
ト ラ ッ ク 審 判 長 小針　敏明 投 て き 審 判 長 前田　芳久

ス タ ー ト 審 判 長 栗原　浩司 記 録 主 任 林　達也　

跳 躍 審 判 長 小針　敏明

日付 種目

水久保 漱至 10.44(-0.4) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(1) 10.60(-0.4) 近江 清能(2) 10.63(-0.4) 佐藤 風雅 10.73(-0.4) 茂呂 柊汰(4) 10.75(-0.4) 池田 成諒(2) 10.76(-0.4) 中島 宏典 10.79(-0.1) 三村 大河 (2) 10.81(-0.4)

栃木・第一酒造 GR 栃木・城西大 GR 群馬・関東学園大 GR 栃木・那須環境 GR 栃木・作新学院大 長崎・筑波大 群馬・群大TF荒牧 茨城・駿河台大

水久保 漱至 21.20(-0.8) 小竹 理恩(4) 21.54(-0.8) 中里 将基(3) 21.59(-0.8) 三村 大河 (2) 21.76(-0.8) 近江 清能(2) 21.84(-0.3) 稲垣 広弥(3) 21.94(-0.8) ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 21.95(-0.9) 坂本 康輔(2) 22.05(-0.3)

栃木・第一酒造 栃木・早稲田大 栃木・作新学院大 茨城・駿河台大 群馬・関東学園大 栃木・作新学院大 栃木・作新学院大 埼玉・関東学園大

上村 純也 3:59.63 生方 利樹 4:03.89 野上 善弘 4:05.24 菅野 辰也 4:05.32 田島 絆成(3) 4:06.40 山根 彗斗 4:09.04 田中 直樹 4:09.08 石川 昌宏 4:09.45

栃木・石川走友会 GR 群馬・高崎経済大 栃木・NINE TOCHIGI TC 宮城・あぶくまAC 栃木・石川走友会 栃木・石川走友会 栃木・Honda栃木 栃木・石川走友会

手塚 太一(3) 14:41.50 飯田 豊 14:48.14 海老沼 太志 14:48.25 小林 凌真(3) 14:48.58 久慈 清太朗 14:49.05 伊藤 尊晴(2) 14:49.40 松本 海音(3) 14:50.08 中島 充博 14:52.65

栃木・那須拓陽高 GR 埼玉・川越市陸協 栃木・MKPJT 栃木・那須拓陽高 岩手・久慈市陸協 栃木・白鴎大足利高 栃木・那須拓陽高 埼玉・栃木陸協

丸山 壮(1) 14.51(+0.4) 曽我部 隆伍(1) 14.98(+0.4) 加地 拓弥(M1) 15.13(-0.6) 首藤 貴之 15.35(+0.4) 新野 孝典(2) 15.79(-0.6) 大森 拓真(2) 16.30(+0.4) 大山 一斗(4) 17.24(+0.4) 千葉 大輝(1) 17.40(-0.6)

京都・筑波大 GR 神奈川・筑波大 GR 栃木・東北大 GR 栃木・栃木陸協 栃木・宇都宮大 栃木・国際医療福祉大 群馬・関東学園大 栃木・小山南高

中島 大輔 2m00 能手 俊充 1m90 尾島 京 1m90 大坪 拓斗(M1) 1m85 高橋 雅也 1m85 松田 永遠(2) 1m80 高橋 優希 1m80

栃木・第一酒造 栃木・第一酒造 栃木・OCOSITEI 栃木・宇都宮大 栃木・SAC 栃木・佐野日大高 栃木・SAC

能手 宣拓 1m80

栃木・第一酒造

松原 奨 7m32(-0.2) 大島 一晟(3) 7m07(-1.1) 吉澤 尚哉 6m96(+0.3) ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 6m82(+0.7) 星野 諒馬(4) 6m68(0.0) 熊澤 尚央(4) 6m66(-1.1) 柳田 聖大(3) 6m56(-0.6) 山本 翔真(4) 6m53(+0.3)

栃木・滝沢ハム GR 栃木・栃木陸協 GR 栃木・滝沢ハム 栃木・作新学院大 群馬・関東学園大 栃木・作新学院大 群馬・館林一中 栃木・白鴎大

齊藤 拓生 8m55

栃木・NINE TOCHIGI TC GR

沼尾 空(2) 12m11 市川 緋輝(2) 11m31

栃木・青藍泰斗高 栃木・宇都宮工業高

武田 歴次 16m32 植木 佑太郎(2) 11m53 奈良田 栄一 6m34

栃木・栃木県ｽﾎﾟ協 GR 群馬・群馬大 栃木・栃木陸協

小椋 健司 74m63 谷川 健太 63m96 藤井 瑞樹(3) 61m32 大塚 主稀 60m60 川俣 颯士(1) 60m46 鈴木 理太(4) 56m86 新垣 大輝(3) 55m68 石黒 守一 48m72

栃木・栃木県ｽﾎﾟ協 GR 栃木・OCOSITEI 愛知・日大 栃木・第一酒造 栃木・日大 栃木・宇都宮大 埼玉・日大 栃木・OCOSITEI

三浦 由奈(2) 12.11(-0.1) 瀬沼 有咲(2) 12.25(-0.1) 関根 こころ(2) 12.25(-0.1) 福田 奈央(3) 12.38(-0.1) 市川 亜澄(2) 12.40(-0.1) 二宮 音彩(1) 12.51(-0.1) 笹沼 若奈(4) 12.54(-0.1) 福田 菜々子(2) 12.60(-0.1)

宮城・筑波大 GR 埼玉・作新学院大 栃木・作新学院大 GR 栃木・作新学院大 GR 栃木・作新学院大 GR 栃木・白鴎大足利高 栃木・作新学院大 栃木・白鴎大足利高

関根 こころ(2) 25.36(-0.5) 瀬沼 有咲(2) 25.48(-0.5) 市川 亜澄(2) 25.82(-0.5) 福田 捺巴(2) 25.88(-0.5) 福田 奈央(3) 25.90(-0.5) 柴 凛(2) 26.32(-0.8) 大橋 麻友(2) 26.34(-0.8) 山崎 萌々子(3) 26.93(-0.9)

栃木・作新学院大 埼玉・作新学院大 栃木・作新学院大 栃木・作新学院大 栃木・作新学院大 栃木・作新学院大 栃木・作新学院大 長野・東北大

大金 ゆい(3) 4:55.20 飯田 夏生 4:55.53 田中 のん(2) 5:11.95 伊比 美咲 5:23.08 八木 桃花(2) 5:24.63 青木 花琳 5:26.60 中村 ゆきの(2) 5:28.02 小堀 千夏(2) 5:36.17

栃木・石川走友会 東京・東京陸協 栃木・石川走友会 群馬・高崎経済大 栃木・佐野東高 新潟・高崎経済大 栃木・佐野高附中 栃木・佐野東高

小林 優花(3) 10:08.08 渡辺 凜花(3) 10:11.28 太田 瞳(3) 10:11.53 西田 真花(2) 10:12.06 窪田 千尋(3) 10:13.75 飯田 夏生 10:13.79 髙久 虹彩(1) 10:25.95 村上 果蓮(1) 10:27.68

栃木・那須拓陽高 栃木・那須拓陽高 栃木・白鴎大足利高 栃木・那須拓陽高 栃木・那須拓陽高 東京・東京陸協 栃木・那須拓陽高 栃木・那須拓陽高

笹沼 若奈(4) 13.93 黒岩 恭香(4) 14.32 大山 茜里 14.56 福田 蒼依(2) 14.61 福田 梨乃(2) 18.08 坂本 澪(1) 18.70

栃木・作新学院大 GR 栃木・作新学院大 GR 栃木・佐野市役所 GR 栃木・白鴎大足利高 栃木・宇都宮大 栃木・青藍泰斗高

加藤 海咲(3) 1m63 佐々木 莉生(1) 1m60 手塚 菜奈(3) 1m55 若本 きらら 1m50 髙﨑 亜美夏(1) 1m45 厚木 ひまり(1) 1m40 椎名 美友(1) 1m35

栃木・那須拓陽高 GR 栃木・宇都宮大 =GR 栃木・宇都宮大 栃木・栃木陸協 栃木・作新学院高 栃木・足利二中 栃木・小山南高

神山 綾音 5m44(-0.2) 田村 舞子(2) 5m21(-0.8) 小川 彩(1) 5m07(+0.5) 山口 優芽(3) 5m03(-0.4) 関根 聖良(3) 4m94(-0.2) 石原 南菜(1) 4m84(+0.4) 阿部 百花(2) 4m83(-0.5) 厚木 ひまり(1) 4m83(-0.7)

栃木・鹿沼市役所 栃木・白鴎大足利高 栃木・白鴎大足利高 栃木・作新学院高 栃木・宇都宮大 栃木・足利二中 栃木・白鴎大足利高 栃木・足利二中

塩濵 咲空(2) 11m23 大野 明日美(2) 11m11 結城 心湖(1) 10m35 桑原 あみか(2) 9m78 畑山 凛音(1) 7m97 亀井 蛍愛(2) 7m96

栃木・青藍泰斗高 栃木・青藍泰斗高 栃木・青藍泰斗高 栃木・小山南高 栃木・小山南高 栃木・佐野松桜高

菊地 茜里(2) 34m58 大嶋 明日香(1) 32m02 佐久間 史穂(4) 30m51 丑田 羽奏(2) 28m63 野口 葵衣(2) 25m20

栃木・宇都宮大 栃木・宇都宮工業高 栃木・宇都宮大 栃木・佐野東高 栃木・宇都宮女高
凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

10月16日 女子砲丸投(4.0kg)

10月16日 女子やり投(600g)

10月16日 女子走高跳

10月16日 女子走幅跳

10月16日 女子3000m

10月16日
女子100mH(0.838m) 

風：-0.3

10月16日 女子200m

10月16日 女子1500m

10月16日 男子やり投(800g)

10月16日 女子100m

10月16日 高校男子砲丸投(6.0kg)

10月16日 一般男子砲丸投(7.26kg)

10月16日 男子走幅跳

10月16日 中学男子砲丸投(5.0kg)

10月16日 男子110mH(1.067m)

10月16日 男子走高跳

10月16日 男子1500m

10月16日 男子5000m

8位

10月16日 男子100m

10月16日 男子200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

第6回佐野陸上競技選手権大会
佐野市運動公園陸上競技場 【92030】
2021/10/16



第6回佐野陸上競技選手権大会

新・タイ記録一覧表
佐野市運動公園陸上競技場 【92030】
2021/10/16 

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)
2021/10/16 09:30 曇 19.2 82.0 東北東 0.5

10:30 曇 20.2 83.0 東北東 1.2
11:30 曇 21.6 80.0 東南東 0.4
12:30 曇 22.0 76.0 東南東 0.6
13:30 雨 22.0 83.0 北北東 1.0
14:30 雨 20.5 89.0 北東 1.0
15:30 雨 20.0 91.0 北東 0.5

測定場所

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 10月16日 大会記録 男 高校一般 110mH(1.067m) ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 14.51 +0.4m/s 丸山 壮(1) 筑波大(京都)

2 10月16日 大会記録 男 高校一般 110mH(1.067m) ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 2 14.98 +0.4m/s 曽我部 隆伍(1) 筑波大(神奈川)

3 10月16日 大会記録 男 高校一般 110mH(1.067m) ﾀｲﾑﾚｰｽ 2 1 15.13 -0.6m/s 加地 拓弥(M1) 東北大(栃木)

4 10月16日 大会記録 男 高校一般 やり投(800g) 決　勝 1 1 74m63 小椋 健司 栃木県ｽﾎﾟ協(栃木)

5 10月16日 大会記録 女 高校一般 100mH(0.838m) 決　勝 1 1 13.93 -0.3m/s 笹沼 若奈(4) 作新学院大(栃木)

6 10月16日 大会記録 女 高校一般 100mH(0.838m) 決　勝 1 2 14.32 -0.3m/s 黒岩 恭香(4) 作新学院大(栃木)

7 10月16日 大会記録 女 高校一般 100mH(0.838m) 決　勝 1 3 14.56 -0.3m/s 大山 茜里 佐野市役所(栃木)

8 10月16日 大会記録 男 一般 100m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 10.44 -0.4m/s 水久保 漱至 第一酒造(栃木)

9 10月16日 大会記録 男 一般 100m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 2 10.60 -0.4m/s ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(1) 城西大(栃木)

10 10月16日 大会記録 男 一般 100m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 3 10.63 -0.4m/s 近江 清能(2) 関東学園大(群馬)

11 10月16日 大会記録 男 一般 100m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 4 10.73 -0.4m/s 佐藤 風雅 那須環境(栃木)

12 10月16日 大会記録 男 一般 1500m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 3:59.63 上村 純也 石川走友会(栃木)

13 10月16日 大会記録 男 一般 5000m ﾀｲﾑﾚｰｽ 3 1 14:41.50 手塚 太一(3) 那須拓陽高(栃木)

14 10月16日 大会記録 男 一般 走幅跳 決　勝 1 1 7m32 -0.2m/s 松原 奨 滝沢ハム(栃木)

15 10月16日 大会記録 男 一般 走幅跳 決　勝 1 2 7m07 -1.1m/s 大島 一晟(3) 栃木陸協(栃木)

16 10月16日 大会記録 男 一般 砲丸投(7.260kg) 決　勝 1 1 16m32 武田 歴次 栃木県ｽﾎﾟ協(栃木)

17 10月16日 大会記録 女 一般 100m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 12.11 -0.1m/s 三浦 由奈(2) 筑波大(宮城)

18 10月16日 大会記録 女 一般 100m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 3 12.25 -0.1m/s 関根 こころ(2) 作新学院大(栃木)

19 10月16日 大会記録 女 一般 100m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 4 12.38 -0.1m/s 福田 奈央(3) 作新学院大(栃木)

20 10月16日 大会記録 女 一般 100m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 5 12.40 -0.1m/s 市川 亜澄(2) 作新学院大(栃木)

21 10月16日 大会記録 女 一般 走高跳 決　勝 1 1 1m63 加藤 海咲(3) 那須拓陽高(栃木)

22 10月16日 大会タイ記録 女 一般 走高跳 決　勝 1 2 1m60 佐々木 莉生(1) 宇都宮大(栃木)

23 10月16日 大会記録 男 中学 砲丸投(5.000kg) 決　勝 1 1 8m55 齊藤 拓生 NINE TOCHIGI TC(栃木)



男子100m

10月16日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

1組 (風:-0.4) 2組 (風:-0.6)

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
ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 栃木 ﾀｻｷ ﾖｼｷ 栃木

1 5 8072 水久保 漱至 第一酒造 10.44 GR 1 6 1706 田崎 義規(2) 筑波大 10.88
ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 栃木 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 栃木

2 6 4729 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(1) 城西大 10.60 GR 2 2 8105 櫻井 朴也 元気寿司 10.91
ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ 群馬 ｺﾀｹ ﾘｵﾝ 栃木

3 9 120 近江 清能(2) 関東学園大 10.63 GR 3 8 3077 小竹 理恩(4) 早稲田大 10.92
ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 栃木 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 福岡

4 4 8367 佐藤 風雅 那須環境 10.73 GR 4 7 1580 阿部 龍斗(3) 筑波大 10.96
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木 ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ 栃木

5 8 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大 10.75 5 3 1995 熊澤 尚央(4) 作新学院大 11.00
ｲｹﾀﾞ ｾｲﾘｮｳ 長崎 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ 栃木

6 2 1586 池田 成諒(2) 筑波大 10.76 6 4 1994 橋本 柊(4) 作新学院大 11.05
ﾐﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 茨城 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 栃木

7 3 342 三村 大河 (2) 駿河台大 10.81 7 5 5029 松本 涼(3) 白鴎大足利高 11.08
ｸﾜﾉ ﾀｸﾐ 宮崎 ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 栃木

8 7 1583 桑野 拓海(3) 筑波大 11.17 8 9 2020 乾 渉夢(1) 作新学院大 11.52

3組 (風:+0.1) 4組 (風:-0.8)

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
ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 栃木 ﾀﾂﾐ ｱﾗﾀ 富山

1 6 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大 10.94 1 9 1584 辰巳 新(3) 筑波大 10.98
ｲﾄｳ ｶｲﾄ 愛媛 ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木

2 2 1581 伊藤 海斗(3) 筑波大 11.04 2 6 2009 粕尾 悠人(2) 作新学院大 11.19
ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ 埼玉 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾄ 埼玉

3 5 1745 平野 颯人 WASEDA.TFC 11.11 3 5 3402 大橋 拓翔(2) 武蔵丘短大 11.25
ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ 群馬 ｳｴﾉ ｿｳﾀ 栃木

4 8 645 小倉 篤人 群大TF荒牧 11.16 4 3 4036 上野 壮汰(2) 白鴎大足利高 11.33
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 栃木 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ 栃木

5 4 2005 渡部 航平(3) 作新学院大 11.20 5 4 5037 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(3) 作新学院高 11.48
ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ 栃木

6 7 2010 古島 匠稀(2) 作新学院大 11.26 6 7 4753 齊藤 直彦(M1) 筑波大 11.50
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ 栃木 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 栃木

7 9 2021 山本 弥希(1) 作新学院大 11.43 7 2 1719 中西 慧太(M2) 筑波大 11.51
ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃木 ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ 栃木

3 2017 大根田 翼(1) 作新学院大 DNS 8 3180 野村 健太(1) 小山西高 DNS

5組 (風:-0.8) 6組 (風:+0.1)

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
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ 栃木 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ 群馬

1 8 8130 小林 英嵩 OCOSITEI 11.00 1 6 639 横山 尚明 群大TF荒牧 11.18
ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲｾｲ 栃木 ﾅｶﾉ ｶｲﾄ 群馬

2 2 3003 郡司 快晴(1) 作新学院高 11.19 2 4 699 中野 開斗 緑走ク 11.44
ｱｷﾓﾄ ﾚﾝ 栃木 ｶｼﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 栃木

3 4 307 秋元 廉(3) 駿河台大 11.21 3 8 8125 橿淵 京平 OCOSITEI 11.46
ｿｶﾞﾍﾞ ﾘｭｳｺﾞ 神奈川 ﾜｶﾅ ｹｲ 栃木

4 7 4749 曽我部 隆伍(1) 筑波大 11.27 4 7 8239 若菜 敬 栃木陸協 11.49
ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ 栃木 ｵﾉ ﾕｳﾄ 栃木

5 3 2007 川野辺 涼(3) 作新学院大 11.37 2 4001 小野 悠人(2) 佐野高 DNS
ｵｸﾑﾗ ﾀﾞｲﾄ 栃木 ｶﾐﾑﾗ ﾀｹﾕｷ 群馬

6 5 3002 奥村 太翔(1) 作新学院高 11.44 3 448 上村 赳之(4) 東北大 DNS
ﾅｵｲ ｼｮｳﾀ 栃木 ｻｻﾔﾏ ｲｯｾｲ 宮城

7 9 263 直井 星汰(3) 駿河台大 11.45 5 455 笹山 一星(2) 東北大 DNS
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 茨城 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 栃木

6 445 斉藤 宥哉(2) 東北大 DNS 9 8143 村田 遼介 OCOSITEI DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



男子100m

10月16日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

7組 (風:-0.6) 8組 (風:+0.1)

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
ﾇﾏﾀ ｱﾂﾑ 埼玉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 栃木

1 7 3406 沼田 侑(2) 武蔵丘短大 11.12 1 4 8035 小林 祐介 滝沢ハム 11.19
ﾄｻｶ ｿｳｽｹ 東京 ｵｵｷ ﾘｮｳ 栃木

2 4 195 登坂 聡介 東京陸協 11.28 2 8 8107 大木 涼 栃木ＴＦＣ 11.27
ｾｷﾈ ﾋﾛﾏｻ 栃木 ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ 栃木

3 9 2026 関根 啓雅(1) 作新学院大 11.38 3 6 8034 浅子 隆一 滝沢ハム 11.36
ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 茨城 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 栃木

4 5 2011 佐藤 修斗(2) 作新学院大 11.41 4 2 8036 坂本 将希 滝沢ハム 11.39
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 静岡 ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ 栃木

5 8 283 倉田 真樹(M2) 東北大 11.51 5 3 4003 熊倉 直希(2) 佐野高 11.40
ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 栃木 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 栃木

6 2 2088 上野 航瑠(3) 國學院栃木中 11.53 6 7 8129 小林 柊次郎 OCOSITEI 11.52
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 栃木 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 栃木

7 3 3016 渡辺 伸吾(1) 白鴎大足利高 11.64 7 5 4029 中村 慎之介(2) 作新学院高 11.61
ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 栃木

6 2019 久保 翼(1) 作新学院大 DNS 9 8039 齋藤 勇太 宇都宮記念病院 DNS

9組 (風:+0.3) 10組 (風:-0.1)

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
ﾔﾏｷ ﾊﾔﾄ 福島 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 群馬

1 8 267 八巻 隼人(M1) 東北大 11.18 1 4 653 中島 宏典 群大TF荒牧 10.79
ｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ 群馬 ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 栃木

2 3 1104 伊藤 尚之(3) 上武大 11.18 2 6 3035 須藤 涼佑(1) 佐野高 11.26
ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｲﾁ 宮城 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 栃木

3 4 23 片桐 大智(4) 東北大 11.29 3 5 3397 山本 翔真(4) 白鴎大 11.39
ｶｺ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 栃木 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 栃木

4 7 8124 加古 龍二朗 OCOSITEI 11.36 4 7 2004 山田 稜晟(3) 作新学院大 11.50
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 群馬 ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 茨城

5 9 441 橋本 章吾 群馬陸協 11.43 5 2 2024 塚本 翔也(1) 作新学院大 11.51
ﾀｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ 栃木 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 栃木

6 5 3004 高橋 虎ﾉ介(1) 作新学院高 11.50 6 9 4 鈴木 健大(M1) 東北大 11.58
ｻﾄｳ ﾀｲﾖｳ 香川 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 埼玉

7 6 5597 佐藤 大洋(2) 筑波大 11.55 7 8 3403 柏原 友城(2) 武蔵丘短大 11.64
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 群馬 ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ 栃木

8 2 650 遠藤 瑞貴 群大TF荒牧 11.92 3 3400 垂石 悠吾(2) 白鴎大 DNS

11組 (風:+0.4) 12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
ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ 栃木 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 群馬

1 6 8116 大嶋 裕樹 OCOSITEI 11.36 1 4 1988 早川 倫弘 高崎経済大 11.54
ｵｻﾞｷ ﾃﾝﾕｳ 栃木 ｳﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 栃木

2 4 8120 尾﨑 天佑 OCOSITEI 11.41 2 2 8078 夘月 裕也 TRAINI 11.58
ﾑﾗｼｹﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 栃木

3 3 4320 村重 潤弥(2) 宇都宮南高 11.53 3 8 8136 成田 圭佑 OCOSITEI 11.64
ｳﾂｷ ﾉｱ 栃木 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ 栃木

4 8 8114 宇都木 后亜 OCOSITEI 11.55 4 5 4261 藤本 夢璃(2) 佐野東高 11.70
ﾆﾀﾜｷ ｼｮｳﾀ 栃木 ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ 栃木

5 7 4073 仁田脇 勝太(2) 宇都宮北高 11.66 5 9 4137 小宮 一摩(2) 小山西高 11.91
ｵｶﾑﾗ ｱｷﾄ 栃木 ｽﾄｳ ｼｭｳ 栃木

6 5 4038 岡村 空都(2) 白鴎大足利高 11.68 6 3 4024 須藤 史結(2) 佐野東高 12.35
ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ 栃木 ﾎｿﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 群馬

7 2 3013 風見 晄聖(1) 白鴎大足利高 11.70 6 1989 細山 祐司 高崎経済大 DNS
ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ 栃木 ﾁｶｻﾞﾜ ﾘｷ 栃木

8 9 2014 大橋 広夢(2) 作新学院大 11.75 7 3257 近澤 力(1) 白鴎大足利高 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

13組 (風:+0.2) 14組 (風:0.0)

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
ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 茨城 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 栃木

1 3 2675 齋藤 海斗 茨苑AC 11.38 1 9 8424 野口 大輔 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 11.46
ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ 栃木 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾜ 栃木

2 5 8318 吉永 一行 SAC 11.47 2 2 4176 内田 友葉(2) 青藍泰斗高 11.63
ﾋﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木 ｳｽｲ ﾕｳﾄ 栃木

3 2 8139 平石 雄大 OCOSITEI 11.55 3 6 8056 臼井 悠斗 ﾘｽRT 11.66
ｱｻﾞﾐ ﾓﾘﾋｺ 群馬 ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 栃木

4 4 873 阿左美 守彦 チームK 11.72 4 5 3015 竹村 陸空(1) 白鴎大足利高 11.75
ｱｵｷ ﾏｵ 栃木 ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 群馬

5 7 8032 青木 慎央(1) 栃木陸協 11.82 5 8 1108 済間 大誠(3) 上武大 11.78
ｶﾈｺ ﾀｸﾏ 茨城 ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 埼玉

6 6 1975 金子 拓真 高崎経済大 11.83 6 4 3404 齋藤 響輝(2) 武蔵丘短大 11.87
ｺｲｹ ｶｹﾙ 栃木 ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾀﾛｳ 栃木

8 8128 小池 翔 OCOSITEI DNS 7 3 4142 藤倉 虎太郎(2) 小山西高 11.94
ｵｵﾔﾂ ﾕｳ 栃木 ｸﾏｻﾞｷ ﾌｳｶﾞ 東京

9 4322 大谷津 裕羽(2) 宇都宮南高 DNS 8 7 4759 熊崎 風我(1) 筑波大 12.14

15組 (風:-0.5) 16組 (風:-0.8)

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
ｸﾎﾞ ｼｮｳ 栃木 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ 茨城

1 5 1998 久保 翔(3) 作新学院大 11.51 1 5 4211 柴田 遼 筑波ｳｲﾝﾄﾞAC 11.65
ｲｶﾊﾀ ﾋｶﾙ 栃木 ｾｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ 栃木

2 6 3010 五十畑 光(1) 白鴎大足利高 11.54 2 4 4136 関口 颯太(2) 小山西高 11.85
ｿｴﾀ ﾕｳﾏ 栃木 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ 栃木

3 9 3388 添田 悠真(3) 白鴎大 11.55 3 9 2000 井上 一真(3) 作新学院大 11.93
ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 栃木 ｸﾎﾞ ﾏｻﾘ 栃木

4 2 3077 髙嶋 漱太(1) 小山南高 11.63 4 7 3066 久保 勝(1) 作新学院高 12.03
ｿｳﾏ ﾀｹﾋﾄ 栃木 ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾏ 栃木

5 7 3109 相馬 健人(1) 那須拓陽高 11.71 5 3 8004 大森 拓真(2) 国際医療福祉大 12.11
ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞﾄ 茨城 ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｸﾄ 栃木

6 8 2003 古澤 一杜(3) 作新学院大 12.00 6 6 4143 中里 拓翔(2) 小山西高 12.17
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ 栃木 ｶｷﾔ ﾋﾛﾄ 栃木

7 3 8065 松下 裕哉 ﾘｽRT 12.16 7 2 4316 垣矢 紘杜(2) 宇都宮南高 12.32
ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ 福島 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 栃木

4 1968 嶺岸 祐斗 高崎経済大 DNS 8 8 8108 佐藤 慎太郎 栃木ＴＦＣ 12.39

17組 (風:-0.6) 18組 (風:-1.0)

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
ﾏｻｷ ｼｭﾝｼﾞ 栃木 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ 栃木

1 7 4206 正木 俊至(2) 那須拓陽高 11.59 1 5 8005 近藤 圭恭(2) 国際医療福祉大 11.41
ｵｸﾏ ｹｲｽｹ 埼玉 ｲﾏｲ ｷｮｳｼﾛｳ 栃木

2 6 377 奥間 圭介 埼玉陸協 11.74 2 2 3067 今井 強士朗(1) 作新学院高 11.82
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 栃木 ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ 栃木

3 4 4351 鈴木 和翔(2) 青藍泰斗高 11.81 3 9 3399 大沼 慶稀(2) 白鴎大 11.90
ｻｲﾄｳ ﾙｲ 栃木 ｵｸﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ 群馬

4 8 4101 斎藤 琉生(2) 小山南高 11.87 4 4 1974 奥野 正信 高崎経済大 12.03
ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂｷ 栃木 ｶﾐﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 栃木

5 3 3078 宮澤 乙樹(1) 小山南高 11.94 5 3 3220 上吉原 將能(1) 宇都宮工業高 12.18
ﾉｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 埼玉 ﾎｼﾉ ｿｳﾀ 栃木

6 2 3407 野口 郁弥(2) 武蔵丘短大 11.99 6 7 4207 星野 蒼太(2) 那須拓陽高 12.30
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ 栃木 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃木

7 5 3260 高橋 暖空(1) 白鴎大足利高 12.17 6 8141 丸山 将 OCOSITEI DNS
ｶﾐｵｶ ﾏﾅﾄ 栃木 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｾ 栃木

8 9 3298 上岡 真虎(1) 佐野日大高 12.36 8 4175 高橋 彩晴(2) 青藍泰斗高 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

19組 (風:+0.2) 20組 (風:-0.4)

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
ﾈﾓﾄ ｼｭｳ 栃木 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 茨城

1 4 4352 根本 周(2) 宇都宮工業高 11.55 1 8 5189 品川 太郎 茨城陸協 11.54
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 栃木 ﾀﾅｶ ｷｮｳﾍｲ 東京

2 3 8104 齊藤 元基 鹿沼市役所 12.04 2 6 0 田中 恭平 東京大 12.07
ｸﾛｺ ﾀｹﾙ 栃木 ﾅｶｻﾞﾄ ｲﾌﾞｷ 栃木

3 9 4135 黒子 虎琉(2) 小山西高 12.05 3 5 4953 中里 伊吹(1) 作新学院大 12.31
ｴﾀﾞ ｹｲﾀ 栃木 ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ 栃木

4 6 4139 江田 圭汰(2) 小山西高 12.11 4 9 3181 田口 拓翔(1) 小山西高 12.50
ｾﾘｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 栃木 ｲﾜｻﾞｷ ｹｲﾄ 栃木

5 2 8392 芹澤 優汰(1) 国際医療福祉大 12.13 5 7 3017 岩﨑 恵斗(1) 青藍泰斗高 13.04
ｶﾐﾑﾗ ｼｮｳﾀ 栃木 ｺﾞﾄｳ ｷﾐﾋﾛ 岩手

6 7 4203 上村 渉太(2) 那須拓陽高 12.41 2 1976 後藤 公嘉 高崎経済大 DNS
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 栃木 ﾂﾙｼﾏ ﾌﾐﾔ 栃木

5 4165 伊藤 光(2) 佐野松桜高 DNS 3 8316 鶴嶋 史哉 栃木陸協 DNS
ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ 栃木 ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ 栃木

8 4002 生井 求(2) 佐野高 DNS 4 8084 新井 真秀 SAC DNS

21組 (風:-0.1) 22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
ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾐ 栃木 ｺｸﾎﾞ ﾘｵ 栃木

1 3 3005 庄司 大海(1) 作新学院高 11.77 1 5 8321 小久保 理央 栃木陸協 12.25
ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 栃木 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 栃木

2 9 8039 林 拓己 OCOSITEI 12.04 2 7 4103 西田 知生(2) 小山南高 12.31
ﾌｶﾀﾞ ﾔｽｵ 群馬 ﾀﾃﾉ ﾕｳﾄ 栃木

3 6 5760 深田 恭央 高崎経済大 12.25 3 9 8322 舘野 夢叶 栃木陸協 12.36
ｻﾄｳ ｱｶｼ 栃木 ﾎｼﾉ ﾅｵﾔ 栃木

4 4 3217 佐藤 証(1) 宇都宮工業高 12.27 4 4 4952 星野 尚哉(1) 作新学院大 12.40
ｾｷ ﾅｵﾔ 栃木 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 栃木

5 7 8133 関 直也 OCOSITEI 12.32 5 8 8066 木村 勇翔(2) ﾘｽRT 12.40
ｾｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木 ｱｶﾎｼ ｴｲｼﾞ 宮城

6 8 8058 関 潤一 ﾘｽRT 12.42 6 2 227 赤星 栄治(M1) 東北大 12.50
ｲﾄｳ ﾚﾂ 栃木 ﾅﾘﾀ ﾂﾊﾞｻ 栃木

7 2 3032 伊藤 烈(1) 佐野高 12.63 7 3 8395 成田 翼(1) 国際医療福祉大 12.61
ｵｶｻﾞｷ ﾏｺﾄ 栃木 ｻｲﾄｳ ｶｲ 栃木

5 8118 岡崎 誠 OCOSITEI DNS 8 6 3014 斉藤 快(1) 白鴎大足利高 12.75

23組 (風:-1.0) 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
ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 栃木 ｽﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 栃木

1 9 3153 岡田 直樹(1) 宇都宮北高 12.01 1 9 3152 須藤 響希(1) 宇都宮北高 12.44
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳ 栃木 ｱｼﾞﾄ ｶﾂｷ 栃木

2 5 4204 手塚 悠(2) 那須拓陽高 12.04 2 5 3244 味戸 克樹(1) 小山西高 12.53
ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 栃木 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾔ 岩手

3 4 4134 加藤 健心(2) 小山西高 12.25 3 7 1987 菅原 健矢 高崎経済大 12.56
ﾄｻｶ ﾏｻﾋﾛ 群馬 ｻｶﾞﾜ ｵｳｶﾞ 栃木

4 7 3674 登坂 昌広(4) 群馬大 12.34 4 3 3295 佐川 桜雅(1) 青藍泰斗高 12.67
ﾏﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀﾛｳ 栃木 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 栃木

5 8 2008 馬立 涼太朗(3) 作新学院大 12.34 5 4 8007 松﨑 悠弥(2) 国際医療福祉大 12.73
ｸﾛﾓﾘ ﾀｲｶ 栃木 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ 栃木

6 3 3301 黒森 大夏(1) 作新学院高 12.62 6 6 4100 柴田 泰誠(2) 小山南高 12.97
ﾊﾈﾀﾞ ﾃﾞｨｴｺﾞ 栃木 ｶﾂﾇﾏ ﾚｵ 栃木

6 3238 羽田 ﾃﾞｨｴｺﾞ(1) 栃木農業高 DNS 7 8 8086 勝沼 怜央 SAC 12.99
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

25組 (風:-0.1) 26組 (風:+0.1)

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
ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ 栃木 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 栃木

1 5 3074 ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ(1) 小山南高 12.54 1 3 4080 田中 遥翔(2) 宇都宮北高 12.18
ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾄﾓ 埼玉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 埼玉

2 4 3023 早川 行友 埼玉陸協 12.58 2 7 626 渡邉 智輝(M2) 東北大 12.43
ｵﾉ ﾃﾙﾓﾄ 栃木 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 栃木

3 6 8122 小野 輝元 OCOSITEI 12.88 3 5 3070 池田 正行(1) 小山南高 12.69
ｽｸﾞﾛ ﾀｲﾖｳ 栃木 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 栃木

4 9 3243 須黒 太葉(1) 佐野東高 13.02 4 4 3182 兵藤 優斗(1) 小山西高 12.90
ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ 栃木 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ 宮城

5 8 8408 小堀 拓也 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 13.09 5 8 433 菅原 一昭 宮城ﾏｽﾀｰｽﾞ 13.25
ｻｸﾗｲ ﾄｼﾕｷ 栃木 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞｷ 栃木

6 3 8411 桜井 利之 栃木陸協 13.18 6 9 8210 野村 茂樹 栃木陸協 13.82
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 栃木 ﾐﾔﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木

7 4083 長谷川 悠人(2) 宇都宮北高 DNS 6 3239 宮田 健太郎(1) 栃木農業高 DNS

27組 (風:-0.2) 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

ｾｷﾔ ﾂﾊﾞｻ 栃木 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 栃木 GR
1 8 5952 関谷 翼(1) 宇都宮大 12.06 1 8072 水久保 漱至 第一酒造 10.44 -0.4

ｷﾐｼﾏ ﾊﾔﾃ 栃木 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 栃木 GR
2 4 4208 君島 颯(2) 那須拓陽高 12.27 2 4729 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(1) 城西大 10.60 -0.4

ﾆｼ ｱｷﾋﾛ 栃木 ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ 群馬 GR
3 3 1142 西 晃煕(2) 佐野高附中 12.71 3 120 近江 清能(2) 関東学園大 10.63 -0.4

ｵｵﾀﾆ ﾂﾖｼ 栃木 ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 栃木 GR
4 5 8405 大谷 毅 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 13.95 4 8367 佐藤 風雅 那須環境 10.73 -0.4

ｶﾈﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 栃木 ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木

5 6 8073 金村 聖浩 葛生ｱｽﾘｰﾄ 14.11 5 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大 10.75 -0.4
ﾓﾘｻﾜ ﾑﾈﾊﾙ 栃木 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾘｮｳ 長崎

6 7 8460 森澤 宗治 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.40 6 1586 池田 成諒(2) 筑波大 10.76 -0.4
ｼﾝﾏｽ ｸｽｵ 栃木 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 群馬

7 9 8451 新増 九州男 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.77 7 653 中島 宏典 群大TF荒牧 10.79 -0.1
ﾐﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 茨城

8 342 三村 大河 (2) 駿河台大 10.81 -0.4
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

1組 (風:-0.8) 2組 (風:-0.9)

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
ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 栃木 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 栃木

1 4 8072 水久保 漱至 第一酒造 21.20 1 8 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 作新学院大 21.95
ｺﾀｹ ﾘｵﾝ 栃木 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｲﾁ 宮城

2 6 3077 小竹 理恩(4) 早稲田大 21.54 2 2 23 片桐 大智(4) 東北大 22.69
ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃木 ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 栃木

3 5 2001 中里 将基(3) 作新学院大 21.59 3 5 2010 古島 匠稀(2) 作新学院大 22.97
ﾐﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 茨城 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 茨城

4 2 342 三村 大河 (2) 駿河台大 21.76 3 445 斉藤 宥哉(2) 東北大 DNS
ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 栃木 ﾀｻｷ ﾖｼｷ 栃木

5 8 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大 21.94 4 1706 田崎 義規(2) 筑波大 DNS
ｸﾜﾉ ﾀｸﾐ 宮崎 ｶﾐﾑﾗ ﾀｹﾕｷ 群馬

3 1583 桑野 拓海(3) 筑波大 DNS 6 448 上村 赳之(4) 東北大 DNS
ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 栃木 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 栃木

7 8367 佐藤 風雅 那須環境 DNS 7 1719 中西 慧太(M2) 筑波大 DNS
ｲｹﾀﾞ ｾｲﾘｮｳ 長崎 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 愛媛

9 1586 池田 成諒(2) 筑波大 DNS 9 1581 伊藤 海斗(3) 筑波大 DNS

3組 (風:-0.3) 4組 (風:-1.0)

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
ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ 群馬 ｱｷﾓﾄ ﾚﾝ 栃木

1 2 120 近江 清能(2) 関東学園大 21.84 1 4 307 秋元 廉(3) 駿河台大 22.31
ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 埼玉 ｳｴﾉ ｿｳﾀ 栃木

2 9 121 坂本 康輔(2) 関東学園大 22.05 2 6 4036 上野 壮汰(2) 白鴎大足利高 22.77
ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ 群馬

3 4 2009 粕尾 悠人(2) 作新学院大 22.52 3 5 639 横山 尚明 群大TF荒牧 22.78
ｵｵｶﾜﾗ ﾀｸﾄ 山形 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 埼玉

4 8 124 大河原 拓人(1) 関東学園大 22.57 4 3 2022 石川 駿太朗(1) 作新学院大 22.93
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 群馬 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ 栃木

5 6 114 新井 汰征(3) 関東学園大 22.63 5 9 4075 鈴木 詠心(2) 宇都宮北高 22.98
ｱｵｷ ｼﾝ 静岡 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ 栃木

6 3 123 青木 心(1) 関東学園大 22.66 6 2 2014 大橋 広夢(2) 作新学院大 24.05
ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ 栃木 ﾔﾏｷ ﾊﾔﾄ 福島

7 7 4003 熊倉 直希(2) 佐野高 22.91 7 267 八巻 隼人(M1) 東北大 DNS
ﾜｶﾅ ｹｲ 栃木 ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ 群馬

8 5 8239 若菜 敬 栃木陸協 23.08 8 645 小倉 篤人 群大TF荒牧 DNS

5組 (風:-1.0) 6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
ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 栃木 ｶｼﾞ ﾀｸﾔ 栃木

1 9 3035 須藤 涼佑(1) 佐野高 22.88 1 4 2 加地 拓弥(M1) 東北大 22.11
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 群馬 ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ 栃木

2 4 441 橋本 章吾 群馬陸協 23.01 2 6 2007 川野辺 涼(3) 作新学院大 22.54
ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 茨城 ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 茨城

3 3 2024 塚本 翔也(1) 作新学院大 23.03 3 7 2675 齋藤 海斗 茨苑AC 22.83
ｻｻﾔﾏ ｲｯｾｲ 宮城 ｶｺ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 栃木

2 455 笹山 一星(2) 東北大 DNS 4 3 8124 加古 龍二朗 OCOSITEI 22.98
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 栃木 ﾋﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木

5 8035 小林 祐介 滝沢ハム DNS 5 9 8139 平石 雄大 OCOSITEI 23.17
ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 茨城 ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 群馬

6 2011 佐藤 修斗(2) 作新学院大 DNS 6 8 28 大石 浩貴 群馬陸協 23.33
ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ 栃木 ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ 栃木

7 8034 浅子 隆一 滝沢ハム DNS 7 2 8318 吉永 一行 SAC 23.34
ｵﾉ ﾕｳﾄ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 栃木

8 4001 小野 悠人(2) 佐野高 DNS 5 3016 渡辺 伸吾(1) 白鴎大足利高 DNS

凡例  DNS:欠場
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

7組 (風:-0.3) 8組 (風:-0.2)

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
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 栃木 ﾀｹﾑﾗ ｿﾗ 栃木

1 2 8129 小林 柊次郎 OCOSITEI 22.86 1 4 4041 竹村 爽良(2) 白鴎大足利高 22.85
ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ 栃木 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 栃木

2 7 8116 大嶋 裕樹 OCOSITEI 22.87 2 8 4351 鈴木 和翔(2) 青藍泰斗高 23.25
ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 群馬 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 群馬

3 9 1108 済間 大誠(3) 上武大 23.19 3 2 1988 早川 倫弘 高崎経済大 23.33
ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲﾔ 群馬 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 栃木

4 6 118 中島 聖夜(2) 関東学園大 24.06 4 6 8136 成田 圭佑 OCOSITEI 23.68
ｲｶﾊﾀ ﾋｶﾙ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾙｲ 栃木

3 3010 五十畑 光(1) 白鴎大足利高 DNS 5 5 4101 斎藤 琉生(2) 小山南高 23.75
ﾎｿﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 群馬 ﾄﾖﾀ ﾚﾝ 静岡

4 1989 細山 祐司 高崎経済大 DNS 3 115 豊田 廉(2) 関東学園大 DNS
ｶｼﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 栃木 ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ 栃木

5 8125 橿淵 京平 OCOSITEI DNS 7 3400 垂石 悠吾(2) 白鴎大 DNS
ｳｴｷ ｼｮｳﾀ 北海道 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃木

8 1984 植木 将太 高崎経済大 DNS 9 8141 丸山 将 OCOSITEI DNS

9組 (風:-0.6) 10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
ｵｶﾑﾗ ｱｷﾄ 栃木 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ 栃木

1 4 4038 岡村 空都(2) 白鴎大足利高 23.00 1 5 8005 近藤 圭恭(2) 国際医療福祉大 23.29
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 栃木 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾜ 栃木

2 2 4257 丸山 大善(2) 白鴎大足利高 23.15 2 4 4176 内田 友葉(2) 青藍泰斗高 23.77
ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ 茨城 ｸﾛｺ ﾀｹﾙ 栃木

3 3 4211 柴田 遼 筑波ｳｲﾝﾄﾞAC 23.25 3 8 4135 黒子 虎琉(2) 小山西高 24.60
ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ 栃木 ｾｷ ﾅｵﾔ 栃木

4 8 3013 風見 晄聖(1) 白鴎大足利高 23.66 4 3 8133 関 直也 OCOSITEI 25.00
ｶﾈｺ ﾀｸﾏ 茨城 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 栃木

5 9 1975 金子 拓真 高崎経済大 23.92 5 9 8039 林 拓己 OCOSITEI 25.06
ﾏﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 群馬 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｽｹ 栃木

6 7 117 侭田 佳祐(2) 関東学園大 24.88 6 6 3300 五十嵐 景資(1) 作新学院高 26.61
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 群馬 ﾂﾙｼﾏ ﾌﾐﾔ 栃木

5 650 遠藤 瑞貴 群大TF荒牧 DNS 2 8316 鶴嶋 史哉 栃木陸協 DNS
ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ 福島 ｴﾀﾞ ｹｲﾀ 栃木

6 1968 嶺岸 祐斗 高崎経済大 DNS 7 4139 江田 圭汰(2) 小山西高 DNS

11組 (風:-2.7) 12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
ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 栃木 ﾏｻｷ ｼｭﾝｼﾞ 栃木

1 5 3077 髙嶋 漱太(1) 小山南高 24.20 1 4 4206 正木 俊至(2) 那須拓陽高 23.93
ｽｷﾞﾓﾄ ｼｵﾝ 栃木 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 栃木

2 4 8057 杉本 汐夢 ﾘｽRT 24.25 2 9 3072 千葉 大輝(1) 小山南高 24.62
ｸﾎﾞ ﾏｻﾘ 栃木 ｺｸﾎﾞ ﾘｵ 栃木

3 3 3066 久保 勝(1) 作新学院高 24.34 3 7 8321 小久保 理央 栃木陸協 24.80
ﾀｶﾂﾄ ｹﾝﾀ 栃木 ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂｷ 栃木

4 8 5032 髙津戸 堅太(3) 作新学院高 24.83 4 5 3078 宮澤 乙樹(1) 小山南高 24.95
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ 栃木 ｻｶﾞﾜ ｵｳｶﾞ 栃木

5 2 8065 松下 裕哉 ﾘｽRT 24.84 5 6 3295 佐川 桜雅(1) 青藍泰斗高 25.84
ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 栃木 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 栃木

6 7 4103 西田 知生(2) 小山南高 25.19 6 3 8007 松﨑 悠弥(2) 国際医療福祉大 26.01
ﾄｻｶ ﾏｻﾋﾛ 群馬 ｵｸﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ 群馬

6 3674 登坂 昌広(4) 群馬大 DNS 2 1974 奥野 正信 高崎経済大 DNS
ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ 栃木 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾄ 栃木

9 4002 生井 求(2) 佐野高 DNS 8 4243 遠藤 力斗(2) 作新学院高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子200m

10月16日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

13組 (風:+0.3) 14組 (風:-1.0)

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
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 栃木 ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ 栃木

1 9 8066 木村 勇翔(2) ﾘｽRT 24.75 1 3 4205 鈴木 諒士(2) 那須拓陽高 23.99
ﾌｶﾀﾞ ﾔｽｵ 群馬 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳ 栃木

2 6 5760 深田 恭央 高崎経済大 24.81 2 6 4204 手塚 悠(2) 那須拓陽高 24.84
ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ 栃木 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 栃木

3 2 3115 福田 鋭龍(1) 小山南高 24.84 3 5 4077 中原 優輔(2) 宇都宮北高 24.86
ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾔ 岩手 ﾀｻｷ ﾘﾂ 栃木

4 4 1987 菅原 健矢 高崎経済大 25.36 4 8 3215 田﨑 和都(1) 宇都宮工業高 24.87
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 栃木 ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ 栃木

5 5 4080 田中 遥翔(2) 宇都宮北高 25.43 5 4 3074 ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ(1) 小山南高 25.40
ｱｼﾞﾄ ｶﾂｷ 栃木 ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾄﾓ 埼玉

6 3 3244 味戸 克樹(1) 小山西高 25.47 6 9 3023 早川 行友 埼玉陸協 26.08
ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ 栃木 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城

7 7 4100 柴田 泰誠(2) 小山南高 25.76 7 2 2879 杉山 淳一 IRF 28.88
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 栃木 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ 宮城

8 8 4083 長谷川 悠人(2) 宇都宮北高 25.85 7 433 菅原 一昭 宮城ﾏｽﾀｰｽﾞ DNS

15組 (風:-1.7) 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

ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 栃木 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 栃木

1 6 3153 岡田 直樹(1) 宇都宮北高 24.51 1 8072 水久保 漱至 第一酒造 21.20 -0.8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 栃木 ｺﾀｹ ﾘｵﾝ 栃木

2 3 4074 渡邉 雅博(2) 宇都宮北高 24.88 2 3077 小竹 理恩(4) 早稲田大 21.54 -0.8
ｽﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 栃木 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃木

3 9 3152 須藤 響希(1) 宇都宮北高 25.56 3 2001 中里 将基(3) 作新学院大 21.59 -0.8
ﾆｼ ｱｷﾋﾛ 栃木 ﾐﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 茨城

4 7 1142 西 晃煕(2) 佐野高附中 25.74 4 342 三村 大河 (2) 駿河台大 21.76 -0.8
ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 栃木 ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ 群馬

5 4 3070 池田 正行(1) 小山南高 26.34 5 120 近江 清能(2) 関東学園大 21.84 -0.3
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 静岡 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 栃木

5 283 倉田 真樹(M2) 東北大 DNS 6 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大 21.94 -0.8
ﾀﾃﾉ ﾕｳﾄ 栃木 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 栃木

8 8322 舘野 夢叶 栃木陸協 DNS 7 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 作新学院大 21.95 -0.9
ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 埼玉

8 121 坂本 康輔(2) 関東学園大 22.05 -0.3

凡例  DNS:欠場



男子1500m

10月16日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木 ｲﾜｶﾐ ﾀｶﾉﾘ 栃木

1 7 8014 上村 純也 石川走友会 3:59.63 GR 1 17 2237 岩上 貴徳(3) 足利西中 4:10.72
ｳﾌﾞｶﾀ ﾄｼｷ 群馬 ｲｻﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 栃木

2 10 1972 生方 利樹 高崎経済大 4:03.89 2 7 8043 伊澤 渚 MKPJT 4:12.66
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ 栃木

3 4 8157 野上 善弘 NINE TOCHIGI TC 4:05.24 3 4 3303 篠崎 隆英(1) 帝京大 4:13.39
ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ 宮城 ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 栃木

4 17 4570 菅野 辰也 あぶくまAC 4:05.32 4 14 8155 田村 悠貴 NINE TOCHIGI TC 4:14.75
ﾀｼﾞﾏ ｷｽﾞﾅ 栃木 ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ 栃木

5 12 8396 田島 絆成(3) 石川走友会 4:06.40 5 9 8046 小西 亘 MKPJT 4:14.90
ﾔﾏﾈ ｻｷﾄ 栃木 ｵｵｻﾜ ﾙｶ 栃木

6 5 8032 山根 彗斗 石川走友会 4:09.04 6 1 5660 大澤 瑠海(1) 白鴎大 4:16.50
ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ 栃木

7 14 8148 田中 直樹 Honda栃木 4:09.08 7 8 3036 福田 誉仁(1) 佐野高 4:19.04
ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 栃木 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ 栃木

8 16 8009 石川 昌宏 石川走友会 4:09.45 8 3 8163 宮崎 健次郎 NINE TOCHIGI TC 4:21.07
ｼｵｶﾜ ｺｳﾔ 栃木 ﾎｿｲ ﾚﾝ 栃木

9 6 8021 塩川 香弥 石川走友会 4:09.52 9 11 4102 細井 蓮(2) 小山南高 4:24.68
ｷﾉｼﾀ ﾅｵｷ 栃木 ｲｼｲ ﾐｽﾞｷ 栃木

10 8 424 木下 直樹(4) 宇都宮大 4:10.36 10 13 5951 石井 瑞樹(3) 宇都宮大 4:25.16
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾄ 栃木 ﾀﾆｱｲ ﾚｲﾔ 栃木

11 3 8377 藤井 優人(3) 石川走友会 4:11.87 11 6 8026 谷合 伶文(2) 石川走友会 4:25.61
ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ 宮城 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 栃木

12 18 4569 横山 剛士 あぶくまAC 4:19.64 12 5 8029 前田 悠斗(1) 石川走友会 4:27.85
ｺｳｻｶ ｷﾖﾄ 栃木 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾋﾄ 栃木

13 15 8398 高坂 心乃(3) 石川走友会 4:25.49 13 10 8012 井上 直人(2) 石川走友会 4:29.49
ｲﾁﾑﾗ ﾚﾝ 栃木 ｱｲﾊﾞ ﾕｳﾀ 栃木

14 1 8011 市村 蓮(3) 石川走友会 4:28.46 14 16 8233 愛場 裕太 栃木陸協 4:34.08
ｲｲﾀ ｼﾝｼﾞ 栃木 ﾃﾂｶ ｼﾝｽｹ 栃木

15 2 428 飯田 真至(3) 宇都宮大 4:39.13 15 15 8304 手塚 新輔 栃木陸協 4:53.50
ｼﾉﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ 栃木 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 栃木

9 8397 篠田 将智(3) 石川走友会 DNF 12 8159 丸山 航輝 NINE TOCHIGI TC DNS
ｵｵﾊｼ ﾖｳ 栃木

11 8161 大橋 陽 NOBORDER DNS
ｳﾒﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 栃木

13 8016 梅原 俊太(2) 石川走友会 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子1500m

10月16日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ 栃木 ﾋﾔﾏ ﾀﾂﾔ 栃木

1 2 8204 高橋 俊樹 栃木陸協 4:27.92 1 3 8064 樋山 達也 ﾘｽRT 4:38.54
ｶｹﾞﾔﾏ ｾｲｱ 栃木 ﾐﾂﾓﾘ ﾀﾂﾔ 宮崎

2 1 4141 影山 正空(2) 小山西高 4:28.31 2 8 0 三森 達也 延岡ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 4:40.42
ｲｼﾊﾗ ﾘｸ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ｽﾐｵ 栃木

3 8 3075 石原 吏玖(1) 小山南高 4:31.93 3 6 8215 福田 純生 栃木陸協 4:42.54
ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀ 栃木 ｲﾜｶﾐ ﾖｼﾋﾄ 栃木

4 6 3033 湯沢 想太(1) 佐野高 4:32.68 4 10 3 岩上 由仁(1) 足利西中 4:45.44
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭｳﾄ 栃木 ﾆｼﾈ ﾕｳﾀﾛｳ 栃木

5 5 8310 小野寺 秀斗 栃木陸協 4:33.08 5 13 4282 西根 佑太朗(2) 小山南高 4:45.72
ｲｼｼﾞﾏ ﾕｳｶﾞ 栃木 ｶﾈｺ ｼｮｳ 栃木

6 4 4312 石嶋 優雅(2) 栃木農業高 4:33.83 6 9 3076 金子 奨(1) 小山南高 4:47.71
ｴﾏﾀ ﾙｲ 栃木 ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｾｲ 栃木

7 13 8017 江俣 類以(2) 石川走友会 4:35.58 7 16 8399 山下 隆聖(1) 石川走友会 4:52.32
ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾔ 栃木 ｲﾀﾃﾞﾗ ｼｭﾝ 栃木

8 9 3034 川上 統也(1) 佐野高 4:36.32 8 2 8160 板寺 瞬 NINE TOCHIGI TC 4:52.56
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 栃木 ｴﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 栃木

9 10 8013 今泉 和也(2) 石川走友会 4:36.87 9 1 8388 枝 渚紗(2) 石川走友会 4:57.75
ｼﾗｲ ﾕｲﾄ 栃木 ﾀﾜﾗ ｱﾂｼ 茨城

10 14 8225 白井 唯斗 栃木陸協 4:40.86 10 12 2841 俵 淳 IRF 5:00.61
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ 栃木 ｵｵｶﾞｷ ｺｳｽｹ 栃木

11 16 8340 河口 集人(3) 石川走友会 4:49.68 11 11 4140 大垣 昊佑(2) 小山西高 5:01.50
ﾉﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ 栃木 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｶｲｾｲ 栃木

12 15 1 野田 正智(1) 足利二中 4:49.94 12 14 8061 永藤 魁晟 ﾘｽRT 5:01.59
ﾎｼ ﾕｳﾀ 栃木 ｶﾜﾑﾗ ｵｳｲﾁ 栃木

3 3390 星 優太(3) 白鴎大 DNS 13 4 1141 河村 應一(2) 佐野高附中 5:06.67
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ 栃木 ﾒｸﾞﾘﾔ ｹﾝ 栃木

7 8258 杉山 悠 栃木陸協 DNS 5 8303 廻谷 賢 栃木陸協 DNS
ﾀｶｸ ﾀｸﾐ 栃木 ｺｲｹ ﾖｼﾊﾙ 栃木

11 8024 髙久 拓己(2) 石川走友会 DNS 7 8242 小池 良治 栃木陸協 DNS
ｶﾄｳ ｹｲ 神奈川 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝﾄ 栃木

12 2094 加藤 圭 横浜NRC DNS 15 3154 永嶋 健人(1) 宇都宮北高 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

ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木 GR
1 8014 上村 純也 石川走友会 3:59.63

ｳﾌﾞｶﾀ ﾄｼｷ 群馬

2 1972 生方 利樹 高崎経済大 4:03.89
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木

3 8157 野上 善弘 NINE TOCHIGI TC 4:05.24
ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ 宮城

4 4570 菅野 辰也 あぶくまAC 4:05.32
ﾀｼﾞﾏ ｷｽﾞﾅ 栃木

5 8396 田島 絆成(3) 石川走友会 4:06.40
ﾔﾏﾈ ｻｷﾄ 栃木

6 8032 山根 彗斗 石川走友会 4:09.04
ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 栃木

7 8148 田中 直樹 Honda栃木 4:09.08
ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 栃木

8 8009 石川 昌宏 石川走友会 4:09.45

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子5000m

10月16日 09:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ｲｼｻﾞｶ ｿｳﾀ 栃木 ﾔﾌﾞｷ ｼﾞｮｳ 栃木

1 17 3045 石坂 蒼太(1) 那須拓陽高 15:41.96 1 20 4222 矢吹 丈(2) 那須拓陽高 15:25.99
ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 栃木 ｸﾆｲ ｱｽﾏ 栃木

2 24 3039 齊藤 壮汰(1) 那須拓陽高 15:48.19 2 16 3037 國井 飛慎(1) 那須拓陽高 15:33.55
ｳｽｲ ﾕｳﾄ 栃木 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ 栃木

3 1 3200 薄井 優斗(1) 那須拓陽高 15:53.73 3 2 4218 藤田 翔大(2) 那須拓陽高 15:43.98
ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾝ 栃木 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ 栃木

4 7 3041 宮本 錬(1) 那須拓陽高 16:24.43 4 12 3011 石川 拓暉(1) 白鴎大足利高 15:47.19
ﾒｸﾞﾘﾔ ｹﾝ 栃木 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭｳﾄ 栃木

5 25 8303 廻谷 賢 栃木陸協 16:33.55 5 1 4033 飯塚 秋澄(2) 白鴎大足利高 15:50.49
ｵｷﾞﾉ ｹｲｽｹ 栃木 ｾｵ ｶﾅﾀ 栃木

6 21 3012 荻野 佳輔(1) 白鴎大足利高 16:33.76 6 8 4040 瀬尾 奏多(2) 白鴎大足利高 15:56.35
ｺｾｷ ﾊﾙﾄ 栃木 ｸﾆｲ ﾌｳﾏ 栃木

7 16 4215 小関 暖土(2) 那須拓陽高 16:46.84 7 10 3038 國井 楓慎(1) 那須拓陽高 15:57.29
ﾌｸﾀﾞ ｱﾔﾄ 栃木 ｵｵｻﾜ ﾙｶ 栃木

8 18 8191 福田 彩人 小山向野JC 16:51.81 8 6 5660 大澤 瑠海(1) 白鴎大 16:15.17
ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾔ 栃木 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ 栃木

9 15 3034 川上 統也(1) 佐野高 16:55.46 9 11 8060 中川 壮気 ﾘｽRT 16:16.82
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 茨城 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 栃木

10 3 2880 鈴木 宏之 IRF 16:55.95 10 23 8168 伊藤 浩嗣 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 16:18.32
ﾖｺﾔﾏ ｾｲ 栃木 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 栃木

11 9 4211 横山 成(2) 那須拓陽高 16:57.24 11 15 8149 林 秀行 Honda栃木 16:19.73
ｶﾀｵｶ ｶｽﾞﾔ 栃木 ｵｵﾀｷ ﾘｮｳ 栃木

12 26 8282 片岡 一也 栃木陸協 17:02.35 12 3 4037 大瀧 涼(2) 白鴎大足利高 16:22.88
ﾔﾏｳﾁ ｶｲﾄ 栃木 ｼｵﾐ ｹｲｼ 栃木

13 8 3044 山内 快斗(1) 那須拓陽高 17:05.28 13 26 8146 塩見 圭史 Honda栃木 16:25.31
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 栃木 ﾎｿｲ ﾚﾝ 栃木

14 10 3259 高橋 勇(1) 白鴎大足利高 17:07.13 14 19 4102 細井 蓮(2) 小山南高 16:28.68
ｽｽﾞｷ ｶｲ 栃木 ｵｶﾓﾄ ﾄｼｱｷ 栃木

15 23 3040 鈴木 快(1) 那須拓陽高 17:07.97 15 7 8272 岡本 敏明 栃木陸協 16:43.02
ｲｼｲ ﾋﾛﾄ 栃木 ｼﾝﾏﾁ ﾀﾞｲﾔ 栃木

16 19 3258 石井 陽翔(1) 白鴎大足利高 17:10.08 16 9 5025 新町 太哉(3) 白鴎大足利高 16:44.11
ﾔﾏｲｴ ﾊﾙｷ 栃木 ｻﾄｳ ｼﾝｽｹ 栃木

17 13 4210 山家 遥輝(2) 那須拓陽高 17:16.55 17 5 4221 佐藤 新介(2) 那須拓陽高 16:44.12
ﾊﾗｶﾞ ﾘｮｳ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ 栃木

18 20 3046 原賀 諒(1) 那須拓陽高 17:16.82 18 25 3036 福田 誉仁(1) 佐野高 16:47.17
ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾄ 栃木 ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀ 栃木

19 6 3199 藤田 愛翔(1) 那須拓陽高 17:23.25 19 24 3033 湯沢 想太(1) 佐野高 16:54.12
ｼﾛｻｶ ﾘｮｳ 栃木 ﾀﾍﾞｲ ﾄｼｵ 栃木

20 11 4216 城坂 澪(2) 那須拓陽高 17:29.49 20 14 8174 田部井 俊夫 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 16:55.84
ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 栃木 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 栃木

21 12 4078 原田 慎侍(2) 宇都宮北高 17:56.80 21 18 8232 斎藤 慎司 栃木陸協 16:57.93
ﾆｼﾈ ﾕｳﾀﾛｳ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ｽﾐｵ 栃木

22 2 4282 西根 佑太朗(2) 小山南高 18:01.21 22 21 8215 福田 純生 栃木陸協 17:10.34
ﾏﾂｳﾗ ﾐｷﾔ 栃木 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 栃木

23 4 8261 松浦 幹也 栃木陸協 18:03.06 4 5104 小川 暖葵(3) 那須拓陽高 DNS
ｺｲｹ ﾖｼﾊﾙ 栃木 ｲﾄｳ ﾕｳ 栃木

24 5 8242 小池 良治 栃木陸協 19:19.24 13 5101 伊藤 優(3) 那須拓陽高 DNS
ﾓﾄﾊｼ ﾀﾞｲｷ 栃木 ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ 栃木

14 3043 本橋 大希(1) 那須拓陽高 DNS 17 8046 小西 亘 MKPJT DNS
ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 栃木 ｶﾜﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 栃木

22 4213 斎藤 海翔(2) 那須拓陽高 DNS 22 8018 川鍋 和洋 石川走友会 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子5000m

10月16日 09:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組 タイムレース上位8位
順位 ORD 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

ﾃﾂｶ ﾀｲﾁ 栃木 ﾃﾂｶ ﾀｲﾁ 栃木

1 20 5105 手塚 太一(3) 那須拓陽高 14:41.50 GR 1 5105 手塚 太一(3) 那須拓陽高 14:41.50 GR
ｲｲﾀﾞ ﾕﾀｶ 埼玉 ｲｲﾀﾞ ﾕﾀｶ 埼玉

2 4 1807 飯田 豊 川越市陸協 14:48.14 2 1807 飯田 豊 川越市陸協 14:48.14
ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｲｼ 栃木 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｲｼ 栃木

3 26 8044 海老沼 太志 MKPJT 14:48.25 3 8044 海老沼 太志 MKPJT 14:48.25
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 栃木 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 栃木

4 18 5110 小林 凌真(3) 那須拓陽高 14:48.58 4 5110 小林 凌真(3) 那須拓陽高 14:48.58
ｸｼﾞ ｾｲﾀﾛｳ 岩手 ｸｼﾞ ｾｲﾀﾛｳ 岩手

5 25 75 久慈 清太朗 久慈市陸協 14:49.05 5 75 久慈 清太朗 久慈市陸協 14:49.05
ｲﾄｳ ﾀｹﾊﾙ 栃木 ｲﾄｳ ﾀｹﾊﾙ 栃木

6 24 4035 伊藤 尊晴(2) 白鴎大足利高 14:49.40 6 4035 伊藤 尊晴(2) 白鴎大足利高 14:49.40
ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 栃木 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 栃木

7 6 5107 松本 海音(3) 那須拓陽高 14:50.08 7 5107 松本 海音(3) 那須拓陽高 14:50.08
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾁﾋﾛ 埼玉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾁﾋﾛ 埼玉

8 1 8399 中島 充博 栃木陸協 14:52.65 8 8399 中島 充博 栃木陸協 14:52.65
ｱﾍﾞ ｹﾝ 栃木

9 8 5022 阿部 健(3) 白鴎大足利高 14:53.09
ｷｸﾁ ﾘｵ 栃木

10 9 4220 菊地 琉音(2) 那須拓陽高 14:53.53
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 栃木

11 11 8159 丸山 航輝 NINE TOCHIGI TC 14:56.52
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｼﾝ 栃木

12 28 3047 宮本 大心(1) 那須拓陽高 14:59.26
ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 栃木

13 10 1769 石川 龍之介(4) 東洋大 15:01.79
ﾌｼﾞﾀ ｱﾄﾑ 栃木

14 27 5106 藤田 ｱﾄﾑ(3) 那須拓陽高 15:08.83
ﾐﾓﾘ ﾕｳﾏ 栃木

15 7 4219 三森 悠真(2) 那須拓陽高 15:09.07
ｵｶﾀﾞ ﾌｳﾏ 栃木

16 3 5103 岡田 楓真(3) 那須拓陽高 15:09.08
ｱｷﾓﾄ ｺｳｼ 栃木

17 14 8221 秋元 皓志 栃木陸協 15:14.93
ﾅｶﾉ ﾕｳﾉｽｹ 栃木

18 13 4217 中野 由之承(2) 那須拓陽高 15:15.28
ﾄﾁｷﾞ ﾕｳｷ 栃木

19 17 8183 栃木 祐輝 NINE TOCHIGI TC 15:42.45
ｲｻﾞﾜ ﾎｸﾄ 栃木

20 21 4034 井沢 北斗(2) 白鴎大足利高 15:49.00
ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 栃木

21 16 8147 島田 敦史 Honda栃木 16:21.34
ﾌｸﾀﾞ ﾘｸﾄ 栃木

22 2 5027 福田 陸人(3) 白鴎大足利高 16:52.82
ﾏﾂﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ 栃木

15 8050 松村 紀幸 MKPJT DNF
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木

23 8157 野上 善弘 NINE TOCHIGI TC DNF
ﾜｶﾅ ﾕｳｶﾞ 福島

5 6488 若菜 優雅 MAXPJT DNS
ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒﾄ 栃木

12 5102 稲葉 夢斗(3) 那須拓陽高 DNS
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ 栃木

19 8258 杉山 悠 栃木陸協 DNS
ｶﾄｳ ﾕｳﾋ 栃木

22 8309 加藤 優陽 NINE TOCHIGI TC DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子110mH(1.067m)

10月16日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.4) 2組 (風:-0.6)

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
ﾏﾙﾔﾏ ｿｳ 京都 ｶｼﾞ ﾀｸﾔ 栃木

1 5 1713 丸山 壮(1) 筑波大 14.51 GR 1 6 2 加地 拓弥(M1) 東北大 15.13 GR
ｿｶﾞﾍﾞ ﾘｭｳｺﾞ 神奈川 ﾆｲﾉ ﾀｶﾉﾘ 栃木

2 6 4749 曽我部 隆伍(1) 筑波大 14.98 GR 2 8 434 新野 孝典(2) 宇都宮大 15.79
ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ 栃木 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 栃木

3 7 8249 首藤 貴之 栃木陸協 15.35 3 4 3072 千葉 大輝(1) 小山南高 17.40
ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾏ 栃木 ﾅｶﾉ ﾔﾏﾄ 埼玉

4 9 8004 大森 拓真(2) 国際医療福祉大 16.30 5 1977 中野 ﾔﾏﾄ 高崎経済大 DNF
ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 群馬 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾔ 栃木

5 4 112 大山 一斗(4) 関東学園大 17.24 7 3157 田所 知也(1) 宇都宮北高 DNS
ｺﾞﾄｳ ｷﾐﾋﾛ 岩手

8 1976 後藤 公嘉 高崎経済大 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

ﾏﾙﾔﾏ ｿｳ 京都 GR
1 1713 丸山 壮(1) 筑波大 14.51 +0.4

ｿｶﾞﾍﾞ ﾘｭｳｺﾞ 神奈川 GR
2 4749 曽我部 隆伍(1) 筑波大 14.98 +0.4

ｶｼﾞ ﾀｸﾔ 栃木 GR
3 2 加地 拓弥(M1) 東北大 15.13 -0.6

ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ 栃木

4 8249 首藤 貴之 栃木陸協 15.35 +0.4
ﾆｲﾉ ﾀｶﾉﾘ 栃木

5 434 新野 孝典(2) 宇都宮大 15.79 -0.6
ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾏ 栃木

6 8004 大森 拓真(2) 国際医療福祉大 16.30 +0.4
ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 群馬

7 112 大山 一斗(4) 関東学園大 17.24 +0.4
ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 栃木

8 3072 千葉 大輝(1) 小山南高 17.40 -0.6

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子走高跳

10月16日 13:00 決　勝

決　勝　

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 栃木 － － － ○ ○ ○ ○ ○

1 13 8069 中島 大輔 第一酒造 × × × 2m00
ﾉﾃ ﾄｼﾐﾂ 栃木 － － － ○ ○ × ○ × × ×

2 16 8070 能手 俊充 第一酒造 1m90
ｵｼﾞﾏ ｷｮｳ 栃木 － － － ○ × ○ × × ○ × × ×

3 14 8121 尾島 京 OCOSITEI 1m90
ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｸﾄ 栃木 － － ○ × ○ × ○ × × ×

4 11 420 大坪 拓斗(M1) 宇都宮大 1m85
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ 栃木 － － － × ○ × × ○ × × ×

5 9 8090 高橋 雅也 SAC 1m85
ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾜ 栃木 － － － ○ × × ×

6 10 4011 松田 永遠(2) 佐野日大高 1m80
ﾉﾃ ﾉﾌﾞﾋﾛ 栃木 ○ ○ ○ ○ × × ×

6 15 8071 能手 宣拓 第一酒造 1m80
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 栃木 ○ ○ × ○ ○ × × ×

8 8 8091 高橋 優希 SAC 1m80
ｱｶﾎｼ ｴｲｼﾞ 宮城 ○ × ○ × ○ × × ×

9 1 227 赤星 栄治(M1) 東北大 1m75
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾄ 栃木 － × ○ × × ×

10 6 4243 遠藤 力斗(2) 作新学院高 1m70
ﾂﾂﾐ ﾊｵﾄ 栃木 × ○ × × ×

11 3 3073 堤 迅士斗(1) 小山南高 1m65
ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ 栃木 × ○ × × ×

11 4 3115 福田 鋭龍(1) 小山南高 1m65
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 埼玉 － × × ×

5 626 渡邉 智輝(M2) 東北大 NM
ｵﾊﾞﾅ ﾘｸﾄ 栃木 － － － × × ×

7 4159 尾花 陸斗(2) 佐野松桜高 NM
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 栃木

2 4074 渡邉 雅博(2) 宇都宮北高 DNS
ｶﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木

12 5068 金井 祐寛(3) 作新学院高 DNS

2m00
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m65

2m06

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳

10月16日 10:00 決　勝

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

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｮｳ 栃木 6m99 6m92 7m19 5m74 7m32 7m15 7m32
1 35 8037 松原 奨 滝沢ハム -0.9 -0.6 +0.5 +0.8 -0.2 -0.5 -0.2 GR

ｵｵｼﾏ ｲｯｾｲ 栃木 7m07 × 6m95 7m01 × 6m89 7m07
2 34 8209 大島 一晟(3) 栃木陸協 -1.1 -0.2 -0.8 -0.2 -1.1 GR

ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 栃木 6m74 6m84 6m81 × 6m96 6m82 6m96
3 31 8038 吉澤 尚哉 滝沢ハム -0.9 +0.5 +0.3 +0.3 -1.1 +0.3

ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 栃木 × × 6m71 × 6m82 × 6m82
4 30 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 作新学院大 +0.4 +0.7 +0.7

ﾎｼﾉ ﾘｮｳﾏ 群馬 6m34 6m37 6m37 6m45 6m57 6m68 6m68
5 32 113 星野 諒馬(4) 関東学園大 -1.0 +0.4 +0.5 +0.2 +0.5 0.0 0.0

ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ 栃木 6m21 6m62 6m66 × 6m31 6m44 6m66
6 12 1995 熊澤 尚央(4) 作新学院大 0.0 -0.9 -1.1 +0.5 -0.9 -1.1

ﾔﾅｷﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 群馬 6m56 × 6m34 － － － 6m56
7 28 5414 柳田 聖大(3) 館林一中 -0.6 +0.2 -0.6

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 栃木 6m00 6m45 × × 6m53 6m40 6m53
8 26 3397 山本 翔真(4) 白鴎大 -0.5 -0.4 +0.3 +0.2 +0.3

ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳ 栃木 × × 6m32 6m32
9 23 1663 川上 涼(2) 筑波大 -0.7 -0.7

ｸﾎﾞ ｱﾏﾈ 栃木 6m16 6m23 × 6m23
10 25 2528 久保 亘(2) 東京大 -0.7 +0.2 +0.2

ﾀｶﾂﾄ ｹﾝﾀ 栃木 5m72 5m56 6m16 6m16
11 24 5032 髙津戸 堅太(3) 作新学院高 +0.2 +0.1 +0.2 +0.2

ｱｻﾞﾐ ﾓﾘﾋｺ 群馬 × 6m14 × 6m14
12 22 873 阿左美 守彦 チームK 0.0 0.0

ﾆﾀﾜｷ ｼｮｳﾀ 栃木 5m99 6m09 5m65 6m09
13 27 4073 仁田脇 勝太(2) 宇都宮北高 -0.6 +0.6 +0.5 +0.6

ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｸﾄ 栃木 5m74 5m81 5m96 5m96
14 6 420 大坪 拓斗(M1) 宇都宮大 +0.6 -0.2 +0.5 +0.5

ｶﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木 5m71 － － 5m71
15 13 5068 金井 祐寛(3) 作新学院高 -0.4 -0.4

ﾈｷﾞｼ ｱｷﾋﾄ 群馬 5m70 5m55 5m63 5m70
16 7 111 根岸 明人(4) 関東学園大 +1.0 -0.2 +0.5 +1.0

ｵｵﾆｼ ﾀﾂﾔ 栃木 5m53 5m30 5m66 5m66
17 15 421 大西 達也(4) 宇都宮大 +0.6 -0.3 -0.7 -0.7

ﾊﾀﾅｶ ｿﾗ 栃木 × × 5m65 5m65
18 10 3261 畑中 空(1) 白鴎大足利高 -0.1 -0.1

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ 栃木 5m59 5m44 5m50 5m59
19 9 4261 藤本 夢璃(2) 佐野東高 +0.1 -0.4 +0.4 +0.1

ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ 栃木 × 5m57 4m04 5m57
20 17 5668 村上 太一(1) 白鴎大 -0.2 0.0 -0.2

ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 群馬 2m97 5m55 5m38 5m55
21 1 28 大石 浩貴 群馬陸協 +0.2 +0.8 +0.2 +0.8

ｻｸﾗｲ ｱﾉﾝ 栃木 5m38 5m48 5m40 5m48
22 16 3024 櫻井 ｱﾉﾝ(1) 佐野日大高 +0.6 -0.5 -0.7 -0.5

ｵｶｻﾞｷ ﾏｺﾄ 栃木 5m45 5m46 － 5m46
23 14 8118 岡崎 誠 OCOSITEI 0.0 -0.4 -0.4

ﾔﾏﾜｷ ﾀｸ 栃木 × 5m30 5m42 5m42
24 5 4082 山脇 大空(2) 宇都宮北高 -0.5 -0.3 -0.3

ﾔﾅｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 栃木 5m36 5m40 5m25 5m40
25 3 3183 梁島 大輔(1) 小山西高 +0.6 +1.0 +0.4 +1.0

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 栃木 5m11 － － 5m11
26 4 8343 齊藤 拓生 NINE TOCHIGI TC +1.3 +1.3

ｶﾐｵｶ ﾕｳｷ 栃木 3m56 4m64 3m51 4m64
27 2 4160 上岡 優樹(2) 佐野松桜高 +0.2 +1.0 +0.4 +1.0

ｲﾄｳ ﾚﾂ 栃木 4m07 3m10 4m05 4m07
28 11 3032 伊藤 烈(1) 佐野高 -0.5 -0.9 -0.2 -0.5

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 栃木 × × ×
29 2013 村上 潤(2) 作新学院大 NM

ﾀｶﾊｼ ｱﾔｾ 栃木

8 4175 高橋 彩晴(2) 青藍泰斗高 DNS
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 栃木

18 4027 後藤 夢真(2) 作新学院高 DNS
ｾｷﾔ ｼｮｳﾀ 栃木

19 3201 関谷 彰太(1) 佐野東高 DNS
ｺｲｹ ｶｹﾙ 栃木

20 8128 小池 翔 OCOSITEI DNS
ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾀﾛｳ 栃木

21 4142 藤倉 虎太郎(2) 小山西高 DNS
ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 栃木

33 8143 村田 遼介 OCOSITEI DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 NM:記録なし



一般男子砲丸投(7.26kg)

10月16日 11:00 決　勝

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

ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 栃木

1 3 8002 武田 歴次 栃木県ｽﾎﾟ協 15m36 16m32 16m24 16m32 × × 16m15 16m32 GR
ｳｴｷ ﾕｳﾀﾛｳ 群馬

2 2 3673 植木 佑太郎(2) 群馬大 11m13 10m75 11m25 11m25 11m49 11m53 11m39 11m53
ﾅﾗﾀ ｴｲｲﾁ 栃木

3 1 8293 奈良田 栄一 栃木陸協 6m17 6m12 6m13 6m17 6m34 6m26 6m24 6m34

凡例  GR:大会記録

高校男子砲丸投(6.0kg)

10月16日 11:00 決　勝

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

ﾇﾏｵ ｿﾗ 栃木

1 4 4022 沼尾 空(2) 青藍泰斗高 12m01 11m82 11m49 12m01 11m60 11m74 12m11 12m11
ｲﾁｶﾜ ｱｷﾗ 栃木

2 3 4147 市川 緋輝(2) 宇都宮工業高 × 11m07 × 11m07 10m85 11m31 10m63 11m31
ﾋｶﾞﾉ ﾘｮｳ 栃木

1 4138 日向野 凌羽(2) 小山西高 DNS
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ 栃木

2 4263 永澤 良太(2) 佐野東高 DNS

中学男子砲丸投(5.0kg)

10月16日 11:00 決　勝

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 ﾀｸﾐ 栃木

1 1 8343 齊藤 拓生 NINE TOCHIGI TC 8m55 8m35 8m50 8m55 7m81 8m37 8m41 8m55 GR

DNS:欠場



男子やり投(800g)

10月16日 13:00 決　勝

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

ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾞ 栃木 〇

1 25 8001 小椋 健司 栃木県ｽﾎﾟ協 73m17 × － 73m17 × 74m63 74m63 GR
ﾀﾆｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 栃木 〇 〇 〇 〇

2 24 8134 谷川 健太 OCOSITEI 61m57 61m57 63m96 63m96
ﾌｼﾞｲ ﾐｽﾞｷ 愛知 〇

3 23 3527 藤井 瑞樹(3) 日大 61m26 × 61m26 × 61m32 × 61m32
ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｷ 栃木 〇 〇

4 21 8067 大塚 主稀 第一酒造 59m31 × 59m31 × 60m60 60m60
ｶﾜﾏﾀ ｿｳｼ 栃木 〇 〇

5 22 3626 川俣 颯士(1) 日大 59m36 × 59m36 60m46 × 60m46
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ 栃木 〇

6 20 425 鈴木 理太(4) 宇都宮大 × 56m86 × 56m86 56m86 × 56m86
ｱﾗｶｷ ﾀﾞｲｷ 埼玉 〇

7 19 3528 新垣 大輝(3) 日大 55m68 × 55m68 × × × 55m68
ｲｼｸﾞﾛ ｼｭｳｲﾁ 栃木 〇 〇

8 14 8113 石黒 守一 OCOSITEI × 48m27 48m27 × 48m72 48m72
ｵｶﾓﾄ ﾊﾞｸ 栃木 〇 〇

9 15 4076 岡本 漠久(2) 宇都宮北高 47m97 47m97 47m97
ｵｵｶﾜ ｷｮｳｾｲ 栃木 〇

10 16 5008 大川 喬聖(3) 佐野日大高 × 47m10 47m10 47m10
ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾄ 栃木 〇 〇

11 17 8093 永野 友斗 SAC 45m49 45m49 45m49
ｵﾉｸﾞﾁ ﾚﾝ 栃木 〇 〇

12 1 5950 小野口 廉(1) 宇都宮大 44m75 44m75 44m75
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾏｻ 宮城 〇 〇

13 2 646 吉田 知将(M2) 東北大 40m38 40m38 40m38
ｶﾂﾇﾏ ﾚｵ 栃木 〇 〇

14 13 8086 勝沼 怜央 SAC 40m26 40m26 40m26
ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 栃木 〇 〇

15 6 8119 岡本 堅 OCOSITEI 37m53 37m53 37m53
ｲﾜｻﾞｷ ｹｲﾄ 栃木 〇 〇

16 11 3017 岩﨑 恵斗(1) 青藍泰斗高 37m22 37m22 37m22
ﾀｶｸ ｹｲｼﾞ 栃木 〇 〇

17 8 4209 高久 敬至(2) 那須拓陽高 37m05 37m05 37m05
ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｽｹ 栃木 〇

18 12 4081 井上 隼佑(2) 宇都宮北高 × 34m86 34m86 34m86
ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾐ 栃木 〇 〇

19 7 3005 庄司 大海(1) 作新学院高 34m26 34m26 34m26
ｼﾓﾑｶｲ ｱｲｷ 栃木 〇 〇

20 4 3299 下向 葵輝(1) 作新学院高 32m33 32m33 32m33
ｳｴｻﾜ ﾕｳﾄ 栃木 〇

21 9 3071 上沢 勇人(1) 小山南高 × 31m00 31m00 31m00
ﾇﾏｵ ｿﾗ 栃木 〇 〇

22 3 4022 沼尾 空(2) 青藍泰斗高 25m57 25m57 25m57
ｲｲﾀﾞ ﾋﾅﾀ 栃木 〇 〇

23 5 3297 飯田 陽向(1) 佐野日大高 21m97 21m97 21m97
ｷﾀﾉ ｲｯｻ 栃木

10 4177 北野 心爽(2) 青藍泰斗高 r NM
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ 栃木

18 4263 永澤 良太(2) 佐野東高 － － － NM

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし



女子100m

10月16日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 (風:-0.1) 2組 (風:-1.1)

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
ﾐｳﾗ ﾕﾅ 宮城 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃木

1 7 9390 三浦 由奈(2) 筑波大 12.11 GR 1 7 9479 福田 捺巴(2) 作新学院大 12.67
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 埼玉 ｸﾛｲﾜ ｷｮｳｶ 栃木

2 2 9481 瀬沼 有咲(2) 作新学院大 12.25 2 5 9469 黒岩 恭香(4) 作新学院大 12.92
ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木 ﾖｼﾀｹ ﾕﾉ 栃木

3 5 9477 関根 こころ(2) 作新学院大 12.25 GR 3 8 10468 吉武 祐乃(1) 城西大 12.94
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木

4 8 9473 福田 奈央(3) 作新学院大 12.38 GR 4 9 9474 高橋 萌(3) 作新学院大 13.26
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木 ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃木

5 4 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大 12.40 GR 5 4 1 石原 南菜(1) 足利二中 13.28
ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ 栃木 ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ 栃木

6 9 3017 二宮 音彩(1) 白鴎大足利高 12.51 6 3 3018 畠中 梨好(1) 白鴎大足利高 13.53
ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃木 ﾀﾑﾗ ﾏｲｺ 栃木

7 6 9471 笹沼 若奈(4) 作新学院大 12.54 2 4022 田村 舞子(2) 白鴎大足利高 DNS
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 栃木 ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ 栃木

8 3 4025 福田 菜々子(2) 白鴎大足利高 12.60 6 3014 大図 奈々葉(1) 宇都宮女高 DNS

3組 (風:+0.3) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 栃木 ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ 栃木

1 7 9476 大橋 麻友(2) 作新学院大 12.96 1 6 2335 村上 珠梨(3) 豊郷中 13.19
ﾖﾈﾀﾞ ﾘﾉﾝ 栃木 ﾀｶﾊｼ ｻﾖ 栃木

2 9 4036 米田 凜音(2) 真岡女子高 13.44 2 9 8029 高橋 小夜 TRAINI 13.44
ｱﾗｶﾜ ｱﾔｶ 栃木 ﾌｸﾁ ﾐｻｷ 栃木

3 8 4092 荒川 綾香(2) 小山西高 13.46 3 4 4100 福地 岬 (2) 佐野高 13.86
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 栃木 ｼﾏﾉ ｻｸﾗ 栃木

4 5 2001 山本 実希(3) 足利二中 13.58 3 4 島野 桜(1) 足利二中
ｶﾝﾉ ｺｱ 栃木 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 栃木

5 3 8021 菅野 心愛 (3) 葛生ｱｽﾘｰﾄ 13.85 5 1383 宮澤 亜実(2) 足利二中 DNS
ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｶ 新潟

4 9480 柴 凛(2) 作新学院大 DNS 7 9482 小嶋 夕香(3) 作新学院大 DNS
ﾋﾙﾏ ｺﾄﾐ 栃木 ｺﾇﾏ ｻﾗ 栃木

6 4160 昼間 琴美(2) 宇都宮女高 DNS 8 3 小沼 彩愛(1) 足利二中 DNS

5組 (風:-0.7) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ 栃木 ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ 栃木

1 7 3101 濱野 友鈴(1) 小山西高 13.55 1 3 3037 間中 美結(1) 小山南高 13.67
ｻｶﾓﾄ ﾐｵ 栃木 ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 栃木

2 3 3020 坂本 澪(1) 青藍泰斗高 13.56 2 5 4101 加藤 瞳(2) 佐野高 13.97
ﾊﾙﾔﾏ ｱｲｶ 栃木 ｵｶﾞﾜ ﾘﾑ 栃木

3 5 4146 春山 愛花(2) 佐野東高 13.86 3 7 4135 小川 凛夢(2) 那須拓陽高 13.99
ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ 栃木 ﾖｺﾁ ﾐﾅ 栃木

4 6 8036 茂木 万理菜 OCOSITEI 13.92 4 8 4145 横地 未菜(2) 佐野東高 14.02
ｱﾂﾞﾏ ｶﾅ 栃木 ｶﾒﾀﾞ ｻｴ 栃木

5 4 8056 吾妻 佳奈 栃木陸協 13.95 5 9 4090 亀田 沙依(2) 小山西高 14.10
ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾘ 栃木 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ 栃木

6 9 3188 半田 真理(1) 小山西高 14.08 6 4 4067 金沢 美希(2) 小山南高 14.11
ｶﾝﾉ ﾌｱ 栃木 ｽｶﾞｲ ﾊﾙｶ 栃木

7 8 8022 菅野 楓愛(2) 葛生ｱｽﾘｰﾄ 14.32 6 3102 菅井 晴佳(1) 宇都宮女高 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子100m

10月16日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 (風:-0.8) 8組 (風:+0.3)

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
ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ 栃木 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｻｷ 栃木

1 5 3100 齊藤 麗来(1) 小山西高 14.19 1 7 3139 杉本 美彩妃(1) 小山西高 13.93
ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 栃木 ﾔｼﾛ ﾚｵﾅ 栃木

2 6 4102 新井 美月(2) 佐野高 14.56 2 8 1096 矢代 怜央菜(2) 佐野高附中 14.15
ｶｸﾀ ﾊﾙｶ 栃木 ﾐﾀ ﾊﾙｶ 栃木

3 7 4144 角田 暖佳(2) 佐野東高 14.74 3 3 1095 三田 遙花(2) 佐野高附中 14.26
ﾔﾏﾜｷ ﾏｲ 栃木 ｵｵｶﾜ ﾘｻ 栃木

4 9 4105 山脇 茉依(2) 佐野松桜高 14.81 4 5 1093 大川 りさ(2) 佐野高附中 14.47
ﾓﾘﾀ ﾔﾔ 栃木 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ 栃木

5 3 3122 森田 安耶(1) 佐野高 15.03 5 4 1098 山田 文音(2) 佐野高附中 14.92
ﾏｴﾊﾗ ﾚｲｶ 栃木 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｱ 栃木

6 4 3133 前原 伶佳(1) 栃木農業高 15.11 6 6 3162 松村 唯愛(1) 佐野高 14.94
ﾋｶﾞﾉ ﾐｻｷ 栃木 ﾔﾏｶﾜ ﾐｽﾞｷ 栃木

8 3137 日向野 美咲(1) 佐野東高 DNS 7 9 1097 山川 瑞希(2) 佐野高附中 15.55

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

ﾐｳﾗ ﾕﾅ 宮城 GR
1 9390 三浦 由奈(2) 筑波大 12.11 -0.1

ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 埼玉

2 9481 瀬沼 有咲(2) 作新学院大 12.25 -0.1
ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木 GR

3 9477 関根 こころ(2) 作新学院大 12.25 -0.1
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木 GR

4 9473 福田 奈央(3) 作新学院大 12.38 -0.1
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木 GR

5 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大 12.40 -0.1
ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ 栃木

6 3017 二宮 音彩(1) 白鴎大足利高 12.51 -0.1
ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃木

7 9471 笹沼 若奈(4) 作新学院大 12.54 -0.1
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 栃木

8 4025 福田 菜々子(2) 白鴎大足利高 12.60 -0.1

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子200m

10月16日 14:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:-0.5) 2組 (風:-0.8)

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
ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木 ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木

1 7 9477 関根 こころ(2) 作新学院大 25.36 1 6 9480 柴 凛(2) 作新学院大 26.32
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 埼玉 ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 栃木

2 4 9481 瀬沼 有咲(2) 作新学院大 25.48 2 4 9476 大橋 麻友(2) 作新学院大 26.34
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木

3 6 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大 25.82 3 7 9474 高橋 萌(3) 作新学院大 27.08
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃木 ﾋﾙﾏ ｺﾄﾐ 栃木

4 9 9479 福田 捺巴(2) 作新学院大 25.88 4 5 4160 昼間 琴美(2) 宇都宮女高 27.25
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木 ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾛ 栃木

5 3 9473 福田 奈央(3) 作新学院大 25.90 5 9 8026 日向野 優心(2) 葛生ｱｽﾘｰﾄ 28.54
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 栃木 ﾌｸﾁ ﾐｻｷ 栃木

5 4025 福田 菜々子(2) 白鴎大足利高 DNS 6 3 4100 福地 岬 (2) 佐野高 28.64
ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ 栃木 ｼﾐｽﾞ ｻｷ 栃木

8 3017 二宮 音彩(1) 白鴎大足利高 DNS 8 4156 清水 咲希(2) 宇都宮女高 DNS

3組 (風:-1.2) 4組 (風:-0.9)

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
ｸﾜﾊﾗ ｱﾐｶ 栃木 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野

1 3 4065 桑原 あみか(2) 小山南高 27.90 1 3 1221 山崎 萌々子(3) 東北大 26.93
ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ 栃木 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｱ 栃木

2 6 3037 間中 美結(1) 小山南高 28.05 2 5 3162 松村 唯愛(1) 佐野高 30.97
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ 栃木 ﾐｽﾞﾏ ｻﾗ 栃木

3 7 4093 鈴木 若菜(2) 真岡女子高 28.38 3 8 3136 水間 彩愛(1) 佐野東高 31.07
ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ 栃木 ﾓﾘﾀ ﾔﾔ 栃木

4 5 3101 濱野 友鈴(1) 小山西高 28.38 4 6 3122 森田 安耶(1) 佐野高 31.70
ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ 栃木 ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ 栃木

5 4 4067 金沢 美希(2) 小山南高 29.73 4 3100 齊藤 麗来(1) 小山西高 DNS
ﾔｹﾞﾀ ｱｲ 栃木 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞ 栃木

6 8 8024 八下田 愛(2) 葛生ｱｽﾘｰﾄ 29.84 7 3038 松本 芽久(1) 小山南高 DNS
ｺﾇﾏ ｻﾗ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾝ 栃木

9 3 小沼 彩愛(1) 足利二中 DNS 9 3074 鈴木 真凛(1) 宇都宮女高 DNS

5組 (風:-0.5) 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

ｻﾄｳ ｱｲﾑ 栃木 ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木

1 8 3085 佐藤 愛夢(1) 那須拓陽高 29.34 1 9477 関根 こころ(2) 作新学院大 25.36 -0.5
ｵｵｶﾜ ﾘｻ 栃木 ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 埼玉

2 5 1093 大川 りさ(2) 佐野高附中 29.74 2 9481 瀬沼 有咲(2) 作新学院大 25.48 -0.5
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 栃木 ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木

3 7 9071 佐藤 暖季(M1) 宇都宮大 30.14 3 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大 25.82 -0.5
ﾔｼﾛ ﾚｵﾅ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃木

4 9 1096 矢代 怜央菜(2) 佐野高附中 30.45 4 9479 福田 捺巴(2) 作新学院大 25.88 -0.5
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木

5 4 1098 山田 文音(2) 佐野高附中 30.66 5 9473 福田 奈央(3) 作新学院大 25.90 -0.5
ｻﾜﾀﾞ ﾋﾅ 栃木 ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木

6 6 8019 澤田 陽南(3) ﾘｽRT 32.19 6 9480 柴 凛(2) 作新学院大 26.32 -0.8
ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 栃木

7 9476 大橋 麻友(2) 作新学院大 26.34 -0.8
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野

8 1221 山崎 萌々子(3) 東北大 26.93 -0.9

凡例  DNS:欠場



女子1500m

10月16日 13:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 栃木

1 8 8005 大金 ゆい(3) 石川走友会 4:55.20
ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ 東京

2 18 467 飯田 夏生 東京陸協 4:55.53
ﾀﾅｶ ﾉﾝ 栃木

3 12 8010 田中 のん(2) 石川走友会 5:11.95
ｲﾋﾞ ﾐｻｷ 群馬

4 15 10723 伊比 美咲 高崎経済大 5:23.08
ﾔｷﾞ ﾓﾓｶ 栃木

5 16 4148 八木 桃花(2) 佐野東高 5:24.63
ｱｵｷ ｶﾘﾝ 新潟

6 20 9463 青木 花琳 高崎経済大 5:26.60
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ 栃木

7 7 1094 中村 ゆきの(2) 佐野高附中 5:28.02
ｺﾎﾞﾘ ﾁﾅﾂ 栃木

8 4 4142 小堀 千夏(2) 佐野東高 5:36.17
ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾅ 栃木

9 3 4095 関口 茉那(2) 真岡女子高 5:53.04
ﾓﾘﾀ ｱｲﾘ 群馬

10 14 9465 森田 愛梨 高崎経済大 6:04.80
ﾌｸｲ ｱｶﾈ 栃木

1 3036 福井 紅音(1) 小山南高 DNS
ｺﾃﾞﾗ ｶﾅ 栃木

2 3134 古寺 花菜(1) 宇都宮女高 DNS
ﾅｶﾞｾ ﾎﾏﾚ 栃木

5 8099 永瀬 誉(2) 石川走友会 DNS
ｲｲｽﾞｶ ﾊﾙｶ 栃木

6 10696 飯塚 遥香(1) 白鴎大 DNS
ｲｹﾀﾞ ﾕｲﾅ 栃木

9 3013 池田 結菜(1) 宇都宮女高 DNS
ﾐﾂﾊｼ ﾓﾓ 栃木

10 5045 三橋 桃花(3) 小山南高 DNS
ｵｸｻﾞﾜ ﾚﾓﾝ 栃木

11 8020 奥澤 れもん(3) 葛生ｱｽﾘｰﾄ DNS
ｵｵﾀｹ ﾈﾈ 栃木

13 2002 大竹 音々(3) 足利二中 DNS
ｸﾗｻﾜ ﾐｸ 栃木

17 4064 倉澤 実玖(2) 小山南高 DNS
ﾖｺﾂｶ ﾕﾒｱ 栃木

19 5046 横塚 夢珠(3) 小山南高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子3000m

10月16日 09:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 栃木

1 24 5117 小林 優花(3) 那須拓陽高 10:08.08
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｶ 栃木

2 3 5119 渡辺 凜花(3) 那須拓陽高 10:11.28
ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ 栃木

3 8 5024 太田 瞳(3) 白鴎大足利高 10:11.53
ﾆｼﾀﾞ ﾏﾅｶ 栃木

4 15 4130 西田 真花(2) 那須拓陽高 10:12.06
ｸﾎﾞﾀ ﾁﾋﾛ 栃木

5 14 5116 窪田 千尋(3) 那須拓陽高 10:13.75
ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ 東京

6 2 467 飯田 夏生 東京陸協 10:13.79
ﾀｶｸ ﾅﾉﾊ 栃木

7 28 3031 髙久 虹彩(1) 那須拓陽高 10:25.95
ﾑﾗｶﾐ ｶﾚﾝ 栃木

8 20 3032 村上 果蓮(1) 那須拓陽高 10:27.68
ｼﾊﾞﾀ ｺｺﾅ 栃木

9 26 5118 柴田 恋奈(3) 那須拓陽高 10:35.14
ﾖｼﾊﾞ ｻｸﾗ 栃木

10 16 3030 吉葉 咲良(1) 那須拓陽高 10:35.18
ﾐﾂﾊｼ ﾓﾓ 栃木

11 12 5045 三橋 桃花(3) 小山南高 10:38.50
ﾌｸｲ ｱｶﾈ 栃木

12 22 3036 福井 紅音(1) 小山南高 10:39.90
ﾖｺﾂｶ ﾕﾒｱ 栃木

13 6 5046 横塚 夢珠(3) 小山南高 11:01.50
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ 栃木

14 17 4129 渡辺 萌乃佳(2) 那須拓陽高 11:13.64
ｸﾗｻﾜ ﾐｸ 栃木

15 1 4064 倉澤 実玖(2) 小山南高 11:14.84
ｵﾉ ｺｺﾅ 栃木

16 29 4141 小野 心愛(2) 白鴎大足利高 11:20.00
ﾉﾑﾗ ﾐﾕ 栃木

17 21 4094 野村 心結(2) 真岡女子高 11:23.04
ｽｽﾞｷ ｻﾗ 栃木

18 13 3027 鈴木 咲良(1) 真岡女子高 11:33.71
ﾋﾛｾ ﾘｵ 栃木

19 19 3019 廣瀬 莉緒(1) 白鴎大足利高 11:39.50
ﾌｸﾀﾞ ｲｸｺ 栃木

20 4 8044 福田 育子 小山向野JC 12:29.00
ﾋﾗｵ ﾕｲ 栃木

21 30 10781 平尾 結(1) 宇都宮大 13:10.51
ﾎﾘｺｼ ﾕｳﾐ 栃木

10 5030 堀越 優光(3) 白鴎大足利高 DNF
ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾋﾏﾘ 栃木

18 4017 宇賀神 向日葵(2) 白鴎大足利高 DNF
ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅｶ 栃木

5 5027 島田 愛香(3) 白鴎大足利高 DNS
ｻﾜｲ ﾉﾉ 栃木

7 4021 澤井 望乃(2) 白鴎大足利高 DNS
ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳｻ 栃木

9 4128 豊田 瑠沙(2) 那須拓陽高 DNS
ﾖｼﾀﾞ ｾﾅ 栃木

11 4026 吉田 芹梨(2) 白鴎大足利高 DNS
ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾙﾅ 栃木

23 4099 豊田 晴菜(2) 真岡女子高 DNS
ｵﾉ ﾁﾄｾ 栃木

25 4018 小野 千歳(2) 白鴎大足利高 DNS
ｵｸﾔﾏ ｿﾗﾘ 栃木

27 4131 奥山 颯莉(2) 那須拓陽高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子100mH(0.838m)

10月16日 10:55 決　勝

決　勝　

(風:-0.3)

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 6 9471 笹沼 若奈(4) 作新学院大 13.93 GR
ｸﾛｲﾜ ｷｮｳｶ 栃木

2 7 9469 黒岩 恭香(4) 作新学院大 14.32 GR
ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ 栃木

3 4 8041 大山 茜里 佐野市役所 14.56 GR
ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 栃木

4 8 4024 福田 蒼依(2) 白鴎大足利高 14.61
ﾌｸﾀﾞ ﾘﾉ 栃木

5 3 9079 福田 梨乃(2) 宇都宮大 18.08
ｻｶﾓﾄ ﾐｵ 栃木

6 2 3020 坂本 澪(1) 青藍泰斗高 18.70
ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾓﾊ 栃木

5 4023 中里 百葉(2) 白鴎大足利高 DNS
ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ 栃木

9 4019 黒川 怜華(2) 白鴎大足利高 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子走高跳

10月16日 10:00 決　勝

決　勝　

ｶﾄｳ ﾐｻｷ 栃木 － － － ○ ○ × ○ ○ × × ×

1 9 5120 加藤 海咲(3) 那須拓陽高 1m63 GR
ｻｻｷ ﾘｵ 栃木 － － － ○ ○ × ○ × × ×

2 7 10780 佐々木 莉生(1) 宇都宮大 1m60 =GR
ﾃﾂｶ ﾅﾅ 栃木 － － － ○ × ○ × × ×

3 8 9076 手塚 菜奈(3) 宇都宮大 1m55
ﾜｶﾓﾄ ｷﾗﾗ 栃木 － － － ○ × × ×

4 6 8058 若本 きらら 栃木陸協 1m50
ﾀｶｻｷ ｱﾐｶ 栃木 ○ ○ × ○ × × ×

5 5 3007 髙﨑 亜美夏(1) 作新学院高 1m45
ｱﾂｷ ﾋﾏﾘ 栃木 ○ ○ × × ×

6 4 2 厚木 ひまり(1) 足利二中 1m40
ｼｲﾅ ﾐﾕ 栃木 ○ × × ×

7 2 3117 椎名 美友(1) 小山南高 1m35
ｶﾜﾅｺﾞ ﾅﾅﾐ 栃木 × × ×

3 3127 川中子 菜々美(1) 真岡女子高 NM
ﾋﾗｲ ﾅﾅﾐ 栃木

1 3103 平井 菜々美(1) 宇都宮文星女子 DNS

1m40 1m45 1m66
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m50 1m55 1m60 1m63
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m35

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 DNS:欠場 NM:記録なし



女子走幅跳

10月16日 13:00 決　勝

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 × 5m44 5m44 5m30 5m41 5m37 5m44
1 30 8033 神山 綾音 鹿沼市役所 -0.2 -0.3 -0.9 -0.4 -0.6 -0.2

ﾀﾑﾗ ﾏｲｺ 栃木 5m09 4m93 × 5m07 5m21 5m19 5m21
2 29 4022 田村 舞子(2) 白鴎大足利高 -0.2 +0.1 -0.8 -0.8 +0.2 -0.8

ｵｶﾞﾜ ｱﾔ 栃木 5m07 4m94 5m00 5m01 4m96 4m96 5m07
3 23 3016 小川 彩(1) 白鴎大足利高 +0.5 -0.6 -0.2 -0.4 -0.9 -0.3 +0.5

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 栃木 4m77 4m78 4m69 4m67 5m03 4m75 5m03
4 10 5031 山口 優芽(3) 作新学院高 +0.3 +1.2 -0.3 -0.9 -0.4 +0.4 -0.4

ｾｷﾈ ｾｲﾗ 栃木 4m75 4m94 4m74 4m63 4m88 × 4m94
5 25 9075 関根 聖良(3) 宇都宮大 +0.2 -0.2 -0.6 -0.5 -1.0 -0.2

ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃木 4m84 4m78 － － － － 4m84
6 28 1 石原 南菜(1) 足利二中 +0.4 -0.3 +0.4

ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 栃木 4m59 × 4m81 4m77 4m83 4m70 4m83
7 20 4016 阿部 百花(2) 白鴎大足利高 +0.5 +0.1 -0.2 -0.5 -1.1 -0.5

ｱﾂｷ ﾋﾏﾘ 栃木 × 4m66 4m79 4m70 4m83 4m76 4m83
8 21 2 厚木 ひまり(1) 足利二中 -0.7 -0.1 -0.2 -0.7 -0.3 -0.7

ｵｵﾀ ﾅﾅﾐ 栃木 4m57 4m71 4m67 4m71
9 18 4007 太田 七海(2) 佐野日大高 +0.4 -1.3 +0.2 -1.3

ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 栃木 4m61 4m43 4m67 4m67
10 22 4101 加藤 瞳(2) 佐野高 +0.5 -0.1 -0.2 -0.2

ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 栃木 4m46 × 4m61 4m61
11 19 3028 田中 愛莉亜(1) 真岡女子高 +0.1 +0.2 +0.2

ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ 栃木 4m47 4m53 4m45 4m53
12 17 8036 茂木 万理菜 OCOSITEI +0.1 -0.5 +0.5 -0.5

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 栃木 × × 4m52 4m52
13 27 2001 山本 実希(3) 足利二中 -0.3 -0.3

ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｻｷ 栃木 × 2m95 4m41 4m41
14 13 3139 杉本 美彩妃(1) 小山西高 +0.1 -0.3 -0.3

ｻｲﾄｳ ﾕﾏ 栃木 3m96 4m30 × 4m30
15 9 1063 齊藤 由真(2) 足利二中 -0.3 +0.7 +0.7

ｵｶﾞﾜ ﾘﾑ 栃木 3m93 4m25 4m29 4m29
16 16 4135 小川 凛夢(2) 那須拓陽高 -0.1 -0.7 0.0 0.0

ｻｸﾏ ｼﾎ 栃木 3m94 3m87 4m24 4m24
17 2 9073 佐久間 史穂(4) 宇都宮大 -0.7 -1.3 -0.5 -0.5

ｶｸﾀ ﾊﾙｶ 栃木 4m10 4m04 4m16 4m16
18 7 4144 角田 暖佳(2) 佐野東高 -0.3 +0.7 -0.5 -0.5

ﾐｳﾗ ｶｵﾘ 栃木 4m03 4m16 4m01 4m16
19 5 3135 三浦 佳織(1) 宇都宮女高 -0.4 -0.2 -0.5 -0.2

ｵｶﾞﾜ ﾙﾅ 栃木 4m15 4m04 3m65 4m15
20 4 3118 小川 瑠渚(1) 那須拓陽高 -0.3 -0.2 -0.5 -0.3

ｼﾏﾉ ｻｸﾗ 栃木 × 4m00 4m06 4m06
21 14 4 島野 桜(1) 足利二中 +0.3 -0.6 -0.6

ﾋﾉ ｶﾉﾝ 栃木 × 3m68 3m63 3m68
22 3 8018 日野 花音 ﾘｽRT -0.2 -0.5 -0.2

ﾔﾏｶﾜ ﾐｽﾞｷ 栃木 × 3m19 3m47 3m47
23 1 1097 山川 瑞希(2) 佐野高附中 -0.2 -0.2 -0.2

ｸﾛｺ ﾅｵ 栃木 × × ×
12 3029 黒子 夏穂(1) 真岡女子高 NM

ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 栃木 × × ×
15 4102 新井 美月(2) 佐野高 NM

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｺ 栃木

6 3012 山口 奈那子(1) 真岡女子高 DNS
ｶﾜｻｷ ﾘｺ 栃木

8 4155 川﨑 璃子(2) 宇都宮女高 DNS
ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾘ 栃木

11 3188 半田 真理(1) 小山西高 DNS
ｵｵﾓﾘ ﾁｻﾄ 栃木

24 3073 大森 千慧(1) 宇都宮女高 DNS
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 栃木

26 1383 宮澤 亜実(2) 足利二中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子やり投(600g)

10月16日 13:00 決　勝

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

ｷｸﾁ ｱｶﾘ 栃木 〇 〇 〇 〇

1 6 9082 菊地 茜里(2) 宇都宮大 33m77 33m77 34m58 34m58
ｵｵｼﾏ ｱｽｶ 栃木 〇 〇 〇 〇 〇

2 4 3043 大嶋 明日香(1) 宇都宮工業高 32m02 32m02 32m02
ｻｸﾏ ｼﾎ 栃木 〇 〇 〇 〇 〇

3 5 9073 佐久間 史穂(4) 宇都宮大 30m51 30m51 30m51
ｳｼﾀﾞ ﾜｶﾅ 栃木 〇 〇 〇

4 3 4202 丑田 羽奏(2) 佐野東高 × 27m81 27m81 28m63 28m63
ﾉｸﾞﾁ ｱｵｲ 栃木 〇 〇 〇 〇 〇

5 2 4157 野口 葵衣(2) 宇都宮女高 25m20 25m20 25m20
ｻﾄｳ ﾕﾘ 栃木

1 3008 佐藤 由梨(1) 作新学院高 DNS

凡例  DNS:欠場

女子砲丸投(4.0kg)

10月16日 11:00 決　勝

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 5 4010 塩濵 咲空(2) 青藍泰斗高 10m35 11m23 10m63 11m23 10m58 × 10m67 11m23
ｵｵﾉ ｱｽﾐ 栃木

2 6 4011 大野 明日美(2) 青藍泰斗高 11m11 10m68 10m26 11m11 10m18 10m61 10m65 11m11
ﾕｳｷ ｺｺ 栃木

3 4 3021 結城 心湖(1) 青藍泰斗高 9m56 9m68 10m35 10m35 10m01 9m87 9m70 10m35
ｸﾜﾊﾗ ｱﾐｶ 栃木

4 3 4065 桑原 あみか(2) 小山南高 9m69 9m72 9m60 9m72 9m76 9m14 9m78 9m78
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｵ 栃木

5 2 3035 畑山 凛音(1) 小山南高 7m16 × 7m07 7m16 7m15 7m38 7m97 7m97
ｶﾒｲ ﾄｱ 栃木

6 1 4201 亀井 蛍愛(2) 佐野松桜高 7m37 7m06 7m08 7m37 7m89 7m62 7m96 7m96




