃　木 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 栃　木

1 3 9477 関根 こころ(2) 作新学院大 11.87 1 8 5031 山口 優芽(3) 作新学院高 12.10
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃　木 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃　木

2 8 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大 12.13 2 4 9479 福田 捺巴(2) 作新学院大 12.22
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃　木 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 栃　木

3 2 9473 福田 奈央(3) 作新学院大 12.16 3 7 4025 福田 菜々子(2) 白鴎大足利高 12.26
ｷｼﾓﾄ ﾕﾐ 沖　縄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｷｱ 宮　城

4 5 9630 岸本 優美(2) 東女体大 12.17 4 9 9637 渡辺 琉希愛(2) 東女体大 12.40
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 埼　玉 ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 栃　木

5 7 9481 瀬沼 有咲(2) 作新学院大 12.31 5 5 5033 倉澤 みはな(3) 作新学院高 12.47
ｶｼﾞｪｰﾙ ﾁｵﾏ ﾁｪﾙｼｰ 東　京 ﾐﾅﾓﾄ ｼｵﾝ 石　川

6 4 10653 ｶｼﾞｪｰﾙ ﾁｵﾏﾁｪﾙｼｰ(1) 国士舘大 12.38 6 6 10643 源 紫苑(1) 国士舘大 12.49
ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ 栃　木 ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 栃　木

7 6 8012 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 12.88 7 3 4012 五月女 光(2) 作新学院高 12.77
ﾊﾗ ﾘｮｳﾅ 山　形 ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃　木

9 1005 原 伶奈(2) 山形大 DNS 2 9474 高橋 萌(3) 作新学院大 DNS

3組 (風:+4.9) 4組 (風:+4.2)

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

ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃　木 ﾌｸﾁ ﾐｻｷ 栃　木

1 8 9480 柴 凛(2) 作新学院大 12.43 1 6 4100 福地 岬 (2) 佐野高 13.15
ｵｵﾇｷ ﾅｵ 栃　木 ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 栃　木

2 6 4035 大貫 那緒(2) 作新学院高 12.60 2 4 4016 阿部 百花(2) 白鴎大足利高 13.32
ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 栃　木 ﾀｶﾊｼ ｻﾖ 栃　木

3 4 9476 大橋 麻友(2) 作新学院大 12.76 3 5 8029 高橋 小夜 TRAINI 13.33
ﾀﾑﾗ ﾏｲｺ 栃　木 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ 千　葉

4 5 4022 田村 舞子(2) 白鴎大足利高 12.83 4 7 1847 遠藤 友理 i-Link 13.44
ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ 栃　木 ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 栃　木

5 7 4019 黒川 怜華(2) 白鴎大足利高 12.92 5 3 4101 加藤 瞳(2) 佐野高 13.54
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｶ 新　潟 ｲﾁﾀﾞ ｶﾅﾐ 千　葉

6 9 9482 小嶋 夕香(3) 作新学院大 13.22 6 9 398 市田 叶美 i-Link 13.63
ﾎﾝﾏ ﾕｷ 千　葉 ｱﾂﾞﾏ ｶﾅ 栃　木

7 3 2380 本間 優季 SAKURA 13.91 8 8056 吾妻 佳奈 栃木陸協 DNS

5組 (風:+2.5) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾝｻﾞｲ ﾘｻ 千　葉 ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃　木

1 7 192 安齊 理沙 i-Link 13.69 1 9477 関根 こころ(2) 作新学院大 11.87 +2.3
ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 栃　木 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 栃　木

2 5 4102 新井 美月(2) 佐野高 14.23 2 5031 山口 優芽(3) 作新学院高 12.10 +3.4
ﾓﾘﾀ ﾔﾔ 栃　木 ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃　木

3 3 3122 森田 安耶(1) 佐野高 14.56 3 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大 12.13 +2.3
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｱ 栃　木 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃　木

4 9 3162 松村 唯愛(1) 佐野高 14.75 4 9473 福田 奈央(3) 作新学院大 12.16 +2.3
ｶﾝﾍﾞ ﾐｵ 栃　木 ｷｼﾓﾄ ﾕﾐ 沖　縄

5 8 9529 神戸 美音(4) 東京学芸大 14.82 5 9630 岸本 優美(2) 東女体大 12.17 +2.3
ｱｷｸｻ ｲｵﾘ 栃　木 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃　木

4 3142 秋草 衣織(1) 足利清風高 DNS 6 9479 福田 捺巴(2) 作新学院大 12.22 +3.4
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾐ 千　葉 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 栃　木

6 13 望月 麻美 i-Link DNS 7 4025 福田 菜々子(2) 白鴎大足利高 12.26 +3.4
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 埼　玉

8 9481 瀬沼 有咲(2) 作新学院大 12.31 +2.3

凡例  DNS:欠場



中学女子100m　Aレース

8月9日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+3.8) 2組 (風:+1.7)

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

ｶﾝﾉ ｺｱ 栃木 ﾀｻｷ ﾁﾋﾛ 栃　木

1 2 8021 菅野 心愛 (3) 葛生ｱｽﾘｰﾄ 13.02 1 6 1013 田﨑 千尋(2) 瑞穂野中 13.97
ﾔﾏｶﾜ ﾅﾅｺ 栃　木 ｵｵｶﾜ ﾘｻ 栃木

2 4 2115 山川 菜々子 鹿沼北中 13.08 2 4 1093 大川 りさ(2) 佐野高附中 14.18
ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ 栃　木 ﾆｼﾑﾗ ｶﾉﾝ 栃木

3 7 2335 村上 珠梨(3) 豊郷中 13.09 3 3 1305 西村 香音(2) 落合中 14.29
ｽｽﾞｷ ﾘﾏ 神奈川 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ 栃木

4 8 173 鈴木 理真(2) ygac 13.25 4 8 1094 中村 ゆきの(2) 佐野高附中 14.58
ﾏﾁｲ ﾋﾅ 栃木 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ 栃木

5 5 8023 町井 ひな(3) 葛生ｱｽﾘｰﾄ 13.58 5 5 1098 山田 文音(2) 佐野高附中 14.61
ﾔｼﾛ ﾚｵﾅ 栃木 ﾔﾏｶﾜ ﾐｽﾞｷ 栃木

6 1 1096 矢代 怜央菜(2) 佐野高附中 13.66 6 2 1097 山川 瑞希(2) 佐野高附中 14.78
ｲｼｻﾞｷ ﾐﾚｲ 栃木 ｷｸﾁ ｱｲｺ 栃木

7 9 2259 石﨑 美玲(3) 落合中 13.73 7 7 1100 菊地 愛子(2) 落合中 15.47
ｸﾏｲ ﾋﾄﾐ 栃木 ﾕｻﾞﾜ ﾏﾅ 栃　木

8 3 1124 熊井 瞳(2) 落合中 13.87 9 280 湯澤 愛(1) 落合中 DNS
ﾐﾀ ﾊﾙｶ 栃木

9 6 1095 三田 遙花(2) 佐野高附中 13.91

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾉ ｺｱ 栃木

1 8021 菅野 心愛 (3) 葛生ｱｽﾘｰﾄ 13.02 +3.8
ﾔﾏｶﾜ ﾅﾅｺ 栃　木

2 2115 山川 菜々子 鹿沼北中 13.08 +3.8
ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ 栃　木

3 2335 村上 珠梨(3) 豊郷中 13.09 +3.8
ｽｽﾞｷ ﾘﾏ 神奈川

4 173 鈴木 理真(2) ygac 13.25 +3.8
ﾏﾁｲ ﾋﾅ 栃木

5 8023 町井 ひな(3) 葛生ｱｽﾘｰﾄ 13.58 +3.8
ﾔｼﾛ ﾚｵﾅ 栃木

6 1096 矢代 怜央菜(2) 佐野高附中 13.66 +3.8
ｲｼｻﾞｷ ﾐﾚｲ 栃木

7 2259 石﨑 美玲(3) 落合中 13.73 +3.8
ｸﾏｲ ﾋﾄﾐ 栃木

8 1124 熊井 瞳(2) 落合中 13.87 +3.8

凡例  DNS:欠場



中学女子100m　Bレース

8月9日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:0.0) 2組 (風:+4.0)

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

ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ 栃　木 ﾆｼﾑﾗ ｶﾉﾝ 栃木

1 3 2335 村上 珠梨(3) 豊郷中 13.22 1 4 1305 西村 香音(2) 落合中 14.20
ﾔﾏｶﾜ ﾅﾅｺ 栃　木 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ 栃木

2 4 2115 山川 菜々子 鹿沼北中 13.25 2 7 1094 中村 ゆきの(2) 佐野高附中 14.45
ｽｽﾞｷ ﾘﾏ 神奈川 ﾔﾏｶﾜ ﾐｽﾞｷ 栃木

3 6 173 鈴木 理真(2) ygac 13.38 3 5 1097 山川 瑞希(2) 佐野高附中 14.66
ｶﾝﾉ ｺｱ 栃木 ｷｸﾁ ｱｲｺ 栃木

4 8 8021 菅野 心愛 (3) 葛生ｱｽﾘｰﾄ 13.39 4 8 1100 菊地 愛子(2) 落合中 15.58
ﾏﾁｲ ﾋﾅ 栃木 ﾕｻﾞﾜ ﾏﾅ 栃　木

5 5 8023 町井 ひな(3) 葛生ｱｽﾘｰﾄ 13.72 5 6 280 湯澤 愛(1) 落合中 16.21
ｲｼｻﾞｷ ﾐﾚｲ 栃木

6 7 2259 石﨑 美玲(3) 落合中 14.03

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ 栃　木

1 2335 村上 珠梨(3) 豊郷中 13.22 0.0
ﾔﾏｶﾜ ﾅﾅｺ 栃　木

2 2115 山川 菜々子 鹿沼北中 13.25 0.0
ｽｽﾞｷ ﾘﾏ 神奈川

3 173 鈴木 理真(2) ygac 13.38 0.0
ｶﾝﾉ ｺｱ 栃木

4 8021 菅野 心愛 (3) 葛生ｱｽﾘｰﾄ 13.39 0.0
ﾏﾁｲ ﾋﾅ 栃木

5 8023 町井 ひな(3) 葛生ｱｽﾘｰﾄ 13.72 0.0
ｲｼｻﾞｷ ﾐﾚｲ 栃木

6 2259 石﨑 美玲(3) 落合中 14.03 0.0
ﾆｼﾑﾗ ｶﾉﾝ 栃木

7 1305 西村 香音(2) 落合中 14.20 +4.0
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ 栃木

8 1094 中村 ゆきの(2) 佐野高附中 14.45 +4.0



女子100mH（0.838m/8.5m）Aレース

8月9日 10:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.0) 2組 (風:+1.3)

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

ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃　木 ｲﾄｳ ﾐｻｷ 福　島

1 4 9471 笹沼 若奈(4) 作新学院大 13.64 TR 1 6 9475 伊藤 美咲(3) 作新学院大 14.83
ｻﾅﾀﾞ ﾓﾓｺ 静　岡 ｴｸﾆ ﾚﾅ 愛　知

2 8 9525 眞田 桃子(4) 東京学芸大 14.26 2 7 8387 江國 伶奈(2) 筑波大 15.36
ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 群　馬 ﾀｲ ｻﾕﾘ 群　馬

3 9 10420 齋藤 碧彩(4) 法政大 14.52 3 4 587 田井 小百合 SMBC日興 15.62
ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾘ 石　川 ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 栃　木

4 6 9385 吉田 唯莉(4) 筑波大 14.81 4 9 8055 佐藤 楓 栃木陸協 15.71
ﾊﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 山　形 ｻｸﾗﾊﾞ ｺﾄｺ 神奈川

5 1009 阪 希望(2) 山形大 DNS 5 5 9632 櫻庭 琴子(2) 東女体大 16.69
ｻﾄｳ ﾉﾄﾞｶ 山　形 ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ 栃　木

7 1008 佐藤 和(4) 山形大 DNS 6 8 4009 丸山 楓佳(2) 宇短附高 17.44

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃　木 TR
1 9471 笹沼 若奈(4) 作新学院大 13.64 +1.0

ｻﾅﾀﾞ ﾓﾓｺ 静　岡

2 9525 眞田 桃子(4) 東京学芸大 14.26 +1.0
ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 群　馬

3 10420 齋藤 碧彩(4) 法政大 14.52 +1.0
ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾘ 石　川

4 9385 吉田 唯莉(4) 筑波大 14.81 +1.0
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 福　島

5 9475 伊藤 美咲(3) 作新学院大 14.83 +1.3
ｴｸﾆ ﾚﾅ 愛　知

6 8387 江國 伶奈(2) 筑波大 15.36 +1.3
ﾀｲ ｻﾕﾘ 群　馬

7 587 田井 小百合 SMBC日興 15.62 +1.3
ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 栃　木

8 8055 佐藤 楓 栃木陸協 15.71 +1.3

凡例  DNS:欠場 TR:栃木県記録

女子100mH（0.838m/8.5m）Bレース

8月9日 13:20 決　勝

決　勝　

(風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾘ 石　川

1 6 9385 吉田 唯莉(4) 筑波大 14.46
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 福　島

2 1 9475 伊藤 美咲(3) 作新学院大 14.82
ｴｸﾆ ﾚﾅ 愛　知

3 9 8387 江國 伶奈(2) 筑波大 15.15
ﾀｲ ｻﾕﾘ 群　馬

4 8 587 田井 小百合 SMBC日興 15.70
ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 栃　木

5 2 8055 佐藤 楓 栃木陸協 15.73
ｻｸﾗﾊﾞ ｺﾄｺ 神奈川

6 3 9632 櫻庭 琴子(2) 東女体大 16.02
ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ 栃　木

4 8041 大山 茜里 佐野市役所 DNS
ｻﾅﾀﾞ ﾓﾓｺ 静　岡

5 9525 眞田 桃子(4) 東京学芸大 DNS
ｻﾄｳ ﾉﾄﾞｶ 山　形

7 1008 佐藤 和(4) 山形大 DNS



女子100mYH（0.762m/8.5m）Aレース

8月9日 10:00 決　勝

決　勝　

(風:+2.5)

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 ﾓﾓﾊ 栃　木

1 6 4023 中里 百葉(2) 白鴎大足利高 14.14
ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 栃　木

2 5 4024 福田 蒼依(2) 白鴎大足利高 14.20

女子100mYH（0.762m/8.5m）Bレース

8月9日 13:10 決　勝

決　勝　

(風:+2.5)

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 ﾓﾓﾊ 栃　木

1 4 4023 中里 百葉(2) 白鴎大足利高 14.11
ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 栃　木

2 5 4024 福田 蒼依(2) 白鴎大足利高 14.23
ｱｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ 栃　木

3 7 1014 安島 向日葵(2) 瑞穂野中 16.24
ｷｸﾁ ﾕｲ 栃　木

4 8 1017 菊地 結衣(2) 瑞穂野中 17.82
ﾜｶｲﾛ ｻﾗ 栃　木

5 6 1012 若色 紗良(2) 瑞穂野中 19.20
ｳｴﾉ ﾅﾉﾊ 栃　木

9 2018 上野 那乃羽(3) 瑞穂野中 DNS



中学女子100mH（0.762m/8.0m）

8月9日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+3.1) 2組 (風:+2.8)

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

ｱｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ 栃　木 ﾐﾀ ﾊﾙｶ 栃木

1 7 1014 安島 向日葵(2) 瑞穂野中 15.50 1 5 1095 三田 遙花(2) 佐野高附中 17.58
ｷｸﾁ ﾕｲ 栃　木 ｻｶﾓﾄ ﾅﾂﾘ 栃　木

2 3 1017 菊地 結衣(2) 瑞穂野中 16.40 2 8 22 坂本 夏莉(1) 瑞穂野中 18.45
ｻｶﾓﾄ ﾋｵﾘ 栃木 ﾋﾂﾞｶ ﾐｵ 栃　木

3 6 2325 坂本 妃織(3) 佐野高附中 16.47 3 6 24 肥塚 海音(1) 瑞穂野中 19.94
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ 栃木 ｵｵｶﾜ ﾘｻ 栃木

4 4 1098 山田 文音(2) 佐野高附中 16.58 4 7 1093 大川 りさ(2) 佐野高附中 20.27
ｸﾏｲ ﾋﾄﾐ 栃木 ｶﾐｵ ﾅﾅ 栃　木

5 8 1124 熊井 瞳(2) 落合中 16.70 5 4 17 神尾 奈那(1) 瑞穂野中 21.47
ﾔｼﾛ ﾚｵﾅ 栃木 ｷﾓﾄ ﾎﾉｶ 栃　木

6 9 1096 矢代 怜央菜(2) 佐野高附中 16.97 6 9 127 木本 歩華(1) 佐野高附中 22.39
ﾜｶｲﾛ ｻﾗ 栃　木

7 5 1012 若色 紗良(2) 瑞穂野中 17.56

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｱｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ 栃　木

1 1014 安島 向日葵(2) 瑞穂野中 15.50 +3.1
ｷｸﾁ ﾕｲ 栃　木

2 1017 菊地 結衣(2) 瑞穂野中 16.40 +3.1
ｻｶﾓﾄ ﾋｵﾘ 栃木

3 2325 坂本 妃織(3) 佐野高附中 16.47 +3.1
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ 栃木

4 1098 山田 文音(2) 佐野高附中 16.58 +3.1
ｸﾏｲ ﾋﾄﾐ 栃木

5 1124 熊井 瞳(2) 落合中 16.70 +3.1
ﾔｼﾛ ﾚｵﾅ 栃木

6 1096 矢代 怜央菜(2) 佐野高附中 16.97 +3.1
ﾜｶｲﾛ ｻﾗ 栃　木

7 1012 若色 紗良(2) 瑞穂野中 17.56 +3.1
ﾐﾀ ﾊﾙｶ 栃木

8 1095 三田 遙花(2) 佐野高附中 17.58 +2.8


