
第10回栃木県高等学校各支部対抗新人陸上競技大会 エントリーリスト　2021/10/25・18:00版

No. 所属 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 地区 参加種目1 記録1 参加種目2 記録2 参加種目3 記録3 参加種目4 記録4

1 烏山 3169 塩野 怜音 ｼｵﾉ ﾚｵ 男子 1 北部 男子100m 12.61 男子走高跳

2 烏山 3170 平野 翔太 ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀ 男子 1 北部 男子100m 12.25 男子200m 25.64

3 烏山 3171 佐藤 京太朗 ｻﾄｳ ｷｮｳﾀﾛｳ 男子 1 北部 男子1500m 4:23.33 男子3000mSC(0.914m)

4 烏山 3172 永野 滉太 ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀ 男子 1 北部 男子800m 2:12.23 男子1500m 4:40.75

5 烏山 3173 平間 丈翔 ﾋﾗﾏ ﾀｹﾙ 男子 1 北部 男子100m 13.16 男子やり投(800g)

6 烏山 3313 金井 佑介 ｶﾅｲ ﾕｳｽｹ 男子 1 北部 男子100m 12.59 男子走幅跳 5m16

7 烏山 5170 猪野 快人 ｲﾉ ｶｲﾄ 男子 3 北部 男子1500m 4:15.97 男子5000m 15:31.56

8 烏山 5171 岩波 怜 ｲﾜﾅﾐ ｻﾄｲ 男子 3 北部 男子1500m 4:30.56 男子5000m 16:30.45

9 烏山 5172 佐藤 佑月 ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 男子 3 北部 男子1500m 4:19.23 男子5000m 15:48.22

10 烏山 5173 小林 優斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 男子 3 北部 男子100m 11.10 男子200m 23.04

11 烏山 5358 和泉 健人 ﾜｲｽﾞﾐ ｹﾝﾄ 男子 3 北部 男子1500m 4:25.69 男子5000m 16:40.98

12 烏山 5375 石川 陽太 ｲｼｶﾜ ﾖｳﾀ 男子 3 北部 男子1500m 4:18.69 男子5000m 15:50.22

13 烏山 3087 磯野 姫来 ｲｿﾉ ｷﾗ 女子 1 北部 女子100m 13.94 女子200m 29.10

14 烏山 4178 舟生 靖菜 ﾌﾆｭｳ ﾔｽﾅ 女子 2 北部 女子1500m 5:48.22 女子3000m 11:30.56

15 烏山 4179 松本 蒼生 ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 女子 2 北部 女子100m 14.01 女子200m 29.43

16 烏山 4180 和久 彩桜 ﾜｸ ｻｸﾗ 女子 2 北部 女子100m

17 那須拓陽 3037 國井 飛慎 ｸﾆｲ ｱｽﾏ 男子 1 北部 男子1500m 4:11.67 男子5000m 15:33.55

18 那須拓陽 3038 國井 楓慎 ｸﾆｲ ﾌｳﾏ 男子 1 北部 男子1500m 4:16.68 男子5000m 15:57.29

19 那須拓陽 3039 齊藤 壮汰 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 男子 1 北部 男子1500m 4:27.02 男子5000m 15:48:19.0

20 那須拓陽 3040 鈴木 快 ｽｽﾞｷ ｶｲ 男子 1 北部 男子1500m 4:29.83 男子5000m 17:07.97

21 那須拓陽 3041 宮本 錬 ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾝ 男子 1 北部 男子1500m 4:15.45 男子5000m 16:24.43

22 那須拓陽 3042 印南 吉隆 ｲﾝﾅﾐ ﾖｼﾀｶ 男子 1 北部 男子1500m 4:29.01 男子5000m

23 那須拓陽 3043 本橋 大希 ﾓﾄﾊｼ ﾀﾞｲｷ 男子 1 北部 男子1500m 4:21.42 男子5000m

24 那須拓陽 3044 山内 快斗 ﾔﾏｳﾁ ｶｲﾄ 男子 1 北部 男子1500m 4:25.36 男子5000m 17:05.28

25 那須拓陽 3045 石坂 蒼太 ｲｼｻﾞｶ ｿｳﾀ 男子 1 北部 男子1500m 4:25.26 男子5000m 15:41.96

26 那須拓陽 3046 原賀 諒 ﾊﾗｶﾞ ﾘｮｳ 男子 1 北部 男子1500m 4:30.16 男子5000m 17:16.82

27 那須拓陽 3047 宮本 大心 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｼﾝ 男子 1 北部 男子1500m 4:13.58 男子5000m 14:59.26

28 那須拓陽 3109 相馬 健人 ｿｳﾏ ﾀｹﾋﾄ 男子 1 北部 男子100m 11.60 男子200m 24.70 男子4X100mR 44.1 男子4X400mR 3:40.00

29 那須拓陽 3110 佐藤 煌鷹 ｻﾄｳ ｺｳﾖｳ 男子 1 北部 男子100m 11.50 男子砲丸投(6.0kg) 11m00 男子4X100mR 44.1 男子4X400mR 3:40.00

30 那須拓陽 3111 富永 啓斗 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ 男子 1 北部 男子100m 12.00

31 那須拓陽 3112 森谷 生 ﾓﾘﾔ ﾅﾙ 男子 1 北部 男子棒高跳 3m00

32 那須拓陽 3199 藤田 愛翔 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾄ 男子 1 北部 男子1500m 4:33.52 男子5000m 17:23.25

33 那須拓陽 3200 薄井 優斗 ｳｽｲ ﾕｳﾄ 男子 1 北部 男子1500m 4:34.21 男子5000m 15:53.73

34 那須拓陽 4202 竹井 愁哉 ﾀｹｲ ｼｭｳﾔ 男子 2 北部 男子400m 53.2 男子400mH(0.914m) 56.4 男子4X400mR 3:40.00

35 那須拓陽 4203 上村 渉太 ｶﾐﾑﾗ ｼｮｳﾀ 男子 2 北部 男子100m 11.89

36 那須拓陽 4204 手塚 悠 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳ 男子 2 北部 男子棒高跳 3m30

37 那須拓陽 4205 鈴木 諒士 ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ 男子 2 北部 男子200m 27.60 男子4X100mR 44.1 男子4X400mR 3:40.00

38 那須拓陽 4206 正木 俊至 ﾏｻｷ ｼｭﾝｼﾞ 男子 2 北部 男子100m 11.70 男子200m 24.50 男子4X100mR 44.1

39 那須拓陽 4207 星野 蒼太 ﾎｼﾉ ｿｳﾀ 男子 2 北部 男子100m 11.90

40 那須拓陽 4208 君島 颯 ｷﾐｼﾏ ﾊﾔﾃ 男子 2 北部 男子棒高跳 3m50

41 那須拓陽 4209 高久 敬至 ﾀｶｸ ｹｲｼﾞ 男子 2 北部 男子やり投(800g) 40m00

42 那須拓陽 4210 山家 遥輝 ﾔﾏｲｴ ﾊﾙｷ 男子 2 北部 男子1500m 4:24.11 男子5000m 17:05.42

43 那須拓陽 4211 横山 成 ﾖｺﾔﾏ ｾｲ 男子 2 北部 男子1500m 4:15.50 男子5000m 15:48.42

44 那須拓陽 4213 斎藤 海翔 ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 男子 2 北部 男子1500m 4:30.80 男子5000m 17:20.15

45 那須拓陽 4214 菊地 柚斗 ｷｸﾁ ﾕｲﾄ 男子 2 北部 男子1500m 4:39.09 男子5000m 16:37.48

46 那須拓陽 4215 小関 暖土 ｺｾｷ ﾊﾙﾄ 男子 2 北部 男子1500m 4:19.33 男子5000m 16:13.94

47 那須拓陽 4216 城坂 澪 ｼﾛｻｶ ﾘｮｳ 男子 2 北部 男子1500m 4:36.09 男子5000m 17:17.77

48 那須拓陽 4217 中野 由之承 ﾅｶﾉ ﾕｳﾉｽｹ 男子 2 北部 男子1500m 4:08.73 男子5000m 15:15.28
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49 那須拓陽 4218 藤田 翔大 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 2 北部 男子1500m 4:19.79 男子5000m 15:43.28

50 那須拓陽 4219 三森 悠真 ﾐﾓﾘ ﾕｳﾏ 男子 2 北部 男子1500m 4:02.14 男子5000m 15:09.07

51 那須拓陽 4220 菊地 琉音 ｷｸﾁ ﾘｵ 男子 2 北部 男子1500m 4:05.24 男子5000m 14:53.53

52 那須拓陽 4221 佐藤 新介 ｻﾄｳ ｼﾝｽｹ 男子 2 北部 男子1500m 5:06.81 男子5000m 16:28.34

53 那須拓陽 4222 矢吹 丈 ﾔﾌﾞｷ ｼﾞｮｳ 男子 2 北部 男子1500m 4:12.61 男子5000m 15:25.99

54 那須拓陽 5102 稲葉 夢斗 ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒﾄ 男子 3 北部 男子1500m 3:57.74 男子5000m 14:27.47

55 那須拓陽 5103 岡田 楓真 ｵｶﾀﾞ ﾌｳﾏ 男子 3 北部 男子1500m 4:03.05 男子5000m 14:58.20

56 那須拓陽 5104 小川 暖葵 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 男子 3 北部 男子1500m 4:15.24 男子5000m 15:53.34

57 那須拓陽 5105 手塚 太一 ﾃﾂｶ ﾀｲﾁ 男子 3 北部 男子1500m 3:57.76 男子5000m 14:33.26

58 那須拓陽 5106 藤田 アトム ﾌｼﾞﾀ ｱﾄﾑ 男子 3 北部 男子1500m 4:12.21 男子5000m 14:51.77

59 那須拓陽 5107 松本 海音 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 男子 3 北部 男子1500m 4:03.85 男子5000m 14:44.49

60 那須拓陽 5109 領塚 脩太 ﾘｮｳﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 男子 3 北部 男子1500m 4:08.37 男子5000m 16:23.35

61 那須拓陽 5110 小林 凌真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 男子 3 北部 男子1500m 4:10.90 男子5000m 14:48.58

62 那須拓陽 3030 吉葉 咲良 ﾖｼﾊﾞ ｻｸﾗ 女子 1 北部 女子1500m 5:16.20 女子3000m 10:35.18

63 那須拓陽 3031 髙久 虹彩 ﾀｶｸ ﾅﾉﾊ 女子 1 北部 女子1500m 4:56.25 女子3000m 10:25.95

64 那須拓陽 3032 村上 果蓮 ﾑﾗｶﾐ ｶﾚﾝ 女子 1 北部 女子1500m 女子3000m 10:27.68

65 那須拓陽 3083 青木 仁菜 ｱｵｷ ﾆﾅ 女子 1 北部 女子走幅跳 4m30 女子4X100mR 56.00

66 那須拓陽 3084 坂田 なな ｻｶﾀ ﾅﾅ 女子 1 北部 女子走高跳 1m35

67 那須拓陽 3085 佐藤 愛夢 ｻﾄｳ ｱｲﾑ 女子 1 北部 女子200m 29.00 女子400m 1:08.00 女子4X100mR 56.00

68 那須拓陽 3086 畠山 友菜 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳﾅ 女子 1 北部 女子走高跳 1m40 女子4X100mR 56.00

69 那須拓陽 3118 小川 瑠渚 ｵｶﾞﾜ ﾙﾅ 女子 1 北部 女子200m 女子走幅跳 4m15 女子4X100mR 56.00

70 那須拓陽 4128 豊田 瑠沙 ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳｻ 女子 2 北部 女子1500m 5:07.83 女子3000m 11:04.53

71 那須拓陽 4129 渡辺 萌乃佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ 女子 2 北部 女子1500m 4:43.90 女子3000m 10:26.04

72 那須拓陽 4130 西田 真花 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾅｶ 女子 2 北部 女子1500m 4:47.89 女子3000m 10:03.04

73 那須拓陽 4131 奥山 颯莉 ｵｸﾔﾏ ｿﾗﾘ 女子 2 北部 女子1500m 4:47.13 女子3000m 10:24.00

74 那須拓陽 4135 小川 凛夢 ｵｶﾞﾜ ﾘﾑ 女子 2 北部 女子走幅跳 4m90 女子4X100mR 56.00

75 那須拓陽 4136 加藤 真子 ｶﾄｳ ﾏｺ 女子 2 北部 女子400m 1:09.00 女子4X100mR 56.00

76 那須拓陽 5116 窪田 千尋 ｸﾎﾞﾀ ﾁﾋﾛ 女子 3 北部 女子1500m 5:06.45 女子3000m 10:13.75

77 那須拓陽 5117 小林 優花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 女子 3 北部 女子1500m 4:42.17 女子3000m 10:08.08

78 那須拓陽 5118 柴田 恋奈 ｼﾊﾞﾀ ｺｺﾅ 女子 3 北部 女子1500m 4:53.42 女子3000m 10:28.53

79 那須拓陽 5119 渡辺 凜花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｶ 女子 3 北部 女子1500m 4:37.33 女子3000m 9:54.59

80 那須拓陽 5120 加藤 海咲 ｶﾄｳ ﾐｻｷ 女子 3 北部 女子走高跳 1m70

81 那須清峰 3202 菊池 悠真 ｷｸﾁ ﾕｳﾏ 男子 1 北部 男子1500m 4:45.50

82 那須清峰 3203 渡辺 海翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 男子 1 北部 男子1500m 4:50.91

83 那須清峰 4167 長野 俊也 ﾅｶﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 男子 2 北部 男子100m 11.96

84 那須清峰 4168 平山 瑞基 ﾋﾗﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 男子 2 北部 男子100m 男子砲丸投(6.0kg) 6m65

85 那須清峰 4170 小松 優咲 ｺﾏﾂ ﾕｳｻｸ 男子 2 北部 男子1500m 4:32.00

86 那須清峰 4171 渡邊 孝斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ 男子 2 北部 男子100m 11.72

87 那須清峰 4173 小川 頼哉 ｵｶﾞﾜ ﾗｲﾔ 男子 2 北部 男子走幅跳 5m63

88 那須清峰 4174 佐藤 皇矢 ｻﾄｳ ｺｳﾔ 男子 2 北部 男子円盤投(1.75kg) 21m80

89 黒磯 4088 君島 慶俊 ｷﾐｼﾏ ｹｲｼｭﾝ 男子 2 北部 男子3000mSC(0.914m) 10:32.89

90 黒磯 4089 後藤 来生 ｺﾞﾄｳ ﾗｲｷ 男子 2 北部 男子100m 12.20

91 黒磯 4090 菊地 遥斗 ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ 男子 2 北部 男子やり投(800g) 48m50

92 黒磯 4341 佐藤 大夢 ｻﾄｳ ﾋﾛﾑ 男子 2 北部 男子100m 12.06

93 黒磯 3075 星野 真菜 ﾎｼﾉ ﾏﾅ 女子 1 北部 女子200m 28.45

94 黒磯 3076 佐々木 彩風 ｻｻｷ ｱﾔｶ 女子 1 北部 女子走幅跳 3m68

95 黒磯南 3033 薄井 美咲 ｳｽｲ ﾐｻｷ 女子 1 北部 女子砲丸投(4.0kg) 8m47 女子円盤投(1.0kg) 26m61

96 黒磯南 4103 藤田 陽南 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅ 女子 2 北部 女子円盤投(1.0kg) 23m37 女子ハンマー投(4.0kg) 36m35

2 / 18



第10回栃木県高等学校各支部対抗新人陸上競技大会 エントリーリスト　2021/10/25・18:00版

No. 所属 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 地区 参加種目1 記録1 参加種目2 記録2 参加種目3 記録3 参加種目4 記録4

97 黒磯南 4104 越路 結菜 ｺｼｼﾞ ﾕｲﾅ 女子 2 北部 女子走高跳 1m58 女子三段跳 10m59

98 矢板 3167 柿丸 快喜 ｶｷﾏﾙ ｶｲｷ 男子 1 北部 男子800m 2:12.52 男子1500m 4:38.87

99 矢板 3262 北條 隼人 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾔﾄ 男子 1 北部 男子1500m 5:30.69

100 矢板 3263 吉田 優希 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 1 北部 男子100m 13.54

101 矢板 3264 関 優斗 ｾｷ ﾕｳﾄ 男子 1 北部 男子走高跳 1m65

102 矢板 4201 齋藤 雄大 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 2 北部 男子100m 11.66

103 矢板東 3116 菊地 春翔 ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ 男子 1 北部 男子400m 58.35 男子800m 2:14.81

104 矢板東 4123 塚原 康太 ﾂｶﾊﾗ ｺｳﾀ 男子 2 北部 男子100m 11.74 男子200m 24.29

105 矢板東 4124 山田 将吾 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 北部 男子400m 58.20 男子800m 2:11.28

106 矢板東 4332 関谷 優心 ｾｷﾔ ﾕｳｼﾝ 男子 2 北部 男子100m 11.98 男子200m 24.23

107 矢板東 3044 廣木 和々美 ﾋﾛｷ ﾅﾅﾐ 女子 1 北部 女子やり投(600g) 32m61

108 矢板東 3119 多田 愛咲 ﾀﾀﾞ ｱｻｷ 女子 1 北部 女子5000mW

109 矢板東 3165 宇賀神 光 ｳｶﾞｼﾞﾝ ｱｶﾘ 女子 1 北部 女子200m

110 矢板東 4005 大森 空 ｵｵﾓﾘ ｿﾗ 女子 2 北部 女子100m 14.27 女子やり投(600g) 34m19

111 矢板東 4006 兼子 咲楽 ｶﾈｺ ｻｸﾗ 女子 2 北部 女子400m 1:02.31 女子800m 2:19.76

112 高根沢 3222 星 頼夢 ﾎｼ ﾗｲﾑ 男子 1 北部 男子走幅跳 6m01

113 高根沢 3223 神山 愛夢 ｶﾐﾔﾏ ｱﾑ 男子 1 北部 男子100m 12.52

114 高根沢 4347 小林 陽向 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ 男子 2 北部 男子800m 2:10.00

115 さくら清修 3121 漆原 尊琉 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾀｹﾙ 男子 1 北部 男子走高跳 1m60

116 さくら清修 3122 川和 優也 ｶﾜﾜ ﾕｳﾔ 男子 1 北部 男子100m 11.13 男子200m 23.50 男子4X100mR 42.21

117 さくら清修 3124 鈴木 那央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 男子 1 北部 男子3000mSC(0.914m) 10:49.0

118 さくら清修 3125 森山 結斗 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ 男子 1 北部 男子100m 11.6 男子200m 22.60 男子4X100mR 42.21

119 さくら清修 4125 棚瀨 朝斗 ﾀﾅｾ ｱｻﾄ 男子 2 北部 男子八種競技 男子4X100mR 42.21

120 さくら清修 4126 星 竜磨 ﾎｼ ﾘｮｳﾏ 男子 2 北部 男子八種競技 男子4X100mR 42.21

121 さくら清修 4127 安濟 大起 ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾞｲｷ 男子 2 北部 男子八種競技 男子4X100mR 42.21

122 さくら清修 4128 田代 康介 ﾀｼﾛ ｺｳｽｹ 男子 2 北部 男子八種競技 男子4X100mR 42.21

123 さくら清修 4129 福田 健心 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 男子 2 北部 男子八種競技

124 さくら清修 4131 片柳 陸斗 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾘｸﾄ 男子 2 北部 男子800m 2:18.0 男子1500m 4:41.0

125 さくら清修 4132 山井 春翔 ﾔﾏﾉｲ ﾊﾙﾄ 男子 2 北部 男子1500m 5:02.0

126 さくら清修 4133 河元 蓮音 ｶﾜﾓﾄ ﾚﾝﾄ 男子 2 北部 男子八種競技

127 さくら清修 3057 阿部 望叶 ｱﾍﾞ ﾐｶﾅ 女子 1 北部 女子走幅跳 4m97 女子三段跳 10m00 女子4X100mR 51.18

128 さくら清修 3058 齋須 愛菜 ｻｲｽ ｱｲﾅ 女子 1 北部 女子100m 13.19 女子200m 27.50 女子4X100mR 51.18

129 さくら清修 3059 髙森 優萌 ﾀｶﾓﾘ ﾕﾒ 女子 1 北部 高校女子七種競技

130 さくら清修 4080 田中 琉唯 ﾀﾅｶ ﾙｲ 女子 2 北部 高校女子七種競技

131 さくら清修 4081 柄木田 菜々美 ｶﾗｷﾀ ﾅﾅﾐ 女子 2 北部 女子円盤投(1.0kg) 29m54

132 さくら清修 4082 鷹箸 紗英 ﾀｶﾉﾊｼ ｻｴ 女子 2 北部 高校女子七種競技 女子4X100mR 51.18

133 さくら清修 4083 野中 ニコル ﾉﾅｶ ﾆｺﾙ 女子 2 北部 高校女子七種競技 女子4X100mR 51.18

134 さくら清修 4084 大髙 凜果 ｵｵﾀｶ ﾘﾝｶ 女子 2 北部 女子100m 13.6 女子200m 28.3 女子4X100mR 51.18

135 さくら清修 4085 川村 彩也 ｶﾜﾑﾗ ｻﾔ 女子 2 北部 女子100m 13.8 女子200m 28.8 女子4X100mR 51.18

136 さくら清修 4086 五味田 那奈 ｺﾞﾐﾀ ﾅﾅ 女子 2 北部 女子800m 2:30.0

137 さくら清修 4087 坂本 七春 ｻｶﾓﾄ ﾅﾅﾊ 女子 2 北部 女子1500m 5:40.0

138 大田原 3048 齋藤 大豊 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 1 北部 男子100m 11.58 男子走幅跳 5m99 男子4X100mR 43.99

139 大田原 3049 時庭 駿真 ﾄｷﾆﾜ ｼｭｳﾏ 男子 1 北部 男子200m 23.85 男子400m 52.98 男子4X400mR 3:31.92

140 大田原 3158 岡本 元汰 ｵｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 男子 1 北部 男子100m 11.70 男子400m 53.07 男子4X100mR 43.99 男子4X400mR 3:31.92

141 大田原 3159 中林 航大 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 男子 1 北部 男子1500m 4:30.00

142 大田原 3160 藤田 凰雅 ﾌｼﾞﾀ ｵｳｶﾞ 男子 1 北部 男子1500m 4:20.00

143 大田原 3161 荒井 大和 ｱﾗｲ ﾔﾏﾄ 男子 1 北部 男子1500m 4:20.97

144 大田原 3162 遠山 心太 ﾄｵﾔﾏ ｼﾝﾀ 男子 1 北部 男子1500m 4:30.00

3 / 18



第10回栃木県高等学校各支部対抗新人陸上競技大会 エントリーリスト　2021/10/25・18:00版

No. 所属 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 地区 参加種目1 記録1 参加種目2 記録2 参加種目3 記録3 参加種目4 記録4

145 大田原 3163 平山 陽翔 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 1 北部 男子1500m 4:30.00

146 大田原 3164 今井 優太 ｲﾏｲ ﾕｳﾀ 男子 1 北部 男子100m 11.95 男子200m 25.20 男子4X100mR 43.99

147 大田原 3165 千葉 奏明 ﾁﾊﾞ ｿｳﾒｲ 男子 1 北部 男子やり投(800g) 37m52

148 大田原 3166 冨田 桜太郎 ﾄﾐﾀ ｵｳﾀﾛｳ 男子 1 北部 男子走幅跳 5m64

149 大田原 3179 齊藤 颯 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾃ 男子 1 北部 男子走高跳 1m75 男子三段跳 12m20

150 大田原 3255 佐藤 元紀 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 男子 1 北部 男子1500m 4:25.00

151 大田原 3305 成田 航輝 ﾅﾘﾀ ｺｳｷ 男子 1 北部 男子100m 12.03 男子200m 24.95 男子4X400mR 3:31.92

152 大田原 4091 阿久津 龍馬 ｱｸﾂ ﾘｮｳﾏ 男子 2 北部 男子100m 11.41 男子200m 23.25 男子4X100mR 43.99 男子4X400mR 3:31.92

153 大田原 4092 木村 駆 ｷﾑﾗ ｶｹﾙ 男子 2 北部 男子4X100mR 43.99

154 大田原 4093 堀中 陽大 ﾎﾘﾅｶ ﾊﾙﾄ 男子 2 北部 男子100m 12.05 男子200m 24.35 男子4X100mR 43.99 男子4X400mR 3:31.92

155 大田原 4094 別府 大空 ﾍﾞｯﾌﾟ ｿﾗ 男子 2 北部 男子100m 11.52 男子110mH(1.067m) 15.98 男子4X400mR 3:31.92

156 大田原 4095 渡邉 憲司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 男子 2 北部 男子1500m 4:03.22

157 大田原 4096 前田 琉司 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 男子 2 北部 男子1500m 4:05.06

158 大田原 4097 岩城 考雲 ｲﾜｷ ｺｳｳﾝ 男子 2 北部 男子5000mW 23:41.59

159 大田原 4098 髙松 滉成 ﾀｶﾏﾂ ｺｳｾｲ 男子 2 北部 男子1500m 4:20.69

160 大田原 4099 増子 陽季 ﾏｼｺ ﾊﾙｷ 男子 2 北部 男子1500m 3:59.20

161 宇都宮 3050 石井 遙 ｲｼｲ ﾊﾙｷ 男子 1 中部 男子110mH(1.067m) 男子400mH(0.914m) 男子4X100mR 44.04 男子4X400mR 3:31.14

162 宇都宮 3052 川﨑 太陽 ｶﾜｻｷ ﾀｲﾖｳ 男子 1 中部 男子200m 23.62 男子4X100mR 44.04 男子4X400mR 3:31.14

163 宇都宮 3053 川田 健斗 ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ 男子 1 中部 男子110mH(1.067m) 16.28 男子4X100mR 44.04 男子4X400mR 3:31.14

164 宇都宮 3056 高山 翔温 ﾀｶﾔﾏ ｼｵﾝ 男子 1 中部 男子200m 24.53 男子八種競技

165 宇都宮 3058 内藤 暁仁 ﾅｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ 男子 1 中部 男子八種競技

166 宇都宮 3059 渡辺 桂伍 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ 男子 1 中部 男子100m 男子走幅跳 5m62

167 宇都宮 3060 小泉 槙之介 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ 男子 1 中部 男子100m 11.82 男子三段跳 男子4X100mR 44.04 男子4X400mR 3:31.14

168 宇都宮 3061 鈴木 知隼 ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾔ 男子 1 中部 男子三段跳

169 宇都宮 3084 宮本 大和 ﾐﾔﾓﾄ ﾔﾏﾄ 男子 1 中部 男子100m 11.64 男子4X100mR 44.04 男子4X400mR 3:31.14

170 宇都宮 4224 砂川 勇太 ｽﾅｶﾜ ﾕｳﾀ 男子 2 中部 男子八種競技

171 宇都宮 4227 癸生川 侑晟 ｹﾌﾞｶﾜ ﾕｳｾｲ 男子 2 中部 男子八種競技

172 宇都宮 4230 大山 圭亮 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 男子 2 中部 男子走幅跳 6m69 男子4X100mR 44.04 男子4X400mR 3:31.14

173 宇都宮 4231 野口 恭之介 ﾉｸﾞﾁ ｷｮｳﾉｽｹ 男子 2 中部 男子八種競技

174 宇都宮 4232 鍵山 弘樹 ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ 男子 2 中部 男子三段跳 12m74 男子八種競技

175 宇都宮 4235 関根 路世 ｾｷﾈ ﾛｾｲ 男子 2 中部 男子八種競技

176 宇都宮 4236 温井 貴也 ﾇｸｲ ﾀｶﾔ 男子 2 中部 男子八種競技

177 宇都宮 4240 齋藤 大介 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 男子 2 中部 男子八種競技

178 宇都宮東 4274 斉藤 海汰 ｻｲﾄｳ ｳﾀ 男子 2 中部 男子100m 11.95

179 宇都宮東 4275 柳 尚弥 ﾔﾅｷﾞ ﾅｵﾔ 男子 2 中部 男子100m 12.00

180 宇都宮東 4276 古口 侑樹 ｺｸﾞﾁ ﾕｳｷ 男子 2 中部 男子1500m 4:47.53

181 宇都宮東 4277 砂川 颯太 ｽﾅｶﾜ ｿｳﾀ 男子 2 中部 男子400mH(0.914m) 1:09.86

182 宇都宮東 4350 野澤 慧 ﾉｻﾞﾜ ｻﾄｼ 男子 2 中部 男子100m 13.77

183 宇都宮東 3093 大橋 あかり ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ 女子 1 中部 女子800m 3:05.19

184 宇都宮東 3094 舘野 琴 ﾀﾃﾉ ｺﾄ 女子 1 中部 女子走高跳 1m45

185 宇都宮南 3080 井上 元輝 ｲﾉｳｴ ｹﾞﾝｷ 男子 1 中部 男子砲丸投(6.0kg) 13m17 男子円盤投(1.75kg) 34m36

186 宇都宮南 3134 壁屋 将義 ｶﾍﾞﾔ ﾏｻﾖｼ 男子 1 中部 男子200m 23.50 男子400m 53.00 男子4X100mR 43.70 男子4X400mR 3:25.00

187 宇都宮南 3135 鈴木 優和 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 男子 1 中部 男子800m 2:15.00 男子1500m 4:35.00

188 宇都宮南 3136 石川 龍聖 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 男子 1 中部 男子400m 56.00 男子800m 2:15.00

189 宇都宮南 3137 小形 祐和 ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾜ 男子 1 中部 男子100m 12.00 男子走幅跳 6m25

190 宇都宮南 3138 伊地知 颯太 ｲﾁﾞﾁ ｿｳﾀ 男子 1 中部 男子100m 12.00 男子200m 24.50

191 宇都宮南 3139 渡邉 楠太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ 男子 1 中部 男子砲丸投(6.0kg) 9m00 男子やり投(800g)

192 宇都宮南 3140 妹尾 鉄生 ｾﾉｵ ﾃｯｼｮｳ 男子 1 中部 男子100m 12.00 男子走幅跳 6m42
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193 宇都宮南 3141 月橋 温音 ﾂｷﾊｼ ﾊﾙﾄ 男子 1 中部 男子400m 54.00 男子800m 2:06.00 男子4X400mR 3:25.00

194 宇都宮南 3142 小嶋 遼太郎 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 1 中部 男子800m 男子1500m

195 宇都宮南 4314 榎 尚斗 ｴﾉｷ ﾅｵﾄ 男子 2 中部 男子100m 12.00 男子400m 52.00 男子4X400mR 3:25.00

196 宇都宮南 4315 芝田 正義 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾖｼ 男子 2 中部 男子100m 11.89 男子400m 54.00 男子4X100mR 43.70 男子4X400mR 3:25.00

197 宇都宮南 4316 垣矢 紘杜 ｶｷﾔ ﾋﾛﾄ 男子 2 中部 男子100m 11.91 男子200m 24.05 男子4X100mR 43.70

198 宇都宮南 4317 先灘 悠太郎 ｻｷﾅﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 2 中部 男子800m 2:15.00 男子1500m 4:45.00

199 宇都宮南 4318 清水 隼己 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｷ 男子 2 中部 男子400m 56.00 男子800m 2:15.00 男子4X400mR 3:25.00

200 宇都宮南 4319 川田 大輝 ｶﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 男子 2 中部 男子100m 11.43 男子400m 51.72 男子4X100mR 43.70 男子4X400mR 3:25.00

201 宇都宮南 4320 村重 潤弥 ﾑﾗｼｹﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 2 中部 男子200m 24.00 男子400m 55.00 男子4X100mR 43.70

202 宇都宮南 4321 福留 成悟 ﾌｸﾄﾞﾒ ｾｲｺﾞ 男子 2 中部 男子800m 2:15.00 男子1500m 4:50.00

203 宇都宮南 4322 大谷津 裕羽 ｵｵﾔﾂ ﾕｳ 男子 2 中部 男子100m 11.70 男子200m 23.50 男子4X100mR 43.70

204 宇都宮南 3067 尾花 妃奈珂 ｵﾊﾞﾅ ﾋﾅｶ 女子 1 中部 女子100m 14.00 女子走幅跳 4m30 女子4X100mR 女子4X400mR

205 宇都宮南 3068 高橋 里奈 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 女子 1 中部 女子100m 15.00 女子200m 30.00 女子4X100mR 女子4X400mR

206 宇都宮南 3069 仁平 夏希 ﾆﾍｲ ﾅﾂｷ 女子 1 中部 女子100m 14.00 女子200m 28.00 女子4X100mR 女子4X400mR

207 宇都宮南 3070 武藤 華夢 ﾑﾄｳ ｶﾉﾝ 女子 1 中部 女子200m 28.00 女子400m 1:07.00 女子4X100mR 女子4X400mR

208 宇都宮南 3071 大野 鈴夏 ｵｵﾉ ｽｽﾞｶ 女子 1 中部 女子円盤投(1.0kg) 女子やり投(600g) 31m07 女子4X100mR 女子4X400mR

209 宇都宮南 4171 北條 実佑 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐﾕ 女子 2 中部 女子100m 14.46 女子200m 30.00

210 宇都宮南 4172 千葉 百桜 ﾁﾊﾞ ﾓﾓｶ 女子 2 中部 女子100m 14.00 女子走高跳 1m55

211 宇都宮北 3152 須藤 響希 ｽﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 男子 1 中部 男子200m 25.50 男子八種競技

212 宇都宮北 3153 岡田 直樹 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 1 中部 男子200m 24.50 男子八種競技

213 宇都宮北 3154 永嶋 健人 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝﾄ 男子 1 中部 男子800m 2:30.00 男子八種競技

214 宇都宮北 3155 北條 琳太郎 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 1 中部 男子800m 2:18.90 男子八種競技

215 宇都宮北 3156 本島 聖士 ﾓﾄｼﾞﾏ ｾｲｼﾞ 男子 1 中部 男子走幅跳 5m49 男子八種競技

216 宇都宮北 3157 田所 知也 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾔ 男子 1 中部 男子200m 25.50 男子八種競技

217 宇都宮北 3256 横井 悠朔 ﾖｺｲ ﾕｳｻｸ 男子 1 中部 男子砲丸投(6.0kg) 9m42 男子八種競技

218 宇都宮北 4073 仁田脇 勝太 ﾆﾀﾜｷ ｼｮｳﾀ 男子 2 中部 男子走幅跳 6m79 男子八種競技

219 宇都宮北 4074 渡邉 雅博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 2 中部 男子400mH(0.914m) 1:00.15 男子八種競技

220 宇都宮北 4075 鈴木 詠心 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ 男子 2 中部 男子200m 22.54 男子八種競技

221 宇都宮北 4076 岡本 漠久 ｵｶﾓﾄ ﾊﾞｸ 男子 2 中部 男子やり投(800g) 51m29 男子八種競技

222 宇都宮北 4077 中原 優輔 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 男子 2 中部 男子八種競技

223 宇都宮北 4078 原田 慎侍 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 男子 2 中部 男子八種競技

224 宇都宮北 4079 佐藤 唯人 ｻﾄｳ ﾕｲﾄ 男子 2 中部 男子1500m 4:34.02 男子八種競技

225 宇都宮北 4080 田中 遥翔 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 男子 2 中部 男子200m 25.09 男子八種競技

226 宇都宮北 4081 井上 隼佑 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 中部 男子やり投(800g) 41m93 男子八種競技

227 宇都宮北 4082 山脇 大空 ﾔﾏﾜｷ ﾀｸ 男子 2 中部 男子400mH(0.914m) 1:03.79 男子八種競技

228 宇都宮北 4083 長谷川 悠人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 男子 2 中部 男子八種競技

229 宇都宮北 4357 髙部 有汰 ﾀｶﾍﾞ ﾕｳﾀ 男子 2 中部 男子砲丸投(6.0kg) 9m13 男子八種競技

230 宇都宮北 5041 宮嶋 翔大 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 男子 3 中部 男子100m 10.60 男子走幅跳 6m73

231 宇都宮北 5093 高田 遼雅 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 男子 3 中部 男子400mH(0.914m) 男子走高跳 2m04

232 宇都宮北 4053 佐藤 蒼依 ｻﾄｳ ｱｵｲ 女子 2 中部 女子200m 28.00 女子走幅跳 5m26 女子4X100mR 51.40

233 宇都宮北 4054 佐藤 杏実 ｻﾄｳ ｱﾐ 女子 2 中部 女子400mH(0.762m) 1:10.17 女子4X100mR 51.40

234 宇都宮北 4055 中野 伶香 ﾅｶﾉ ﾚｲｶ 女子 2 中部 女子走幅跳 4m04 女子三段跳 女子4X100mR 51.40

235 宇都宮北 4056 福本 茉以 ﾌｸﾓﾄ ﾏｲ 女子 2 中部 女子100m 13.81 女子200m 29.85 女子4X100mR 51.40

236 宇都宮北 4193 手塚 七星 ﾃﾂｶ ﾅﾅｾ 女子 2 中部 女子100m 13.10 女子200m 27.90 女子4X100mR 51.40

237 宇都宮清陵 3133 関 虎暉 ｾｷ ﾄﾗｷ 男子 1 中部 男子100m 12.31

238 宇都宮清陵 4045 伊藤 聖空人 ｲﾄｳ ｿﾗﾄ 男子 2 中部 男子110mH(1.067m) 15.46 男子八種競技

239 宇都宮清陵 4046 上野 泰知 ｳｴﾉ ﾀｲﾁ 男子 2 中部 男子400m 56.45

240 宇都宮清陵 4047 菊地 暁斗 ｷｸﾁ ｱｷﾄ 男子 2 中部 男子走高跳
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241 宇都宮清陵 4048 黒内 健心 ｸﾛｳﾁ ｹﾝｼﾝ 男子 2 中部 男子100m 12.00 男子200m

242 宇都宮清陵 4049 鈴木 颯太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 男子 2 中部 男子三段跳 12m03

243 宇都宮清陵 3062 飯島 弥夕 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾕ 女子 1 中部 高校女子七種競技

244 宇都宮清陵 3063 五十嵐 心花 ｲｶﾞﾗｼ ｺﾉｶ 女子 1 中部 女子やり投(600g)

245 宇都宮清陵 4037 小林 桃子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 女子 2 中部 女子800m 2:24.90

246 宇都宮女子 3013 池田 結菜 ｲｹﾀﾞ ﾕｲﾅ 女子 1 中部 女子800m 2:24.17 女子4X400mR 4:04.56

247 宇都宮女子 3014 大図 奈々葉 ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ 女子 1 中部 女子100m 12.61 女子4X100mR 49.38 女子4X400mR 4:04.56

248 宇都宮女子 3073 大森 千慧 ｵｵﾓﾘ ﾁｻﾄ 女子 1 中部 女子走幅跳 5m13 女子三段跳 10m85 女子4X100mR 49.38

249 宇都宮女子 3074 鈴木 真凛 ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾝ 女子 1 中部 女子400m 1:13.24 女子4X400mR 4:04.56

250 宇都宮女子 3102 菅井 晴佳 ｽｶﾞｲ ﾊﾙｶ 女子 1 中部 女子100m 13.69 女子200m 28.91 女子4X100mR 49.38 女子4X400mR 4:04.56

251 宇都宮女子 3134 古寺 花菜 ｺﾃﾞﾗ ｶﾅ 女子 1 中部 女子800m 2:52.91 女子4X400mR 4:04.56

252 宇都宮女子 3135 三浦 佳織 ﾐｳﾗ ｶｵﾘ 女子 1 中部 女子走幅跳 4m25 女子三段跳

253 宇都宮女子 4155 川﨑 璃子 ｶﾜｻｷ ﾘｺ 女子 2 中部 女子100m 女子走幅跳 4m44 女子4X100mR 49.38

254 宇都宮女子 4156 清水 咲希 ｼﾐｽﾞ ｻｷ 女子 2 中部 女子400mH(0.762m) 女子4X100mR 49.38

255 宇都宮女子 4157 野口 葵衣 ﾉｸﾞﾁ ｱｵｲ 女子 2 中部 女子やり投(600g) 27m14

256 宇都宮女子 4158 浅川 颯希 ｱｻｶﾜ ｻﾂｷ 女子 2 中部 女子400mH(0.762m) 1:18.30 女子4X400mR 4:04.56

257 宇都宮女子 4159 長屋 咲希 ﾅｶﾞﾔ ｻｷ 女子 2 中部 女子800m 2:52.30

258 宇都宮女子 4160 昼間 琴美 ﾋﾙﾏ ｺﾄﾐ 女子 2 中部 女子100m 12.88 女子4X100mR 49.38

259 宇都宮中央女子 3077 熊井 優 ｸﾏｲ ﾕｳ 女子 1 中部 女子走高跳 1m40

260 宇都宮中央女子 3078 田邉 香衣 ﾀﾅﾍﾞ ｺｲ 女子 1 中部 女子400m 女子800m 2:42.05

261 宇都宮中央女子 3079 古宇田 朱音 ｺｳﾀﾞ ｱｶﾈ 女子 1 中部 女子400m

262 宇都宮中央女子 3080 大久保 亜美 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾐ 女子 1 中部 女子100m 女子200m 28.38 女子4X100mR

263 宇都宮中央女子 3081 松島 朱音 ﾏﾂｼﾏ ｱｶﾈ 女子 1 中部 女子走高跳 1m35 女子4X100mR

264 宇都宮中央女子 3082 柳田 瑠奈 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾙﾅ 女子 1 中部 女子100m 女子400m 女子4X100mR

265 宇都宮中央女子 3121 中山 叶望 ﾅｶﾔﾏ ｶﾅﾐ 女子 1 中部 女子走幅跳 3m63

266 宇都宮中央女子 4106 桑久保 結花 ｸﾜｸﾎﾞ ﾕｲｶ 女子 2 中部 女子200m 28.97 女子4X100mR

267 宇都宮中央女子 4107 岡崎 心香 ｵｶｻﾞｷ ｺﾉｶ 女子 2 中部 女子400mH(0.762m) 1:12.95

268 宇都宮中央女子 4108 澤浦 希咲 ｻﾜｳﾗ ｷｻ 女子 2 中部 女子三段跳 10m41

269 宇都宮中央女子 4109 髙橋 彩葉 ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 女子 2 中部 女子100mH(0.838m) 15.71 高校女子七種競技

270 宇都宮中央女子 4110 松﨑 真優 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏﾕ 女子 2 中部 女子5000mW 33:38.54

271 宇都宮中央女子 4111 髙橋 怜那 ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾅ 女子 2 中部 女子走高跳 1m58 女子やり投(600g) 女子4X100mR

272 宇都宮中央女子 4113 上野 小羽 ｳｴﾉ   ｺﾊﾈ 女子 2 中部 女子5000mW 32:03.93

273 宇都宮中央女子 4114 福田 蒼衣 ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 女子 2 中部 女子走幅跳 女子三段跳 10m73 女子4X100mR

274 宇都宮白楊 3245 安生 皓一 ｱﾝｼﾞｮｳ ｺｳｲﾁ 男子 1 中部 男子100m 12.28

275 宇都宮白楊 3246 金田 レオ ｶﾈﾀﾞ ﾚｵ 男子 1 中部 男子1500m 4:33.77

276 宇都宮白楊 3247 渡邉 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 男子 1 中部 男子100m 12.01

277 宇都宮白楊 4278 大前 結人 ｵｵﾏｴ ﾕｲﾄ 男子 2 中部 男子走高跳 1m75

278 宇都宮白楊 4279 千葉 未来 ﾁﾊﾞ ﾐﾗｲ 男子 2 中部 男子走幅跳 6m01

279 宇都宮白楊 4280 増野 力叶 ﾏｽﾉ ﾘｷﾄ 男子 2 中部 男子100m 10.93 男子200m 22.69

280 宇都宮白楊 4281 松本 澪綺 ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲｷ 男子 2 中部 男子走高跳 1m65

281 宇都宮白楊 4154 東原 瑠乃 ﾄｳﾊﾗ ﾙﾉ 女子 2 中部 女子100m 13.28 女子200m 27.42

282 宇都宮工業 3211 内藤 月稀 ﾅｲﾄｳ ﾂﾙｷﾞ 男子 1 中部 男子100m 12.00 男子走幅跳

283 宇都宮工業 3213 岩本 大 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲ 男子 1 中部 男子5000m

284 宇都宮工業 3214 斉藤 圭甫 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 男子 1 中部 男子1500m 4:49.00

285 宇都宮工業 3215 田﨑 和都 ﾀｻｷ ﾘﾂ 男子 1 中部 男子100m 男子800m

286 宇都宮工業 3216 石川 莉士 ｲｼｶﾜ ﾘﾋﾄ 男子 1 中部 男子1500m 男子5000m

287 宇都宮工業 3217 佐藤 証 ｻﾄｳ ｱｶｼ 男子 1 中部 男子100m 12.10 男子走幅跳

288 宇都宮工業 3218 那花 悠斗 ﾅﾊﾞﾅ ﾕｳﾄ 男子 1 中部 男子100m 12.55 男子走幅跳
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289 宇都宮工業 3219 石澤 亘大 ｲｼｻﾞﾜ ｺｳﾀ 男子 1 中部 男子200m 24.30

290 宇都宮工業 3220 上吉原 將能 ｶﾐﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 男子 1 中部 男子100m 11.84 男子走幅跳 男子4X400mR

291 宇都宮工業 3221 大貫 邑翠 ｵｵﾇｷ ﾕｳｽｲ 男子 1 中部 男子4X400mR

292 宇都宮工業 4146 鷹箸 龍大 ﾀｶﾉﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 男子 2 中部 男子100m 11.52 男子200m 23.48 男子4X100mR 男子4X400mR

293 宇都宮工業 4147 市川 緋輝 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾗ 男子 2 中部 男子砲丸投(6.0kg)

294 宇都宮工業 4149 櫻井 洸葵 ｻｸﾗｲ ｺｳﾀ 男子 2 中部 男子100m 11.90

295 宇都宮工業 4152 宮本 慧太 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ 男子 2 中部 男子100m 11.74 男子200m 23.80 男子4X100mR 男子4X400mR

296 宇都宮工業 4153 齋藤 哉仁 ｻｲﾄｳ ｶﾅﾄ 男子 2 中部 男子1500m

297 宇都宮工業 4154 河又 翔空 ｶﾜﾏﾀ ﾄﾜ 男子 2 中部 男子800m 2:08:46.0

298 宇都宮工業 4155 澁井 洸太 ｼﾌﾞｲ ｺｳﾀ 男子 2 中部 男子1500m

299 宇都宮工業 4156 渡邉 桜太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 男子 2 中部 男子100m 11.24 男子走幅跳 6m81 男子4X100mR 男子4X400mR

300 宇都宮工業 4352 根本 周 ﾈﾓﾄ ｼｭｳ 男子 2 中部 男子100m 11.85 男子4X100mR 男子4X400mR

301 宇都宮工業 4353 髙田 渚央斗 ﾀｶﾀﾞ ﾅｵﾄ 男子 2 中部 男子800m

302 宇都宮工業 4354 神山 陽紀 ｶﾐﾔﾏ ﾊﾙｷ 男子 2 中部 男子800m

303 宇都宮工業 5265 細川 未空翔 ﾎｿｶﾜ ﾐｸﾄ 男子 3 中部 男子走高跳 1m90

304 宇都宮工業 3043 大嶋 明日香 ｵｵｼﾏ ｱｽｶ 女子 1 中部 女子やり投(600g) 32m94

305 宇都宮商業 3126 阿久津 心 ｱｸﾂ ｼﾝ 男子 1 中部 男子400m 52.64

306 宇都宮商業 3128 高澤 宏仁 ﾀｶｻﾞﾜ ｺｳｼﾞﾝ 男子 1 中部 男子100m 12.46

307 宇都宮商業 3129 樋口 裕斗 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 1 中部 男子走幅跳 5m11

308 宇都宮商業 3130 福上 栄喜 ﾌｸｶﾞﾐ ｴｲｷ 男子 1 中部 男子100m 11.98

309 宇都宮商業 3131 星野 日羽向 ﾎｼﾉ ﾋｭｳｶﾞ 男子 1 中部 男子100m 13.25

310 宇都宮商業 3194 深谷 明快 ﾌｶﾔ ｱｷﾖｼ 男子 1 中部 男子100m 12.86

311 宇都宮商業 4290 兼村 晨飛 ｶﾈﾑﾗ ｱｻﾋ 男子 2 中部 男子100m 12.19

312 宇都宮商業 3060 猿田 莉央 ｻﾙﾀ ﾘｵ 女子 1 中部 女子1500m

313 宇都宮商業 3061 出口 結衣帆 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｲﾎ 女子 1 中部 女子400m

314 鹿沼 3175 徳原 羽矢斗 ﾄｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ 男子 1 中部 男子800m

315 鹿沼 3176 武村 佳祐 ﾀｹﾑﾗ ｹｲｽｹ 男子 1 中部 男子5000m

316 鹿沼 3177 向井 凛太朗 ﾑｶｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 1 中部 男子やり投(800g)

317 鹿沼 3178 弓田 直樹 ﾕﾐﾀ ﾅｵｷ 男子 1 中部 男子走幅跳

318 鹿沼 3317 鶴野 剛光 ﾂﾙﾉ ｺｳｷ 男子 1 中部 男子1500m

319 鹿沼 4104 安孫子 太一 ｱﾋﾞｺ ﾀｲﾁ 男子 2 中部 男子1500m 4:40.0

320 鹿沼 4106 木村 怜嗣 ｷﾑﾗ ﾚｲｼﾞ 男子 2 中部 男子100m 11.82

321 鹿沼 4108 永島 遙介 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｳｽｹ 男子 2 中部 男子400m 56.00 男子800m 2:03.0

322 鹿沼 4110 松本 一心 ﾏﾂﾓﾄ ｲｯｼﾝ 男子 2 中部 男子1500m

323 鹿沼 3088 猪狩 美優 ｲｶﾞﾘ ﾐﾕ 女子 1 中部 女子100m 13.59 女子200m 女子4X100mR

324 鹿沼 3089 福田 実由 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾕ 女子 1 中部 女子走幅跳 4m38 女子4X100mR

325 鹿沼 3090 坂本 恵里奈 ｻｶﾓﾄ ｴﾘﾅ 女子 1 中部 女子400mH(0.762m) 1:23.0 女子4X100mR

326 鹿沼 3091 若田 奈々 ﾜｶﾀ ﾅﾅ ﾅﾅ 女子 1 中部 女子800m 女子1500m 5:30.0

327 鹿沼 4068 小堀 実久 ｺﾎﾞﾘ ﾐｸ 女子 2 中部 女子400m 女子800m

328 鹿沼 4070 藤城 香音 ﾌｼﾞｼﾛ ｶﾉﾝ 女子 2 中部 女子100m 13.50 女子4X100mR

329 鹿沼 4072 町田 珠実 ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾏﾐ 女子 2 中部 女子100m 女子100mH(0.838m) 14.92 女子4X100mR

330 鹿沼 4073 琴寄 南海 ｺﾄﾖﾘ ﾐﾅﾐ 女子 2 中部 女子100m 13.40 女子200m 27.95 女子4X100mR

331 鹿沼 4074 嶋田 萌 ｼﾏﾀﾞ ﾓｴ 女子 2 中部 女子400m

332 鹿沼東 3093 鈴木 雄斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 男子 1 中部 男子100m 12.59 男子200m 男子4X100mR 45.27

333 鹿沼東 3094 福田 有利 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾘ 男子 1 中部 男子100m 11.99 男子走幅跳 5m96 男子4X100mR 45.27

334 鹿沼東 3114 波木 皓成 ﾅﾐｷ ｺｳｾｲ 男子 1 中部 男子100m 13.80 男子200m 28.08

335 鹿沼東 3226 德原 獅恩 ﾄｸﾊﾗ ｼｵﾝ 男子 1 中部 男子100m 13.10 男子200m 男子4X100mR 45.27

336 鹿沼東 4055 福田 涼馬 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 男子 2 中部 男子100m 12.26 男子やり投(800g) 33m19 男子4X100mR 45.27

7 / 18



第10回栃木県高等学校各支部対抗新人陸上競技大会 エントリーリスト　2021/10/25・18:00版

No. 所属 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 地区 参加種目1 記録1 参加種目2 記録2 参加種目3 記録3 参加種目4 記録4

337 鹿沼東 4056 山本 莉久 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ 男子 2 中部 男子100m 11.42 男子200m 23.38 男子4X100mR 45.27

338 鹿沼東 4057 吉原 航太郎 ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 男子 2 中部 男子走幅跳 6m11 男子円盤投(1.75kg) 27m48 男子4X100mR 45.27

339 鹿沼東 4355 茂木 樹 ﾓｷﾞ ｲﾂｷ 男子 2 中部 男子100m 13.18 男子やり投(800g) 32m62

340 鹿沼東 3115 川本 彩葉 ｶﾜﾓﾄ ｲﾛﾊ 女子 1 中部 女子200m 女子400m 1:14.71

341 鹿沼東 3116 花田 夏望 ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾂﾐ 女子 1 中部 女子100m 女子走幅跳 4m19

342 鹿沼東 4041 大井 さくら ｵｵｲ ｻｸﾗ 女子 2 中部 女子100m 13.10 女子100mH(0.838m) 女子4X400mR 4:33.94

343 鹿沼東 4042 瓦井 希歩 ｶﾜﾗｲ ｷﾎ 女子 2 中部 女子走高跳 1m45 女子4X400mR 4:33.94

344 鹿沼東 4044 野澤 朋加 ﾉｻﾞﾜ ﾄﾓｶ 女子 2 中部 女子400m 1:04.39 女子800m 2:23.93 女子4X400mR 4:33.94

345 鹿沼東 4045 八木澤 海央 ﾔｷﾞｻﾜ ﾐﾋﾛ 女子 2 中部 女子800m 2:37.79 女子1500m 5:15.17 女子4X400mR 4:33.94

346 鹿沼南 3119 日髙 緑 ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｸ 男子 1 中部 男子200m 26.00 男子4X400mR 3:50.67

347 鹿沼南 4401 江口 陸 ｴｸﾞﾁ ﾘｸ 男子 2 中部 男子400m 53.31 男子800m 2:12.48 男子4X400mR 3:50.67

348 鹿沼南 4402 大下 哲平 ｵｵｼﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 2 中部 男子4X400mR 3:50.67

349 鹿沼南 4403 目黒 翔也 ﾒｸﾞﾛ ｼｮｳﾔ 男子 2 中部 男子800m 2:10.17 男子4X400mR 3:50.67

350 鹿沼南 3053 田野井 琴美 ﾀﾉｲ ｺﾄﾐ 女子 1 中部 女子100m 13.67 女子200m 28.30

351 鹿沼南 4198 伊澤 七星 ｲｻﾞﾜ ｷﾗﾗ 女子 2 中部 女子円盤投(1.0kg) 30m16

352 鹿沼南 4299 廣田 朱香 ﾋﾛﾀ ｱﾔｶ 女子 2 中部 女子100m 13.66

353 今市 3192 武田 陸斗 ﾀｹﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 1 中部 男子200m 24.60 男子400m 56.77 男子4X400mR 3:45.00

354 今市 3193 岡田 太斗 ｵｶﾀﾞ ﾀｲﾄ 男子 1 中部 男子200m 27.62 男子400m 1:02.76 男子4X400mR 3:45.00

355 今市 4302 中根 隆之介 ﾅｶﾈ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 2 中部 男子400m 57.00 男子800m 2:09.79 男子4X400mR 3:45.00

356 今市 4303 渡辺 寛人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 男子 2 中部 男子1500m 4:24.29 男子5000m 17:30.00 男子4X400mR 3:45.00

357 今市 4304 小嶋 優巴 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾊ 男子 2 中部 男子400m 58.00 男子800m 2:18.00 男子4X400mR 3:45.00

358 今市 4168 岩橋 茉莉 ｲﾜﾊｼ ﾏﾘ 女子 2 中部 女子100m 15.90 女子200m 33.80

359 今市 4169 犬井 慶香 ｲﾇｲ ｹｲｶ 女子 2 中部 女子800m 2:35.86 女子1500m 5:50.00

360 今市 4205 金子 優俐杏 ｶﾈｺ ﾕﾘｱ 女子 2 中部 女子100m 14.89 女子200m 31.16

361 上三川 3231 阿久津 怜音 ｱｸﾂ ﾚｲﾝ 男子 1 中部 男子800m 2:17.27

362 上三川 3232 鈴木 兜斗 ｽｽﾞｷ ｶﾌﾞﾄ 男子 1 中部 男子走幅跳 3m80

363 上三川 3233 安岡 大騎 ﾔｽｵｶ ﾀﾞｲｷ 男子 1 中部 男子やり投(800g)

364 上三川 3234 和田 美修 ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾉﾌﾞ 男子 1 中部 男子走高跳 1m65

365 上三川 4305 石井 開土 ｲｼｲ ｶｲﾄ 男子 2 中部 男子1500m 4:51.20 男子5000m

366 上三川 4306 室井 優人 ﾑﾛｲ ﾕｳﾄ 男子 2 中部 男子800m 2:17.11

367 上三川 4307 阿久津 敢大 ｱｸﾂ ｶﾝﾀ 男子 2 中部 男子800m 2:10.69

368 上三川 3128 山際 捺郁 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾅﾂｶ 女子 1 中部 女子800m 2:50.78

369 上三川 4170 佐藤 彩永 ｻﾄｳ ｱﾔﾅ 女子 2 中部 女子円盤投(1.0kg) 26m48 女子やり投(600g) 32m70

370 石橋 3068 平川 璃空 ﾋﾗｶﾜ ﾘｸ 男子 1 中部 男子走幅跳 5m48

371 石橋 3096 黒木 拓海 ｸﾛｷ ﾀｸﾐ 男子 1 中部 男子走高跳 1m80

372 石橋 3097 池之上 響 ｲｹﾉｳｴ ﾋﾋﾞｷ 男子 1 中部 男子5000m 16:48.08

373 石橋 3099 斎藤 隆誠 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 男子 1 中部 男子200m 24.18

374 石橋 3113 福川 遼 ﾌｸｶﾞﾜ ﾘｮｳ 男子 1 中部 男子200m

375 石橋 4178 笠井 愛珠 ｶｻｲ ｱｯｼｭ 男子 2 中部 男子八種競技

376 石橋 4179 西松 涼介 ﾆｼﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 男子 2 中部 男子400mH(0.914m) 1:00.14

377 石橋 4180 稲見 悠雅 ｲﾅﾐ ﾕｳｶﾞ 男子 2 中部 男子200m 23.16

378 石橋 4181 佐々木 瞬 ｻｻｷ ｼｭﾝ 男子 2 中部 男子100m 11.48

379 石橋 4182 村田 己歩 ﾑﾗﾀ ｺｳ 男子 2 中部 男子走幅跳 6m18

380 石橋 4183 山城 海翔 ﾔﾏｼﾛ ｶｲﾄ 男子 2 中部 男子1500m 4:15.86 男子5000m 17:10.52

381 石橋 3010 野村 美月 ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 女子 1 中部 女子400mH(0.762m)

382 石橋 3011 関口 実花 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｶ 女子 1 中部 女子400mH(0.762m) 1:08.29

383 石橋 3039 冨田 翔子 ﾄﾐﾀ ｼｮｳｺ 女子 1 中部 女子800m 2:24.32

384 石橋 3114 仁平 美玲 ﾆﾍｲ ﾐﾚ 女子 1 中部 女子800m 2:41.30
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385 石橋 4115 古内 心陽 ﾌﾙｳﾁ ｺﾊﾙ 女子 2 中部 高校女子七種競技

386 石橋 4116 大島 涼葉 ｵｵｼﾏ ｽｽﾞﾊ 女子 2 中部 女子400m 1:02.58 女子400mH(0.762m) 1:06.44

387 石橋 4117 神山 怜菜 ｶﾐﾔﾏ ﾚﾅ 女子 2 中部 女子5000mW

388 石橋 4118 北川 朝巳 ｷﾀｶﾜ ｱｻﾐ 女子 2 中部 女子走幅跳 4m48

389 真岡 3143 佐々木 将斗 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 男子 1 中部 男子5000m

390 真岡 3144 小森 隆惠 ｺﾓﾘ ﾘｭｳｹｲ 男子 1 中部 男子1500m

391 真岡 3145 野口 大弥 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾔ 男子 1 中部 男子1500m

392 真岡 3146 人見 圭紀 ﾋﾄﾐ ｹｲｷ 男子 1 中部 男子走幅跳 6m00 男子三段跳 12m51

393 真岡 3147 猪瀬 琉斗 ｲﾉｾ ﾘｭｳﾄ 男子 1 中部 男子100m 11.89 男子200m 24.00 男子4X100mR 43.02 男子4X400mR 3:31.00

394 真岡 3148 磯島 有椰人 ｲｿｼﾏ ｱﾔﾄ 男子 1 中部 男子100m 11.50 男子200m 24.00 男子4X100mR 43.02 男子4X400mR 3:31.00

395 真岡 3149 細島 葵 ﾎｿｼﾞﾏ ｱｵｲ 男子 1 中部 男子200m 25.09

396 真岡 3150 飯野 智成 ｲｲﾉ ﾄﾓﾅﾘ 男子 1 中部 男子走高跳

397 真岡 3151 吉上 遼也 ﾖｼｶﾞﾐ ﾘｮｳﾔ 男子 1 中部 男子走高跳

398 真岡 3235 髙橋 優心 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 男子 1 中部 男子100m 12.22

399 真岡 3320 髙松 怜音 ﾀｶﾏﾂ ﾚｵﾝ 男子 1 中部 男子400m

400 真岡 3321 鶴見 周 ﾂﾙﾐ ｱﾏﾈ 男子 1 中部 男子走高跳

401 真岡 4042 日渡 陸斗 ﾋﾜﾀｼ ﾘｸﾄ 男子 2 中部 男子100m 男子砲丸投(6.0kg)

402 真岡 4043 石川 桂一 ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ 男子 2 中部 男子4X100mR 43.02 男子4X400mR 3:31.00

403 真岡 4184 鈴木 柊太 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ 男子 2 中部 男子1500m 4:18.22 男子5000m 16:52.99

404 真岡 4185 和気 奏 ﾜｷ ｶﾅﾄ 男子 2 中部 男子1500m 4:29.92 男子5000m 17:16.63

405 真岡 4186 市村 大樹 ｲﾁﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 男子 2 中部 男子三段跳 12m32

406 真岡 4187 柴山 青空 ｼﾊﾞﾔﾏ ｿﾗ 男子 2 中部 男子100m 11.90 男子4X400mR 3:31.00

407 真岡 4188 栗原 周平 ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 男子 2 中部 男子1500m 2:06.88 男子5000m 15:48.59

408 真岡 4189 鈴木 大空 ｽｽﾞｷ ﾀｸ 男子 2 中部 男子100m 11.60 男子4X100mR 43.02 男子4X400mR 3:31.00

409 真岡 4190 佐藤 聖優 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 男子 2 中部 男子100m 11.58 男子200m 24.00 男子4X100mR 43.02 男子4X400mR 3:31.00

410 真岡 4191 前田 真德 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 男子 2 中部 男子1500m 4:12.77 男子5000m 16:23.64

411 真岡 4192 河原 龍樹 ｶﾜﾗ ﾀﾂｷ 男子 2 中部 男子800m 2:03.21 男子1500m 4:19.31

412 真岡 4349 足立 開生 ｱﾀﾞﾁ ｶｲｾｲ 男子 2 中部 男子800m 男子1500m 4:25.20

413 真岡女子 3012 山口 奈那子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｺ 女子 1 中部 女子100mH(0.838m)

414 真岡女子 3028 田中 愛莉亜 ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 女子 1 中部 女子走幅跳 4m95 女子三段跳 10m27

415 真岡女子 3029 黒子 夏穂 ｸﾛｺ ﾅｵ 女子 1 中部 女子三段跳 9m95 女子やり投(600g)

416 真岡女子 3127 川中子 菜々美 ｶﾜﾅｺﾞ ﾅﾅﾐ 女子 1 中部 女子走高跳 1m35

417 真岡女子 4036 米田 凜音 ﾖﾈﾀﾞ ﾘﾉﾝ 女子 2 中部 女子100m 12.98

418 真岡女子 4093 鈴木 若菜 ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ 女子 2 中部 女子400mH(0.762m) 1:10.78

419 真岡北陵 3236 柴田 晴生 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｷ 男子 1 中部 男子1500m 4:42.60 男子やり投(800g) 31m39 男子4X400mR 3:35.79

420 真岡北陵 3237 桐越 功一朗 ｷﾘｺｼ ｺｲｳﾁﾛｳ 男子 1 中部 男子100m 13.56

421 真岡北陵 3278 伊澤 翔 ｲｻﾞﾜ ｼｮｳ 男子 1 中部 男子100m 11.77 男子4X100mR 45.61

422 真岡北陵 4066 合谷木 幸生 ｺﾞｳﾔｷﾞ ｺｳｾｲ 男子 2 中部 男子八種競技 男子4X100mR 45.61 男子4X400mR 3:35.79

423 真岡北陵 4067 櫻井 大介 ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 男子 2 中部 男子100m 12.26 男子200m 26.31 男子4X100mR 45.61

424 真岡北陵 4068 髙松 誠 ﾀｶﾏﾂ ﾏｺﾄ 男子 2 中部 男子400m 55.86 男子800m 2:15.50 男子4X400mR 3:35.79

425 真岡北陵 4069 村上 竜也 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳﾔ 男子 2 中部 男子100m 12.29 男子200m 25.04 男子4X100mR 45.61

426 真岡北陵 4070 菊地 隆斗 ｷｸﾁ ﾘｭｳﾄ 男子 2 中部 男子100m 11.74 男子200m 24.12 男子4X100mR 45.61 男子4X400mR 3:35.79

427 真岡北陵 4071 今成 大地 ｲﾏﾅﾘ ﾀﾞｲﾁ 男子 2 中部 男子砲丸投(6.0kg) 11m00 男子円盤投(1.75kg) 31m76

428 真岡北陵 4345 上野 夢翔 ｳｴﾉ ﾕﾒﾄ 男子 2 中部 男子400m 59.68 男子800m 1:57.45 男子4X400mR 3:35.79

429 真岡北陵 3130 小室 優萌 ｺﾑﾛ ﾕﾒ 女子 1 中部 女子400m 1:07.84 女子800m 2:36.22

430 真岡北陵 3131 竹田 陽菜葵 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅﾀ 女子 1 中部 女子200m 72.55 女子400m 1:12.55

431 真岡北陵 4050 滝田 此菜 ﾀｷﾀ ｺｺﾅ 女子 2 中部 女子やり投(600g) 25m22 高校女子七種競技

432 真岡北陵 4052 山岸 なな美 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾅﾐ 女子 2 中部 女子走幅跳 4m61
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433 真岡工業 3117 柴田 聖琉 ｼﾊﾞﾀ ｾｲﾙ 男子 1 中部 男子800m 2:10.00 男子1500m 4:49.72

434 真岡工業 3118 上山 煌太 ｶﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 男子 1 中部 男子砲丸投(6.0kg) 8m37 男子ハンマー投(6.0kg) 29m32

435 真岡工業 4264 宮城 悠 ﾐﾔｼﾛ ﾕｳ 男子 2 中部 男子100m 15.00 男子ハンマー投(6.0kg) 38m07

436 真岡工業 4265 高杉 耶馬斗 ﾀｶｽｷﾞ ﾔﾏﾄ 男子 2 中部 男子800m 2:18.09

437 真岡工業 4266 柳田 修 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｭｳ 男子 2 中部 男子100m 15.00 男子ハンマー投(6.0kg) 34m72

438 真岡工業 4149 小野寺 芽依 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｲ 女子 2 中部 女子ハンマー投(4.0kg) 27m19 女子やり投(600g) 38m10

439 益子芳星 3269 塗茂 優翔 ﾇｼﾓ ﾕｳﾄ 男子 1 中部 男子3000mSC(0.914m)

440 益子芳星 3270 上野 煌陽 ｳｴﾉ ｺｳﾖｳ 男子 1 中部 男子100m 12.63

441 益子芳星 4293 上野 聖斗 ｳｴﾉ ﾏｻﾄ 男子 2 中部 男子800m 2:06.98

442 益子芳星 4295 高橋 ケンジ ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 男子 2 中部 男子やり投(800g) 38m04

443 益子芳星 3147 廣木 美姫 ﾋﾛｷ ﾐｷ 女子 1 中部 女子やり投(600g) 21m77

444 益子芳星 3168 中田 ささ良 ﾅｶﾀ ｻｻﾗ 女子 1 中部 女子100mH(0.838m)

445 益子芳星 4164 小池 凜 ｺｲｹ ﾘﾝ 女子 2 中部 女子200m 26.55 女子400m 1:02.30

446 茂木 3079 藤代 翔 ﾌｼﾞｼﾛ ﾂﾊﾞｻ 男子 1 中部 男子800m 2:17.80

447 茂木 3224 大島 海完 ｵｵｼﾏ ﾐｶﾝ 男子 1 中部 男子100m 13.12

448 茂木 3225 吉田 聖優 ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾕｳ 男子 1 中部 男子100m 12.89 男子200m 26.52

449 茂木 4115 石塚 飛澪 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾗｲ 男子 2 中部 男子1500m 4:37.99

450 茂木 4116 興野 雅 ｷｮｳﾉ ﾏｻｼ 男子 2 中部 男子走幅跳 6m39

451 茂木 4117 小堀 至 ｺﾎﾞﾘ ｲﾀﾙ 男子 2 中部 男子200m 22.69 男子400m 51.13

452 茂木 4118 下田 倖世 ｼﾓﾀﾞ ｺｳｾｲ 男子 2 中部 男子400mH(0.914m) 男子走幅跳

453 茂木 4119 谷田部 響 ﾔﾀﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 2 中部 男子800m 2:13.70 男子1500m 4:41.87

454 茂木 4120 荒井 祥吾 ｱﾗｲ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 中部 男子走幅跳 5m10

455 茂木 4121 星 颯真 ﾎｼ ｿｳﾏ 男子 2 中部 男子走幅跳 5m16

456 茂木 4122 石川 航大 ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 中部 男子やり投(800g) 35m14

457 作新学院 3001 中谷 郁斗 ﾅｶﾀﾆ ｱﾔﾄ 男子 1 中部 男子400m 51.62

458 作新学院 3002 奥村 太翔 ｵｸﾑﾗ ﾀﾞｲﾄ 男子 1 中部 男子100m 11.02 男子200m 22.90 男子4X100mR 42.32

459 作新学院 3003 郡司 快晴 ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲｾｲ 男子 1 中部 男子100m 11.02 男子4X100mR 42.32

460 作新学院 3004 高橋 虎ノ介 ﾀｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ 男子 1 中部 男子100m 11.20 男子4X100mR 42.32

461 作新学院 3005 庄司 大海 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾐ 男子 1 中部 男子200m 23.75 男子110mH(1.067m) 16.36

462 作新学院 3006 佐藤 広能 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉ 男子 1 中部 男子1500m 4:05.16 男子5000m 16:15.00

463 作新学院 3007 手塚 大斗 ﾃﾂﾞｶ ﾔﾏﾄ 男子 1 中部 男子1500m 4:18.58 男子3000mSC(0.914m) 10:07.39

464 作新学院 3008 小又 琉神 ｵﾏﾀ ﾘｭｳｼﾝ 男子 1 中部 男子1500m 4:10.54 男子5000m 15:40.33

465 作新学院 3009 枡田 克磨 ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾏ 男子 1 中部 男子1500m 4:22.28 男子5000m 16:15.00

466 作新学院 3030 木内 大地 ｷｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 男子 1 中部 男子1500m 4:31.26 男子3000mSC(0.914m) 11:00.00

467 作新学院 3031 豊田 晃司 ﾄﾖﾀﾞ ｺｳｼﾞ 男子 1 中部 男子1500m 4:32.58

468 作新学院 3066 久保 勝 ｸﾎﾞ ﾏｻﾘ 男子 1 中部 男子100m 11.66 男子200m 24.42 男子4X400mR 3:21.87

469 作新学院 3067 今井 強士朗 ｲﾏｲ ｷｮｳｼﾛｳ 男子 1 中部 男子100m 11.84 男子4X400mR 3:21.87

470 作新学院 3248 平澤 潤燕 ﾋﾗｻﾜ ｼﾞｪｰﾝ 男子 1 中部 男子800m 1:57.18 男子1500m 4:21.64

471 作新学院 3250 鈴木 志苑 ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ 男子 1 中部 男子1500m 4:38.69

472 作新学院 3251 岡本 晃輝 ｵｶﾓﾄ ｺｳｷ 男子 1 中部 男子800m 2:07.41 男子1500m 4:25.76

473 作新学院 3252 栗原 大嘉 ｸﾘﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 1 中部 男子1500m 4:26.22 男子3000mSC(0.914m) 11:02.64

474 作新学院 3299 下向 葵輝 ｼﾓﾑｶｲ ｱｲｷ 男子 1 中部 男子やり投(800g)

475 作新学院 3300 五十嵐 景資 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｽｹ 男子 1 中部 男子200m

476 作新学院 3301 黒森 大夏 ｸﾛﾓﾘ ﾀｲｶ 男子 1 中部 男子200m 男子4X400mR 3:21.87

477 作新学院 3302 石垣 泰門 ｲｼｶﾞｷ ﾀｲﾄ 男子 1 中部 男子走高跳 1m70

478 作新学院 3303 塩田 優介 ｼｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 1 中部 男子走高跳 1m70

479 作新学院 4025 鈴木 空 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 男子 2 中部 男子八種競技 4950 男子4X400mR 3:21.87

480 作新学院 4026 本田 優芽 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 男子 2 中部 男子100m 11.60 男子4X100mR 42.32 男子4X400mR 3:21.87
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481 作新学院 4027 後藤 夢真 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 男子 2 中部 男子走幅跳 6m24

482 作新学院 4028 金井 晃希 ｶﾅｲ ｺｳｷ 男子 2 中部 男子走高跳 1m80 男子三段跳 14m36

483 作新学院 4029 中村 慎之介 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 男子 2 中部 男子100m 11.19 男子4X100mR 42.32

484 作新学院 4030 大島 瑠斗 ｵｵｼﾏ ﾘｭｳﾄ 男子 2 中部 男子走幅跳 6m49 男子三段跳 13m39

485 作新学院 4031 宇梶 慶太 ｳｶｼﾞ ｹｲﾀ 男子 2 中部 男子1500m 4:20.00 男子5000m 15:50.08

486 作新学院 4032 山口 拓夢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾑ 男子 2 中部 男子1500m 4:20.00 男子5000m 16:15.00

487 作新学院 4241 村尾 陽平 ﾑﾗｵ ﾖｳﾍｲ 男子 2 中部 男子走幅跳 6m80 男子三段跳 12m76 男子4X100mR 42.32

488 作新学院 4242 樋口 尊 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 男子 2 中部 男子400m 52.18 男子4X400mR 3:21.87

489 作新学院 4243 遠藤 力斗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾄ 男子 2 中部 男子走高跳 1m76 男子三段跳

490 作新学院 4244 黒田 起音 ｸﾛﾀﾞ ﾀﾁﾈ 男子 2 中部 男子やり投(800g)

491 作新学院 4245 阿久津 太希 ｱｸﾂ ﾀｲｷ 男子 2 中部 男子1500m 4:20.00 男子5000m 16:15.00

492 作新学院 4246 駒場 真宏 ｺﾏﾊﾞ ﾏﾋﾛ 男子 2 中部 男子1500m 4:20.00 男子5000m 16:15.00

493 作新学院 4247 河村 創太 ｶﾜﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 2 中部 男子1500m 4:20.00 男子5000m 16:15.00

494 作新学院 4248 三森 柊 ﾐﾓﾘ ｼｭｳ 男子 2 中部 男子800m 2:10.00 男子1500m 4:20.00

495 作新学院 4249 渡邊 裕磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 男子 2 中部 男子1500m 4:20.00 男子5000m 16:15.00

496 作新学院 4250 藤井 達希 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂｷ 男子 2 中部 男子1500m 4:08.36 男子5000m 15:50.36

497 作新学院 5032 髙津戸 堅太 ﾀｶﾂﾄ ｹﾝﾀ 男子 3 中部 男子三段跳 12m54 男子八種競技

498 作新学院 5033 大森 悠生 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 男子 3 中部 男子1500m 4:07.22 男子5000m 15:45.36

499 作新学院 5034 青木 孝太 ｱｵｷ ｺｳﾀ 男子 3 中部 男子1500m 4:05.69 男子5000m 15:25.36

500 作新学院 5036 大川 修蔵 ｵｵｶﾜ ｼｭｳｿﾞｳ 男子 3 中部 男子1500m 4:07.44 男子5000m 15:22.14

501 作新学院 5037 ブルガ アリエル ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ 男子 3 中部 男子100m 10.99 男子400m 47.98

502 作新学院 5068 金井 祐寛 ｶﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 3 中部 男子走高跳 2m00 男子八種競技

503 作新学院 5334 平岡 優真 ﾋﾗｵｶ ﾕｳﾏ 男子 3 中部 男子100m 11.80 男子200m 23.60

504 作新学院 3007 髙﨑 亜美夏 ﾀｶｻｷ ｱﾐｶ 女子 1 中部 女子走高跳 1m50

505 作新学院 3008 佐藤 由梨 ｻﾄｳ ﾕﾘ 女子 1 中部 女子やり投(600g)

506 作新学院 3098 増田 朱華 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔｶ 女子 1 中部 女子4X100mR 49.92 女子4X400mR 4:15.76

507 作新学院 4012 五月女 光 ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 女子 2 中部 女子4X100mR 49.92 女子4X400mR 4:15.76

508 作新学院 4013 岩坂 理子 ｲﾜｻｶ ﾘｺ 女子 2 中部 女子やり投(600g) 30m29

509 作新学院 4014 阿久津 里羽 ｱｸﾂ ﾘﾊ 女子 2 中部 女子走幅跳 4m78 女子4X100mR 49.92 女子4X400mR 4:15.76

510 作新学院 4015 鈴木 瑠那 ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 女子 2 中部 女子走高跳

511 作新学院 4035 大貫 那緒 ｵｵﾇｷ ﾅｵ 女子 2 中部 女子100m 12.48 女子200m 25.98 女子4X100mR 49.92 女子4X400mR 4:15.76

512 作新学院 4137 上田 ひより ｳｴﾀﾞ ﾋﾖﾘ 女子 2 中部 女子4X100mR 49.92 女子4X400mR 4:15.76

513 作新学院 4138 山口 紗希 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 女子 2 中部 女子100m 13.50 女子4X100mR 49.92 女子4X400mR 4:15.76

514 文星芸大附属 4014 霜鳥 隼 ｼﾓﾄﾘ ﾊﾔﾄ 男子 2 中部 男子砲丸投(6.0kg) 男子円盤投(1.75kg)

515 宇都宮文星女子 3004 木村 華音 ｷﾑﾗ ｶﾉﾝ 女子 1 中部 女子1500m 4:58.95 女子3000m

516 宇都宮文星女子 3006 吉田 乃彩 ﾖｼﾀﾞ ﾉｱ 女子 1 中部 女子1500m 女子3000m

517 宇都宮文星女子 3103 平井 菜々美 ﾋﾗｲ ﾅﾅﾐ 女子 1 中部 高校女子七種競技

518 宇都宮文星女子 5004 羽生 瑠那 ﾊﾆｭｳ ﾙﾅ 女子 3 中部 女子1500m 5:12.66 女子3000m 10:46.96

519 宇都宮文星女子 5006 前田 乃愛 ﾏｴﾀﾞ ﾉｱ 女子 3 中部 女子1500m 5:05.31 女子3000m 10:30.76

520 宇都宮文星女子 5007 鈴木 花歩 ｽｽﾞｷ ｶﾎ 女子 3 中部 女子1500m 5:17.92 女子3000m 11:34.94

521 宇都宮短大附属 3062 石川 京史 ｲｼｶﾜ ｹｲｼ 男子 1 中部 男子100m 11.70 男子走幅跳 5m99

522 宇都宮短大附属 3281 大橋 葉之介 ｵｵﾊｼ ﾖｳﾉｽｹ 男子 1 中部 男子100m 12.16

523 宇都宮短大附属 4284 柳沢 悠太 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 男子 2 中部 男子100m 10.97 男子200m

524 宇都宮短大附属 4286 鉢村 直哉 ﾊﾁﾑﾗ ﾅｵﾔ 男子 2 中部 男子800m

525 宇都宮短大附属 4009 丸山 楓佳 ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ 女子 2 中部 高校女子七種競技

526 今市工業 3318 小保方 玲司 ｵﾎﾞｶﾀ ﾚｲｼﾞ 男子 1 中部 男子100m 12.68

527 今市工業 3319 田邉 悠斗 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 男子 1 中部 男子100m 13.36

528 今市工業 4111 阿久津 飛来 ｱｸﾂ ﾋﾗｲ 男子 2 中部 男子走高跳 1m85
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529 今市工業 4112 雜賀 士郎 ｻｲｶﾞ ｼﾞﾛｳ 男子 2 中部 男子走幅跳 5m47

530 今市工業 4113 齋藤 星音斗 ｻｲﾄｳ ｾﾈﾄ 男子 2 中部 男子400m 55.27

531 今市工業 4076 八巻 陽菜 ﾔﾏｷ ﾋﾅ 女子 2 中部 女子走幅跳 4m60 女子三段跳

532 今市工業 4150 大島 萌華 ｵｵｼﾏ ﾓｴｶ 女子 2 中部 女子800m 女子1500m 5:49.48

533 小山 3017 岡田 伊織 ｵｶﾀﾞ ｲｵﾘ 男子 1 南部 男子100m 12.06

534 小山 3104 永井 健翔 ﾅｶﾞｲ ｹﾝﾄ 男子 1 南部 男子走幅跳 4m63

535 小山 3105 髙木 蒼太 ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ 男子 1 南部 男子800m 2:06.83 男子1500m 4:25.52

536 小山 3195 石渡 大和 ｲｼﾜﾀ ﾔﾏﾄ 男子 1 南部 男子100m 12.26

537 小山 3196 大久保 湊太朗 ｵｵｸﾎﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 1 南部 男子800m 2:31.25

538 小山 4268 工藤 快斗 ｸﾄﾞｳ ｶｲﾄ 男子 2 南部 男子やり投(800g) 39m15

539 小山 4269 坂本 晃 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 男子 2 南部 男子800m 2:24.26 男子1500m 5:10.26

540 小山 4270 中山 颯梧 ﾅｶﾔﾏ ｿｳｺﾞ 男子 2 南部 男子800m 2:26.00 男子1500m 4:54.84

541 小山 4271 名渕 怜矢 ﾅﾌﾞﾁ ﾚｲﾔ 男子 2 南部 男子100m 11.92 男子200m 25.01

542 小山 4272 原田 大輝 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 2 南部 男子1500m 1:45.36

543 小山 3045 飯塚 虹心 ｲｲﾂﾞｶ ﾅﾅﾐ 女子 1 南部 女子100m 14.05 女子200m 28.69

544 小山 3046 鶴見 愛音 ﾂﾙﾐ ｱﾉﾝ 女子 1 南部 女子100m 13.72

545 小山 3047 癸生川 美姫 ｹﾌﾞｶﾜ ﾐﾋ 女子 1 南部 女子800m 2:28.29 女子1500m 5:34.48

546 小山 3048 杉原 妃佳里 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｶﾘ 女子 1 南部 女子100mH(0.838m) 19.49

547 小山南 3070 池田 正行 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 男子 1 南部 男子八種競技

548 小山南 3071 上沢 勇人 ｳｴｻﾜ ﾕｳﾄ 男子 1 南部 男子八種競技

549 小山南 3072 千葉 大輝 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 1 南部 男子八種競技 男子4X100mR 45.44 男子4X400mR 3:57.72

550 小山南 3073 堤 迅士斗 ﾂﾂﾐ ﾊｵﾄ 男子 1 南部 男子八種競技

551 小山南 3074 メヒア アドリアノ ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ 男子 1 南部 男子八種競技

552 小山南 3075 石原 吏玖 ｲｼﾊﾗ ﾘｸ 男子 1 南部 男子800m 2:06.33 男子1500m 4:34.88

553 小山南 3076 金子 奨 ｶﾈｺ ｼｮｳ 男子 1 南部 男子800m 2:18.77 男子1500m 4:55.19

554 小山南 3077 髙嶋 漱太 ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 男子 1 南部 男子八種競技 男子4X100mR 45.44 男子4X400mR 3:57.72

555 小山南 3078 宮澤 乙樹 ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂｷ 男子 1 南部 男子八種競技 男子4X100mR 45.44

556 小山南 3115 福田 鋭龍 ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ 男子 1 南部 男子八種競技 男子4X100mR 45.44 男子4X400mR 3:57.72

557 小山南 4100 柴田 泰誠 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ 男子 2 南部 男子八種競技 2811 男子4X400mR 3:57.72

558 小山南 4101 斎藤 琉生 ｻｲﾄｳ ﾙｲ 男子 2 南部 男子八種競技 2584 男子4X100mR 45.44 男子4X400mR 3:57.72

559 小山南 4102 細井 蓮 ﾎｿｲ ﾚﾝ 男子 2 南部 男子800m 2:09.96 男子1500m 4:18.55

560 小山南 4103 西田 知生 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 男子 2 南部 男子八種競技 男子4X100mR 45.44 男子4X400mR 3:57.72

561 小山南 4282 西根 佑太朗 ﾆｼﾈ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 2 南部 男子八種競技

562 小山南 3035 畑山 凛音 ﾊﾀﾔﾏ ﾘｵ 女子 1 南部 高校女子七種競技

563 小山南 3036 福井 紅音 ﾌｸｲ ｱｶﾈ 女子 1 南部 女子1500m 5:04.28 女子3000m 10:56.84 女子4X400mR 4:13.78

564 小山南 3037 間中 美結 ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ 女子 1 南部 高校女子七種競技 女子4X100mR 54.54 女子4X400mR 4:13.78

565 小山南 3038 松本 芽久 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞ 女子 1 南部 女子1500m 4:57.25 女子3000m 女子4X100mR 54.54 女子4X400mR 4:13.78

566 小山南 3117 椎名 美友 ｼｲﾅ ﾐﾕ 女子 1 南部 高校女子七種競技 女子4X100mR 54.54 女子4X400mR 4:13.78

567 小山南 4064 倉澤 実玖 ｸﾗｻﾜ ﾐｸ 女子 2 南部 女子1500m 5:08.38 女子3000m 11:03.00

568 小山南 4065 桑原 あみか ｸﾜﾊﾗ ｱﾐｶ 女子 2 南部 高校女子七種競技 女子4X100mR 54.54 女子4X400mR 4:13.78

569 小山南 4066 信末 心海 ﾉﾌﾞｽｴ ｺｺﾐ 女子 2 南部 高校女子七種競技 女子4X100mR 54.54

570 小山南 4067 金沢 美希 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ 女子 2 南部 高校女子七種競技 女子4X100mR 54.54 女子4X400mR 4:13.78

571 小山南 5045 三橋 桃花 ﾐﾂﾊｼ ﾓﾓ 女子 3 南部 女子1500m 5:03.70 女子3000m 11:00.22

572 小山南 5046 横塚 夢珠 ﾖｺﾂｶ ﾕﾒｱ 女子 3 南部 女子1500m 5:02.57 女子3000m 10:55.06

573 小山西 3180 野村 健太 ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ 男子 1 南部 男子100m 10.94 男子4X100mR 43.86

574 小山西 3181 田口 羽翔 ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ 男子 1 南部 男子100m 12.10 男子200m 24.90 男子4X100mR 43.86

575 小山西 3182 兵藤 優斗 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 男子 1 南部 男子ハンマー投(6.0kg) 14m59

576 小山西 3183 梁島 大輔 ﾔﾅｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 男子 1 南部 男子走幅跳 5m43 男子円盤投(1.75kg) 20m00
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577 小山西 3244 味戸 克樹 ｱｼﾞﾄ ｶﾂｷ 男子 1 南部 男子三段跳 11m30

578 小山西 4134 加藤 健心 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 男子 2 南部 男子200m 24.62 男子400m 54.20 男子4X400mR 3:30.71

579 小山西 4135 黒子 虎琉 ｸﾛｺ ﾀｹﾙ 男子 2 南部 男子200m 23.90 男子400m 55.20 男子4X400mR 3:30.71

580 小山西 4136 関口 颯太 ｾｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ 男子 2 南部 男子走高跳 1m90 男子三段跳 12m70 男子4X100mR 43.86 男子4X400mR 3:30.71

581 小山西 4137 小宮 一摩 ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ 男子 2 南部 男子110mH(1.067m) 15.32 男子4X100mR 43.86 男子4X400mR 3:30.71

582 小山西 4138 日向野 凌羽 ﾋｶﾞﾉ ﾘｮｳ 男子 2 南部 男子砲丸投(6.0kg) 10m30 男子ハンマー投(6.0kg) 23m00

583 小山西 4139 江田 圭汰 ｴﾀﾞ ｹｲﾀ 男子 2 南部 男子200m 23.90 男子400m 53.62 男子4X400mR 3:30.71

584 小山西 4140 大垣 昊佑 ｵｵｶﾞｷ ｺｳｽｹ 男子 2 南部 男子400m 58.00 男子800m 2:15.00

585 小山西 4141 影山 正空 ｶｹﾞﾔﾏ ｾｲｱ 男子 2 南部 男子400m 57.00 男子800m 2:04.11

586 小山西 4142 藤倉 虎太郎 ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾀﾛｳ 男子 2 南部 男子走幅跳 6m56 男子三段跳 13m09 男子4X100mR 43.86 男子4X400mR 3:30.71

587 小山西 4143 中里 拓翔 ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｸﾄ 男子 2 南部 男子円盤投(1.75kg) 36m48 男子やり投(800g) 49m93 男子4X100mR 43.86

588 小山西 4144 永田 寛人 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾄ 男子 2 南部 男子1500m 4:20.10 男子5000m 17:52.00

589 小山西 3100 齊藤 麗来 ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ 女子 1 南部 女子400m 1:07.10 女子4X100mR 51.01 女子4X400mR 4:20.61

590 小山西 3101 濱野 友鈴 ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ 女子 1 南部 女子200m 27.10 女子400m 1:01.63 女子4X100mR 51.01 女子4X400mR 4:20.61

591 小山西 3139 杉本 美彩妃 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｻｷ 女子 1 南部 女子走幅跳 4m69 女子円盤投(1.0kg) 18m23 女子4X100mR 51.01 女子4X400mR 4:20.61

592 小山西 3188 半田 真理 ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾘ 女子 1 南部 女子三段跳 10m01 女子4X100mR 51.01 女子4X400mR 4:20.61

593 小山西 4089 村上 素佳 ﾑﾗｶﾐ ﾓﾄｶ 女子 2 南部 女子走幅跳 4m38

594 小山西 4090 亀田 沙依 ｶﾒﾀﾞ ｻｴ 女子 2 南部 女子100m 13.81 女子200m 29.00 女子4X100mR 51.01 女子4X400mR 4:20.61

595 小山西 4092 荒川 綾香 ｱﾗｶﾜ ｱﾔｶ 女子 2 南部 女子100m 12.92 女子200m 27.00 女子4X100mR 51.01 女子4X400mR 4:20.61

596 栃木 3100 森 悠輔 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 男子 1 南部 男子400m 56.00 男子4X400mR 3:39.00

597 栃木 3101 松本 司 ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ 男子 1 南部 男子1500m 4:50.00

598 栃木 3102 三橋 隼人 ﾐﾊｼ ﾊﾔﾄ 男子 1 南部 男子1500m 4:20.00

599 栃木 3185 梅村 哲煕 ｳﾒﾑﾗ ﾃﾂﾋﾛ 男子 1 南部 男子1500m 5:00.00

600 栃木 3186 海老原 巧 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 男子 1 南部 男子三段跳 11m20

601 栃木 3187 朝比奈 祐成 ｱｻﾋﾅ ﾕｳｾｲ 男子 1 南部 男子4X400mR 3:39.00

602 栃木 3188 山中 創志 ﾔﾏﾅｶ ｿｳｼ 男子 1 南部 男子砲丸投(6.0kg) 9m50

603 栃木 3189 上嶋 晃輝 ｶﾐｼﾞﾏ ｺｳｷ 男子 1 南部 男子400m 58.00 男子4X400mR 3:39.00

604 栃木 4251 奥澤 敦士 ｵｸｻﾞﾜ ｱﾂｼ 男子 2 南部 男子400m 53.50 男子4X400mR 3:39.00

605 栃木 4252 片柳 和輝 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｷ 男子 2 南部 男子走高跳 1m90 男子三段跳 12m80

606 栃木 4253 清水 遼太郎 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 2 南部 男子100m 11.50 男子4X400mR 3:39.00

607 栃木 4254 中村 峻輔 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 南部 男子1500m 4:30.00

608 栃木 4255 武藤 颯太 ﾑﾄｳ ｿｳﾀ 男子 2 南部 男子1500m 4:30.00

609 栃木 4256 行平 向来 ﾕｷﾋﾗ ｺｳｷ 男子 2 南部 男子1500m 4:30.00

610 栃木 4346 中根 弘貴 ﾅｶﾈ ﾋﾛｷ 男子 2 南部 男子400m 55.00 男子4X400mR 3:39.00

611 栃木 4356 嶋﨑 真人 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ 男子 2 南部 男子400m 1:00.00

612 栃木女子 3109 淺野 凪咲 ｱｻﾉ ﾅｷﾞｻ 女子 1 南部 女子4X400mR 4:08.74

613 栃木女子 3110 鹿野 璃子 ｶﾉ ﾘｺ 女子 1 南部 女子走幅跳 4m51

614 栃木女子 3111 戸倉 瑚凛 ﾄｸﾗ ｺﾘﾝ 女子 1 南部 女子800m 2:48.03 女子4X400mR 4:08.74

615 栃木女子 4121 大阿久 結彩 ｵｵｱｸﾞ ﾕｲ 女子 2 南部 女子三段跳 9m66 女子4X400mR 4:08.74

616 栃木女子 4122 岡田 真尋 ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ 女子 2 南部 女子200m 28.52 女子400m 1:02.72 女子4X400mR 4:08.74

617 栃木女子 4124 栗原 菜々美 ｸﾘﾊﾗ ﾅﾅﾐ 女子 2 南部 女子走幅跳 女子三段跳 9m21

618 栃木女子 4125 縫村 遥花 ﾇｲﾑﾗ ﾊﾙｶ 女子 2 南部 女子200m 女子400m 1:03.98 女子4X400mR 4:08.74

619 栃木女子 4126 八重樫 燈 ﾔｴｶﾞｼ ｱｶﾘ 女子 2 南部 女子走幅跳 4m93 女子三段跳 女子4X400mR 4:08.74

620 栃木翔南 3120 篠原 拓歩 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾎ 男子 1 南部 男子100m 12.10 男子200m

621 栃木翔南 4301 笈川 巧 ｵｲｶﾜ ﾀｸﾐ 男子 2 南部 男子100m 11.39

622 栃木翔南 3054 戸崎 侑美 ﾄｻｷ ｲｸﾐ 女子 1 南部 女子800m 2.40

623 栃木翔南 3123 田中 心優 ﾀﾅｶ ﾐﾋﾛ 女子 1 南部 女子5000mW

624 栃木翔南 3124 加藤 美愛 ｶﾄｳ ﾐｱ 女子 1 南部 女子走幅跳 4m00
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625 栃木翔南 3126 岡田 紗季 ｵｶﾀﾞ ｻｷ 女子 1 南部 女子走幅跳 3m90

626 栃木翔南 4166 小平 夢叶 ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 女子 2 南部 女子1500m 5.19

627 壬生 3289 大野 浬侍 ｵｵﾉ ﾘﾋﾄ 男子 1 南部 男子やり投(800g) 25m06

628 壬生 3290 木村 樹 ｷﾑﾗ ｲﾂｷ 男子 1 南部 男子1500m

629 壬生 3291 倉田 真覇 ｸﾗﾀ ｼﾝﾊﾞ 男子 1 南部 男子1500m 4:44.25

630 壬生 3292 高橋 遥斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 男子 1 南部 男子1500m 4:40.90

631 壬生 3293 中山 智晴 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ 男子 1 南部 男子1500m 4:38.05

632 壬生 3294 秋山 輝多 ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀ 男子 1 南部 男子走幅跳 5m14

633 壬生 4324 児島 海生斗 ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ 男子 2 南部 男子800m 2:25.56

634 壬生 3161 若林 舞優 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾋﾛ 女子 1 南部 女子やり投(600g) 22m30

635 壬生 4174 齋藤 優衣 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲ 女子 2 南部 女子走幅跳

636 壬生 4175 菅家 望愛 ｶﾝｹ ﾉｱ 女子 2 南部 女子やり投(600g) 30m08

637 壬生 4176 吉田 二捺 ﾖｼﾀﾞ ﾆﾅ 女子 2 南部 女子円盤投(1.0kg) 27m29

638 佐野 3032 伊藤 烈 ｲﾄｳ ﾚﾂ 男子 1 南部 男子走幅跳 5m98 男子三段跳 11m80 男子4X100mR 43.02 男子4X400mR 3:32.00

639 佐野 3033 湯沢 想太 ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀ 男子 1 南部 男子1500m 4:32.31 男子5000m 17:02.92

640 佐野 3034 川上 統也 ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾔ 男子 1 南部 男子1500m 4:24.64 男子5000m 17:12.47

641 佐野 3035 須藤 涼佑 ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 男子 1 南部 男子100m 11.29 男子200m 22.79 男子4X100mR 43.02 男子4X400mR 3:32.00

642 佐野 3036 福田 誉仁 ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ 男子 1 南部 男子1500m 4:17.35 男子5000m 17:06.59 男子4X400mR 3:32.00

643 佐野 4001 小野 悠人 ｵﾉ ﾕｳﾄ 男子 2 南部 男子100m 11.10 男子200m 22.76 男子4X100mR 43.02 男子4X400mR 3:32.00

644 佐野 4002 生井 求 ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ 男子 2 南部 男子200m 24.17 男子400m 53.51 男子4X100mR 43.02 男子4X400mR 3:32.00

645 佐野 4003 熊倉 直希 ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ 男子 2 南部 男子100m 11.20 男子200m 22.23 男子4X100mR 43.02 男子4X400mR 3:32.00

646 佐野 3122 森田 安耶 ﾓﾘﾀ ﾔﾔ 女子 1 南部 女子100m 14.75 女子200m 31.50 女子4X100mR 53.38

647 佐野 3162 松村 唯愛 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｱ 女子 1 南部 女子200m 31.00 女子400m 1:11.52 女子4X100mR 53.38

648 佐野 4100 福地 岬 ﾌｸﾁ ﾐｻｷ 女子 2 南部 女子100m 13.07 女子200m 27.35 女子4X100mR 53.38

649 佐野 4101 加藤 瞳 ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 女子 2 南部 女子走幅跳 5m06 女子三段跳 10m89 女子4X100mR 53.38

650 佐野 4102 新井 美月 ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 南部 女子棒高跳 2m40 女子走幅跳 4m68 女子4X100mR 53.38

651 佐野東 3201 関谷 彰太 ｾｷﾔ ｼｮｳﾀ 男子 1 南部 男子八種競技

652 佐野東 3243 須黒 太葉 ｽｸﾞﾛ ﾀｲﾖｳ 男子 1 南部 男子八種競技

653 佐野東 4024 須藤 史結 ｽﾄｳ ｼｭｳ 男子 2 南部 男子八種競技

654 佐野東 4261 藤本 夢璃 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ 男子 2 南部 男子八種競技

655 佐野東 4263 永澤 良太 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 2 南部 男子やり投(800g) 男子八種競技

656 佐野東 3136 水間 彩愛 ﾐｽﾞﾏ ｻﾗ 女子 1 南部 女子400mH(0.762m) 高校女子七種競技

657 佐野東 3137 日向野 美咲 ﾋｶﾞﾉ ﾐｻｷ 女子 1 南部 高校女子七種競技

658 佐野東 4142 小堀 千夏 ｺﾎﾞﾘ ﾁﾅﾂ 女子 2 南部 高校女子七種競技

659 佐野東 4143 野村 萌 ﾉﾑﾗ ﾓｴ 女子 2 南部 高校女子七種競技

660 佐野東 4144 角田 暖佳 ｶｸﾀ ﾊﾙｶ 女子 2 南部 女子走幅跳 高校女子七種競技

661 佐野東 4145 横地 未菜 ﾖｺﾁ ﾐﾅ 女子 2 南部 高校女子七種競技

662 佐野東 4146 春山 愛花 ﾊﾙﾔﾏ ｱｲｶ 女子 2 南部 高校女子七種競技

663 佐野東 4148 八木 桃花 ﾔｷﾞ ﾓﾓｶ 女子 2 南部 高校女子七種競技

664 佐野東 4202 丑田 羽奏 ｳｼﾀﾞ ﾜｶﾅ 女子 2 南部 高校女子七種競技

665 佐野松桜 3230 影山 匠 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｮｳ 男子 1 南部 男子800m 2:30.00

666 佐野松桜 4159 尾花 陸斗 ｵﾊﾞﾅ ﾘｸﾄ 男子 2 南部 男子走高跳 1m85

667 佐野松桜 4160 上岡 優樹 ｶﾐｵｶ ﾕｳｷ 男子 2 南部 男子走幅跳 5m21

668 佐野松桜 4161 川上 大翔 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾄ 男子 2 南部 男子100m 12.40

669 佐野松桜 4162 川村 心優 ｶﾜﾑﾗ ｼｭｳ 男子 2 南部 男子1500m 5:20.00

670 佐野松桜 4163 宮崎 知裕 ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 男子 2 南部 男子走幅跳 5m20

671 佐野松桜 4164 小野 佳祐 ｵﾉ ｹｲｽｹ 男子 2 南部 男子100m 13.45

672 佐野松桜 4165 伊藤 光 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 男子 2 南部 男子100m 11.98
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673 佐野松桜 4358 岩﨑 和希 ｲﾜｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 男子 2 南部 男子走幅跳 5m29

674 佐野松桜 5098 落合 悠真 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 男子 3 南部 男子八種競技 4402

675 佐野松桜 3096 福地 瑚々 ﾌｸﾁ ｺｺ 女子 1 南部 女子走幅跳 4m00

676 佐野松桜 3151 青木 美夕 ｱｵｷ ﾐﾕｳ 女子 1 南部 女子走幅跳 4m00

677 佐野松桜 3152 飯塚 祐心 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾐ 女子 1 南部 女子走幅跳 3m90

678 佐野松桜 4105 山脇 茉依 ﾔﾏﾜｷ ﾏｲ 女子 2 南部 女子100m 14.60

679 佐野松桜 4201 亀井 蛍愛 ｶﾒｲ ﾄｱ 女子 2 南部 女子砲丸投(4.0kg) 7m96

680 足利南 4335 栗原 優真 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾏ 男子 2 南部 男子800m 2:16.44

681 足利南 4362 小暮 莉央 ｺｸﾞﾚ ﾘｵ 男子 2 南部 男子100m 12.97

682 足利南 3064 喜屋武 菜々実 ｷﾔﾝ ﾅﾅﾐ 女子 1 南部 女子100m 14.05

683 足利南 3065 中村 彩花 ﾅｶﾑﾗ ｲﾛﾊ 女子 1 南部 女子100m 14.69

684 足利南 4183 安達 由姫 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷ 女子 2 南部 女子800m 2:45.81

685 足利南 4184 鈴石 美空 ｽｽﾞｲｼ ﾐｸ 女子 2 南部 女子やり投(600g) 14m04

686 足利南 4185 瀧澤 楓 ﾀｷｻﾜ ｶｴﾃﾞ 女子 2 南部 女子100m 15.46

687 足利南 4186 太田 明日香 ｵｵﾀ ｱｽｶ 女子 2 南部 女子200m 31.61

688 足利女子 3105 加藤 菜々 ｶﾄｳ ﾅﾅ 女子 1 南部 女子100m 14.42 女子200m 29.25 女子4X100mR

689 足利女子 3106 對比地 瑠那 ﾂｲﾋｼﾞ ﾙﾅ 女子 1 南部 女子1500m 5:36.51 女子4X100mR

690 足利女子 3107 松村 美和 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾜ 女子 1 南部 女子走幅跳 3m73 女子4X100mR

691 足利女子 3108 山田 優衣 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 女子 1 南部 女子3000m 13:40.47 女子4X100mR

692 足利女子 3170 古瀧 涼未 ｺﾀｷ ｽｽﾞﾐ 女子 1 南部 女子1500m

693 足利女子 4048 河合 日菜美 ｶﾜｲ ﾋﾅﾐ 女子 2 南部 女子走幅跳 4m37 女子4X100mR

694 足利女子 4049 鈴木 ありさ ｽｽﾞｷ ｱﾘｻ 女子 2 南部 女子400m 1:14.45 女子4X100mR

695 足利清風 3253 桒島 渓音 ｸﾜｼﾞﾏ ｹｲﾄ 男子 1 南部 男子1500m 4:40.00 男子5000m

696 足利清風 3254 岡﨑 玲旺 ｵｶｻﾞｷ ﾚｵ 男子 1 南部 男子200m 25.00 男子400m 56.00

697 足利清風 4343 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 2 南部 男子八種競技

698 足利清風 4344 福島 優太 ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ 男子 2 南部 男子1500m 5:00.00 男子5000m

699 足利清風 4360 長谷川 颯 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾃ 男子 2 南部 男子800m 男子1500m 4:50.00

700 足利清風 4361 茂木 虎白 ﾓﾃｷﾞ ｺﾊｸ 男子 2 南部 男子400m 56.00 男子400mH(0.914m) 1:04.00

701 足利清風 3142 秋草 衣織 ｱｷｸｻ ｲｵﾘ 女子 1 南部 女子100m 14.00

702 足利清風 4195 富田 紋加 ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ 女子 2 南部 女子100m 15.00

703 國學院栃木 3027 池田 開周 ｲｹﾀﾞ ｶｲｼｭｳ 男子 1 南部 男子1500m 4:17.60 男子5000m 16:40.00

704 國學院栃木 3028 海老原 智陽 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 男子 1 南部 男子800m 2:08.00 男子1500m 4:18.38

705 國學院栃木 3029 齋藤 諒 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 男子 1 南部 男子800m 2:09.53 男子1500m 2:24.75

706 國學院栃木 3069 平山 健悟 ﾋﾗﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 男子 1 南部 男子100m 12.34

707 國學院栃木 3265 藪田 颯士 ﾔﾌﾞﾀ ﾊﾔﾄ 男子 1 南部 男子400mH(0.914m) 1:05.75

708 國學院栃木 3266 金谷 優希 ｶﾅﾔ ﾕｳｷ 男子 1 南部 男子200m 25.30

709 國學院栃木 3267 髙橋 秀平 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾍｲ 男子 1 南部 男子800m 2:15.00 男子1500m 4:50.00

710 國學院栃木 3268 増山 拓海 ﾏｼﾔﾏ ﾀｸﾐ 男子 1 南部 男子800m 2:30.00 男子1500m 5:20.00

711 國學院栃木 4194 井元 瑞穂 ｲﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 男子 2 南部 男子400m 53.16 男子400mH(0.914m) 1:00.28

712 國學院栃木 4195 鈴木 陽泰 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾔｽ 男子 2 南部 男子100m 11.36

713 國學院栃木 4198 貴船 新太 ｷﾌﾞﾈ ｱﾗﾀ 男子 2 南部 男子100m 11.99

714 國學院栃木 3024 大嶋 妃奈乃 ｵｵｼﾏ ﾋﾅﾉ 女子 1 南部 女子1500m 4:56.47 女子3000m 10:43.00

715 國學院栃木 3025 八木 ひとみ ﾔｷﾞ ﾋﾄﾐ 女子 1 南部 女子1500m 5:00.69 女子3000m 10:42.27

716 國學院栃木 3026 塚原 笑和 ﾂｶﾊﾗ ｴﾅ 女子 1 南部 女子800m 2:44.94 女子1500m 5:51.20

717 國學院栃木 3040 大塚 唯加 ｵｵﾂｶ ﾕｲｶ 女子 1 南部 女子100m 13.35 女子4X100mR 52.20 女子4X400mR 4:20.00

718 國學院栃木 3041 稲葉 咲乃 ｲﾅﾊﾞ ｻｷﾉ 女子 1 南部 女子100m 13.95 女子200m 29.02 女子4X100mR 52.20 女子4X400mR 4:20.00

719 國學院栃木 4027 立川 千聖 ﾀﾁｶﾜ ﾁｻﾄ 女子 2 南部 女子1500m 4:42.92 女子3000m 10:21.71

720 國學院栃木 4028 金子 眞利奈 ｶﾈｺ ﾏﾘﾅ 女子 2 南部 女子800m 2:28.92 女子1500m 5:20.00
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721 國學院栃木 4029 一場 咲那 ｲﾁﾊﾞ ｻﾅ 女子 2 南部 女子1500m 5:02.10 女子3000m 10:42.99

722 國學院栃木 4031 青木 歩乃瑠 ｱｵｷ ﾎﾉﾙ 女子 2 南部 女子1500m 女子3000m 10:59.31

723 國學院栃木 4032 黒川 心羽 ｸﾛｶﾜ ｺｺﾊ 女子 2 南部 女子200m 26.02 女子400m 59.48 女子4X100mR 52.20 女子4X400mR 4:20.00

724 國學院栃木 4033 仲山 瑞珠 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾐ 女子 2 南部 女子400m 1:05.75 女子4X100mR 52.20 女子4X400mR 4:20.00

725 國學院栃木 4034 長原 叶和 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 女子 2 南部 女子100m 12.56 女子200m 26.16 女子4X100mR 52.20 女子4X400mR 4:20.00

726 國學院栃木 5015 山﨑 瑠杏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｱﾝ 女子 3 南部 女子1500m 4:43.72 女子3000m 10:11.19

727 國學院栃木 5017 福永 琉妃 ﾌｸﾅｶﾞ ﾙｲ 女子 3 南部 女子1500m 5:00.13 女子3000m 10:20.71

728 青藍泰斗 3017 岩﨑 恵斗 ｲﾜｻﾞｷ ｹｲﾄ 男子 1 南部 男子やり投(800g) 41m00

729 青藍泰斗 4177 北野 心爽 ｷﾀﾉ ｲｯｻ 男子 2 南部 男子やり投(800g) 39m00

730 青藍泰斗 4351 鈴木 和翔 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 男子 2 南部 男子200m 23.40

731 青藍泰斗 3020 坂本 澪 ｻｶﾓﾄ ﾐｵ 女子 1 南部 女子100m 13.60

732 青藍泰斗 3021 結城 心湖 ﾕｳｷ ｺｺ 女子 1 南部 女子砲丸投(4.0kg) 10m60

733 足利大附属 3306 中田 祐夢 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾑ 男子 1 南部 男子110mH(1.067m) 男子ハンマー投(6.0kg)

734 足利大附属 3307 木村 瑶麻 ｷﾑﾗ ﾖｳﾏ 男子 1 南部 男子円盤投(1.75kg) 男子ハンマー投(6.0kg)

735 足利大附属 3308 上原 拓斗 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾄ 男子 1 南部 男子円盤投(1.75kg) 男子ハンマー投(6.0kg)

736 足利大附属 4326 赤羽根 柊斗 ｱｶﾊﾞﾈ ｼｭｳﾄ 男子 2 南部 男子やり投(800g)

737 足利大附属 4327 秋山 慎也 ｱｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 男子 2 南部 男子円盤投(1.75kg) 男子ハンマー投(6.0kg)

738 白鴎大足利 3010 五十畑 光 ｲｶﾊﾀ ﾋｶﾙ 男子 1 南部 男子200m 23.16 男子八種競技

739 白鴎大足利 3013 風見 晄聖 ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ 男子 1 南部 男子200m 23.60 男子八種競技

740 白鴎大足利 3014 斉藤 快 ｻｲﾄｳ ｶｲ 男子 1 南部 男子200m 23.80 男子八種競技

741 白鴎大足利 3015 竹村 陸空 ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 男子 1 南部 男子200m 23.42 男子八種競技

742 白鴎大足利 3016 渡辺 伸吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 男子 1 南部 男子400mH(0.914m) 54.90 男子八種競技 男子4X100mR 43.32

743 白鴎大足利 3257 近澤 力 ﾁｶｻﾞﾜ ﾘｷ 男子 1 南部 男子八種競技

744 白鴎大足利 3260 高橋 暖空 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ 男子 1 南部 男子200m 男子八種競技

745 白鴎大足利 3261 畑中 空 ﾊﾀﾅｶ ｿﾗ 男子 1 南部 男子三段跳

746 白鴎大足利 4036 上野 壮汰 ｳｴﾉ ｿｳﾀ 男子 2 南部 男子200m 22.50 男子八種競技 男子4X100mR 43.32

747 白鴎大足利 4038 岡村 空都 ｵｶﾑﾗ ｱｷﾄ 男子 2 南部 男子200m 23.00 男子八種競技 男子4X100mR 43.32

748 白鴎大足利 4041 竹村 爽良 ﾀｹﾑﾗ ｿﾗ 男子 2 南部 男子200m 22.85

749 白鴎大足利 4257 丸山 大善 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 男子 2 南部 男子八種競技 男子4X100mR 43.32

750 白鴎大足利 5026 中里 碧翔 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ 男子 3 南部 男子110mH(1.067m) 14.76 男子八種競技

751 白鴎大足利 5029 松本 涼 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 3 南部 男子200m 21.68 男子八種競技

752 白鴎大足利 3016 小川 彩 ｵｶﾞﾜ ｱﾔ 女子 1 南部 女子100m 13.54

753 白鴎大足利 3017 二宮 音彩 ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ 女子 1 南部 女子400m

754 白鴎大足利 3018 畠中 梨好 ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ 女子 1 南部 女子100m 12.84

755 白鴎大足利 4016 阿部 百花 ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 女子 2 南部 女子三段跳 10m82 高校女子七種競技

756 白鴎大足利 4019 黒川　怜華 ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ 女子 2 南部 高校女子七種競技

757 白鴎大足利 4022 田村　舞子 ﾀﾑﾗ ﾏｲｺ 女子 2 南部 高校女子七種競技

758 白鴎大足利 4023 中里　百葉 ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾓﾊ 女子 2 南部 高校女子七種競技

759 白鴎大足利 4024 福田 蒼依 ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 女子 2 南部 女子100mH(0.838m) 14.26 女子400mH(0.762m)

760 白鴎大足利 4025 福田 菜々子 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 女子 2 南部 女子三段跳 高校女子七種競技

761 小山高専 3273 中村 将樹 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 男子 1 南部 男子棒高跳 3m00 男子やり投(800g) 30m62

762 小山高専 3274 髙野 獅琉 ﾀｶﾉ ｼﾘｭｳ 男子 1 南部 男子100m 11.91 男子走幅跳 5m30

763 小山高専 3275 前田 燎空 ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 男子 1 南部 男子800m 2:19.00

764 小山高専 4336 齋藤 翔太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 男子 2 南部 男子800m 2:14.45

765 小山高専 4337 佐藤 一心 ｻﾄｳ ｲｯｼﾝ 男子 2 南部 男子200m 24.94 男子走幅跳 5m31

766 小山高専 5044 犬飼 侑樹 ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 男子 3 南部 男子400mH(0.914m) 52.34

767 小山高専 5249 小島 侑也 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 男子 3 南部 男子砲丸投(6.0kg) 11m56

768 小山高専 5250 木村 琉暉 ｷﾑﾗ ﾘｭｳｷ 男子 3 南部 男子400m 56.16
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No. 所属 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 地区 参加種目1 記録1 参加種目2 記録2 参加種目3 記録3 参加種目4 記録4

769 小山高専 5252 宮山 昇太郎 ﾐﾔﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 3 南部 男子400m 58.80 男子800m 2:18.55

770 小山高専 5357 川島 由大 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 3 南部 男子3000mSC(0.914m) 10:49.84

771 小山高専 3148 西松 花歩 ﾆｼﾏﾂ ｶﾎ 女子 1 南部 女子1500m 5:40.12

772 小山高専 3149 鶴田 悠衣 ﾂﾙﾀ ﾕｲ 女子 1 南部 女子走幅跳 4m04

773 小山高専 3150 宮田 薫乃 ﾐﾔﾀ ﾕｷﾉ 女子 1 南部 女子100mH(0.838m) 17.90

774 栃木商業 3190 松本 大和 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾏﾄ 男子 1 南部 男子1500m 5:07.03

775 栃木商業 3191 福富 光希 ﾌｸﾄﾐ ｺｳｷ 男子 1 南部 男子100m 12.57
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競技名 北部 中部 南部 競技名 北部 中部 南部

男子100m 30 75 20 女子100m 7 27 19

男子200m 14 43 23 女子200m 9 20 14

男子400m 5 24 16 女子400m 3 14 9

男子800m 6 35 20 女子800m 2 16 6

男子1500m 57 50 31 女子1500m 13 10 19

男子5000m 38 25 7 女子3000m 12 5 13

男子110mH(1.067m) 1 4 3 女子100mH(0.838m) 0 5 3

男子400mH(0.914m) 1 7 5 女子400mH(0.762m) 0 9 2

男子3000mSC(0.914m) 3 4 1

男子5000mW 1 0 0 女子5000mW 1 3 1

男子4X100mR 3 7 4 女子4X100mR 2 6 5

男子4X400mR 2 8 4 女子4X400mR 0 4 4

男子走高跳 4 16 3 女子走高跳 4 9 0

男子棒高跳 3 0 1 女子棒高跳 0 0 1

男子走幅跳 5 30 10 女子走幅跳 5 15 17

男子三段跳 1 11 7 女子三段跳 2 8 7

男子砲丸投(6.0kg) 2 9 3 女子砲丸投(4.0kg) 1 0 2

男子円盤投(1.75kg) 1 4 5 女子円盤投(1.0kg) 3 3 2

男子ハンマー投(6.0kg) 0 3 6 女子ハンマー投(4.0kg) 1 1 0

男子やり投(800g) 4 12 8 女子やり投(600g) 2 12 3

男子八種競技 6 34 31 高校女子七種競技 4 6 20

第10回栃木県高等学校各支部対抗新人陸上競技大会
エントリー状況　2021/10/25・18:00版

種目区分 1-トラック風有　2-トラック風無 3-トラックラップ有 4-リレー 5-高さの跳躍 6-長さの跳躍 7-投てき 8-混成
種目区分 9-ロード 10-道路競歩 11-駅伝 12-トラックラップセパレート
記録区分 1-秒(10進)  2-時分秒(60進) 3-ｍ(m/cm) 4-点 5-時分秒(60進)小数点有 18 / 18


