
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 浩二 招 集 所 審 判 長 小菅 徹

跳 躍 審 判 長 川田 浩司 記 録 主 任 奥山 俊昭

日付 種目

安濟 大起(3) 10.77(+4.0) 石川 桂一(3) 10.78(+4.0) 小野 悠人(3) 10.96(-0.8) 若菜 敬(1) 10.97(+4.0) 中村 慎之介(3) 11.01(+4.0) 野村 健太(2) 11.02(-0.8) 本田 優芽(3) 11.05(+1.9)
さくら清修高 真岡高 佐野高 佐野高 作新学院高 小山西高 作新学院高

小堀 至(3) 10.78(+1.9)
茂木高

鷹箸 颯太(3) 11.20(+0.3) 佐藤 空河(3) 11.22(+0.3) 小須賀 優(3) 11.34(-1.4) 増山 裕介(1) 11.35(+0.3) 一色 晴樹(3) 11.60(+0.3) 藤田 駿(1) 11.85(+0.3) 古谷 大(3) 11.89(+0.3) 関野 創太(1) 12.00(-1.4)
今市中 一条中 栃木陸協 佐野日大高 一条中 さくら清修高 一条中 石橋高
糸数 昌穂(1) 16.86(-0.8) 佐藤 空河(3) 16.91(+2.1) 鷹箸 颯太(3) 16.92(-0.8) 山口 潤希也(3) 17.38(+2.7) 川上 知椰(3) 17.53(+2.7) 関野 創太(1) 17.63(+2.7) 小野 稟之輔(2) 17.86(+2.0) 秋山 侑輝(3) 18.15(+2.1)
作新学院高 一条中 今市中 佐野北中 清原中 石橋高 栃木陸協 栃木陸協
小堀 至(3) 34.39 柳沢 悠太(3) 35.58 平澤 潤燕(2) 35.61 若菜 敬(1) 35.65 石川 桂一(3) 35.75 熊倉 直希(3) 35.90 須藤 涼佑(2) 36.23 岡本 元汰(2) 36.36
茂木高 宇短附高 作新学院高 佐野高 真岡高 佐野高 佐野高 大田原高
渡邉 憲司(3) 1:56.84 矢吹 丈(3) 2:01.06 福田 誉仁(2) 2:01.28 小島 大地(3) 2:02.06 中野 由之承(3) 2:02.68 奥澤 敦士(3) 2:02.90 印南 智史(1) 2:03.28 足立 開生(3) 2:03.29
大田原高 那須拓陽高 佐野高 栃木高 那須拓陽高 栃木高 小山高 真岡高
髙久 拓己(3) 2:41.85 矢野 葵(3) 2:43.70 深井 真生(1) 2:49.50 久保 允人(3) 2:51.11 井上 智也(3) 2:51.92 中山 泰(3) 2:56.05 廣田 和大(3) 2:56.44 吉田 翼(3) 2:56.46
石川走友会 NINE TOCHIGITC 栃木陸協 旭中 横川中 陽南中 足利陸上クラブ 姿川中
河原 蒼(3) 8:46.31 野手 駈(1) 8:53.31 栗原 周平(3) 8:55.01 渡邉 勇利(1) 8:56.20 佐藤 広能(2) 8:57.32 國井 飛慎(2) 9:00.05 横田 銀牙(3) 9:01.66 藤井 達希(3) 9:03.48
文星芸大附高 文星芸大附高 真岡高 作新学院高 作新学院高 那須拓陽高 文星芸大附高 作新学院高
小宮 一摩(3) 14.37(+3.6) 川田 健斗(2) 14.61(+2.0) 石井 遙(2) 14.91(+3.6) 別府 大空(3) 15.04(+3.6) 伊藤 聖空人(3) 15.25(+2.0) 千葉 大輝(2) 15.65(+3.6) 石川 京史(2) 15.75(+3.6) 黒岩 海翔(1) 16.04(+3.6)
小山西高 宇都宮高 宇都宮高 大田原高 宇都宮清陵高 小山南高 宇短附高 小山西高
宮寺 恢利(3) 17.89 高野 息吹(3) 17.91 庵原 拓実(3) 20.41 伊藤 怜緒人(2) 20.67
清原中 旭中 石橋中 横川中
渡辺 伸吾(2) 39.46 上岡 真虎(2) 41.53 渡邉 雅博(3) 42.14 山脇 大空(3) 42.72
白鴎大足利高 佐野日大高 宇都宮北高 宇都宮北高
岩城 考雲(3) 13:28.10 野村 晃暉(2) 16:46.50
大田原高 栃木高
佐野高 42.15 大田原高A 42.73 さくら清修高 42.80 宇都宮高 42.98 小山西高 43.01 真岡高 43.20 宇都宮北高A 43.67 茂木高 43.70
須藤 涼佑(2) 阿久津 龍馬(3) 川和 優也(2) 川田 健斗(2) 関口 颯太(3) 磯島 有椰人(2) 中原 優輔(3) 石川 航大(3)
小野 悠人(3) 別府 大空(3) 棚瀨 朝斗(3) 小泉 槙之介(2) 小宮 一摩(3) 佐藤 聖優(3) 仁田脇 勝太(3) 興野 雅(3)
熊倉 直希(3) 齋藤 大豊(2) 安濟 大起(3) 川﨑 太陽(2) 藤倉 虎太郎(3) 市村 大樹(3) 鈴木 詠心(3) 石塚 飛澪(3)
若菜 敬(1) 渋谷 勇次(1) 猪又 司(1) 石井 遙(2) 野村 健太(2) 石川 桂一(3) 岡本 漠久(3) 小堀 至(3)
一条中 44.18 姿川中 46.48 石橋中 47.72 横川中 49.72
古谷 大(3) 飯塚 俐仁(3) 大川 颯生(3) 髙木 湊矢(2)
佐藤 空河(3) 金 奈央人(2) 野口 龍汰朗(3) 磯 彪牙(2)
長瀧 虹太(3) 浜崎 泰知(2) 庵原 拓実(3) 野澤 歩夢(2)
一色 晴樹(3) 堀江 恵多(3) 並木 颯天(2) 石川 太一(2)
作新学院高 3:20.72 宇都宮北高A 3:23.88 真岡高 3:27.81 宇都宮高A 3:30.27 宇都宮南高 3:35.13 小山南高A 3:35.96 大田原高B 3:36.55 宇都宮北高B 3:36.80
本田 優芽(3) 渡邉 雅博(3) 鈴木 大空(3) 川田 健斗(2) 壁屋 将義(2) 柴田 泰誠(3) 阿久津 龍馬(3) 岡田 直樹(2)
平澤 潤燕(2) 中原 優輔(3) 石川 桂一(3) 高山 翔温(2) 石川 龍聖(2) 西田 知生(3) 堀中 陽大(3) 北條 琳太郎(2)
樋口 尊(3) 山脇 大空(3) 磯島 有椰人(2) 石井 遙(2) 神永 昂季(1) 細井 蓮(3) 今井 優太(2) 須藤 響希(2)
中谷 郁斗(2) 鈴木 詠心(3) 佐藤 聖優(3) 内藤 暁仁(2) 石見 だいや(1) 斎藤 琉生(3) 渡邉 憲司(3) 比良 航大(1)

5位 6位 7位

令和4年度栃木県U18／U16陸上競技記録会 【22090318】 
栃木県総合運動公園第二陸上競技場 【93080】 
2022/05/28 ～ 2022/05/29

8位

5月28日 U18男子100m

5月28日 U16男子100m

1位 2位 3位 4位

5月29日 U18男子300m

5月29日 U18男子800m

5月28日 U16男子1000m

5月28日 U18男子3000m

5月29日
U18男子

110mJH(0.991m_9.14m)

5月29日
U16男子

110mJH(0.991m_9.14m) 
風：+1.8

5月28日 U16男子4X100mR

5月29日 U18男子4X400mR

5月29日
U18男子

300mH(0.914m_35.0m)

5月28日 U18男子3000mW

5月28日 U18男子4X100mR

5月29日 U16男子150m
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令和4年度栃木県U18／U16陸上競技記録会 【22090318】 
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8位1位 2位 3位 4位

松田 永遠(3) 1m90 関口 颯太(3) 1m85 遠藤 力斗(3) 1m80 石見 だいや(1) 1m80 鶴見 周(2) 1m75 山城 英明(1) 1m70 千保 朋範(1) 1m65
佐野日大高 小山西高 作新学院高 宇都宮南高 真岡高 宇都宮南高 宇都宮高

月井 仁(1) 1m65
宇都宮高
福田 鋭龍(2) 1m65
小山南高
石垣 泰門(2) 1m65
作新学院高

庵原 拓実(3) 1m75 鈴木 颯太(2) 1m55 藤田 一馬(3) 1m55 伊藤 怜緒人(2) 1m35 並木 颯天(2) 1m35 箕輪 隼人(2) 1m25 砂川 晴音(2) 1m20
石橋中 横川中 姿川中 横川中 石橋中 横川中 横川中
竹田 ﾛﾄﾞｾﾞﾝ(1) 3m10 村上 颯哉(1) 2m50
黒羽高 上三川高
杉山 幸太郎(3) 2m70 飯野 瑛太(2) 1m80
清原中 清原中
村尾 陽平(3) 6m89(+1.1) 興野 雅(3) 6m78(+2.3) 仁田脇 勝太(3) 6m68(+2.6) 渋谷 勇次(1) 6m49(+4.2) 鈴木 空(3) 6m47(-0.1) 後藤 夢真(3) 6m43(+1.3) 伊藤 烈(2) 6m08(+4.1) 関谷 彰太(2) 6m08(+0.5)
作新学院高 茂木高 公認6m66(+1.7) 宇都宮北高 公認6m38(+0.7) 大田原高 公認6m42(+1.7) 作新学院高 作新学院高 佐野高 公認記録なし 佐野東高
藤井 悠太(3) 5m87(-0.4) 村田 貫二(2) 5m79(0.0) 渡邊 亮博(3) 5m66(0.0) 阿久津 勇輝(3) 5m62(-1.0) 長瀧 虹太(3) 5m54(-0.5) 齊藤 拓生(3) 5m49(-1.0) 川俣 拓巳(3) 5m41(-0.2) 藤田 一馬(3) 5m27(+0.9)
陽南中 陽南中 姿川中 泉が丘中 一条中 NINE TOCHIGITC 陽南中 姿川中
金井 晃希(3) 14m29(-0.4) 大島 瑠斗(3) 13m26(-0.8) 仁田脇 勝太(3) 13m18(-0.1) 藤倉 虎太郎(3) 13m17(+0.2) 齊藤 颯(2) 13m14(-0.4) 人見 圭紀(2) 12m87(-1.2) 櫻井 ｱﾉﾝ(2) 12m79(-0.6) 岡村 泰知(1) 12m37(+0.1)
作新学院高 作新学院高 宇都宮北高 小山西高 大田原高 真岡高 佐野日大高 白鴎大足利高
菊地 真叶(3) 9m35 猪瀬 優斗(2) 9m07 飯塚 俐仁(3) 9m01 竹島 桔平(2) 9m00 山口 水樹(2) 8m66 飯野 瑛太(2) 8m05 手塚 隆仁(3) 8m01 麦島 創(2) 7m91
清原中 清原中 姿川中 若松原中 若松原中 清原中 一条中 清原中
井上 元輝(2) 13m71 沼尾 空(3) 13m00 中島 和幸(1) 11m66 髙部 有汰(3) 10m76 増渕 竜輝(1) 10m64 篠崎 侍世(1) 10m34 内村 慶吾(1) 9m28 安瀬 璃亜(1) 9m05
宇都宮南高 青藍泰斗高 茂木高 宇都宮北高 高根沢高 青藍泰斗高 小山南高 黒磯南高
井上 元輝(2) 39m23 中里 拓翔(3) 39m13 今成 大地(3) 35m97 上沢 勇人(2) 33m05 猪瀬 照英(1) 26m41 中島 和幸(1) 26m10 横井 悠朔(2) 20m52
宇都宮南高 小山西高 真岡北陵高 小山南高 大田原高 茂木高 宇都宮北高
日渡 陸斗(3) 58m56 柳田 修(3) 36m84 森田 祥大(3) 36m09 宮城 悠(3) 34m89 兵藤 優斗(2) 31m01 中居 大翔(1) 29m32 横井 悠朔(2) 25m84 上山 煌太(2) 25m38
真岡高 真岡工業高 足利大附高 真岡工業高 小山西高 小山西高 宇都宮北高 真岡工業高
岡本 漠久(3) 52m63 中里 拓翔(3) 45m91 井上 隼佑(3) 44m05 須藤 響希(2) 42m84 岩﨑 恵斗(2) 40m71 青木 大河(1) 38m26 赤羽根 柊斗(3) 37m14 工藤 快斗(3) 36m46
宇都宮北高 小山西高 宇都宮北高 宇都宮北高 青藍泰斗高 宇都宮南高 足利大附高 小山高
大垣 武仁(3) 44m28 村端 航輝(2) 36m67 竹島 桔平(2) 35m92 川上 知椰(3) 26m75
瑞穂野中 若松原中 若松原中 清原中

5月28日 U18男子走高跳

5月28日 U16男子走高跳

5月29日 U18男子棒高跳

5月29日 U16男子棒高跳

5月29日 U18男子走幅跳

5月29日 U16男子走幅跳

5月28日 U18男子三段跳

5月29日 U16男子砲丸投(5.0kg)

5月29日 U18男子砲丸投(6.0kg)

5月28日 U18男子円盤投(1.75kg)

5月28日 U18男子ﾊﾝﾏｰ投(6.0kg)

5月29日 U18男子やり投(800g)

5月29日 U16男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ
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令和4年度栃木県U18／U16陸上競技記録会 【22090318】 
栃木県総合運動公園第二陸上競技場 【93080】 
2022/05/28 ～ 2022/05/29

8位1位 2位 3位 4位

五月女 光(3) 12.26(+1.7) 大図 奈々葉(2) 12.36(+1.7) 藤田 実優(1) 12.51(+1.7) 覚本 千莉(1) 12.54(+1.7) 村上 珠梨(1) 12.58(+1.7) 山川 菜々子(1) 12.88(+2.1) 吉田 楓(1) 12.96(+1.7) 本田 雅(1) 13.01(+1.7)
作新学院高 宇都宮女高 小山西高 白鴎大足利高 作新学院高 宇都宮女高 作新学院高 作新学院高

菊地 世眞(1) 13.01(+2.1)
白鴎大足利高

荒井 結梨(3) 12.73(-1.4) 石原 南菜(2) 12.93(-1.4) 高橋 愛茉(3) 13.13(-1.4) 小沼 彩愛(2) 13.38(-1.4) 宮澤 亜美(3) 13.45(-1.4) 國府田 沙耶(2) 13.46(-3.0) 厚木 ひまり(2) 13.48(-1.4) 渡邊 栞里(2) 13.68(-1.4)
野木中 足利陸上クラブ 国分寺中 足利陸上クラブ 足利陸上クラブ 石橋中 足利陸上クラブ 一条中
福田 菜々子(3) 40.66 清水 咲希(3) 42.56 間中 美結(2) 44.68 齊藤 麗来(2) 45.24 齊藤 るか(1) 45.43 金沢 美希(3) 47.36 鈴木 真凛(2) 49.76 宮崎 絢香(1) 50.97
白鴎大足利高 宇都宮女高 小山南高 小山西高 白鴎大足利高 小山南高 宇都宮女高 宇都宮女高
松本 芽久(2) 2:20.11 西田 真花(3) 2:20.54 大金 ゆい(1) 2:22.07 池田 結菜(2) 2:26.66 奥山 颯莉(3) 2:28.82 冨田 翔子(2) 2:32.77 田村 美彩(2) 2:33.65 藤原 香凜(3) 2:33.91
小山南高 那須拓陽高 宇都宮北高 宇都宮女高 那須拓陽高 石橋高 那須拓陽高 真岡女高
塚原 深結(3) 3:01.71 竹之下 舞帆(1) 3:05.80 荒牧 美羽(3) 3:08.92 蓬田 珠央梨(2) 3:12.91 大橋 空(2) 3:13.28 木村 郁花(3) 3:13.42 前沢 汐璃(3) 3:15.39 兒玉 光央(3) 3:16.95
長沼中 石川走友会 旭中 姿川中 若松原中 石橋中 栃木陸協 旭中
松本 芽久(2) 4:55.69 村上 果蓮(2) 4:57.81 阿久津 心和(2) 5:03.12 田島 美姫(1) 5:04.28 癸生川 美姫(2) 5:10.99 菊地 ひな(1) 5:13.22 豊田 雪羅(1) 5:18.82 比嘉 愛子(1) 5:19.65
小山南高 那須拓陽高 文星女高 文星女高 小山高 真岡女高 那須拓陽高 文星女高
野村 美月(2) 13.72(+3.6) 町田 珠実(3) 15.01(+3.6) 髙橋 玲緒(1) 15.10(+1.9) 山口 奈那子(2) 15.14(+3.6) 樋山 凛花(1) 15.51(+3.6) 髙森 優萌(2) 15.55(+3.6) 丸山 楓佳(3) 16.66(+3.6) 髙井 瑞祈(1) 17.22(+1.9)
石橋高 鹿沼高 白鴎大足利高 真岡女高 小山西高 さくら清修高 宇短附高 宇中女・中央高
安島 向日葵(3) 14.26 熊井 瞳(3) 16.66 岸田 眞穂(2) 19.36
瑞穂野中 落合中 横川中
山本 実希(1) 46.04 関口 実花(2) 49.47 鈴木 若菜(3) 52.65 建部 亜美(2) 54.51 浅川 颯希(3) 57.05
佐野日大高 石橋高 真岡女高 宇都宮東高 宇都宮女高
作新学院高 48.38 宇都宮北高A 50.20 小山西高 50.30 宇都宮女高A 50.75 真岡女高 52.15 小山南高 53.03 小山高 53.64 宇都宮女高B 55.23
吉田 楓(1) 福本 茉以(3) 荒川 綾香(3) 山川 菜々子(1) 山口 奈那子(2) 金沢 美希(3) 杉原 妃佳里(2) 石﨑 希(1)
五月女 光(3) 佐藤 蒼依(3) 藤田 実優(1) 大図 奈々葉(2) 岩崎 吉江(1) 桑原 あみか(3) 鶴見 愛音(2) 大森 千慧(2)
本田 雅(1) 佐藤 杏実(3) 亀田 沙依(3) 菅井 晴佳(2) 田中 愛莉亜(2) 椎名 美友(2) 末武 麻依(3) 鈴木 真凛(2)
村上 珠梨(1) 手塚 七星(3) 濱野 友鈴(2) 古寺 花菜(2) 黒子 夏穂(2) 間中 美結(2) 飯塚 虹心(2) 池田 結菜(2)
足利陸上クラブ 50.22 姿川中 52.24 一条中 54.80 泉が丘中B 56.10
厚木 ひまり(2) 日向野 心愛(3) 村田 莉々奈(2) 柿沼 那奈(2)
小沼 彩愛(2) 平野 菜々(2) 渡邊 栞里(2) 丸山 寧々(2)
宮澤 亜美(3) 石原 茉弥(2) 荒井 里圭(3) 山下 月愛(2)
石原 南菜(2) 岡田 莉奈(3) 岩坂 茉依(3) 石川 依茉(2)
小山西高 4:10.08 小山南高A 4:15.76 作新学院高 4:18.32 小山南高B 4:44.76
藤田 実優(1) 桑原 あみか(3) 吉田 楓(1) 福井 紅音(2)
荒川 綾香(3) 松本 芽久(2) 本田 雅(1) 倉澤 実玖(3)
齊藤 麗来(2) 金沢 美希(3) 村上 珠梨(1) 椎名 美友(2)
濱野 友鈴(2) 間中 美結(2) 渡部 かれん(1) 池田 聖菜(1)

5月28日 U18女子100m

5月28日 U16女子100m

5月29日 U18女子300m

5月29日 U18女子800m

5月28日 U16女子1000m

5月28日 U18女子1500m

5月29日
U18女子

100mYH(0.762m_8.5m)

5月29日
U16女子

100mYH(0.762m_8.5m) 
風：+3.8

5月29日
U18女子

300mH(0.762m_35.0m)

5月28日 U18女子4X100mR

5月28日 U16女子4X100mR

5月29日 U18女子4X400mR



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 浩二 招 集 所 審 判 長 小菅 徹

跳 躍 審 判 長 川田 浩司 記 録 主 任 奥山 俊昭

日付 種目 5位 6位 7位

令和4年度栃木県U18／U16陸上競技記録会 【22090318】 
栃木県総合運動公園第二陸上競技場 【93080】 
2022/05/28 ～ 2022/05/29

8位1位 2位 3位 4位

越路 結菜(3) 1m64 相馬 七海(1) 1m50 髙橋 怜那(3) 1m50 田中 琉唯(3) 1m50 熊井 優(2) 1m50 濱野 若葉(1) 1m45
黒磯南高 那須拓陽高 宇中女・中央高 さくら清修高 宇中女・中央高 宇中女・中央高

里井 知咲(1) 1m50 熊木 夢那(1) 1m50
作新学院高 宇都宮女高

石原 南菜(2) 1m50 吉家 遙那(2) 1m40 森田 葵心(2) 1m35 久郷 和泉(1) 1m25 尾賀 七海(2) 1m25 厚見 珠那(1) 1m15
足利陸上クラブ 大平陸上クラブ 横川中 さくら清修高 横川中 石橋中
坂上 凛璃(2) 3m20 新井 美月(3) 2m50 村上 素佳(3) 1m80
佐野日大高 佐野高 小山西高
太田 七海(3) 5m23(+1.1) 佐藤 蒼依(3) 5m20(+0.4) 大森 千慧(2) 4m94(+0.3) 田中 愛莉亜(2) 4m90(+2.0) 加藤 瞳(3) 4m89(+1.6) 福田 実由(2) 4m87(+1.8) 阿部 望叶(2) 4m74(+0.7) 諸橋 空(1) 4m69(+0.9)
佐野日大高 宇都宮北高 宇都宮女高 真岡女高 佐野高 鹿沼高 さくら清修高 さくら清修高
手塚 祐奈(1) 5m25(+0.8) 平野 菜々(2) 4m74(+3.0) 臼井 菜々美(3) 4m70(+0.8) 髙山 結帆(2) 4m65(+1.3) 斎藤 愛未(2) 4m39(+2.2) 細谷 華稟(3) 4m30(+1.8) 飯野 絢子(3) 4m13(+2.0) 日向野 心愛(3) 4m12(+0.7)
作新学院高 姿川中 公認記録なし 大平陸上クラブ 横川中 石橋中 公認記録なし 陽南中 姿川中 姿川中
加藤 瞳(3) 10m65(-0.5) 越路 結菜(3) 10m52(+0.8) 半田 真理(2) 10m32(-0.8) 黒子 夏穂(2) 9m95(+1.1)
佐野高 黒磯南高 小山西高 真岡女高
髙山 優葉(3) 10m31(-0.3) 齋藤 はな(1) 9m45(+0.3)
石橋中 宇都宮北高
田﨑 千尋(3) 11m45 加藤 杏奈(3) 11m40 梅澤 明日香(3) 10m32 前澤 ななみ(3) 9m55 肥塚 海音(2) 9m00 石下 樹璃(2) 8m79 若色 紗良(3) 8m27 石川 奈奈(2) 7m99
瑞穂野中 清原中 一条中 旭中 瑞穂野中 瑞穂野中 瑞穂野中 若松原中
大野 明日美(3) 11m59 塩濵 咲空(3) 11m32 桑原 あみか(3) 10m19 清水 忍(1) 9m93 中山 真緒(1) 9m38 畑山 凛音(2) 8m67 長嶋 千夏(1) 8m62
青藍泰斗高 青藍泰斗高 小山南高 青藍泰斗高 宇都宮南高 小山南高 さくら清修高
柄木田 菜々美(3) 29m41 薄井 美咲(2) 28m61 畑山 凛音(2) 23m89 長嶋 千夏(1) 23m75 佐藤 葵(1) 17m42
さくら清修高 黒磯南高 小山南高 さくら清修高 真岡北陵高
武藤 汐莉(3) 25m00 前澤 ななみ(3) 15m64 中里 楽々(3) 13m51 沖田 唯奈(3) 12m06
横川中 旭中 旭中 旭中
藤田 陽南(3) 37m42 大野 明日美(3) 34m11 薄井 美咲(2) 26m69
黒磯南高 青藍泰斗高 黒磯南高
谷 飛香里(1) 33m90 小野寺 芽依(3) 33m43 渡邊 安佑実(2) 31m66 生井 陽菜乃(2) 31m41 小林 美咲(2) 25m27 黒子 夏穂(2) 24m52 江田 桜(1) 19m59 菅野 心愛(1) 18m14
白鴎大足利高 真岡工業高 宇都宮北高 真岡女高 小山西高 真岡女高 佐野日大高 白鴎大足利高
荒井 結梨(3) 18.59(+4.4) 高橋 愛茉(3) 19.29(+2.5) 佐藤 麻里奈(2) 19.67(+4.4) 臼井 優美(3) 20.17(+2.5) 岩坂 茉依(3) 20.23(+4.4) 小林 虹羽(1) 20.28(+2.5) 佐藤 結奈(3) 20.46(+0.1) 鈴木 香凛(2) 20.56(+4.4)
野木中 国分寺中 陽南中 横川中 一条中 白鴎大足利高 阿久津中 若松原中
加藤 杏奈(3) 28m25 東島 心(2) 26m50 武藤 汐莉(3) 24m42
清原中 横川中 横川中

凡例 

5月28日 U18女子走高跳

5月28日 U16女子走高跳

5月29日 U18女子棒高跳

5月29日 U18女子走幅跳

5月29日 U16女子走幅跳

5月28日 U18女子三段跳

5月28日 U16女子三段跳

5月29日 U16女子砲丸投(2.721kg)

5月29日 U18女子砲丸投(4.0kg)

5月28日 U18女子円盤投(1.0kg)

5月29日 U16女子150m

5月29日 U16女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

5月28日 U16女子円盤投(1.0kg)

5月28日 U18女子ﾊﾝﾏｰ投(4.0kg)

5月29日 U18女子やり投(600g)



コンディション情報

大会総務 渡邊 方夫 トラック審判長 小針 敏明

跳躍審判長 川田 浩司 投てき審判長 前田 芳久

競歩審判長 小針 敏明 招集所審判長 小菅 徹

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2022/05/28 09:30 晴 25.0 68.0 南西 0.8

10:00 晴 25.5 68.0 東北東 1.7
11:00 晴 27.5 47.0 西南西 0.5
12:00 晴 29.5 35.0 西南西 2.2
13:00 晴 30.5 39.0 北西 2.0
14:00 晴 30.5 30.0 北北西 2.2
15:00 晴 31.5 27.0 北北西 1.5

2022/05/29 09:30 晴 26.0 52.0 北北西 1.6
10:00 晴 26.5 52.0 西南西 1.4
11:00 晴 29.5 49.0 南西 0.6
12:00 晴 31.0 40.0 南西 2.3
13:00 晴 33.0 32.0 南西 3.8
14:00 晴 34.5 31.0 西南西 0.6
15:00 晴 36.0 32.0 北北西 0.3



U18男子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

1組 (風:-0.8) 2組 (風:+4.0)

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

ｵﾉ ﾕｳﾄ ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾞｲｷ

1 8 4001 小野 悠人(3) 佐野高 10.96 1 5 4127 安濟 大起(3) さくら清修高 10.77
ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ

2 6 3180 野村 健太(2) 小山西高 11.02 2 1 4043 石川 桂一(3) 真岡高 10.78
ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲｾｲ ﾜｶﾅ ｹｲ

3 4 3003 郡司 快晴(2) 作新学院高 11.09 3 6 5028 若菜 敬(1) 佐野高 10.97
ｳｴﾉ ｿｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ

4 7 4036 上野 壮汰(3) 白鴎大足利高 11.15 4 4 4029 中村 慎之介(3) 作新学院高 11.01
ｵｸﾑﾗ ﾀﾞｲﾄ ﾀｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ

5 9 3002 奥村 太翔(2) 作新学院高 11.16 5 7 3004 高橋 虎ﾉ介(2) 作新学院高 11.07
ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ﾏｽﾉ ﾘｷﾄ

6 3 3035 須藤 涼佑(2) 佐野高 11.22 6 2 4280 増野 力叶(3) 宇都宮白楊高 11.07
ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ ｶﾜﾜ ﾕｳﾔ

7 1 4003 熊倉 直希(3) 佐野高 11.22 7 9 3122 川和 優也(2) さくら清修高 11.18
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ ﾅｶﾀﾆ ｱﾔﾄ

8 5 4284 柳沢 悠太(3) 宇短附高 11.26 8 8 3001 中谷 郁斗(2) 作新学院高 11.51
ﾀﾅｾ ｱｻﾄ ｶﾈｺ ﾚｵ

9 2 4125 棚瀨 朝斗(3) さくら清修高 11.31 3 5047 金子 怜央(1) 黒磯南高 DNS

3組 (風:+1.9) 4組 (風:-0.5)

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

ｺﾎﾞﾘ ｲﾀﾙ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1 6 4117 小堀 至(3) 茂木高 10.78 1 4 4253 清水 遼太郎(3) 栃木高 11.18
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ

2 3 4026 本田 優芽(3) 作新学院高 11.05 2 5 4075 鈴木 詠心(3) 宇都宮北高 11.22
ｵｲｶﾜ ﾀｸﾐ ﾏｻｷ ｼｭﾝｼﾞ

3 7 4301 笈川 巧(3) 栃木翔南高 11.11 3 1 4206 正木 俊至(3) 那須拓陽高 11.26
ﾖｼﾀﾞ ﾄｱ ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ

4 8 5019 吉田 都亜(1) 作新学院高 11.29 4 9 3077 髙嶋 漱太(2) 小山南高 11.34
ｻﾄｳ ｾｲﾔ ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｼﾞ

5 2 4190 佐藤 聖優(3) 真岡高 11.32 5 7 5044 渋谷 勇次(1) 大田原高 11.40
ｷｸﾁ ﾕｳﾄ ｻﾄｳ ｺｳﾖｳ

6 4 3280 菊地 優杜(2) 宇短附高 11.32 6 3 3110 佐藤 煌鷹(2) 那須拓陽高 11.41
ｱｸﾂ ﾘｮｳﾏ ｲﾉﾏﾀ ﾂｶｻ

7 1 4091 阿久津 龍馬(3) 大田原高 11.39 7 8 5074 猪又 司(1) さくら清修高 11.79
ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ

8 5 4267 成田 敬祐(3) 小山高 11.42 2 4232 鍵山 弘樹(3) 宇都宮高 DNS
ﾎｼ ﾘｮｳﾏ ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ

9 4126 星 竜磨(3) さくら清修高 DNS 6 3125 森山 結斗(2) さくら清修高 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

ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾐ

1 6 3048 齋藤 大豊(2) 大田原高 11.25 1 8 3005 庄司 大海(2) 作新学院高 11.23
ﾍﾞｯﾌﾟ ｿﾗ ﾀｶｶﾞﾈ ｼｮｳ

2 4 4094 別府 大空(3) 大田原高 11.32 2 5 5009 髙金 翔(1) 白鴎大足利高 11.32
ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ

3 8 3181 田口 拓翔(2) 小山西高 11.32 3 4 3072 千葉 大輝(2) 小山南高 11.48
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ

4 2 4351 鈴木 和翔(3) 青藍泰斗高 11.35 4 7 3260 高橋 暖空(2) 白鴎大足利高 11.51
ｲﾏｲ ｷｮｳｼﾛｳ ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ

5 1 3067 今井 強士朗(2) 作新学院高 11.51 5 1 4242 樋口 尊(3) 作新学院高 11.64
ｹﾌﾞｶﾜ ﾕｳｾｲ ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ

6 7 4227 癸生川 侑晟(3) 宇都宮高 11.56 6 3 5235 田中 暖人(1) 鹿沼高 11.97
ｲﾄｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ

7 5 5154 糸井 駿太朗(1) 大田原高 11.75 2 5040 吉田 賢人(1) 石橋高 DNS
ﾀﾃﾇﾏ ﾕｳﾄ ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ

8 9 5038 蓼沼 悠翔(1) 小山西高 11.80 6 4002 生井 求(3) 佐野高 DNS
ﾐﾔﾓﾄ ﾔﾏﾄ ｽｽﾞｷ ﾀｸ

3 3084 宮本 大和(2) 宇都宮高 DNS 9 4189 鈴木 大空(3) 真岡高 DNS

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



U18男子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

7組 (風:-2.6) 8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

ｿｳﾏ ﾀｹﾋﾄ ｶﾜｻｷ ﾀｲﾖｳ

1 5 3109 相馬 健人(2) 那須拓陽高 11.71 1 7 3052 川﨑 太陽(2) 宇都宮高 11.83
ｵｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ ｲﾏｲ ﾕｳﾀ

2 7 3158 岡本 元汰(2) 大田原高 11.84 2 1 3164 今井 優太(2) 大田原高 11.96
ｶﾐｵｶ ﾏﾅﾄ ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ

3 3 3298 上岡 真虎(2) 佐野日大高 11.86 3 5 3153 岡田 直樹(2) 宇都宮北高 11.97
ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂｷ ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾎ

4 9 3078 宮澤 乙樹(2) 小山南高 11.94 4 9 3120 篠原 拓歩(2) 栃木翔南高 12.02
ｻｲﾄｳ ﾙｲ ﾅﾌﾞﾁ ﾚｲﾔ

5 8 4101 斎藤 琉生(3) 小山南高 12.05 5 4 4271 名渕 怜矢(3) 小山高 12.14
ｽﾅｶﾜ ﾕｳﾀ ｲﾉｾ ﾘｭｳﾄ

6 4 4224 砂川 勇太(3) 宇都宮高 12.08 6 6 3147 猪瀬 琉斗(2) 真岡高 12.22
ﾌｸｼﾏ ﾂｶｻ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿｳﾀ

7 1 5056 福島 月冴(1) 宇都宮高 12.09 7 2 5153 溝口 蒼太(1) 大田原高 12.27
ｵｶ ﾊﾙﾏ ﾅﾘﾀ ｺｳｷ

8 2 5150 岡 悠真(1) 大田原高 12.30 8 3 3305 成田 航輝(2) 大田原高 12.35
ｲｼﾊﾗ ｱﾆｭｳ ｼﾊﾞﾔﾏ ｿﾗ

9 6 5244 石原 杏優(1) 宇都宮高 12.37 8 4187 柴山 青空(3) 真岡高 DNS

9組 (風:-0.9) 10組 (風:+1.6)

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

ｶﾐﾅｶﾞ ｺｳｷ ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ

1 7 5116 神永 昂季(1) 宇都宮南高 11.55 1 9 4122 石川 航大(3) 茂木高 11.76
ｶﾍﾞﾔ ﾏｻﾖｼ ﾅｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ

2 6 3134 壁屋 将義(2) 宇都宮南高 11.57 2 4 3058 内藤 暁仁(2) 宇都宮高 11.79
ｻｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ｼﾉﾊﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ

3 8 5256 佐賀 亮介(1) 作新学院高 11.84 3 2 5183 篠原 紀啓(1) 鹿沼高 11.80
ｲﾁﾞﾁ ｿｳﾀ ﾎﾘﾅｶ ﾊﾙﾄ

4 2 3138 伊地知 颯太(2) 宇都宮南高 11.96 4 7 4093 堀中 陽大(3) 大田原高 11.82
ﾀｶﾔﾏ ｼｵﾝ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ

5 9 3056 高山 翔温(2) 宇都宮高 11.98 5 6 4077 中原 優輔(3) 宇都宮北高 11.82
ﾀｶｸ ｹｲｼﾞ ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾗｲ

6 1 4209 高久 敬至(3) 那須拓陽高 12.11 6 1 4115 石塚 飛澪(3) 茂木高 11.90
ｵｶﾀﾞ ｲｵﾘ ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ

7 5 3107 岡田 伊織(2) 小山高 12.21 7 3 4103 西田 知生(3) 小山南高 12.16
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ ﾅｶﾞｲ ｺｳﾒｲ

8 4 5151 川口 柊斗(1) 大田原高 12.23 8 5 5250 長井 高明(1) 作新学院高 12.18
ﾆｼﾊﾗ ﾚｵ ｱｻﾋﾅ ﾕｳｾｲ

9 3 5249 西原 羚央(1) 作新学院高 12.44 8 3187 朝比奈 祐成(2) 栃木高 DNS

11組 (風:-0.1) 12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

ｷｮｳﾉ ﾏｻｼ ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ

1 5 4116 興野 雅(3) 茂木高 11.53 1 8 5203 大森 煌生(1) 那須拓陽高 11.98
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ ｾｷ ﾄﾗｷ

2 6 3247 渡邉 直樹(2) 宇都宮白楊高 11.78 2 5 3133 関 虎暉(2) 宇都宮清陵高 12.02
ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ ﾓﾘ ﾕｳｽｹ

3 9 5265 飯島 健太郎(1) 白鴎大足利高 11.83 3 9 3100 森 悠輔(2) 栃木高 12.06
ﾁﾊﾞ ﾐﾗｲ ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

4 7 4279 千葉 未来(3) 宇都宮白楊高 11.90 4 7 5094 齋藤 遥斗(1) 宇都宮清陵高 12.28
ｸﾛｺ ﾀｹﾙ ｶﾐｼﾞﾏ ｺｳｷ

5 1 4135 黒子 虎琉(3) 小山西高 11.91 5 3 3189 上嶋 晃輝(2) 栃木高 12.30
ｱｼﾞﾄ ｶﾂｷ ｼﾏﾉ ﾙｲ

6 3 3244 味戸 克樹(2) 小山西高 12.22 6 2 5104 島野 塁(1) 栃木高 12.43
ｻﾜｶﾞｼﾗ ｼｮｳﾀ ｼﾓﾑｶｲ ｱｲｷ

2 5208 澤頭 将太(1) 小山西高 DNS 7 6 3299 下向 葵輝(2) 作新学院高 12.44
ﾅｶｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ ｶﾐﾔﾏ ｱﾑ

4 5048 中島 郁哉(1) 黒磯南高 DNS 8 1 3223 神山 愛夢(2) 高根沢高 12.50
ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ

8 4134 加藤 健心(3) 小山西高 DNS 9 4 3235 髙橋 優心(2) 真岡高 13.73

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



U18男子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

13組 (風:-2.0) 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

ﾉｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ

1 5 3327 野沢 真吾(2) 作新学院高 12.40 1 2 5039 高橋 樹(1) 石橋高 11.62
ﾂｶﾊﾗ ｱｵｲ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ

2 1 5099 塚原 碧海(1) 栃木高 12.48 2 7 3111 富永 啓斗(2) 那須拓陽高 11.80
ｱﾝｼﾞｮｳ ｺｳｲﾁ ﾖｼｻﾞﾄ ﾚｲ

3 2 3245 安生 皓一(2) 宇都宮白楊高 12.49 3 4 5252 吉里 礼(1) 作新学院高 11.88
ｻｶﾞﾜ ｵｳｶﾞ ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ

4 8 3295 佐川 桜雅(2) 青藍泰斗高 12.55 4 9 4083 長谷川 悠人(3) 宇都宮北高 11.97
ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

5 6 4100 柴田 泰誠(3) 小山南高 12.57 5 8 3070 池田 正行(2) 小山南高 12.36
ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾕｳ ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾏ

6 3 3225 吉田 聖優(2) 茂木高 12.69 6 6 5184 中村 壮真(1) 鹿沼高 12.37
ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾂｷ ｵｵﾂｶ ﾀｶﾋﾛ

7 4 5248 宮島 颯希(1) 作新学院高 12.78 7 5 5054 大塚 崇広(1) 宇都宮高 12.47
ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ ﾓﾄﾖｼ ﾕｳｶﾞ

8 9 3074 ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ(2) 小山南高 12.84 8 1 5124 元吉 優雅(1) 小山南高 12.69
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗﾀ ﾏﾂｻﾞｷ ｼｮｳﾀ

9 7 5204 山本 新太(1) 那須拓陽高 13.26 9 3 5060 松﨑 翔大(1) 小山南高 13.02

15組 (風:+0.8) 16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

ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾀｹﾙ ｲﾜﾀ ｼｭｳﾏ

1 6 3121 漆原 尊琉(2) さくら清修高 12.26 1 3 5229 岩田 修真(1) 宇都宮白楊高 11.61
ｸﾛﾓﾘ ﾀｲｶ ｶｻﾊﾗ ﾘｸﾄ

2 3 3301 黒森 大夏(2) 作新学院高 12.35 2 8 5215 笠原 陸人(1) 真岡工業高 12.10
ｷｼ ｲｯｷ ﾅｶﾞﾂｶ ﾗｲｼﾞ

3 4 5063 岸 一輝(1) 小山南高 12.38 3 7 5059 長塚 来時(1) 小山南高 12.27
ﾊﾔｼ ﾋﾛ ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ

4 7 3328 林 洸(2) 栃木翔南高 12.51 4 2 5147 秋山 幸輝(1) 真岡高 12.65
ﾓﾓｷ ｼﾝﾔ ﾏﾂｼﾏ ｼｮｳ

5 1 5066 桃木 真弥(1) 小山南高 12.52 5 9 5260 松島 章(1) 鹿沼南高 12.72
ｵｵｼﾏ ﾐｶﾝ ﾎｼﾉ ﾋｭｳｶﾞ

6 9 3224 大島 海完(2) 茂木高 12.67 6 4 3131 星野 日羽向(2) 宇都宮商業高 12.79
ﾂﾂﾐ ﾊｵﾄ ｽﾜ ｼｮｳﾀ

7 8 3073 堤 迅士斗(2) 小山南高 12.80 7 6 3322 諏訪 翔太(2) 上三川高 13.12
ｼﾉｻﾞｷ ﾄｼｷ ｷﾑﾗ ﾘｭﾀﾛｳ

8 2 5143 篠﨑 俊希(1) 栃木高 13.13 8 5 5103 木村 隆太郎(1) 栃木高 13.12
ｽｸﾞﾛ ﾀｲﾖｳ

5 3243 須黒 太葉(2) 佐野東高 DNS

17組 (風:+0.4) 18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

ﾀｶﾏﾂ ﾚｵﾝ ｲｿｼﾏ ｱﾔﾄ

1 3 3320 髙松 怜音(2) 真岡高 11.78 1 5 3148 磯島 有椰人(2) 真岡高 11.17
ｴｸﾞﾁ ﾘｸ ｲｷ ﾂﾊﾞｻ

2 8 4401 江口 陸(3) 鹿沼南高 11.79 2 9 5111 壹岐 翼(1) 石橋高 12.06
ｶﾜﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ ｵｵｾﾞｷ ﾃﾝｾｲ

3 2 5216 川又 大知(1) 真岡工業高 12.02 3 4 5087 大関 天晴(1) 宇都宮北高 12.22
ｳｴｷ ﾐｻｷ ﾎﾘｴ ｶﾌﾞｷ

4 6 5051 植木 美冴輝(1) 宇都宮高 12.20 4 2 5163 堀江 兜気(1) 佐野東高 12.56
ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ ﾃﾗｳﾁ ﾄｼｷ

5 4 3330 田中 悠斗(2) 佐野東高 12.66 5 8 3329 寺内 穏貴(2) 佐野東高 12.69
ﾋﾗﾂｶ ｼﾞｭﾝﾔ ｶﾄｳ ﾗｲﾑ

6 9 5141 平塚 純弥(1) 黒羽高 12.84 6 3 5261 加藤 来夢(1) 鹿沼南高 14.15
ｶｶﾞﾐ ｱｷﾗ ｲｻﾞﾜ ｼｮｳ

7 5 5232 各務 瑛(1) 宇都宮白楊高 14.41 6 3278 伊澤 翔(2) 真岡北陵高 DNS
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ ｾﾝﾎﾞ ﾄﾓﾉﾘ

7 5133 髙橋 知之(1) 宇中女・中央高 DNS 7 5058 千保 朋範(1) 宇都宮高 DNS

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



U18男子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

19組 (風:-0.7) 20組 (風:-3.5)

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

ﾀｶｷﾞ ｱｷﾅﾘ ｲｼﾄﾞ ﾘｭｳｷ

1 5 5089 高木 亮成(1) 宇都宮北高 11.95 1 4 5088 石戸 隆貴(1) 宇都宮北高 12.10
ｾｷﾔ ｼｮｳﾀ ｲﾅﾊﾞ ﾅｵ

2 3 3201 関谷 彰太(2) 佐野東高 12.04 2 3 5082 稲葉 直央(1) 宇都宮高 12.27
ﾅｲﾄｳ ﾙｲ ｾｷｸﾞﾁ ﾘｱ

3 7 5140 内藤 琉偉(1) 黒羽高 12.34 3 5 5263 関口 璃亜(1) 鹿沼南高 12.71
ｼﾊﾞﾔﾏ ｺｳｷ ﾅｶﾔﾏ ｿｳｺﾞ

4 4 5144 柴山 航輝(1) 真岡高 12.41 4 6 4270 中山 颯梧(3) 小山高 13.14
ｳｽｲ ｹｲｽｹ ﾊﾏﾉ ﾂﾊﾞｻ

5 8 5254 臼井 渓輔(1) 作新学院高 13.01 5 9 5117 濱野 翼(1) 宇都宮南高 13.46
ｷﾘｺｼ ｺｲｳﾁﾛｳ ｳｴﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ

6 6 3237 桐越 功一朗(2) 真岡北陵高 13.59 6 2 5233 上野 麟太郎(1) 宇都宮白楊高 13.73
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ ﾅｶｼﾞﾏ ｸｳｶﾞ

2 5228 吉田 智貴(1) 小山高 DQ,FS1 7 3331 中島 久雅(2) 佐野東高 DNS
ｶﾒﾀﾞ ｵｳｽｹ ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｷ

9 5172 亀田 桜介(1) 宇都宮高 DNS 8 3236 柴田 晴生(2) 真岡北陵高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾞｲｷ

1 4127 安濟 大起(3) さくら清修高 10.77 +4.0
ｺﾎﾞﾘ ｲﾀﾙ

2 4117 小堀 至(3) 茂木高 10.78 +1.9
ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ

2 4043 石川 桂一(3) 真岡高 10.78 +4.0
ｵﾉ ﾕｳﾄ

4 4001 小野 悠人(3) 佐野高 10.96 -0.8
ﾜｶﾅ ｹｲ

5 5028 若菜 敬(1) 佐野高 10.97 +4.0
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ

6 4029 中村 慎之介(3) 作新学院高 11.01 +4.0
ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ

7 3180 野村 健太(2) 小山西高 11.02 -0.8
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ

8 4026 本田 優芽(3) 作新学院高 11.05 +1.9

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



U18男子300m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 10:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

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

ﾋﾗｻﾜ ｼﾞｪｰﾝ ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ

1 7 3248 平澤 潤燕(2) 作新学院高 35.61 1 3 4003 熊倉 直希(3) 佐野高 35.90
ｽｽﾞｷ ﾀｸ ﾀｶﾏﾂ ﾚｵﾝ

2 8 4189 鈴木 大空(3) 真岡高 36.49 2 6 3320 髙松 怜音(2) 真岡高 37.90
ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾜ ｳｴﾉ ﾕﾒﾄ

3 4 4011 松田 永遠(3) 佐野日大高 37.61 3 2 4345 上野 夢翔(3) 真岡北陵高 38.32
ｶﾜｻｷ ﾀｲﾖｳ ﾎﾘﾅｶ ﾊﾙﾄ

4 6 3052 川﨑 太陽(2) 宇都宮高 37.91 4 8 4093 堀中 陽大(3) 大田原高 38.57
ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ

5 5 4103 西田 知生(3) 小山南高 38.67 5 9 4100 柴田 泰誠(3) 小山南高 38.77
ｴﾀﾞ ｹｲﾀ ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ

2 4139 江田 圭汰(3) 小山西高 DNS 6 7 3115 福田 鋭龍(2) 小山南高 39.05
ﾊﾀﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ

3 5043 畠田 隼佑(1) 大田原高 DNS 7 5 5098 小島 康暉(1) 栃木高 41.96
ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

9 4002 生井 求(3) 佐野高 DNS 4 4074 渡邉 雅博(3) 宇都宮北高 DNS

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

ｻｲﾄｳ ﾙｲ ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

1 2 4101 斎藤 琉生(3) 小山南高 37.29 1 6 3035 須藤 涼佑(2) 佐野高 36.23
ｴｸﾞﾁ ﾘｸ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ

2 4 4401 江口 陸(3) 鹿沼南高 37.57 2 3 4351 鈴木 和翔(3) 青藍泰斗高 38.43
ﾀｶﾔﾏ ｼｵﾝ ｱｸﾂ ﾘｮｳﾏ

3 3 3056 高山 翔温(2) 宇都宮高 37.96 3 5 4091 阿久津 龍馬(3) 大田原高 38.55
ﾊﾈﾀﾞ ﾃﾞｨｴｺﾞ ﾏｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ

4 7 3238 羽田 ﾃﾞｨｴｺﾞ(2) 栃木農業高 38.48 4 2 5002 増山 裕介(1) 佐野日大高 38.81
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ ﾋﾗ ｺｳﾀﾞｲ

5 5 5151 川口 柊斗(1) 大田原高 38.60 5 8 5090 比良 航大(1) 宇都宮北高 39.58
ｼﾊﾞﾔﾏ ｿﾗ ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

6 6 4187 柴山 青空(3) 真岡高 39.56 6 4 3070 池田 正行(2) 小山南高 41.44
ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ ﾐﾔﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

7 9 3074 ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ(2) 小山南高 40.27 7 3239 宮田 健太郎(2) 栃木農業高 DNS
ﾅｶﾈ ﾋﾛｷ ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ

8 4346 中根 弘貴(3) 栃木高 DNS 9 3077 髙嶋 漱太(2) 小山南高 DNS

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

ﾜｶﾅ ｹｲ ｺﾎﾞﾘ ｲﾀﾙ

1 8 5028 若菜 敬(1) 佐野高 35.65 1 7 4117 小堀 至(3) 茂木高 34.39
ﾅｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ

2 5 3058 内藤 暁仁(2) 宇都宮高 38.33 2 8 4284 柳沢 悠太(3) 宇短附高 35.58
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ

3 7 5217 渡邊 晏斗(1) 真岡工業高 38.76 3 6 5101 佐藤 陽介(1) 栃木高 38.70
ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂｷ ｲﾄｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ

4 2 3078 宮澤 乙樹(2) 小山南高 40.05 4 9 5154 糸井 駿太朗(1) 大田原高 38.99
ｵｶ ﾊﾙﾏ ｷｼ ｲｯｷ

5 9 5150 岡 悠真(1) 大田原高 40.23 5 4 5063 岸 一輝(1) 小山南高 39.97
ﾋｶﾞﾉ ﾄﾗﾉｽｹ ｲｼｶﾜ ﾖｳｽｹ

6 3 5097 日向野 虎之介(1) 栃木農業高 41.31 6 3 5146 石川 楊介(1) 真岡高 40.17
ｽﾜ ﾏﾋﾛ ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

4 4300 諏訪 真央(3) 高根沢高 DNS 7 5 5094 齋藤 遥斗(1) 宇都宮清陵高 40.71
ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ

6 3181 田口 拓翔(2) 小山西高 DNS

凡例  DNS:欠場



U18男子300m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 10:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

7組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ ｺﾎﾞﾘ ｲﾀﾙ

1 6 4043 石川 桂一(3) 真岡高 35.75 1 4117 小堀 至(3) 茂木高 34.39
ｵｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ

2 5 3158 岡本 元汰(2) 大田原高 36.36 2 4284 柳沢 悠太(3) 宇短附高 35.58
ｵﾉ ﾕｳﾄ ﾋﾗｻﾜ ｼﾞｪｰﾝ

3 4 4001 小野 悠人(3) 佐野高 37.15 3 3248 平澤 潤燕(2) 作新学院高 35.61
ﾄｷﾆﾜ ｼｭｳﾏ ﾜｶﾅ ｹｲ

4 9 3049 時庭 駿真(2) 大田原高 38.44 4 5028 若菜 敬(1) 佐野高 35.65
ﾅｶﾞﾂｶ ﾗｲｼﾞ ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ

5 7 5059 長塚 来時(1) 小山南高 38.66 5 4043 石川 桂一(3) 真岡高 35.75
ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾞｲｷ ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ

3 4127 安濟 大起(3) さくら清修高 DNS 6 4003 熊倉 直希(3) 佐野高 35.90
ｱｸﾂ ｼﾝ ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

8 3126 阿久津 心(2) 宇都宮商業高 DNS 7 3035 須藤 涼佑(2) 佐野高 36.23
ｵｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ

8 3158 岡本 元汰(2) 大田原高 36.36

凡例  DNS:欠場



U18男子800m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ ﾅｶﾉ ﾕｳﾉｽｹ

1 3 4095 渡邉 憲司(3) 大田原高 1:56.84 1 8 4217 中野 由之承(3) 那須拓陽高 2:02.68
ｵｸｻﾞﾜ ｱﾂｼ ﾅｶﾞｾ ﾀｸﾏ

2 8 4251 奥澤 敦士(3) 栃木高 2:02.90 2 3 5041 長瀬 巧磨(1) 石橋高 2:05.67
ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ ﾎｿｲ ﾚﾝ

3 6 3105 髙木 蒼太(2) 小山高 2:03.34 3 4 4102 細井 蓮(3) 小山南高 2:06.97
ﾂｷﾊｼ ﾊﾙﾄ ﾒｸﾞﾛ ｼｮｳﾔ

4 4 3141 月橋 温音(2) 宇都宮南高 2:04.54 4 9 4403 目黒 翔也(3) 鹿沼南高 2:10.06
ﾅﾗ ﾕｳｷ ｸﾆｲ ｱｽﾏ

5 7 5034 奈良 優生(1) 那須拓陽高 2:05.28 2 3037 國井 飛慎(2) 那須拓陽高 DNS
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾝ

2 4191 前田 真德(3) 真岡高 DNS 5 3041 宮本 錬(2) 那須拓陽高 DNS
ﾐﾓﾘ ﾕｳﾏ ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ

5 4219 三森 悠真(3) 那須拓陽高 DNS 6 4096 前田 琉司(3) 大田原高 DNS
ｲｼﾊﾗ ﾘｸ ｶｹﾞﾔﾏ ｾｲｱ

9 3075 石原 吏玖(2) 小山南高 DNS 7 4141 影山 正空(3) 小山西高 DNS

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

ﾔﾌﾞｷ ｼﾞｮｳ ｺﾓﾘ ﾘｭｳｹｲ

1 7 4222 矢吹 丈(3) 那須拓陽高 2:01.06 1 6 3144 小森 隆惠(2) 真岡高 2:06.48
ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ ｼﾊﾞﾀ ｾｲﾙ

2 3 3036 福田 誉仁(2) 佐野高 2:01.28 2 8 3117 柴田 聖琉(2) 真岡工業高 2:07.82
ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ ｵｸﾞﾘ ｺｳﾀ

3 8 4363 小島 大地(3) 栃木高 2:02.06 3 7 3272 小栗 康汰(2) 小山高専 2:08.17
ｱﾀﾞﾁ ｶｲｾｲ ｵｵﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ

4 2 4349 足立 開生(3) 真岡高 2:03.29 4 5 3198 大森 宣裕(2) 宇都宮高 2:08.33
ﾐﾊｼ ﾊﾔﾄ ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾁｱ

5 4 3102 三橋 隼人(2) 栃木高 2:06.29 5 9 5065 中澤 那智空(1) 小山南高 2:13.94
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｾｲ

6 6 4228 鈴木 翔磨(3) 宇都宮高 2:07.53 2 3136 石川 龍聖(2) 宇都宮南高 DNS
ﾜﾗｶﾔ ﾕｷﾑﾈ ｽｽﾞｷ ﾏｵ

7 9 4239 藁萱 幸宗(3) 宇都宮高 2:09.51 3 3135 鈴木 優和(2) 宇都宮南高 DNS
ｼﾛｻｶ ﾘｮｳ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ

8 5 4216 城坂 澪(3) 那須拓陽高 2:17.70 4 3159 中林 航大(2) 大田原高 DNS

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

ﾄｵﾔﾏ ｼﾝﾀ ﾔﾀﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ

1 8 3162 遠山 心太(2) 大田原高 2:05.89 1 6 4119 谷田部 響(3) 茂木高 2:09.41
ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀ ﾀｶﾏﾂ ｺｳｾｲ

2 6 3033 湯沢 想太(2) 佐野高 2:07.10 2 5 4098 髙松 滉成(3) 大田原高 2:10.38
ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾔ ｵｵｶﾞｷ ｺｳｽｹ

3 2 3034 川上 統也(2) 佐野高 2:09.00 3 9 4140 大垣 昊佑(3) 小山西高 2:11.08
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

4 5 4347 小林 陽向(3) 高根沢高 2:10.80 4 4 3106 山田 哲平(2) 小山高 2:12.49
ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｼﾞ ﾌｼﾞｼﾛ ﾂﾊﾞｻ

5 3 4078 原田 慎侍(3) 宇都宮北高 2:12.04 5 8 3079 藤代 翔(2) 茂木高 2:13.46
ｵｵﾂｶ ｺｳｷ ﾆｼﾈ ﾕｳﾀﾛｳ

6 9 5061 大塚 幸希(1) 小山南高 2:12.11 6 3 4282 西根 佑太朗(3) 小山南高 2:13.75
ﾋﾄﾐ ｿｳﾒｲ ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ

7 4 5055 人見 聡明(1) 宇都宮高 2:12.52 7 7 5221 兵藤 崇人(1) 佐野高 2:14.42
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ ｶﾈｺ ｼｮｳ

7 3155 北條 琳太郎(2) 宇都宮北高 DNS 8 2 3076 金子 奨(2) 小山南高 2:17.61

凡例  DNS:欠場



U18男子800m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

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

ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾄ ｲﾝﾅﾐ ｻﾄｼ

1 9 3199 藤田 愛翔(2) 那須拓陽高 2:09.08 1 4 5084 印南 智史(1) 小山高 2:03.28
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾈｵ ｻｸﾗｲ ｾｲﾔ

2 7 5057 渡邉 音王(1) 那須拓陽高 2:10.40 2 6 5068 櫻井 聖也(1) 茂木高 2:03.83
ｶｼｷ ﾊﾙﾋｺ ｲｲｵ ﾊﾙｷ

3 3 5142 樫木 晴彦(1) 真岡工業高 2:12.74 3 7 5149 飯尾 明起(1) 真岡高 2:14.60
ｵｵｸﾎﾞ ｿｳﾀﾛｳ ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾔ

4 8 3196 大久保 湊太朗(2) 小山高 2:22.14 4 5 3145 野口 大弥(2) 真岡高 2:17.98
ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｸﾊﾙｸ ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝﾄ

5 5 5197 宮本 晴空(1) 上三川高 2:26.93 5 8 3154 永嶋 健人(2) 宇都宮北高 2:19.86
ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ ﾐﾂｲ ﾅｵﾔ

6 6 4269 坂本 晃(3) 小山高 2:28.03 6 9 3103 三井 南央也(2) 小山高 2:23.01
ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ ﾀｶﾊｼ ｲｵﾘ

4 4184 鈴木 柊太(3) 真岡高 DNS 3 5238 髙橋 庵(1) 那須拓陽高 DNS

9組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾏｻﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ

1 4 3143 佐々木 将斗(2) 真岡高 2:03.56 1 4095 渡邉 憲司(3) 大田原高 1:56.84
ｲﾉｾ ｹｲｽｹ ﾔﾌﾞｷ ｼﾞｮｳ

2 6 5243 猪瀬 啓介(1) 宇都宮北高 2:10.55 2 4222 矢吹 丈(3) 那須拓陽高 2:01.06
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ

3 9 5148 山岸 大治朗(1) 真岡高 2:21.12 3 3036 福田 誉仁(2) 佐野高 2:01.28
ｵｵｳﾁ ｼｮｳ ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ

4 8 5114 大内 翔(1) 宇都宮南高 2:30.50 4 4363 小島 大地(3) 栃木高 2:02.06
ｶｶﾞﾐ ｱｷﾗ ﾅｶﾉ ﾕｳﾉｽｹ

5 5 5232 各務 瑛(1) 宇都宮白楊高 2:43.43 5 4217 中野 由之承(3) 那須拓陽高 2:02.68
ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ ｵｸｻﾞﾜ ｱﾂｼ

3 4213 斎藤 海翔(3) 那須拓陽高 DNS 6 4251 奥澤 敦士(3) 栃木高 2:02.90
ﾀｹﾀﾞ ﾕｷﾋｻ ｲﾝﾅﾐ ｻﾄｼ

7 5231 武田 侑久(1) 宇都宮白楊高 DNS 7 5084 印南 智史(1) 小山高 2:03.28
ｱﾀﾞﾁ ｶｲｾｲ

8 4349 足立 開生(3) 真岡高 2:03.29

凡例  DNS:欠場



U18男子3000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 10:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ｶﾈｺ ﾕｳｾｲ ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｲｷ

1 15 3020 金子 悠生(2) 文星芸大附高 9:20.67 1 13 5026 長嶋 太城(1) 文星芸大附高 9:36.54
ｲｼﾊﾗ ﾘｸ ﾔﾏｲｴ ﾊﾙｷ

2 20 3075 石原 吏玖(2) 小山南高 9:36.57 2 2 4210 山家 遥輝(3) 那須拓陽高 9:52.87
ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾄ ﾏﾂｵ ｸｳﾔ

3 17 4144 永田 寛人(3) 小山西高 9:38.47 3 8 5246 松尾 空弥(1) 作新学院高 10:15.37

ﾜｷ ｶﾅﾄ ﾀｼﾛ ｺｳﾀ

4 14 4185 和気 奏(3) 真岡高 9:49.64 4 10 5156 田代 晃大(1) 大田原高 10:16.99

ｵｵﾀﾜ ｼﾞｭｳｺﾞ ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ

5 18 4258 大田和 十吾(3) 文星芸大附高 9:49.83 5 1 5221 兵藤 崇人(1) 佐野高 10:18.72

ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ

6 1 5022 斎藤 雄一郎(1) 文星芸大附高 9:55.77 6 3 3101 松本 司(2) 栃木高 10:19.33

ｶｽﾔ ﾕｷﾄ ﾆｼﾈ ﾕｳﾀﾛｳ

7 10 5092 粕谷 幸冬(1) 宇都宮清陵高 9:58.68 7 9 4282 西根 佑太朗(3) 小山南高 10:21.46

ﾀｹｽｴ ﾊｼﾞﾒ ｶﾈｺ ｼｮｳ

8 11 5123 武末 朔(1) 小山高専 10:06.77 8 4 3076 金子 奨(2) 小山南高 10:23.17

ｲｼｼﾞﾏ ﾕｳｶﾞ ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ

9 4 4312 石嶋 優雅(3) 栃木農業高 10:12.98 9 19 3142 小嶋 遼太郎(2) 宇都宮南高 10:40.18

ｳｽｲ ﾅｵﾄ ｳﾒﾑﾗ ﾃﾂﾋﾛ

10 16 5110 薄井 那音(1) 石橋高 10:27.67 10 7 3185 梅村 哲煕(2) 栃木高 10:52.96

ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ ﾅｶﾔｽ ｻｸﾗ

11 5 5173 前田 悠貴(1) 宇都宮高 10:38.59 11 14 5105 仲保 咲來(1) 栃木高 10:54.37

ｳﾁﾀﾞ ｱﾂﾔ ﾊｼﾓﾄ ｿｳｽｹ

12 19 5069 内田 敦也(1) 茂木高 10:51.96 12 21 5247 橋本 宗佑(1) 作新学院高 10:57.31

ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾚﾝ

13 12 5112 福田 悠樹(1) 宇都宮南高 10:59.11 13 5 5164 松平 蓮(1) 佐野東高 11:10.93

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾄ ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ

14 9 5267 遠藤 湊(1) 宇都宮北高 11:14.82 14 17 3083 岡田 雄哉(2) 宇都宮高 11:29.87

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ ﾏﾂｻﾞｷ ﾃｯﾀ

15 21 5121 宮澤 泰成(1) 宇都宮南高 11:27.56 15 11 5182 松崎 徹太(1) 鹿沼高 11:56.91

ﾂｶﾊﾗ ﾌｳﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ

16 7 5226 塚原 楓人(1) 小山高 11:39.96 16 12 5102 山崎 雄輝(1) 栃木高 12:23.61

ｶﾝﾉ ﾊﾙｷ ｶﾜｾ ｺｳﾀ

17 2 5207 菅野 陽輝(1) 小山西高 12:23.89 17 16 5100 川瀬 洸太(1) 栃木高 12:26.33

ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ ｺﾞﾄｳ ｶｲ

3 4184 鈴木 柊太(3) 真岡高 DNS 6 5152 後藤 霞維(1) 大田原高 DNS
ｸｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ｿｴﾉ ﾗｸ

6 5187 久我 涼介(1) 鹿沼高 DNS 15 5024 添野 楽(1) 文星芸大附高 DNS
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ ｺｾｷ ﾊﾙﾄ

8 4191 前田 真德(3) 真岡高 DNS 18 4215 小関 暖土(3) 那須拓陽高 DNS
ﾀｶﾊｼ ｲｵﾘ ﾀｶﾊｼ ﾗｲﾏ

13 5238 髙橋 庵(1) 那須拓陽高 DNS 20 5237 髙橋 來舞(1) 那須拓陽高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



U18男子3000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 10:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ﾖﾈﾔﾏ ﾀｸﾄ ｶﾜﾊﾗ ｱｵｲ

1 21 5016 米山 拓人(1) 作新学院高 9:22.04 1 16 4018 河原 蒼(3) 文星芸大附高 8:46.31
ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ

2 18 3036 福田 誉仁(2) 佐野高 9:22.80 2 22 4188 栗原 周平(3) 真岡高 8:55.01
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾄ ｺﾞﾐﾌﾞﾁ ﾕｲﾄ

3 16 3054 小泉 祐翔(2) 宇都宮高 9:26.26 3 18 4019 五味渕 結斗(3) 文星芸大附高 9:08.71
ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾔ ｵﾉｻﾞｷ ｺｳ

4 19 3034 川上 統也(2) 佐野高 9:29.47 4 8 5021 小野﨑 亨(1) 文星芸大附高 9:11.81
ｲﾝﾅﾐ ﾖｼﾀｶ ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ

5 5 3042 印南 吉隆(2) 那須拓陽高 9:32.06 5 9 3039 齊藤 壮汰(2) 那須拓陽高 9:13.96
ｲﾁﾑﾗ ｹﾝﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾄ

6 9 5015 市村 健太(1) 作新学院高 9:34.16 6 11 3022 渡邉 愛叶(2) 文星芸大附高 9:16.27
ｷｸﾁ ﾕｲﾄ ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ

7 8 4214 菊地 柚斗(3) 那須拓陽高 9:34.73 7 14 4218 藤田 翔大(3) 那須拓陽高 9:18.29
ｽｽﾞｷ ｶｲ ｻﾄｳ ﾊﾙｷ

8 2 3040 鈴木 快(2) 那須拓陽高 9:39.31 8 15 3255 佐藤 元紀(2) 大田原高 9:19.53
ﾎｿｲ ﾚﾝ ｻﾄｳ ﾀｯﾍﾟｲ

9 20 4102 細井 蓮(3) 小山南高 9:39.37 9 1 3021 佐藤 達平(2) 文星芸大附高 9:29.99
ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀ ｶﾄｳ ﾊﾙｷ

10 7 3033 湯沢 想太(2) 佐野高 9:42.49 10 4 4017 加藤 悠希(3) 文星芸大附高 9:32.37
ｱｻｲ ｺｳﾀ ｲｶﾞﾗｼ ﾘｸﾄ

11 3 5050 浅井 航太(1) 宇都宮高 9:43.04 11 5 3018 五十嵐 陸斗(2) 文星芸大附高 9:39.55
ﾁﾊﾞﾅ ｶﾞｸ ｳｴﾀﾞ ﾀｲｶﾞ

12 17 3057 知花 岳(2) 宇都宮高 9:48.04 12 2 5033 上田 大雅(1) 那須拓陽高 9:48.85
ﾂｷｲ ｼｭﾝﾔ ﾃﾂｶ ｶﾝﾀ

13 10 5029 月井 竣也(1) 那須拓陽高 9:48.45 13 13 5017 手塚 勘太(1) 作新学院高 9:54.41
ｵｵﾀ ﾀｹﾙ ﾀﾉ ﾋﾛﾄ

14 4 5031 太田 尊琉(1) 那須拓陽高 9:48.77 14 6 5239 田野 大翔(1) 那須拓陽高 9:59.94
ﾔﾏｳﾁ ｶｲﾄ ﾅﾗ ﾕｳｷ

15 14 3044 山内 快斗(2) 那須拓陽高 9:54.99 15 7 5034 奈良 優生(1) 那須拓陽高 10:07.28

ｽｽﾞｷ ﾅｵ ｸﾘﾊﾗ ﾀｲｶﾞ

16 13 3124 鈴木 那央(2) さくら清修高 9:57.74 16 10 3252 栗原 大嘉(2) 作新学院高 10:25.03

ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾞ ｱﾗｲ ﾔﾏﾄ

17 6 5083 田中 大雅(1) 宇都宮高 10:05.57 19 3161 荒井 大和(2) 大田原高 DNF
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾈｵ ｻﾄｳ ｼﾝｽｹ

18 15 5057 渡邉 音王(1) 那須拓陽高 10:14.97 3 4221 佐藤 新介(3) 那須拓陽高 DNS
ｲｼﾀﾞ ｲｯﾄ ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙﾄ

19 11 5035 石田 一翔(1) 作新学院高 10:15.01 12 3163 平山 陽翔(2) 大田原高 DNS
ﾄﾖﾀﾞ ｺｳｼﾞ ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾏ

1 3031 豊田 晃司(2) 作新学院高 DNS 17 3009 枡田 克磨(2) 作新学院高 DNS
ｶﾜﾗ ﾀﾂｷ ﾖｺﾔﾏ ｾｲ

12 4192 河原 龍樹(3) 真岡高 DNS 20 4211 横山 成(3) 那須拓陽高 DNS
ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ

21 5032 荒川 侑介(1) 那須拓陽高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



U18男子3000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 10:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5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

ﾉﾃﾞ ｶｹﾙ ｶﾜﾊﾗ ｱｵｲ

1 7 5027 野手 駈(1) 文星芸大附高 8:53.31 1 4018 河原 蒼(3) 文星芸大附高 8:46.31
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾘ ﾉﾃﾞ ｶｹﾙ

2 4 5013 渡邉 勇利(1) 作新学院高 8:56.20 2 5027 野手 駈(1) 文星芸大附高 8:53.31
ｻﾄｳ ﾋﾛﾉ ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ

3 13 3006 佐藤 広能(2) 作新学院高 8:57.32 3 4188 栗原 周平(3) 真岡高 8:55.01
ｸﾆｲ ｱｽﾏ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾘ

4 9 3037 國井 飛慎(2) 那須拓陽高 9:00.05 4 5013 渡邉 勇利(1) 作新学院高 8:56.20
ﾖｺﾀ ｷﾞﾝｶﾞ ｻﾄｳ ﾋﾛﾉ

5 3 4021 横田 銀牙(3) 文星芸大附高 9:01.66 5 3006 佐藤 広能(2) 作新学院高 8:57.32
ﾌｼﾞｲ ﾀﾂｷ ｸﾆｲ ｱｽﾏ

6 18 4250 藤井 達希(3) 作新学院高 9:03.48 6 3037 國井 飛慎(2) 那須拓陽高 9:00.05
ﾀﾂｲｼ ｾｲ ﾖｺﾀ ｷﾞﾝｶﾞ

7 1 5012 立石 晟唯(1) 作新学院高 9:06.64 7 4021 横田 銀牙(3) 文星芸大附高 9:01.66
ｱｵﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾌｼﾞｲ ﾀﾂｷ

8 16 5014 青山 竜太朗(1) 作新学院高 9:07.08 8 4250 藤井 達希(3) 作新学院高 9:03.48
ｻｻｷ ﾏｻﾄ

9 19 3143 佐々木 将斗(2) 真岡高 9:07.38
ｶｻﾊﾗ ｿｳﾀ

10 17 3019 笠原 颯太(2) 文星芸大附高 9:17.84
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ

11 10 5023 鈴木 千尋(1) 文星芸大附高 9:26.18
ﾓﾄﾊｼ ﾀﾞｲｷ

12 6 3043 本橋 大希(2) 那須拓陽高 9:30.15
ｳｶｼﾞ ｹｲﾀ

13 11 4031 宇梶 慶太(3) 作新学院高 9:32.52
ｱｸﾂ ﾀｲｷ

14 2 4245 阿久津 太希(3) 作新学院高 9:37.90
ﾃﾂﾞｶ ﾔﾏﾄ

15 22 3007 手塚 大斗(2) 作新学院高 9:38.06
ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

16 15 4020 野澤 涼太(3) 文星芸大附高 9:38.84
ｲﾜﾓﾄ ﾕｲｷ

17 12 5030 岩本 由輝(1) 那須拓陽高 9:43.53
ﾔﾌﾞｷ ｼﾞｮｳ

18 20 4222 矢吹 丈(3) 那須拓陽高 10:00.81

ｵﾏﾀ ﾘｭｳｼﾝ

5 3008 小又 琉神(2) 作新学院高 DNS
ｸﾆｲ ﾌｳﾏ

8 3038 國井 楓慎(2) 那須拓陽高 DNS
ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾝ

14 3041 宮本 錬(2) 那須拓陽高 DNS
ﾌｼﾞﾀ ｵｳｶﾞ

21 3160 藤田 凰雅(2) 大田原高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



U18男子110mJH(0.991m_9.14m)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 12:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+3.6) 2組 (風:+2.0)

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

ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ

1 4 4137 小宮 一摩(3) 小山西高 14.37 1 9 3053 川田 健斗(2) 宇都宮高 14.61
ｲｼｲ ﾊﾙｷ ｲﾄｳ ｿﾗﾄ

2 5 3050 石井 遙(2) 宇都宮高 14.91 2 4 4045 伊藤 聖空人(3) 宇都宮清陵高 15.25
ﾍﾞｯﾌﾟ ｿﾗ ｻｲﾄｳ ｶｲ

3 7 4094 別府 大空(3) 大田原高 15.04 3 7 3014 斉藤 快(2) 白鴎大足利高 16.46
ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾃ

4 3 3072 千葉 大輝(2) 小山南高 15.65 4 6 3179 齊藤 颯(2) 大田原高 17.18
ｲｼｶﾜ ｹｲｼ ｾｷ ﾕｳﾀ

5 6 3062 石川 京史(2) 宇短附高 15.75 5 5 5076 関 優太(1) さくら清修高 17.34
ｸﾛｲﾜｸﾛｲﾜ ｶｲﾄｶｲﾄ ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾑ

6 9 5037 黒岩 海翔(1) 小山西高 16.04 6 3 3306 中田 祐夢(2) 足利大附高 18.08
ﾀｶﾉｽ ｷｮｳｽｹ ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ

7 2 5045 鷹栖 興翼(1) 大田原高 16.56 8 4232 鍵山 弘樹(3) 宇都宮高 DNS
ﾋﾗﾇﾏ ﾀｸﾐ

8 5125 平沼 拓海(1) 小山南高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ

1 4137 小宮 一摩(3) 小山西高 14.37 +3.6
ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ

2 3053 川田 健斗(2) 宇都宮高 14.61 +2.0
ｲｼｲ ﾊﾙｷ

3 3050 石井 遙(2) 宇都宮高 14.91 +3.6
ﾍﾞｯﾌﾟ ｿﾗ

4 4094 別府 大空(3) 大田原高 15.04 +3.6
ｲﾄｳ ｿﾗﾄ

5 4045 伊藤 聖空人(3) 宇都宮清陵高 15.25 +2.0
ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ

6 3072 千葉 大輝(2) 小山南高 15.65 +3.6
ｲｼｶﾜ ｹｲｼ

7 3062 石川 京史(2) 宇短附高 15.75 +3.6
ｸﾛｲﾜｸﾛｲﾜ ｶｲﾄｶｲﾄ

8 5037 黒岩 海翔(1) 小山西高 16.04 +3.6

凡例  DNS:欠場

U18男子300mH(0.914m_35.0m)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 11:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ

1 7 3016 渡辺 伸吾(2) 白鴎大足利高 39.46
ｶﾐｵｶ ﾏﾅﾄ

2 8 3298 上岡 真虎(2) 佐野日大高 41.53
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

3 5 4074 渡邉 雅博(3) 宇都宮北高 42.14
ﾔﾏﾜｷ ﾀｸ

4 6 4082 山脇 大空(3) 宇都宮北高 42.72
ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ

3 4137 小宮 一摩(3) 小山西高 DNS
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ

4 4257 丸山 大善(3) 白鴎大足利高 DNS
ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ

9 5039 高橋 樹(1) 石橋高 DNS



U18男子3000mW
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28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

ｲﾜｷ ｺｳｳﾝ

1 2 4097 岩城 考雲(3) 大田原高 13:28.10

ﾉﾑﾗ ｺｳｷ

2 1 3324 野村 晃暉(2) 栃木高 16:46.50



U18男子4X100mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

1 4 茂木高 4122 石川 航大(3) ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 43.70 1 7 真岡高 3148 磯島 有椰人(2) ｲｿｼﾏ ｱﾔﾄ 43.20
4116 興野 雅(3) ｷｮｳﾉ ﾏｻｼ 4190 佐藤 聖優(3) ｻﾄｳ ｾｲﾔ
4115 石塚 飛澪(3) ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾗｲ 4186 市村 大樹(3) ｲﾁﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
4117 小堀 至(3) ｺﾎﾞﾘ ｲﾀﾙ 4043 石川 桂一(3) ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ

2 8 宇都宮北高B 3152 須藤 響希(2) ｽﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 45.01 2 4 宇都宮北高A 4077 中原 優輔(3) ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 43.67
3153 岡田 直樹(2) ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 4073 仁田脇 勝太(3) ﾆﾀﾜｷ ｼｮｳﾀ
5088 石戸 隆貴(1) ｲｼﾄﾞ ﾘｭｳｷ 4075 鈴木 詠心(3) ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ
5089 高木 亮成(1) ﾀｶｷﾞ ｱｷﾅﾘ 4076 岡本 漠久(3) ｵｶﾓﾄ ﾊﾞｸ

3 9 小山南高B 3115 福田 鋭龍(2) ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ 45.08 3 6 大田原高B 5043 畠田 隼佑(1) ﾊﾀﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 44.12
3078 宮澤 乙樹(2) ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂｷ 3158 岡本 元汰(2) ｵｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ
3072 千葉 大輝(2) ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 4093 堀中 陽大(3) ﾎﾘﾅｶ ﾊﾙﾄ
5059 長塚 来時(1) ﾅｶﾞﾂｶ ﾗｲｼﾞ 3049 時庭 駿真(2) ﾄｷﾆﾜ ｼｭｳﾏ

4 5 小山南高A 4101 斎藤 琉生(3) ｻｲﾄｳ ﾙｲ 47.34 9 大田原高C 5151 川口 柊斗(1) ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ DQ,R2

4103 西田 知生(3) ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 5150 岡 悠真(1) ｵｶ ﾊﾙﾏ
4100 柴田 泰誠(3) ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ 5153 溝口 蒼太(1) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿｳﾀ
4282 西根 佑太朗(3) ﾆｼﾈ ﾕｳﾀﾛｳ 5154 糸井 駿太朗(1) ｲﾄｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ

7 小山高 4271 名渕 怜矢(3) ﾅﾌﾞﾁ ﾚｲﾔ DNF 5 大田原高 DNS
4267 成田 敬祐(3) ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ
4270 中山 颯梧(3) ﾅｶﾔﾏ ｿｳｺﾞ
4269 坂本 晃(3) ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ

6 宇都宮北高C DNS 8 白鴎大足利高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 佐野高 3035 須藤 涼佑(2) ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 42.15
4001 小野 悠人(3) ｵﾉ ﾕｳﾄ
4003 熊倉 直希(3) ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ
5028 若菜 敬(1) ﾜｶﾅ ｹｲ

2 8 大田原高A 4091 阿久津 龍馬(3) ｱｸﾂ ﾘｮｳﾏ 42.73
4094 別府 大空(3) ﾍﾞｯﾌﾟ ｿﾗ
3048 齋藤 大豊(2) ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ
5044 渋谷 勇次(1) ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｼﾞ

3 7 さくら清修高 3122 川和 優也(2) ｶﾜﾜ ﾕｳﾔ 42.80
4125 棚瀨 朝斗(3) ﾀﾅｾ ｱｻﾄ
4127 安濟 大起(3) ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾞｲｷ
5074 猪又 司(1) ｲﾉﾏﾀ ﾂｶｻ

4 4 宇都宮高 3053 川田 健斗(2) ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ 42.98
3060 小泉 槙之介(2) ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ
3052 川﨑 太陽(2) ｶﾜｻｷ ﾀｲﾖｳ
3050 石井 遙(2) ｲｼｲ ﾊﾙｷ

5 6 小山西高 4136 関口 颯太(3) ｾｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ 43.01
4137 小宮 一摩(3) ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ
4142 藤倉 虎太郎(3) ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾀﾛｳ
3180 野村 健太(2) ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ

9 作新学院高 3004 高橋 虎ﾉ介(2) ﾀｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ DNS
3002 奥村 太翔(2) ｵｸﾑﾗ ﾀﾞｲﾄ
3003 郡司 快晴(2) ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲｾｲ
5018 糸数 昌穂(1) ｲﾄｶｽﾞ ｱｷﾎ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



U18男子4X100mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 佐野高 3035 須藤 涼佑(2) ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 42.15
4001 小野 悠人(3) ｵﾉ ﾕｳﾄ
4003 熊倉 直希(3) ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ
5028 若菜 敬(1) ﾜｶﾅ ｹｲ

2 大田原高A 4091 阿久津 龍馬(3) ｱｸﾂ ﾘｮｳﾏ 42.73
4094 別府 大空(3) ﾍﾞｯﾌﾟ ｿﾗ
3048 齋藤 大豊(2) ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ
5044 渋谷 勇次(1) ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｼﾞ

3 さくら清修高 3122 川和 優也(2) ｶﾜﾜ ﾕｳﾔ 42.80
4125 棚瀨 朝斗(3) ﾀﾅｾ ｱｻﾄ
4127 安濟 大起(3) ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾞｲｷ
5074 猪又 司(1) ｲﾉﾏﾀ ﾂｶｻ

4 宇都宮高 3053 川田 健斗(2) ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ 42.98
3060 小泉 槙之介(2) ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ
3052 川﨑 太陽(2) ｶﾜｻｷ ﾀｲﾖｳ
3050 石井 遙(2) ｲｼｲ ﾊﾙｷ

5 小山西高 4136 関口 颯太(3) ｾｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ 43.01
4137 小宮 一摩(3) ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ
4142 藤倉 虎太郎(3) ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾀﾛｳ
3180 野村 健太(2) ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ

6 真岡高 3148 磯島 有椰人(2) ｲｿｼﾏ ｱﾔﾄ 43.20
4190 佐藤 聖優(3) ｻﾄｳ ｾｲﾔ
4186 市村 大樹(3) ｲﾁﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
4043 石川 桂一(3) ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ

7 宇都宮北高A 4077 中原 優輔(3) ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 43.67
4073 仁田脇 勝太(3) ﾆﾀﾜｷ ｼｮｳﾀ
4075 鈴木 詠心(3) ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ
4076 岡本 漠久(3) ｵｶﾓﾄ ﾊﾞｸ

8 茂木高 4122 石川 航大(3) ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 43.70
4116 興野 雅(3) ｷｮｳﾉ ﾏｻｼ
4115 石塚 飛澪(3) ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾗｲ
4117 小堀 至(3) ｺﾎﾞﾘ ｲﾀﾙ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



U18男子4X400mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

1 7 宇都宮南高 3134 壁屋 将義(2) ｶﾍﾞﾔ ﾏｻﾖｼ 3:35.13 1 4 小山南高A 4100 柴田 泰誠(3) ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ 3:35.96

3136 石川 龍聖(2) ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 4103 西田 知生(3) ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ
5116 神永 昂季(1) ｶﾐﾅｶﾞ ｺｳｷ 4102 細井 蓮(3) ﾎｿｲ ﾚﾝ
5120 石見 だいや(1) ｲﾜﾐ ﾀﾞｲﾔ 4101 斎藤 琉生(3) ｻｲﾄｳ ﾙｲ

2 8 宇都宮商業高A 3128 高澤 宏仁(2) ﾀｶｻﾞﾜ ｺｳｼﾞﾝ 3:37.92 2 6 宇都宮北高B 3153 岡田 直樹(2) ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 3:36.80

3126 阿久津 心(2) ｱｸﾂ ｼﾝ 3155 北條 琳太郎(2) ﾎｳｼﾞｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ
3130 福上 栄喜(2) ﾌｸｶﾞﾐ ｴｲｷ 3152 須藤 響希(2) ｽﾄｳ ﾋﾋﾞｷ
4290 兼村 晨飛(3) ｶﾈﾑﾗ ｱｻﾋ 5090 比良 航大(1) ﾋﾗ ｺｳﾀﾞｲ

3 4 宇都宮高B 5055 人見 聡明(1) ﾋﾄﾐ ｿｳﾒｲ 3:48.63 3 8 小山南高B 3115 福田 鋭龍(2) ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ 3:40.75

3057 知花 岳(2) ﾁﾊﾞﾅ ｶﾞｸ 3072 千葉 大輝(2) ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ
3083 岡田 雄哉(2) ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 5059 長塚 来時(1) ﾅｶﾞﾂｶ ﾗｲｼﾞ
3081 中西 稜(2) ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳ 3078 宮澤 乙樹(2) ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂｷ

4 9 栃木農業高 3238 羽田 ﾃﾞｨｴｺﾞ(2) ﾊﾈﾀﾞ ﾃﾞｨｴｺﾞ 3:52.29 4 5 宇都宮高C 3055 髙野 航希(2) ﾀｶﾉ ｺｳｷ 3:45.17

5095 佐藤 瑠偉(1) ｻﾄｳ ﾙｲ 5050 浅井 航太(1) ｱｻｲ ｺｳﾀ
5097 日向野 虎之介(1) ﾋｶﾞﾉ ﾄﾗﾉｽｹ 3054 小泉 祐翔(2) ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾄ
4312 石嶋 優雅(3) ｲｼｼﾞﾏ ﾕｳｶﾞ 3198 大森 宣裕(2) ｵｵﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ

5 5 宇都宮北高C 5088 石戸 隆貴(1) ｲｼﾄﾞ ﾘｭｳｷ 3:59.15 7 大田原高C 5044 渋谷 勇次(1) ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｼﾞ DQ
5243 猪瀬 啓介(1) ｲﾉｾ ｹｲｽｹ 5043 畠田 隼佑(1) ﾊﾀﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
5087 大関 天晴(1) ｵｵｾﾞｷ ﾃﾝｾｲ 5045 鷹栖 興翼(1) ﾀｶﾉｽ ｷｮｳｽｹ
3256 横井 悠朔(2) ﾖｺｲ ﾕｳｻｸ 5151 川口 柊斗(1) ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ

6 茂木高 4116 興野 雅(3) ｷｮｳﾉ ﾏｻｼ DNS 9 宇都宮北高D DNS
4122 石川 航大(3) ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ
4119 谷田部 響(3) ﾔﾀﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ
4117 小堀 至(3) ｺﾎﾞﾘ ｲﾀﾙ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 作新学院高 4026 本田 優芽(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 3:20.72

3248 平澤 潤燕(2) ﾋﾗｻﾜ ｼﾞｪｰﾝ
4242 樋口 尊(3) ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ
3001 中谷 郁斗(2) ﾅｶﾀﾆ ｱﾔﾄ

2 4 宇都宮北高A 4074 渡邉 雅博(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 3:23.88

4077 中原 優輔(3) ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ
4082 山脇 大空(3) ﾔﾏﾜｷ ﾀｸ
4075 鈴木 詠心(3) ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ

3 5 真岡高 4189 鈴木 大空(3) ｽｽﾞｷ ﾀｸ 3:27.81

4043 石川 桂一(3) ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ
3148 磯島 有椰人(2) ｲｿｼﾏ ｱﾔﾄ
4190 佐藤 聖優(3) ｻﾄｳ ｾｲﾔ

4 8 宇都宮高A 3053 川田 健斗(2) ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ 3:30.27

3056 高山 翔温(2) ﾀｶﾔﾏ ｼｵﾝ
3050 石井 遙(2) ｲｼｲ ﾊﾙｷ
3058 内藤 暁仁(2) ﾅｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ

5 3 大田原高B 4091 阿久津 龍馬(3) ｱｸﾂ ﾘｮｳﾏ 3:36.55

4093 堀中 陽大(3) ﾎﾘﾅｶ ﾊﾙﾄ
3164 今井 優太(2) ｲﾏｲ ﾕｳﾀ
4095 渡邉 憲司(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ

6 9 大田原高A 3049 時庭 駿真(2) ﾄｷﾆﾜ ｼｭｳﾏ 3:40.81

3158 岡本 元汰(2) ｵｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ
3048 齋藤 大豊(2) ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ
3179 齊藤 颯(2) ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾃ

7 小山西高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格



U18男子4X400mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 作新学院高 4026 本田 優芽(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 3:20.72

3248 平澤 潤燕(2) ﾋﾗｻﾜ ｼﾞｪｰﾝ
4242 樋口 尊(3) ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ
3001 中谷 郁斗(2) ﾅｶﾀﾆ ｱﾔﾄ

2 宇都宮北高A 4074 渡邉 雅博(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 3:23.88

4077 中原 優輔(3) ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ
4082 山脇 大空(3) ﾔﾏﾜｷ ﾀｸ
4075 鈴木 詠心(3) ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ

3 真岡高 4189 鈴木 大空(3) ｽｽﾞｷ ﾀｸ 3:27.81

4043 石川 桂一(3) ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ
3148 磯島 有椰人(2) ｲｿｼﾏ ｱﾔﾄ
4190 佐藤 聖優(3) ｻﾄｳ ｾｲﾔ

4 宇都宮高A 3053 川田 健斗(2) ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ 3:30.27

3056 高山 翔温(2) ﾀｶﾔﾏ ｼｵﾝ
3050 石井 遙(2) ｲｼｲ ﾊﾙｷ
3058 内藤 暁仁(2) ﾅｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ

5 宇都宮南高 3134 壁屋 将義(2) ｶﾍﾞﾔ ﾏｻﾖｼ 3:35.13

3136 石川 龍聖(2) ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｾｲ
5116 神永 昂季(1) ｶﾐﾅｶﾞ ｺｳｷ
5120 石見 だいや(1) ｲﾜﾐ ﾀﾞｲﾔ

6 小山南高A 4100 柴田 泰誠(3) ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ 3:35.96

4103 西田 知生(3) ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｷ
4102 細井 蓮(3) ﾎｿｲ ﾚﾝ
4101 斎藤 琉生(3) ｻｲﾄｳ ﾙｲ

7 大田原高B 4091 阿久津 龍馬(3) ｱｸﾂ ﾘｮｳﾏ 3:36.55

4093 堀中 陽大(3) ﾎﾘﾅｶ ﾊﾙﾄ
3164 今井 優太(2) ｲﾏｲ ﾕｳﾀ
4095 渡邉 憲司(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ

8 宇都宮北高B 3153 岡田 直樹(2) ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 3:36.80

3155 北條 琳太郎(2) ﾎｳｼﾞｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ
3152 須藤 響希(2) ｽﾄｳ ﾋﾋﾞｷ
5090 比良 航大(1) ﾋﾗ ｺｳﾀﾞｲ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格



U18男子走高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 12:30 決　勝

決　勝　

ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾜ － － － － － － － －

1 20 4011 松田 永遠(3) 佐野日大高 － － ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × × 1m90
ｾｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ － － － － － － － －

2 19 4136 関口 颯太(3) 小山西高 － ○ ○ ○ ○ × ○ × × × 1m85
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾄ － － － － － － ○ －

3 16 4243 遠藤 力斗(3) 作新学院高 － ○ ○ ○ ○ × × × 1m80
ｲﾜﾐ ﾀﾞｲﾔ － － － － － － － －

4 2 5120 石見 だいや(1) 宇都宮南高 － － ○ × ○ ○ × × × 1m80
ﾂﾙﾐ ｱﾏﾈ － － － － － － － ○

5 11 3321 鶴見 周(2) 真岡高 ○ ○ × × ○ ○ × × × 1m75
ﾔﾏｼﾛ ﾋﾃﾞｱｷ － － － － － － － ○

6 3 5119 山城 英明(1) 宇都宮南高 ○ ○ × × ○ × × × 1m70
ｾﾝﾎﾞ ﾄﾓﾉﾘ － － － － － ○ ○ ○

7 5 5058 千保 朋範(1) 宇都宮高 ○ ○ × × × 1m65
ﾂｷｲ ｼﾞﾝ － － － － － － － ○

7 12 5053 月井 仁(1) 宇都宮高 ○ ○ × × × 1m65
ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ － － － － － － － －

7 14 3115 福田 鋭龍(2) 小山南高 ○ ○ × × × 1m65
ｲｼｶﾞｷ ﾀｲﾄ － － － － － － － －

7 15 3302 石垣 泰門(2) 作新学院高 ○ ○ × × × 1m65
ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ － － － － － ○ ○ ○

11 4 5113 青木 大河(1) 宇都宮南高 ○ × ○ × × × 1m65
ｲｼﾏｷ ﾅｵﾄ － － － － － － － × ○

12 9 5145 石巻 直斗(1) 真岡高 ○ × × ○ × × × 1m65
ｼｲﾅ ﾕｳﾄ － － － － － ○ ○ ○

13 13 5258 椎名 優斗(1) 作新学院高 ○ × × × 1m60
ﾖｼｶﾞﾐ ﾘｮｳﾔ － － － － － － － ○

14 8 3151 吉上 遼也(2) 真岡高 × ○ × × × 1m60
ｱﾗｲ ﾃﾙﾔ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ×

15 7 5206 荒井 瑛陽(1) 小山西高 1m45
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｷ r

17 4252 片柳 和輝(3) 栃木高 NM
ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲｷ

1 4281 松本 澪綺(3) 宇都宮白楊高 DNS
ｲｲﾉ ﾄﾓﾅﾘ

6 3150 飯野 智成(2) 真岡高 DNS
ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾉﾌﾞ

10 3234 和田 美修(2) 上三川高 DNS
ﾇｸｲ ﾀｶﾔ

18 4236 温井 貴也(3) 宇都宮高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20

1m60

1m25

1m65

1m30

1m70

1m35

1m75

1m55

1m95
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m40

1m80

1m45

1m85

1m50

1m90

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

U18男子棒高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 11:00 決　勝

決　勝　

ﾀｹﾀﾞ ﾛﾄﾞｾﾞﾝ － － － － － － － × ○

1 1 5139 竹田 ﾛﾄﾞｾﾞﾝ(1) 黒羽高 ○ × ○ × ○ × × × 3m10
ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾔ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 2 5198 村上 颯哉(1) 上三川高 2m50
ｻｶﾞﾜ ｿﾗ

3 5200 佐川 蒼空(1) 那須拓陽高 DNS

2m50 2m60 2m70 2m80
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m20

3m00

2m30

3m10

2m40

3m20
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m10

2m90



U18男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月29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

ﾑﾗｵ ﾖｳﾍｲ × 6m79 6m89 6m89
1 42 4241 村尾 陽平(3) 作新学院高 +2.6 +1.1 +1.1

ｷｮｳﾉ ﾏｻｼ 6m66 6m41 6m78 6m78
2 36 4116 興野 雅(3) 茂木高 +1.7 +0.6 +2.3 +2.3

ﾆﾀﾜｷ ｼｮｳﾀ 6m38 6m51 6m68 6m68
3 41 4073 仁田脇 勝太(3) 宇都宮北高 +0.7 +2.4 +2.6 +2.6

ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｼﾞ 6m11 6m42 6m49 6m49
4 40 5044 渋谷 勇次(1) 大田原高 +0.9 +1.7 +4.2 +4.2

ｽｽﾞｷ ｿﾗ 6m37 6m47 6m46 6m47
5 39 4025 鈴木 空(3) 作新学院高 +0.1 -0.1 +4.2 -0.1

ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 6m26 6m43 × 6m43
6 33 4027 後藤 夢真(3) 作新学院高 -0.7 +1.3 +1.3

ｲﾄｳ ﾚﾂ 5m85 × 6m08 6m08
7 28 3032 伊藤 烈(2) 佐野高 +2.5 +4.1 +4.1

ｾｷﾔ ｼｮｳﾀ × 5m72 6m08 6m08
8 6 3201 関谷 彰太(2) 佐野東高 +1.7 +0.5 +0.5

ｼﾉﾊﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 6m06 5m87 5m73 6m06
9 26 5183 篠原 紀啓(1) 鹿沼高 +2.3 +1.8 +0.4 +2.3

ﾃﾂﾞｶ ﾊﾙｷ × 5m97 6m03 6m03
10 31 5251 手塚 陽己(1) 作新学院高 +0.5 +2.2 +2.2

ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ × 6m02 5m77 6m02
11 34 3060 小泉 槙之介(2) 宇都宮高 -0.5 -0.6 -0.5

ﾎｼ ﾗｲﾑ 6m01 × × 6m01
12 27 3222 星 頼夢(2) 高根沢高 +1.8 +1.8

ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 5m94 × × 5m94
13 35 3048 齋藤 大豊(2) 大田原高 -0.1 -0.1

ｳｴｷ ﾐｻｷ × 5m90 × 5m90
14 32 5051 植木 美冴輝(1) 宇都宮高 +0.5 +0.5

ﾓﾄｼﾞﾏ ｾｲｼﾞ × 5m88 × 5m88
15 23 3156 本島 聖士(2) 宇都宮北高 +1.9 +1.9

ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾜ 5m78 4m37 5m13 5m78
16 37 3137 小形 祐和(2) 宇都宮南高 0.0 -0.7 +2.9 0.0

ｲｼｶﾜ ｹｲｼ × × 5m74 5m74
17 29 3062 石川 京史(2) 宇短附高 +3.0 +3.0

ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ × 5m73 × 5m73
18 3 5147 秋山 幸輝(1) 真岡高 +2.0 +2.0

ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｸ 5m43 × 5m69 5m69
19 2 3119 日髙 緑(2) 鹿沼南高 +3.4 +2.7 +2.7

ｲﾜﾀ ｼｭｳﾏ 5m56 5m20 5m36 5m56
20 10 5229 岩田 修真(1) 宇都宮白楊高 -0.8 +0.7 +1.2 -0.8

ｵｼﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ × 5m43 5m55 5m55
21 21 5206 押山 隼太朗(1) 小山西高 -0.3 +5.6 +5.6

ﾔﾅｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ × 5m18 5m50 5m50
22 16 3183 梁島 大輔(2) 小山西高 +0.1 +2.8 +2.8

ｾｷ ﾄﾗｷ 5m47 5m08 5m29 5m47
23 14 3133 関 虎暉(2) 宇都宮清陵高 -0.1 +0.9 +0.1 -0.1

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 5m47 5m16 × 5m47
24 4 5227 海老沼 綾佑(1) 小山高 +1.7 +1.5 +1.7

ｻﾄｳ ﾙｲ 5m26 × 5m42 5m42
25 1 5095 佐藤 瑠偉(1) 栃木農業高 +3.8 +2.0 +2.0

ｱﾕｶﾞｾ ﾘｸ 5m42 5m17 5m02 5m42
26 17 5157 鮎ヶ瀬 陸大(1) 大田原高 +0.9 0.0 +2.2 +0.9

ﾂﾂﾐ ﾊｵﾄ 5m01 5m09 5m00 5m09
27 15 3073 堤 迅士斗(2) 小山南高 +0.4 +0.4 +0.1 +0.4

ｳｴﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 5m03 × × 5m03
28 8 5233 上野 麟太郎(1) 宇都宮白楊高 +1.3 +1.3

ﾅｶﾞｲ ｹﾝﾄ 4m64 4m18 4m13 4m64
29 12 3104 永井 健翔(2) 小山高 -0.6 -0.2 +2.1 -0.6

ｲｼｶﾜ ｺｳｷ 4m52 × × 4m52
30 13 5220 石川 煌喜(1) 宇都宮清陵高 +0.4 +0.4

ﾁﾊﾞ ﾐﾗｲ × × ×
7 4279 千葉 未来(3) 宇都宮白楊高 NM

ﾑﾗﾀ ｴｲﾄ × × ×
19 5185 村田 瑛飛(1) 鹿沼高 NM

ｾﾉｵ ﾃｯｼｮｳ × × ×
38 3140 妹尾 鉄生(2) 宇都宮南高 NM

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



U18男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月29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

ｲｼﾄﾞ ﾘｭｳｷ

5 5088 石戸 隆貴(1) 宇都宮北高 DNS
ｵﾁｱｲ ｱｷﾋﾛ

9 5122 落合 昭弘(1) 宇都宮南高 DNS
ｽｽﾞｷ ｶﾌﾞﾄ

11 3232 鈴木 兜斗(2) 上三川高 DNS
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ

18 3186 海老原 巧(2) 栃木高 DNS
ﾔﾏﾜｷ ﾀｸ

20 4082 山脇 大空(3) 宇都宮北高 DNS
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ

22 5036 高橋 幸希(1) 白鴎大足利高 DNS
ｽﾅｶﾜ ﾕｳﾀ

24 4224 砂川 勇太(3) 宇都宮高 DNS
ﾅｶｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ

25 5048 中島 郁哉(1) 黒磯南高 DNS
ｻｸﾗｲ ｱﾉﾝ

30 3024 櫻井 ｱﾉﾝ(2) 佐野日大高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

U18男子三段跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月28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

ｶﾅｲ ｺｳｷ 13m43 14m29 × 14m29
1 14 4028 金井 晃希(3) 作新学院高 +0.9 -0.4 -0.4

ｵｵｼﾏ ﾘｭｳﾄ 12m34 13m05 13m26 13m26
2 13 4030 大島 瑠斗(3) 作新学院高 +0.3 -0.6 -0.8 -0.8

ﾆﾀﾜｷ ｼｮｳﾀ 12m21 12m84 13m18 13m18
3 2 4073 仁田脇 勝太(3) 宇都宮北高 -3.6 -0.2 -0.1 -0.1

ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾀﾛｳ 13m11 12m63 13m17 13m17
4 12 4142 藤倉 虎太郎(3) 小山西高 +1.6 +0.3 +0.2 +0.2

ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾃ × 13m14 × 13m14
5 11 3179 齊藤 颯(2) 大田原高 -0.4 -0.4

ﾋﾄﾐ ｹｲｷ × × 12m87 12m87
6 10 3146 人見 圭紀(2) 真岡高 -1.2 -1.2

ｻｸﾗｲ ｱﾉﾝ 12m20 × 12m79 12m79
7 6 3024 櫻井 ｱﾉﾝ(2) 佐野日大高 -2.5 -0.6 -0.6

ｵｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 12m04 11m92 12m37 12m37
8 1 5006 岡村 泰知(1) 白鴎大足利高 -2.9 +1.1 +0.1 +0.1

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 11m34 12m36 11m86 12m36
9 9 4049 鈴木 颯太(3) 宇都宮清陵高 +0.9 -1.5 -2.5 -1.5

ｱｼﾞﾄ ｶﾂｷ 12m08 × 11m69 12m08
10 7 3244 味戸 克樹(2) 小山西高 -0.7 -1.8 -0.7

ｵｼﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ × 11m93 11m84 11m93
11 4 5206 押山 隼太朗(1) 小山西高 -1.1 +0.2 -1.1

ｲﾄｳ ﾚﾂ 11m82 11m83 11m66 11m83
12 5 3032 伊藤 烈(2) 佐野高 -0.9 -1.0 -1.7 -1.0

ｲﾁﾑﾗ ﾀﾞｲｷ × 11m63 11m71 11m71
13 8 4186 市村 大樹(3) 真岡高 -1.6 -2.4 -2.4

ｴﾀﾞ ｹｲﾀ

3 4139 江田 圭汰(3) 小山西高 DNS



U18男子砲丸投(6.0kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月29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

ｲﾉｳｴ ｹﾞﾝｷ

1 12 3080 井上 元輝(2) 宇都宮南高 12m03 13m71 12m90 13m71 13m71
ﾇﾏｵ ｿﾗ

2 11 4022 沼尾 空(3) 青藍泰斗高 12m42 12m98 13m00 13m00 13m00
ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ

3 2 5067 中島 和幸(1) 茂木高 11m66 10m39 9m64 11m66 11m66
ﾀｶﾍﾞ ﾕｳﾀ

4 8 4357 髙部 有汰(3) 宇都宮北高 10m26 10m56 10m76 10m76 10m76
ﾏｽﾌﾞﾁ ﾘｭｳｷ

5 3 5085 増渕 竜輝(1) 高根沢高 10m63 9m52 10m64 10m64 10m64
ｼﾉｻﾞｷ ｼｾ

6 9 5011 篠崎 侍世(1) 青藍泰斗高 10m34 10m24 10m14 10m34 10m34
ｳﾁﾑﾗ ｹｲｺﾞ

7 1 5064 内村 慶吾(1) 小山南高 9m24 9m28 8m88 9m28 9m28
ｱﾝｾﾞ ﾘｱ

8 6 5046 安瀬 璃亜(1) 黒磯南高 8m54 9m05 8m44 9m05 9m05
ｲﾜﾓﾄ ﾀｲﾁ

9 7 3082 岩本 大智(2) 宇都宮高 8m95 8m22 8m53 8m95 8m95
ｶｻｶﾞﾜ ﾚﾝ

10 5 3325 笠川 蓮(2) 青藍泰斗高 7m98 × 7m97 7m98 7m98
ｱｷﾓﾄ ｻﾄｼ

4 5245 秋元 理志(1) 高根沢高 DNS
ﾉｸﾞﾁ ｾｲﾔ

10 5118 野口 晴也(1) 宇都宮南高 DNS

凡例  DNS:欠場

U18男子円盤投(1.75kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月28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

ｲﾉｳｴ ｹﾞﾝｷ

1 6 3080 井上 元輝(2) 宇都宮南高 × 39m23 × 39m23 39m23
ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｸﾄ

2 8 4143 中里 拓翔(3) 小山西高 39m13 × 35m05 39m13 39m13
ｲﾏﾅﾘ ﾀﾞｲﾁ

3 1 4071 今成 大地(3) 真岡北陵高 35m97 35m41 33m20 35m97 35m97
ｳｴｻﾜ ﾕｳﾄ

4 7 3071 上沢 勇人(2) 小山南高 × 33m05 25m46 33m05 33m05
ｲﾉｾ ｼｮｳｴｲ

5 5 5042 猪瀬 照英(1) 大田原高 26m41 25m80 25m43 26m41 26m41
ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ

6 4 5067 中島 和幸(1) 茂木高 × × 26m10 26m10 26m10
ﾖｺｲ ﾕｳｻｸ

7 2 3256 横井 悠朔(2) 宇都宮北高 × × 20m52 20m52 20m52
ﾉｸﾞﾁ ｾｲﾔ

3 5118 野口 晴也(1) 宇都宮南高 DNS



U18男子ﾊﾝﾏｰ投(6.0kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月28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

ﾋﾜﾀｼ ﾘｸﾄ

1 9 4042 日渡 陸斗(3) 真岡高 58m56 × 54m29 58m56 58m56
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｭｳ

2 6 4266 柳田 修(3) 真岡工業高 35m90 34m70 36m84 36m84 36m84
ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋﾛ

3 2 4329 森田 祥大(3) 足利大附高 × 34m91 36m09 36m09 36m09
ﾐﾔｼﾛ ﾕｳ

4 8 4264 宮城 悠(3) 真岡工業高 × 34m19 34m89 34m89 34m89
ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳﾄ

5 5 3182 兵藤 優斗(2) 小山西高 29m93 28m55 31m01 31m01 31m01
ﾅｶｲ ﾋﾛﾄ

6 3 5209 中居 大翔(1) 小山西高 × × 29m32 29m32 29m32
ﾖｺｲ ﾕｳｻｸ

7 4 3256 横井 悠朔(2) 宇都宮北高 23m95 25m84 25m48 25m84 25m84
ｶﾐﾔﾏ ｺｳﾀ

8 7 3118 上山 煌太(2) 真岡工業高 25m38 × × 25m38 25m38
ｱﾝｾﾞ ﾘｱ

9 1 5046 安瀬 璃亜(1) 黒磯南高 16m99 14m70 × 16m99 16m99



U18男子やり投(800g)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月29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

ｵｶﾓﾄ ﾊﾞｸ

1 21 4076 岡本 漠久(3) 宇都宮北高 44m85 50m22 52m63 52m63 52m63
ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｸﾄ

2 20 4143 中里 拓翔(3) 小山西高 45m91 44m94 44m56 45m91 45m91
ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｽｹ

3 18 4081 井上 隼佑(3) 宇都宮北高 42m52 42m89 44m05 44m05 44m05
ｽﾄｳ ﾋﾋﾞｷ

4 16 3152 須藤 響希(2) 宇都宮北高 41m35 40m24 42m84 42m84 42m84
ｲﾜｻﾞｷ ｹｲﾄ

5 15 3017 岩﨑 恵斗(2) 青藍泰斗高 39m82 40m71 38m76 40m71 40m71
ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ

6 3 5113 青木 大河(1) 宇都宮南高 35m27 35m07 38m26 38m26 38m26
ｱｶﾊﾞﾈ ｼｭｳﾄ

7 4 4326 赤羽根 柊斗(3) 足利大附高 36m60 33m28 37m14 37m14 37m14
ｸﾄﾞｳ ｶｲﾄ

8 14 4268 工藤 快斗(3) 小山高 34m07 36m46 32m28 36m46 36m46
ｷﾀﾉ ｲｯｻ

9 17 4177 北野 心爽(3) 青藍泰斗高 35m30 32m15 32m19 35m30 35m30
ﾃﾗｳﾁ ﾄｼｷ

10 7 3329 寺内 穏貴(2) 佐野東高 × 35m23 × 35m23 35m23
ﾑﾄｳ ﾄﾓﾔ

11 2 5062 武藤 丈也(1) 小山南高 × 35m22 × 35m22 35m22
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ

12 13 3323 山下 大貴(2) 上三川高 34m84 35m15 30m53 35m15 35m15
ｼﾐｽﾞ ﾅｵ

13 12 5155 清水 尚(1) 大田原高 34m38 34m87 29m21 34m87 34m87
ｻﾄｳ ﾊﾞﾝﾘ

14 8 5253 佐藤 万浬(1) 作新学院高 30m59 33m22 28m24 33m22 33m22
ｹﾝﾓﾂ ﾘｮｳﾏ

15 5 5049 監物 遼真(1) 宇都宮高 30m91 32m97 31m04 32m97 32m97
ﾔｽｵｶ ﾀﾞｲｷ

16 11 3233 安岡 大騎(2) 上三川高 28m43 31m72 28m85 31m72 31m72
ｲｲﾀﾞ ﾋﾅﾀ

17 10 3297 飯田 陽向(2) 佐野日大高 30m54 30m87 27m91 30m87 30m87
ｱｷﾓﾄ ｻﾄｼ

18 6 5245 秋元 理志(1) 高根沢高 × × 29m16 29m16 29m16
ｲｼﾜﾀ ﾔﾏﾄ

19 1 3195 石渡 大和(2) 小山高 23m07 25m92 24m83 25m92 25m92
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ

9 3059 渡辺 桂伍(2) 宇都宮高 DNS
ﾁﾊﾞ ｿｳﾒｲ

19 3165 千葉 奏明(2) 大田原高 DNS
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ

22 4263 永澤 良太(3) 佐野東高 DNS

凡例  DNS:欠場



U16男子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

1組 (風:+0.3) 2組 (風:-2.2)

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

ﾀｶﾉﾊｼ ｿｳﾀ ｵﾉ ﾘﾝﾉｽｹ

1 7 1308 鷹箸 颯太(3) 今市中 11.20 1 5 8291 小野 稟之輔(2) 栃木陸協 12.18
ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ ｲﾁﾑﾗ ﾀｲﾁ

2 6 1167 佐藤 空河(3) 一条中 11.22 2 7 5020 市村 太一(1) 作新学院高 12.19
ﾏｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ

3 8 5002 増山 裕介(1) 佐野日大高 11.35 3 9 1057 野口 龍汰朗(3) 石橋中 12.19
ｲｯｼｷ ﾊﾙｷ ﾎﾘｴ ｹｲﾀ

4 9 1383 一色 晴樹(3) 一条中 11.60 4 8 1265 堀江 恵多(3) 姿川中 12.27
ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝ ﾅｶﾞﾀｷ ｺｳﾀ

5 4 5075 藤田 駿(1) さくら清修高 11.85 5 6 1169 長瀧 虹太(3) 一条中 12.38
ﾌﾙﾔ ﾀﾞｲ ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｷ

6 2 1170 古谷 大(3) 一条中 11.89 6 1 1192 小野田 悠紀(3) 陽南中 12.39
ﾌｶﾔﾏ ｱﾕﾑ ｺﾝ ﾅｵﾄ

7 1 5199 深山 歩夢(1) 那須拓陽高 12.14 7 3 40 金 奈央人(2) 姿川中 12.48
ｲｲﾉ ﾊﾙｷ ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾏ

3 1306 飯野 陽稀(3) 今市中 DNS 2 1305 山川 優真(3) 今市中 DNS
ﾌｸﾀﾞ ﾁﾊﾔ ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛﾄ

5 1051 福田 知隼(3) 横川中 DNS 4 5257 髙山 大斗(1) 作新学院高 DNS

3組 (風:-1.3) 4組 (風:-2.2)

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

ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ ｲｲﾂﾞｶ ﾘﾋﾄ

1 8 8271 秋山 侑輝(3) 栃木陸協 12.25 1 7 1252 飯塚 俐仁(3) 姿川中 12.54
ｲﾅﾐ ﾖｼﾏｻ ｵｵｶﾜ ｻﾂｷ

2 7 1184 稲見 佳大(3) 陽南中 12.44 2 8 1053 大川 颯生(3) 石橋中 12.62
ﾀｶﾉ ｲﾌﾞｷ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ

3 1 1076 高野 息吹(3) 旭中 12.58 3 5 1384 髙橋 悠真(3) 一条中 12.65
ﾊﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ ﾅｶﾔﾏ ﾔｽｼ

4 9 33 浜崎 泰知(2) 姿川中 12.59 4 6 1194 中山 泰(3) 陽南中 12.76
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ ｷｸﾁ ﾏｻﾄﾗ

5 6 1250 渡邊 亮博(3) 姿川中 12.70 5 9 1078 菊池 正虎(3) 旭中 12.93
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ ﾀｶｷﾞ ｿｳﾔ

6 3 1190 植田 遥斗(3) 陽南中 12.86 6 3 316 髙木 湊矢(2) 横川中 13.08
ｶﾜﾀﾞ ﾄﾓｷ ﾐﾔｶﾜ ｹﾝｾｲ

7 2 29 河田 知季(2) 姿川中 12.88 1 1260 宮川 健政(3) 姿川中 DNS
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ ﾅｵｲ ﾕｳﾄ

4 101 伊藤 寛輝(2) 石橋中 DNS 2 1187 直井 勇都(3) 陽南中 DNS
ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳﾀ ﾀﾀﾞｲﾃﾞ ﾀﾞｲｷ

5 1213 宮﨑 宗汰(3) 佐野北中 DNS 4 1254 多田出 大貴(3) 姿川中 DNS

5組 (風:-0.4) 6組 (風:-1.7)

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

ﾖｼﾊﾗ ｼｵﾝ ｳﾙｼﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ

1 8 1264 吉原 汐音(3) 姿川中 12.98 1 4 1166 漆原 憲敬(3) 一条中 12.45
ﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ ﾏﾆﾀ ｹﾞﾝｷ

2 1 1386 原 誠一郎(3) 一条中 12.99 2 9 1539 間仁田 弦樹(3) 姿川中 12.83
ｵｵｷ  ｺｳ ｺｲｿ ﾕﾋﾄ

3 3 8363 大木 昊(1) 足利陸上クラブ 13.19 3 7 149 小磯 憂侍(2) 若松原中 13.03
ｲｿ ﾋｭｳｶﾞ ﾉｻﾞﾜ ｱﾕﾑ

4 6 311 磯 彪牙(2) 横川中 13.32 4 8 323 野澤 歩夢(2) 横川中 13.06
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ ｷﾖﾉ ｿｳﾀ

5 4 318 石川 太一(2) 横川中 13.36 5 1 1055 清野 颯大(3) 石橋中 13.34
ｿｳﾏ ｷﾖｲ ﾀｶﾔﾏ ﾄｳﾔ

6 9 2010 相馬 潔(1) 一条中 13.39 6 3 2145 高山 桐矢(1) 石橋中 13.44
ｻﾄｳ ﾕｳﾔ ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾝﾄ

7 2 84 佐藤 悠耶(2) 旭中 13.53 7 2 8023 天谷 絆人(1) 大平陸上クラブ 13.83
ｵｵｻﾜ ﾕｳﾔ ｾﾉｵ ﾊｸ

5 97 大澤 悠良(2) 今市中 DNS 8 6 2167 妹尾 覇雲(1) 陽南中 13.99
ﾀﾏﾀﾆ ﾕｳﾘ ｸﾛｲｼ ｱﾗﾀ

7 1303 玉谷 優愛(3) 今市中 DNS 5 1256 黒石 新(3) 姿川中 DNS

凡例  DNS:欠場



U16男子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

7組 (風:-1.6) 8組 (風:+2.0)

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

ﾄﾞｳﾒｷ ﾀｸﾑ ｸﾒｶﾜ ｼｮｳﾀ

1 3 138 百目鬼 拓武(2) 若松原中 13.11 1 5 2099 粂川 祥大(1) 若松原中 13.08
ﾉﾅｶ ﾋﾛ ｱｷﾀ ﾕｳﾄ

2 7 145 野中 優(2) 若松原中 13.27 2 8 2094 秋田 優人(1) 若松原中 13.29
ﾑｺｳﾔﾏ ｼｭﾝｾｲ ｲﾜﾀ ｺｳｷ

3 5 140 向山 俊晴(2) 若松原中 13.60 3 4 28 岩田 昴樹(2) 姿川中 13.50
ｵﾉ ｼﾝｼﾞ ﾀｶﾉ ﾏﾝｻｲ

4 2 2091 小野 眞志(1) 姿川中 13.82 4 9 34 髙野 萬歳(2) 姿川中 13.75
ﾁﾉﾈ ﾕｳｽｹ ﾊｯﾄﾘ ﾀｲｾｲ

5 6 2146 千野根 悠介(1) 石橋中 14.17 5 7 2149 服部 泰誠(1) 石橋中 13.75
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｴｲ

6 9 139 滝沢 脩斗(2) 若松原中 14.28 6 3 152 渡邉 慎英(2) 若松原中 13.89
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ ﾅｶﾔﾏ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ

7 4 105 中島 賢人(2) 石橋中 14.40 7 6 37 中山 忠信(2) 姿川中 13.95
ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾛｳ ｴﾝﾄﾞｳ  ﾋﾅﾀ

1 2210 清水 聖士朗(7) あそ野義 DNS 8 1 8360 遠藤 陽向(1) 足利陸上クラブ 14.15
ﾑﾗﾀ ﾕｳﾏ ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｼ

8 36 村田 悠真(2) 姿川中 DNS 9 2 1263 南波 昊志(3) 姿川中 14.56

9組 (風:+0.3) 10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

ｵｲｶﾜ ｼﾝｾﾞﾝ ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳ

1 5 2090 及川 信善(1) 姿川中 14.04 1 2 5230 前田 涼羽(1) 宇都宮白楊高 13.01
ﾋｶﾞｷ ﾕｳｼﾝ ﾁｶｻﾞﾜ ﾋｶﾙ

2 4 2036 檜垣 優心(1) 旭中 14.11 2 5 2087 近澤 日駆(1) 姿川中 14.41
ｱﾝﾉｳ ﾏｻﾋﾄ ﾈｺﾞﾔ ﾕｳﾄ

3 6 2019 安納 理人(1) 一条中 14.47 3 6 144 根小屋 悠翔(2) 若松原中 15.10
ﾌｸﾀﾞ ｺﾄ ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾑ

4 9 2043 福田 湖都(1) 今市中 14.78 4 4 2031 髙橋 一夢(1) 旭中 15.64
ｲｼｲ ﾄﾓｷ ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ

2 150 石井 智稀(2) 若松原中 DNS 5 8 2034 藤田 大輝(1) 旭中 15.94
ｺﾀｷ ﾄﾗ ｲｼｻﾞｷ ﾘｮｳﾏ

3 31 古滝 翔星(2) 姿川中 DNS 6 9 2085 石崎 稜麻(1) 姿川中 15.98
ｸﾏｸﾗ ｶｲﾘ ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

7 2141 熊倉 海璃(1) 石橋中 DNS 7 3 2088 山本 修士(1) 姿川中 16.12
ﾌｸﾄﾐ ﾕｳｷ ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾏ

8 38 福冨 優輝(2) 姿川中 DNS 7 2086 荒川 和翔(1) 姿川中 DNS

11組 (風:-1.4) 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

ｺｽｶﾞ ﾏｻﾙ ﾀｶﾉﾊｼ ｿｳﾀ

1 3 8224 小須賀 優(3) 栃木陸協 11.34 1 1308 鷹箸 颯太(3) 今市中 11.20 +0.3
ｾｷﾉ ｿｳﾀ ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ

2 7 5107 関野 創太(1) 石橋高 12.00 2 1167 佐藤 空河(3) 一条中 11.22 +0.3
ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ ｺｽｶﾞ ﾏｻﾙ

3 9 5255 齋藤 和太琉(1) 作新学院高 12.97 3 8224 小須賀 優(3) 栃木陸協 11.34 -1.4
ﾅｵｲ ﾕﾗ ﾏｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ

4 2 2098 直井 優空(1) 若松原中 14.03 4 5002 増山 裕介(1) 佐野日大高 11.35 +0.3
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾘ ｲｯｼｷ ﾊﾙｷ

5 4 2092 清水 勇利(1) 若松原中 14.79 5 1383 一色 晴樹(3) 一条中 11.60 +0.3
ﾏﾙﾔﾏ ｿｳｹﾞﾝ ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝ

6 8 2102 丸山 颯元(1) 若松原中 15.07 6 5075 藤田 駿(1) さくら清修高 11.85 +0.3
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾄ ﾌﾙﾔ ﾀﾞｲ

7 5 2011 高橋 学士(1) 一条中 15.96 7 1170 古谷 大(3) 一条中 11.89 +0.3
ｻｶｲ ﾚｵ ｾｷﾉ ｿｳﾀ

8 6 2097 酒井 怜央(1) 若松原中 16.13 8 5107 関野 創太(1) 石橋高 12.00 -1.4

凡例  DNS:欠場



U16男子150m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 11:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+2.0) 2組 (風:+2.1)

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

ｵﾉ ﾘﾝﾉｽｹ ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ

1 8 8291 小野 稟之輔(2) 栃木陸協 17.86 1 5 1167 佐藤 空河(3) 一条中 16.91
ｲｼｶﾜ ﾕﾒﾄ ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ

2 6 1189 石川 夢翔(3) 陽南中 18.38 2 3 8271 秋山 侑輝(3) 栃木陸協 18.15
ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾄ ｱｷﾔﾏ ﾎｽﾞﾐ

3 5 22 秋山 陽翔(2) 瑞穂野中 19.17 3 8 23 秋山 歩澄(2) 瑞穂野中 20.52
ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｷ ﾋｶﾞｷ ﾕｳｼﾝ

4 3 5077 河原 春樹(1) さくら清修高 19.50 4 9 2036 檜垣 優心(1) 旭中 21.06
ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ ｺｽｶﾞ ﾏｻﾙ

5 7 2034 藤田 大輝(1) 旭中 22.78 4 8224 小須賀 優(3) 栃木陸協 DNS
ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾄ ｲｿ ﾋｭｳｶﾞ

6 9 104 清水 結翔(2) 石橋中 23.12 6 311 磯 彪牙(2) 横川中 DNS
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾏ

4 318 石川 太一(2) 横川中 DNS 7 1305 山川 優真(3) 今市中 DNS

3組 (風:+2.7) 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

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ ｲﾄｶｽﾞ ｱｷﾎ

1 4 1214 山口 潤希也(3) 佐野北中 17.38 1 7 5018 糸数 昌穂(1) 作新学院高 16.86
ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ ﾀｶﾉﾊｼ ｿｳﾀ

2 7 1176 川上 知椰(3) 清原中 17.53 2 9 1308 鷹箸 颯太(3) 今市中 16.92
ｾｷﾉ ｿｳﾀ ｶﾈﾀﾞ ﾚｲ

3 9 5107 関野 創太(1) 石橋高 17.63 3 4 1117 金枝 怜生(3) 阿久津中 18.16
ｻﾄｳ ﾕｳﾔ ｻｲﾄｳ ﾕﾗ

4 8 84 佐藤 悠耶(2) 旭中 19.85 4 8 1050 齋藤 由來(3) 横川中 18.60
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾑ ｷｸﾁ ﾏｻﾄﾗ

5 6 2031 髙橋 一夢(1) 旭中 23.94 5 5 1078 菊池 正虎(3) 旭中 19.06
ｸﾗﾅﾐ ﾔｸﾓ ﾀｶﾔﾏ ﾄｳﾔ

5 2142 倉浪 八雲(1) 石橋中 DNS 6 6 2145 高山 桐矢(1) 石橋中 19.90

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

ｲﾄｶｽﾞ ｱｷﾎ

1 5018 糸数 昌穂(1) 作新学院高 16.86 -0.8
ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ

2 1167 佐藤 空河(3) 一条中 16.91 +2.1
ﾀｶﾉﾊｼ ｿｳﾀ

3 1308 鷹箸 颯太(3) 今市中 16.92 -0.8
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ

4 1214 山口 潤希也(3) 佐野北中 17.38 +2.7
ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ

5 1176 川上 知椰(3) 清原中 17.53 +2.7
ｾｷﾉ ｿｳﾀ

6 5107 関野 創太(1) 石橋高 17.63 +2.7
ｵﾉ ﾘﾝﾉｽｹ

7 8291 小野 稟之輔(2) 栃木陸協 17.86 +2.0
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ

8 8271 秋山 侑輝(3) 栃木陸協 18.15 +2.1

凡例  DNS:欠場



U16男子1000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 14:25 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

ﾀｶｸ ﾀｸﾐ ﾋﾛﾀ ﾅｵ

1 17 8024 髙久 拓己(3) 石川走友会 2:41.85 1 10 8357 廣田 和大(3) 足利陸上クラブ 2:56.44
ﾔﾉ ｱｵｲ ﾖｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

2 12 8299 矢野 葵(3) NINE TOCHIGITC 2:43.70 2 8 1266 吉田 翼(3) 姿川中 2:56.46
ｸﾎﾞ ﾏｻﾄ ﾑﾗﾊﾀ ｺｳｷ

3 16 1079 久保 允人(3) 旭中 2:51.11 3 6 148 村端 航輝(2) 若松原中 2:59.42
ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾔ ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ

4 14 1049 井上 智也(3) 横川中 2:51.92 4 9 85 村本 匠(2) 旭中 3:00.04
ｾｷﾔ ﾄｸﾏ ｵｵﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ

5 9 5108 関谷 徳馬(1) 石橋高 2:58.30 5 16 82 大山 凛太郎(2) 旭中 3:00.69
ｻﾜﾑﾗ ﾋﾛｷ ｳｴｼﾞｮｳ ｿｳﾀ

6 3 151 澤村 優希(2) 若松原中 3:06.93 6 3 2138 上條 颯汰(1) 石橋中 3:14.33
ﾀｶﾊｼ ｱｲｷ ｻﾉ ﾌﾐﾁｶ

7 10 420 高橋 碧樹(2) 若松原中 3:09.74 7 14 5106 佐野 文近(1) 石橋高 3:21.87
ｵﾉ ｼｭｳｽｹ ｵｵﾄﾓ ﾀｲﾖｳ

8 6 4 小野 秀将(2) 落合中 3:10.54 8 2 81 大友 太陽(2) 旭中 3:27.11
ｲｼﾀﾞ ﾌｳﾄ ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｷ

9 7 2084 石田 楓翔(1) 姿川中 3:10.87 9 12 2089 永井 晴貴(1) 姿川中 3:28.75
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾏ ｸﾗﾀﾆ ﾀｲｾｲ

10 5 147 山崎 惇真(2) 若松原中 3:12.98 10 13 2035 倉谷 泰生(1) 旭中 3:40.73
ｵｵｸﾘ ﾁﾄｾ ｳｴﾀｹ ｲﾁﾄﾞｳ

11 11 1268 大栗 千歳(3) 姿川中 3:29.73 11 11 2020 植竹 一道(1) 一条中 4:02.31
ｼﾓﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ

12 4 2143 下村 准大(1) 石橋中 3:32.89 12 7 10 加藤 亘(2) 陽南中 4:35.23
ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾏ ｸﾏｸﾗ ｶｲﾘ

13 13 1255 岡村 拓真(3) 姿川中 3:34.31 1 2141 熊倉 海璃(1) 石橋中 DNS
ﾊｼﾓﾄ ﾐｻｷ ｳﾒﾊﾗ ｼｭﾝﾀ

14 8 2095 橋本 岬(1) 若松原中 3:47.60 4 8016 梅原 俊太(3) 石川走友会 DNS
ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｷ ﾖｼｵｶ ｱｻﾋ

15 1 2093 髙山 洋希(1) 若松原中 3:52.67 5 30 吉岡 朝陽(2) 姿川中 DNS
ﾀﾏｲ ﾘｮｳ ｶﾏｼﾏ ｺｳｶﾞ

16 15 2096 玉井 涼(1) 若松原中 3:53.80 15 1203 川島 功雅(9) あそ野義 DNS
ﾏﾂﾓﾄ ﾙﾅ

2 5234 松本 溜凪(1) 宇都宮白楊高 DNS

凡例  DNS:欠場



U16男子1000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 14:25 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

ﾌｶｲ ﾏｺﾄ ﾀｶｸ ﾀｸﾐ

1 16 8031 深井 真生(1) 栃木陸協 2:49.50 1 8024 髙久 拓己(3) 石川走友会 2:41.85
ﾅｶﾔﾏ ﾔｽｼ ﾔﾉ ｱｵｲ

2 3 1194 中山 泰(3) 陽南中 2:56.05 2 8299 矢野 葵(3) NINE TOCHIGITC 2:43.70
ﾀﾔ ｺｳｼ ﾌｶｲ ﾏｺﾄ

3 9 5181 田谷 光史(1) 鹿沼高 2:57.26 3 8031 深井 真生(1) 栃木陸協 2:49.50
ｽﾐ ｾｲｼﾞ ｸﾎﾞ ﾏｻﾄ

4 13 313 角 政仁(2) 横川中 3:07.80 4 1079 久保 允人(3) 旭中 2:51.11
ｵｵｶﾞﾈ ﾕｳﾄ ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾔ

5 5 8226 大金 勇翔(1) 栃木陸協 3:08.73 5 1049 井上 智也(3) 横川中 2:51.92
ﾐｳﾗ ﾕｳ ﾅｶﾔﾏ ﾔｽｼ

6 2 5109 三浦 由(1) 石橋高 3:08.79 6 1194 中山 泰(3) 陽南中 2:56.05
ｷｸﾁ ｺｳﾀ ﾋﾛﾀ ﾅｵ

7 6 1259 菊地 昊汰(3) 姿川中 3:12.10 7 8357 廣田 和大(3) 足利陸上クラブ 2:56.44
ﾏｻｶ ｵｳｽｹ ﾖｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

8 15 141 眞坂 旺佑(2) 若松原中 3:13.42 8 1266 吉田 翼(3) 姿川中 2:56.46
ｱﾗｲ ｹｲｽｹ

9 14 35 荒井 啓佑(2) 姿川中 3:17.25
ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｳｺﾞ

10 12 1261 金澤 橙吾(3) 姿川中 3:20.94
ｷﾘﾊﾀ ﾖｼｷ

11 11 103 桐畑 嘉輝(2) 石橋中 3:22.12
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳ

12 8 2032 中村 瑠(1) 旭中 3:35.17
ｱﾝﾉｳ ﾏｻﾋﾄ

13 7 2019 安納 理人(1) 一条中 3:42.44
ﾀｶｻﾜ ﾚｲ

14 1 2033 髙澤 玲偉(1) 旭中 3:51.02
ﾄﾖﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

4 2101 豊田 昇吾(1) 若松原中 DNS
ｵｵｼﾏ ﾙｲ

10 39 大島 琉聖(2) 姿川中 DNS

凡例  DNS:欠場



U16男子110mJH(0.991m_9.14m)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 12:45 決　勝

決　勝　

(風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾃﾞﾗ ｶｲﾘ

1 8 1473 宮寺 恢利(3) 清原中 17.89
ﾀｶﾉ ｲﾌﾞｷ

2 4 1076 高野 息吹(3) 旭中 17.91
ｲｵﾊﾗ ﾀｸﾐ

3 5 1052 庵原 拓実(3) 石橋中 20.41
ｲﾄｳ ﾚｵﾄ

4 2 312 伊藤 怜緒人(2) 横川中 20.67
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ

3 5264 若林 航世(1) 鹿沼南高 DNS
ﾊﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾄ

6 317 濱﨑 広和(2) 横川中 DNS
ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳ

7 5230 前田 涼羽(1) 宇都宮白楊高 DNS
ｽﾅｶﾜ ﾊﾙﾄ

9 314 砂川 晴音(2) 横川中 DNS

凡例  DNS:欠場

U16男子4X100mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 15:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 一条中 1170 古谷 大(3) ﾌﾙﾔ ﾀﾞｲ 44.18
1167 佐藤 空河(3) ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ
1169 長瀧 虹太(3) ﾅｶﾞﾀｷ ｺｳﾀ
1383 一色 晴樹(3) ｲｯｼｷ ﾊﾙｷ

2 7 姿川中 1252 飯塚 俐仁(3) ｲｲﾂﾞｶ ﾘﾋﾄ 46.48
40 金 奈央人(2) ｺﾝ ﾅｵﾄ
33 浜崎 泰知(2) ﾊﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ

1265 堀江 恵多(3) ﾎﾘｴ ｹｲﾀ
3 6 石橋中 1053 大川 颯生(3) ｵｵｶﾜ ｻﾂｷ 47.72

1057 野口 龍汰朗(3) ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ
1052 庵原 拓実(3) ｲｵﾊﾗ ﾀｸﾐ
106 並木 颯天(2) ﾅﾐｷ ｿｳﾏ

4 8 横川中 316 髙木 湊矢(2) ﾀｶｷﾞ ｿｳﾔ 49.72
311 磯 彪牙(2) ｲｿ ﾋｭｳｶﾞ
323 野澤 歩夢(2) ﾉｻﾞﾜ ｱﾕﾑ
318 石川 太一(2) ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ

5 今市中 DNS



U16男子走高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 12:30 決　勝

決　勝　

ｲｵﾊﾗ ﾀｸﾐ － － － － － － － ○

1 10 1052 庵原 拓実(3) 石橋中 ○ ○ ○ × × ○ × × × 1m75
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 8 322 鈴木 颯太(2) 横川中 × × × 1m55
ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾏ － － ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

3 9 1258 藤田 一馬(3) 姿川中 × × × 1m55
ｲﾄｳ ﾚｵﾄ ○ ○ ○ ○ × × ×

4 6 312 伊藤 怜緒人(2) 横川中 1m35
ﾅﾐｷ ｿｳﾏ － － × ○ ○ × × ×

5 5 106 並木 颯天(2) 石橋中 1m35
ﾐﾉﾜ ﾊﾔﾄ ○ × × ○ × × ×

6 4 324 箕輪 隼人(2) 横川中 1m25
ｽﾅｶﾜ ﾊﾙﾄ × ○ × × ×

7 2 314 砂川 晴音(2) 横川中 1m20
ｸﾛｺ ﾀｳﾄ × × ×

1 2017 黒子 大空翔(1) 一条中 NM
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾄ × × ×

3 2148 中村 駿斗(1) 石橋中 NM
ﾌｸﾉ ｼｮｳﾔ

7 1058 福野 翔矢(3) 石橋中 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20

1m60

1m25

1m65

1m30

1m70

1m35

1m75

1m55

1m95
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m40

1m80

1m45

1m85

1m50

1m90

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

U16男子棒高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 11:00 決　勝

決　勝　

ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ － － － ○ ○ ○ × × ×

1 2 1533 杉山 幸太郎(3) 清原中 2m70
ｲｲﾉ ｴｲﾀ ○ × × ×

2 1 86 飯野 瑛太(2) 清原中 1m80

記録 ｺﾒﾝﾄ
2m00 2m10 2m50 2m60 2m70 2m80

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m80



U16男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 15:00 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

ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 5m67 5m46 5m87 5m87
1 41 1195 藤井 悠太(3) 陽南中 -0.5 -0.3 -0.4 -0.4

ﾑﾗﾀ ｶﾝｼﾞ × 5m76 5m79 5m79
2 43 20 村田 貫二(2) 陽南中 -0.7 0.0 0.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 5m66 － － 5m66
3 45 1250 渡邊 亮博(3) 姿川中 0.0 0.0

ｱｸﾂ ﾕｳｷ 5m62 5m47 5m49 5m62
4 44 1033 阿久津 勇輝(3) 泉が丘中 -1.0 +0.2 -0.7 -1.0

ﾅｶﾞﾀｷ ｺｳﾀ 5m54 5m31 5m29 5m54
5 42 1169 長瀧 虹太(3) 一条中 -0.5 -0.3 -0.2 -0.5

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 5m49 5m43 5m31 5m49
6 40 8343 齊藤 拓生(3) NINE TOCHIGITC -1.0 -1.2 -1.1 -1.0

ｶﾜﾏﾀ ﾀｸﾐ 5m12 4m91 5m41 5m41
7 39 1186 川俣 拓巳(3) 陽南中 -1.4 -1.1 -0.2 -0.2

ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 5m27 4m67 4m99 5m27
8 37 1258 藤田 一馬(3) 姿川中 +0.9 -1.0 +0.1 +0.9

ﾊﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 5m13 4m69 4m94 5m13
9 36 33 浜崎 泰知(2) 姿川中 +0.2 -0.3 -0.1 +0.2

ｺﾝ ﾅｵﾄ 5m03 5m10 4m76 5m10
10 32 40 金 奈央人(2) 姿川中 -0.2 -1.9 -0.5 -1.9

ﾌｸﾉ ｼｮｳﾔ 5m02 4m78 4m78 5m02
11 38 1058 福野 翔矢(3) 石橋中 -2.5 -0.6 +0.4 -2.5

ｳﾁﾀﾞ ﾀｲｼﾝ 5m01 4m37 4m93 5m01
12 34 88 内田 大心(2) 清原中 -0.7 -1.7 -0.2 -0.7

ｵｵｶﾜ ｻﾂｷ 4m98 4m97 × 4m98
13 35 1053 大川 颯生(3) 石橋中 +0.2 -1.4 +0.2

ｷﾖﾉ ｿｳﾀ 4m82 × 4m59 4m82
14 33 1055 清野 颯大(3) 石橋中 +0.6 -1.1 +0.6

ｴﾋﾞﾅ ﾋﾛｳﾐ × 4m79 × 4m79
15 31 6 蛯名 大海(2) 陽南中 -2.4 -2.4

ﾅﾐｷ ｿｳﾏ 4m59 4m75 4m75 4m75
16 28 106 並木 颯天(2) 石橋中 -1.6 -1.5 0.0 -1.5

ｲｲﾉ ﾕｳｷ 4m53 × 4m65 4m65
17 4 2040 飯野 雄稀(1) 今市中 -1.9 -0.1 -0.1

ﾉｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 4m47 4m51 4m49 4m51
18 30 323 野澤 歩夢(2) 横川中 -0.3 -2.1 -0.7 -2.1

ｵｸﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 4m48 3m63 3m77 4m48
19 27 310 奥村 太陽(2) 横川中 -0.8 -1.0 -0.4 -0.8

ﾀｶﾂ ｺｳｾｲ 4m20 4m46 4m09 4m46
20 26 2047 髙津 昊誠(1) 瑞穂野中 +0.5 -1.1 0.0 -1.1

ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 4m19 4m34 3m97 4m34
21 5 1583 鈴木 真(3) 一条中 -0.8 -2.6 -0.5 -2.6

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｾｲ 4m33 4m28 4m18 4m33
22 29 118 髙橋 涼世(2) 落合中 +0.4 -1.5 0.0 +0.4

ﾌｸﾀﾞ ｴｲﾄ 4m21 × 3m88 4m21
23 18 1251 福田 ｴｲﾄ(3) 姿川中 -0.1 -0.3 -0.1

ｱｻﾀﾆ ﾊｸﾄ 4m11 3m97 × 4m11
24 25 320 淺谷 珀虎(2) 横川中 -1.0 0.0 -1.0

ﾋﾗﾉ ﾕｳ 3m86 3m94 4m07 4m07
25 22 2046 平野 夢空(1) 瑞穂野中 -1.1 -0.7 -0.4 -0.4

ｷﾂﾅｲ ｴｲﾀ × × 4m07 4m07
26 14 2163 橘内 瑛太(1) 陽南中 -0.6 -0.6

ｻﾞｲｹ ｱﾂｸﾞ 3m99 3m83 4m03 4m03
27 20 321 財家 暖弘(2) 横川中 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6

ﾏｴﾊﾗ ﾖｳﾀ 3m82 3m62 3m97 3m97
28 17 108 前原 陽太(2) 石橋中 +0.1 -1.5 +0.1 +0.1

ﾊｯﾄﾘ ﾀｲｾｲ 3m96 3m64 3m76 3m96
29 13 2149 服部 泰誠(1) 石橋中 +1.4 -1.3 +0.1 +1.4

ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 3m80 3m78 3m88 3m88
30 23 436 石塚 優翔(2) 横川中 -0.6 -0.4 -0.9 -0.9

ﾀｶﾊﾗ ｸｳﾔ × 3m81 3m82 3m82
31 2 2219 高原 空也(1) 清原中 -0.2 -0.7 -0.7

ﾔﾉ ｿｳﾀ 3m81 3m64 3m59 3m81
32 19 2048 矢野 颯太(1) 瑞穂野中 -0.8 -0.1 -0.4 -0.8

ｵｵﾔﾏ ｹｲｼﾞﾛｳ 3m80 3m77 3m50 3m80
33 6 599 大山 慶次郎(2) 落合中 +0.1 -0.7 -0.8 +0.1

凡例  DNS:欠場



U16男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 15:00 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

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 3m68 3m52 3m47 3m68
34 16 2165 鈴木 俊介(1) 陽南中 -0.8 -0.7 -1.1 -0.8

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾔﾄ 3m62 3m49 3m55 3m62
35 9 319 金田 隼翔(2) 横川中 +1.3 -2.7 +0.3 +1.3

ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾄ × 3m47 3m48 3m48
36 1 2011 高橋 学士(1) 一条中 -0.2 +0.1 +0.1

ｴﾝﾄﾞｳ ｾﾅ 3m19 3m40 × 3m40
37 12 2045 遠藤 聖和(1) 瑞穂野中 +0.1 -1.2 -1.2

ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ × 3m40 × 3m40
38 21 2140 菊地 渉太(1) 石橋中 +0.2 +0.2

ｷﾑﾗ ｷﾐﾉﾌﾞ 2m05 2m77 3m38 3m38
39 8 2100 木村 公宣(1) 若松原中 -0.1 -2.6 -0.6 -0.6

ﾀｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 3m35 3m15 3m19 3m35
40 11 2049 田﨑 煌大(1) 瑞穂野中 -0.3 -1.8 +0.1 -0.3

ｸﾛｺ ﾀｳﾄ 3m10 3m26 3m04 3m26
41 3 2017 黒子 大空翔(1) 一条中 -0.9 -0.6 -0.2 -0.6

ﾂﾂﾐ ﾕｳｷ × 2m94 3m23 3m23
42 10 2050 堤 佑暉(1) 瑞穂野中 -1.7 -0.2 -0.2

ｵｵﾀｹ ﾚﾝﾄ 3m12 3m22 3m04 3m22
43 15 2159 大竹 蓮斗(1) 陽南中 -2.2 -0.6 -1.0 -0.6

ｻｻｷ ｺｳﾔ 2m19 2m83 2m80 2m83
44 7 2012 佐々木 昊也(1) 一条中 -0.7 -1.9 -1.1 -1.9

ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝｺﾞ

24 1054 大久保 賢悟(3) 石橋中 DNS

凡例  DNS:欠場

U16男子三段跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月28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

ﾎﾘ ﾋﾅﾀ

1 1198 堀 陽向(3) 陽南中 DNS



U16男子砲丸投(5.0kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月29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

ｷｸﾁ ﾏﾅﾄ

1 15 1472 菊地 真叶(3) 清原中 8m27 8m68 9m35 9m35 9m35
ｲﾉｾ ﾏｻﾄ

2 13 87 猪瀬 優斗(2) 清原中 8m07 9m07 × 9m07 9m07
ｲｲﾂﾞｶ ﾘﾋﾄ

3 14 1252 飯塚 俐仁(3) 姿川中 8m12 7m84 9m01 9m01 9m01
ﾀｹｼﾏ ｷｯﾍﾟｲ

4 12 143 竹島 桔平(2) 若松原中 × 8m80 9m00 9m00 9m00
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ

5 10 142 山口 水樹(2) 若松原中 8m25 7m85 8m66 8m66 8m66
ｲｲﾉ ｴｲﾀ

6 11 86 飯野 瑛太(2) 清原中 7m81 8m05 7m97 8m05 8m05
ﾃﾂｶ ﾀｶﾋﾄ

7 5 1382 手塚 隆仁(3) 一条中 7m35 7m92 8m01 8m01 8m01
ﾑｷﾞｼﾏ ｿｳ

8 8 92 麦島 創(2) 清原中 7m33 7m87 7m91 7m91 7m91
ﾀﾗｶﾜ ｱｵｲ

9 9 1381 財川 蒼(3) 一条中 7m65 7m66 7m63 7m66 7m66
ﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ

10 6 1386 原 誠一郎(3) 一条中 × 6m63 7m52 7m52 7m52
ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ

11 1 1583 鈴木 真(3) 一条中 6m62 6m71 × 6m71 6m71
ｱｵｷ ﾊﾙﾄ

12 3 1262 青木 陽心(3) 姿川中 × × 6m29 6m29 6m29
ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ

2 27 島田 憲信(2) 瑞穂野中 DNS
ｲｹｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ

4 1074 池内 佑太朗(3) 旭中 DNS
ｲﾜﾀ ｺｳｷ

7 28 岩田 昴樹(2) 姿川中 DNS
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ

16 8308 中山 秀鷹(3) 栃木陸協 DNS

凡例  DNS:欠場

U16男子円盤投(1.500kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月28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

ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ

1 8308 中山 秀鷹(3) 栃木陸協 DNS



U16男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 12:30 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

ｵｵｶﾞｷ ﾀｹﾋﾄ

1 4 1009 大垣 武仁(3) 瑞穂野中 44m28 42m90 × 44m28 44m28
ﾑﾗﾊﾀ ｺｳｷ

2 1 148 村端 航輝(2) 若松原中 34m76 36m67 30m11 36m67 36m67
ﾀｹｼﾏ ｷｯﾍﾟｲ

3 3 143 竹島 桔平(2) 若松原中 35m92 33m42 32m28 35m92 35m92
ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ

4 2 1176 川上 知椰(3) 清原中 25m93 22m26 26m75 26m75 26m75



U18女子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 11:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 (風:+1.7) 2組 (風:+2.1)

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

ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ ﾔﾏｶﾜ ﾅﾅｺ

1 5 4012 五月女 光(3) 作新学院高 12.26 1 9 5033 山川 菜々子(1) 宇都宮女高 12.88
ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ ｷｸﾁ ﾂｸﾞﾐ

2 7 3014 大図 奈々葉(2) 宇都宮女高 12.36 2 4 5015 菊地 世眞(1) 白鴎大足利高 13.01
ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐ ｱﾗｶﾜ ｱﾔｶ

3 9 5040 藤田 実優(1) 小山西高 12.51 3 5 4092 荒川 綾香(3) 小山西高 13.25
ｶｸﾓﾄ ﾁﾘ ﾖﾈﾀﾞ ﾘﾉﾝ

4 2 5012 覚本 千莉(1) 白鴎大足利高 12.54 4 8 4036 米田 凜音(3) 真岡女高 13.43
ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ ｶﾝﾉ ｺｱ

5 8 5031 村上 珠梨(1) 作新学院高 12.58 5 3 5014 菅野 心愛(1) 白鴎大足利高 13.44
ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｵ

6 1 5028 吉田 楓(1) 作新学院高 12.96 1 5043 中里 莉央(1) 黒磯南高 DNS
ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ

7 3 5029 本田 雅(1) 作新学院高 13.01 2 5042 松本 かんな(1) 小山西高 DNS
ﾔﾏﾈ ﾕﾘﾔ ｻﾄｳ ｱｵｲ

4 5022 山根 優梨耶(1) 青藍泰斗高 DNS 6 4053 佐藤 蒼依(3) 宇都宮北高 DNS
ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ ﾃﾂｶ ﾅﾅｾ

6 3017 二宮 音彩(2) 白鴎大足利高 DNS 7 4193 手塚 七星(3) 宇都宮北高 DNS

3組 (風:+0.3) 4組 (風:+2.6)

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

ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ ｸﾜﾊﾗ ｱﾐｶ

1 5 3101 濱野 友鈴(2) 小山西高 13.15 1 8 4065 桑原 あみか(3) 小山南高 13.05
ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ ﾀﾉｲ ｺﾄﾐ

2 6 3018 畠中 梨好(2) 白鴎大足利高 13.17 2 7 3053 田野井 琴美(2) 鹿沼南高 13.29
ｽｶﾞｲ ﾊﾙｶ ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ

3 8 3102 菅井 晴佳(2) 宇都宮女高 13.35 3 3 3037 間中 美結(2) 小山南高 13.34
ﾉﾅｶ ﾆｺﾙ ﾆﾍｲ ﾅﾂｷ

4 4 4083 野中 ﾆｺﾙ(3) さくら清修高 13.37 4 1 3069 仁平 夏希(2) 宇都宮南高 13.44
ｻｶﾓﾄ ﾐｵ ｵｶﾞﾜ ｱﾔ

5 9 3020 坂本 澪(2) 青藍泰斗高 13.44 5 6 3016 小川 彩(2) 白鴎大足利高 13.51
ﾜﾀﾍﾞ ｶﾚﾝ ｶﾅﾄﾞﾒ ﾋﾖﾘ

6 7 5032 渡部 かれん(1) 作新学院高 13.60 6 4 5054 金留 ひより(1) さくら清修高 13.81
ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｺ

7 1 4067 金沢 美希(3) 小山南高 13.61 2 3012 山口 奈那子(2) 真岡女高 DNS
ｻｲﾄｳ ﾙｶ ﾀﾅｶ ﾙｲ

8 2 5017 齊藤 るか(1) 白鴎大足利高 13.79 5 4080 田中 琉唯(3) さくら清修高 DNS
ﾀｶﾉﾊｼ ｻｴ ｻｲｽ ｱｲﾅ

3 4082 鷹箸 紗英(3) さくら清修高 DNS 9 3058 齋須 愛菜(2) さくら清修高 DNS

5組 (風:+1.0) 6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

ﾂﾙﾐ ｱﾉﾝ ｲﾜｻﾞｷ ﾖｼｴ

1 5 3046 鶴見 愛音(2) 小山高 13.35 1 2 5044 岩崎 吉江(1) 真岡女高 13.15
ｵｵｸﾎﾞ ｱﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｱ

2 4 3080 大久保 亜美(2) 宇中女・中央高 13.38 2 8 5097 小林 桃愛(1) 大田原女高 13.87
ｶﾒﾀﾞ ｻｴ ｲｼｶﾜ ﾐｽｽﾞ

3 6 4090 亀田 沙依(3) 小山西高 13.65 3 3 5095 石川 実鈴(1) 大田原女高 14.21
ｻﾄｳ ｱｲﾑ ｽｴﾀｹ ﾏｲ

4 9 3085 佐藤 愛夢(2) 那須拓陽高 13.73 4 6 4151 末武 麻依(3) 小山高 14.45
ｲｲﾂﾞｶ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾉ ﾚｲｶ

5 2 3045 飯塚 虹心(2) 小山高 13.78 5 4 4055 中野 伶香(3) 宇都宮北高 14.50
ｲﾅﾊﾞ ﾕｳﾅ ﾓﾘﾀ ﾔﾔ

6 8 5121 稲葉 優菜(1) 小山西高 14.15 6 7 3122 森田 安耶(2) 佐野高 14.64
ﾓﾛ ｶﾅﾝ ﾉﾌﾞｽｴ ｺｺﾐ

7 1 5021 茂呂 果南(1) 白鴎大足利高 14.15 7 9 4066 信末 心海(3) 小山南高 16.13
ｲｶﾞﾘ ﾐﾕ ｶﾈｺ ｲﾂｷ

3 3088 猪狩 美優(2) 鹿沼高 DNS 5 4132 金子 樹(3) 那須拓陽高 DNS
ﾌｸﾓﾄ ﾏｲ

7 4056 福本 茉以(3) 宇都宮北高 DNS

凡例  DNS:欠場



U18女子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 11:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 (風:+0.2) 8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

ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾙﾅ

1 5 4109 髙橋 彩葉(3) 宇中女・中央高 13.23 1 8 3082 柳田 瑠奈(2) 宇中女・中央高 13.64
ｵｵﾀ ﾅﾅﾐ ｲｼｶﾜ ﾕﾅ

2 3 4007 太田 七海(3) 佐野日大高 13.24 2 4 5100 石川 結菜(1) 大田原女高 13.97
ｵｵﾀｶ ﾏﾊﾙ ﾐｳﾗ ｶｵﾘ

3 2 5154 大高 真陽(1) 作新学院高 13.74 3 7 3135 三浦 佳織(2) 宇都宮女高 14.61
ｲｼｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ ﾐｽﾞﾏ ｻﾗ

4 6 5084 石﨑 希(1) 宇都宮女高 14.11 4 2 3136 水間 彩愛(2) 佐野東高 14.63
ｶｲ ﾋﾒﾅ ｶﾄｳ ﾕｳｶ

5 8 5151 甲斐 姫和(1) 作新学院高 14.17 5 5 5134 加藤 佑佳(1) 宇都宮白楊高 14.76
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷﾅ ｲﾄｳ ﾙﾅ

6 7 5093 渡邊 未樹菜(1) 宇中女・中央高 14.59 3 5147 伊東 瑠菜(1) 宇都宮北高 DNS
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｵ ｻｸﾗｲ ﾕﾗ

7 4 3178 栗林 茉生(2) 上三川高 14.90 6 5146 櫻井 優楽(1) 宇都宮北高 DNS
ｲｹﾀﾞ ｶｵ

9 5152 池田 糀桜(1) 作新学院高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ

1 4012 五月女 光(3) 作新学院高 12.26 +1.7
ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ

2 3014 大図 奈々葉(2) 宇都宮女高 12.36 +1.7
ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐ

3 5040 藤田 実優(1) 小山西高 12.51 +1.7
ｶｸﾓﾄ ﾁﾘ

4 5012 覚本 千莉(1) 白鴎大足利高 12.54 +1.7
ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ

5 5031 村上 珠梨(1) 作新学院高 12.58 +1.7
ﾔﾏｶﾜ ﾅﾅｺ

6 5033 山川 菜々子(1) 宇都宮女高 12.88 +2.1
ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

7 5028 吉田 楓(1) 作新学院高 12.96 +1.7
ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ

8 5029 本田 雅(1) 作新学院高 13.01 +1.7
ｷｸﾁ ﾂｸﾞﾐ

8 5015 菊地 世眞(1) 白鴎大足利高 13.01 +2.1

凡例  DNS:欠場



U18女子300m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ

1 4 4025 福田 菜々子(3) 白鴎大足利高 40.66 1 8 3100 齊藤 麗来(2) 小山西高 45.24
ｼﾐｽﾞ ｻｷ ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ

2 9 4156 清水 咲希(3) 宇都宮女高 42.56 2 7 4067 金沢 美希(3) 小山南高 47.36
ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾝ

3 3 3037 間中 美結(2) 小山南高 44.68 3 4 3074 鈴木 真凛(2) 宇都宮女高 49.76
ｻｲﾄｳ ﾙｶ ﾉﾌﾞｽｴ ｺｺﾐ

4 7 5017 齊藤 るか(1) 白鴎大足利高 45.43 4 5 4066 信末 心海(3) 小山南高 55.43
ｵｵﾇｷ ﾅｵ ﾆﾍｲ ﾐﾚ

5 4035 大貫 那緒(3) 作新学院高 DNS 6 3114 仁平 美玲(2) 石橋高 DNS
ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ

6 3017 二宮 音彩(2) 白鴎大足利高 DNS 9 4093 鈴木 若菜(3) 真岡女高 DNS
ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｲ

8 3009 長島 結衣(2) 真岡女高 DNS

3組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔｶ ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ

1 5 5049 宮崎 絢香(1) 宇都宮女高 50.97 1 4025 福田 菜々子(3) 白鴎大足利高 40.66
ｸﾛｻｷ ﾕﾅ ｼﾐｽﾞ ｻｷ

2 7 5050 黒崎 ゆな(1) 宇都宮女高 52.69 2 4156 清水 咲希(3) 宇都宮女高 42.56
ｵｵｼﾏ ﾐｻｷ ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ

3 8 5116 大島 美咲(1) 上三川高 53.37 3 3037 間中 美結(2) 小山南高 44.68
ｼｲﾅ ﾕﾒﾐ ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ

4 4 5120 椎名 夢美(1) 小山西高 55.83 4 3100 齊藤 麗来(2) 小山西高 45.24
ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ ｻｲﾄｳ ﾙｶ

6 3101 濱野 友鈴(2) 小山西高 DNS 5 5017 齊藤 るか(1) 白鴎大足利高 45.43
ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐ ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ

9 5040 藤田 実優(1) 小山西高 DNS 6 4067 金沢 美希(3) 小山南高 47.36
ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾝ

7 3074 鈴木 真凛(2) 宇都宮女高 49.76
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔｶ

8 5049 宮崎 絢香(1) 宇都宮女高 50.97

凡例  DNS:欠場



U18女子800m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 13:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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

ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞ ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾘﾝ

1 5 3038 松本 芽久(2) 小山南高 2:20.11 1 4 4096 藤原 香凜(3) 真岡女高 2:33.91
ﾆｼﾀﾞ ﾏﾅｶ ﾇﾏﾑﾗ ｱｷ

2 7 4130 西田 真花(3) 那須拓陽高 2:20.54 2 9 4097 沼村 亜希(3) 真岡女高 2:36.79
ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ ｸﾗｻﾜ ﾐｸ

3 6 5066 大金 ゆい(1) 宇都宮北高 2:22.07 3 3 4064 倉澤 実玖(3) 小山南高 2:37.58
ｲｹﾀﾞ ﾕｲﾅ ﾀｷｸﾞﾁ ﾋｵﾘ

4 9 3013 池田 結菜(2) 宇都宮女高 2:26.66 4 6 5065 滝口 日桜凛(1) さくら清修高 2:38.02
ｵｸﾔﾏ ｿﾗﾘ ﾊﾈｲｼ ｱｲﾘ

5 4 4131 奥山 颯莉(3) 那須拓陽高 2:28.82 5 7 4167 羽石 愛梨(3) 栃木翔南高 2:38.85
ﾄﾐﾀ ｼｮｳｺ ﾎｼ ﾊﾙﾋ

6 8 3039 冨田 翔子(2) 石橋高 2:32.77 6 8 5105 星 遥陽(1) さくら清修高 2:44.59
ﾀｶｸ ﾅﾉﾊ ﾌｸｲ ｱｶﾈ

7 3 3031 髙久 虹彩(2) 那須拓陽高 2:38.56 7 5 3036 福井 紅音(2) 小山南高 2:45.36

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

ﾏﾂﾑﾗ ﾕｱ ﾀﾑﾗ ﾐｻ

1 5 3162 松村 唯愛(2) 佐野高 2:37.76 1 7 3175 田村 美彩(2) 那須拓陽高 2:33.65
ｱﾗｲ ﾜｶﾅ ｺﾑﾛ ﾕﾒ

2 4 4008 荒井 若菜(3) 真岡女高 2:38.86 2 9 3130 小室 優萌(2) 真岡北陵高 2:39.90
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾙ ｱｸﾂ ﾅﾂﾐ

3 9 5038 渡邉 愛瑠(1) 那須拓陽高 2:40.39 3 5 5141 阿久津 奈都美(1) 那須拓陽高 2:43.35
ﾄｻｷ ｲｸﾐ ﾀﾅｶ ｿﾅ

4 6 3054 戸崎 侑美(2) 栃木翔南高 2:41.12 4 8 5069 田中 昊奈(1) 宇都宮北高 2:45.89
ｺﾃﾞﾗ ｶﾅ ｶﾄｳ ﾕｳｶ

5 8 3134 古寺 花菜(2) 宇都宮女高 2:46.33 5 3 5134 加藤 佑佳(1) 宇都宮白楊高 3:04.62
ｻｲﾄｳ ﾀﾏｷ ｸﾛｶﾜ ｱｲｶ

6 7 5110 齊藤 玲姫(1) 鹿沼高 2:47.74 4 5119 黒川 愛詠(1) 小山西高 DNS
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾅﾂｶ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅﾀ

7 3 3128 山際 捺郁(2) 上三川高 2:53.70 6 3131 竹田 陽菜葵(2) 真岡北陵高 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

ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞ

1 3038 松本 芽久(2) 小山南高 2:20.11
ﾆｼﾀﾞ ﾏﾅｶ

2 4130 西田 真花(3) 那須拓陽高 2:20.54
ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ

3 5066 大金 ゆい(1) 宇都宮北高 2:22.07
ｲｹﾀﾞ ﾕｲﾅ

4 3013 池田 結菜(2) 宇都宮女高 2:26.66
ｵｸﾔﾏ ｿﾗﾘ

5 4131 奥山 颯莉(3) 那須拓陽高 2:28.82
ﾄﾐﾀ ｼｮｳｺ

6 3039 冨田 翔子(2) 石橋高 2:32.77
ﾀﾑﾗ ﾐｻ

7 3175 田村 美彩(2) 那須拓陽高 2:33.65
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾘﾝ

8 4096 藤原 香凜(3) 真岡女高 2:33.91

凡例  DNS:欠場



U18女子1500m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞ ｹﾌﾞｶﾜ ﾐﾋ

1 9 3038 松本 芽久(2) 小山南高 4:55.69 1 5 3047 癸生川 美姫(2) 小山高 5:10.99
ﾑﾗｶﾐ ｶﾚﾝ ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ

2 5 3032 村上 果蓮(2) 那須拓陽高 4:57.81 2 10 5045 菊地 ひな(1) 真岡女高 5:13.22
ｱｸﾂ ｺｺﾅ ﾄﾖﾀﾞ ｷﾖﾗ

3 2 3005 阿久津 心和(2) 文星女高 5:03.12 3 14 5035 豊田 雪羅(1) 那須拓陽高 5:18.82
ﾀｼﾞﾏ ﾐｷ ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾐﾁｶ

4 3 5004 田島 美姫(1) 文星女高 5:04.28 4 8 5036 長久保 心愛(1) 那須拓陽高 5:20.49
ﾋｶﾞ ｱｲｺ ﾋﾛﾊﾀ ﾏｲ

5 11 5006 比嘉 愛子(1) 文星女高 5:19.65 5 9 5092 廣幡 真依(1) 宇中女・中央高 5:24.86
ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳｻ ｱｷﾀ ﾘﾘｺ

6 7 4128 豊田 瑠沙(3) 那須拓陽高 5:25.98 6 3 5063 秋田 梨々子(1) 真岡女高 5:36.86
ﾀｶｾ ﾒｲ ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ

7 6 5009 高瀬 明維(1) 文星女高 5:31.62 7 11 4166 小平 夢叶(3) 栃木翔南高 5:39.35
ｲｼｵﾛｼ ﾙﾘｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾙ

8 16 5034 石下 瑠華(1) 宇都宮女高 5:31.71 8 13 5038 渡邉 愛瑠(1) 那須拓陽高 5:46.33
ﾎｼ ﾊﾙﾋ ｵｶﾓﾄ ﾅﾂﾅ

9 14 5105 星 遥陽(1) さくら清修高 5:34.56 9 6 5062 岡本 夏奈(1) 真岡女高 5:47.19
ｸﾗｻﾜ ﾐｸ ﾃﾗﾀﾞ ﾒｲﾅ

10 10 4064 倉澤 実玖(3) 小山南高 5:36.62 10 1 5149 寺田 芽依奈(1) 宇都宮北高 5:54.23
ﾌｸｲ ｱｶﾈ ﾌｸﾀﾞ ﾐｵ

11 15 3036 福井 紅音(2) 小山南高 5:57.67 11 4 5007 福田 美緒(1) 文星女高 6:08.13
ｷﾑﾗ ｶﾉﾝ ｼﾛｳｽﾞ ﾕﾂﾞｻ

1 3004 木村 華音(2) 文星女高 DNS 12 15 5132 白水 ゆづさ(1) 小山高 6:12.65
ﾖｼﾊﾞ ｻｸﾗ ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾅ

4 3030 吉葉 咲良(2) 那須拓陽高 DNS 13 12 4095 関口 茉那(3) 真岡女高 6:16.72
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ ﾀｷｸﾞﾁ ﾋｵﾘ

8 5002 渡邊 奈菜(1) 文星女高 DNS 2 5065 滝口 日桜凛(1) さくら清修高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ ｵｶﾍﾞ ｾﾗ

12 5003 渡邊 怜菜(1) 文星女高 DNS 7 5008 岡部 星來(1) 文星女高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ

13 4129 渡辺 萌乃佳(3) 那須拓陽高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞ

1 3038 松本 芽久(2) 小山南高 4:55.69
ﾑﾗｶﾐ ｶﾚﾝ

2 3032 村上 果蓮(2) 那須拓陽高 4:57.81
ｱｸﾂ ｺｺﾅ

3 3005 阿久津 心和(2) 文星女高 5:03.12
ﾀｼﾞﾏ ﾐｷ

4 5004 田島 美姫(1) 文星女高 5:04.28
ｹﾌﾞｶﾜ ﾐﾋ

5 3047 癸生川 美姫(2) 小山高 5:10.99
ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ

6 5045 菊地 ひな(1) 真岡女高 5:13.22
ﾄﾖﾀﾞ ｷﾖﾗ

7 5035 豊田 雪羅(1) 那須拓陽高 5:18.82
ﾋｶﾞ ｱｲｺ

8 5006 比嘉 愛子(1) 文星女高 5:19.65

凡例  DNS:欠場



U18女子100mYH(0.762m_8.5m)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+3.6) 2組 (風:+1.9)

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

ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ ﾀｶﾊｼ ﾚｵ

1 7 3010 野村 美月(2) 石橋高 13.72 1 3 5018 髙橋 玲緒(1) 白鴎大足利高 15.10
ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾏﾐ ﾀｶｲ ﾐﾂﾞｷ

2 4 4072 町田 珠実(3) 鹿沼高 15.01 2 8 5089 髙井 瑞祈(1) 宇中女・中央高 17.22
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｺ ｳｴﾉ ﾅﾉﾊ

3 8 3012 山口 奈那子(2) 真岡女高 15.14 3 2 5087 上野 那乃羽(1) 宇中女・中央高 17.65
ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷﾅ

4 9 5041 樋山 凛花(1) 小山西高 15.51 4 4 5093 渡邊 未樹菜(1) 宇中女・中央高 18.61
ﾀｶﾓﾘ ﾕﾒ ﾀﾅｶ ﾋﾖﾘ

5 6 3059 髙森 優萌(2) さくら清修高 15.55 5 5 5133 田中 陽由里(1) 小山高 18.91
ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ

6 5 4009 丸山 楓佳(3) 宇短附高 16.66 6 6 5127 松本 汐帆(1) 真岡工業高 19.35
ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｶﾘ ｱﾍﾞ ﾐｶﾅ

7 3 3048 杉原 妃佳里(2) 小山高 17.92 9 3057 阿部 望叶(2) さくら清修高 DNF
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ

7 3068 高橋 里奈(2) 宇都宮南高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ

1 3010 野村 美月(2) 石橋高 13.72 +3.6
ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾏﾐ

2 4072 町田 珠実(3) 鹿沼高 15.01 +3.6
ﾀｶﾊｼ ﾚｵ

3 5018 髙橋 玲緒(1) 白鴎大足利高 15.10 +1.9
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｺ

4 3012 山口 奈那子(2) 真岡女高 15.14 +3.6
ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ

5 5041 樋山 凛花(1) 小山西高 15.51 +3.6
ﾀｶﾓﾘ ﾕﾒ

6 3059 髙森 優萌(2) さくら清修高 15.55 +3.6
ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ

7 4009 丸山 楓佳(3) 宇短附高 16.66 +3.6
ﾀｶｲ ﾐﾂﾞｷ

8 5089 髙井 瑞祈(1) 宇中女・中央高 17.22 +1.9

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権

U18女子300mH(0.762m_35.0m)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 13:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ

1 9 5011 山本 実希(1) 佐野日大高 46.04
ｾｷｸﾞﾁ ﾐｶ

2 7 3011 関口 実花(2) 石橋高 49.47
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ

3 4 4093 鈴木 若菜(3) 真岡女高 52.65
ﾀﾃﾍﾞ ｱﾐ

4 8 3092 建部 亜美(2) 宇都宮東高 54.51
ｱｻｶﾜ ｻﾂｷ

5 6 4158 浅川 颯希(3) 宇都宮女高 57.05
ﾐｽﾞﾏ ｻﾗ

5 3136 水間 彩愛(2) 佐野東高 DNS



U18女子4X100mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 15:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

1 4 真岡女高 3012 山口 奈那子(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｺ 52.15 1 5 作新学院高 5028 吉田 楓(1) ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 48.38
5044 岩崎 吉江(1) ｲﾜｻﾞｷ ﾖｼｴ 4012 五月女 光(3) ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ
3028 田中 愛莉亜(2) ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 5029 本田 雅(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ
3029 黒子 夏穂(2) ｸﾛｺ ﾅｵ 5031 村上 珠梨(1) ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ

2 7 小山高 3048 杉原 妃佳里(2) ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｶﾘ 53.64 2 6 宇都宮北高A 4056 福本 茉以(3) ﾌｸﾓﾄ ﾏｲ 50.20
3046 鶴見 愛音(2) ﾂﾙﾐ ｱﾉﾝ 4053 佐藤 蒼依(3) ｻﾄｳ ｱｵｲ
4151 末武 麻依(3) ｽｴﾀｹ ﾏｲ 4054 佐藤 杏実(3) ｻﾄｳ ｱﾐ
3045 飯塚 虹心(2) ｲｲﾂﾞｶ ﾅﾅﾐ 4193 手塚 七星(3) ﾃﾂｶ ﾅﾅｾ

3 5 宇都宮女高B 5084 石﨑 希(1) ｲｼｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 55.23 3 7 小山西高 4092 荒川 綾香(3) ｱﾗｶﾜ ｱﾔｶ 50.30
3073 大森 千慧(2) ｵｵﾓﾘ ﾁｻﾄ 5040 藤田 実優(1) ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐ
3074 鈴木 真凛(2) ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾝ 4090 亀田 沙依(3) ｶﾒﾀﾞ ｻｴ
3013 池田 結菜(2) ｲｹﾀﾞ ﾕｲﾅ 3101 濱野 友鈴(2) ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ

6 さくら清修高 DNS 4 4 宇都宮女高A 5033 山川 菜々子(1) ﾔﾏｶﾜ ﾅﾅｺ 50.75
3014 大図 奈々葉(2) ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ
3102 菅井 晴佳(2) ｽｶﾞｲ ﾊﾙｶ
3134 古寺 花菜(2) ｺﾃﾞﾗ ｶﾅ

5 8 小山南高 4067 金沢 美希(3) ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ 53.03
4065 桑原 あみか(3) ｸﾜﾊﾗ ｱﾐｶ
3117 椎名 美友(2) ｼｲﾅ ﾐﾕ
3037 間中 美結(2) ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 作新学院高 5028 吉田 楓(1) ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 48.38
4012 五月女 光(3) ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ
5029 本田 雅(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ
5031 村上 珠梨(1) ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ

2 宇都宮北高A 4056 福本 茉以(3) ﾌｸﾓﾄ ﾏｲ 50.20
4053 佐藤 蒼依(3) ｻﾄｳ ｱｵｲ
4054 佐藤 杏実(3) ｻﾄｳ ｱﾐ
4193 手塚 七星(3) ﾃﾂｶ ﾅﾅｾ

3 小山西高 4092 荒川 綾香(3) ｱﾗｶﾜ ｱﾔｶ 50.30
5040 藤田 実優(1) ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐ
4090 亀田 沙依(3) ｶﾒﾀﾞ ｻｴ
3101 濱野 友鈴(2) ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ

4 宇都宮女高A 5033 山川 菜々子(1) ﾔﾏｶﾜ ﾅﾅｺ 50.75
3014 大図 奈々葉(2) ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ
3102 菅井 晴佳(2) ｽｶﾞｲ ﾊﾙｶ
3134 古寺 花菜(2) ｺﾃﾞﾗ ｶﾅ

5 真岡女高 3012 山口 奈那子(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｺ 52.15
5044 岩崎 吉江(1) ｲﾜｻﾞｷ ﾖｼｴ
3028 田中 愛莉亜(2) ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ
3029 黒子 夏穂(2) ｸﾛｺ ﾅｵ

6 小山南高 4067 金沢 美希(3) ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ 53.03
4065 桑原 あみか(3) ｸﾜﾊﾗ ｱﾐｶ
3117 椎名 美友(2) ｼｲﾅ ﾐﾕ
3037 間中 美結(2) ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ

7 小山高 3048 杉原 妃佳里(2) ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｶﾘ 53.64
3046 鶴見 愛音(2) ﾂﾙﾐ ｱﾉﾝ
4151 末武 麻依(3) ｽｴﾀｹ ﾏｲ
3045 飯塚 虹心(2) ｲｲﾂﾞｶ ﾅﾅﾐ

8 宇都宮女高B 5084 石﨑 希(1) ｲｼｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 55.23
3073 大森 千慧(2) ｵｵﾓﾘ ﾁｻﾄ
3074 鈴木 真凛(2) ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾝ
3013 池田 結菜(2) ｲｹﾀﾞ ﾕｲﾅ

凡例  DNS:欠場



U18女子4X400mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 15:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 小山西高 5040 藤田 実優(1) ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐ 4:10.08

4092 荒川 綾香(3) ｱﾗｶﾜ ｱﾔｶ
3100 齊藤 麗来(2) ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ
3101 濱野 友鈴(2) ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ

2 4 小山南高A 4065 桑原 あみか(3) ｸﾜﾊﾗ ｱﾐｶ 4:15.76

3038 松本 芽久(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞ
4067 金沢 美希(3) ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ
3037 間中 美結(2) ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ

3 5 作新学院高 5028 吉田 楓(1) ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 4:18.32

5029 本田 雅(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ
5031 村上 珠梨(1) ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ
5032 渡部 かれん(1) ﾜﾀﾍﾞ ｶﾚﾝ

4 6 小山南高B 3036 福井 紅音(2) ﾌｸｲ ｱｶﾈ 4:44.76

4064 倉澤 実玖(3) ｸﾗｻﾜ ﾐｸ
3117 椎名 美友(2) ｼｲﾅ ﾐﾕ
5046 池田 聖菜(1) ｲｹﾀﾞ ｾﾅ

8 真岡女高 DNS

凡例  DNS:欠場



U18女子走高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 09:30 決　勝

決　勝　

ｺｼｼﾞ ﾕｲﾅ － － － － － － － －

1 18 4104 越路 結菜(3) 黒磯南高 ○ ○ × ○ × × × 1m64
ｿｳﾏ ﾅﾅ － － － － ○ ○ ○ ○

2 16 5118 相馬 七海(1) 那須拓陽高 × × × 1m50
ｻﾄｲ ﾁｻｷ － － － － － ○ ○ ○

2 19 5030 里井 知咲(1) 作新学院高 × × × 1m50
ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾅ － － － － － － ○ × ○

4 14 4111 髙橋 怜那(3) 宇中女・中央高 × × × 1m50
ﾀﾅｶ ﾙｲ － － － － － × ○ ○ × × ○

5 15 4080 田中 琉唯(3) さくら清修高 × × × 1m50
ｸﾏｲ ﾕｳ － － － － ○ × ○ × × ○ × × ○

6 11 3077 熊井 優(2) 宇中女・中央高 × × × 1m50
ｸﾏｷ ﾕﾅ － － － － × ○ × × ○ ○ × × ○

6 12 5129 熊木 夢那(1) 宇都宮女高 × × × 1m50
ﾊﾏﾉ ﾜｶﾊﾞ － － － － × ○ ○ ○ × × ×

8 1 5091 濱野 若葉(1) 宇中女・中央高 1m45
ﾀｶｻｷ ｱﾐｶ － － － － × ○ ○ × × ×

9 10 3007 髙﨑 亜美夏(2) 作新学院高 1m40
ﾀｶﾀﾞ ﾕﾏ － － － ○ × × ×

10 3 5148 髙田 ゆま(1) 宇都宮北高 1m30
ｻｶﾀ ﾅﾅ － － － ○ × × ×

10 6 3084 坂田 なな(2) 那須拓陽高 1m30
ｶﾜﾅｺﾞ ﾅﾅﾐ － － ○ × × ×

12 5 3127 川中子 菜々美(2) 真岡女高 1m25
ｶﾈﾀﾞ ﾙﾉ ○ × × ○ ○ × × ×

13 4 5117 金田 瑠乃(1) 那須拓陽高 1m25
ｲｹﾀﾞ ｾﾅ － － × × ○ × × ×

14 8 5046 池田 聖菜(1) 小山南高 1m25
ｼｲﾅ ﾐﾕ － － － － × × ×

7 3117 椎名 美友(2) 小山南高 NM
ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ

2 3028 田中 愛莉亜(2) 真岡女高 DNS
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳﾅ

9 3086 畠山 友菜(2) 那須拓陽高 DNS
ﾀｶﾊｼ ﾚｵ

13 5018 髙橋 玲緒(1) 白鴎大足利高 DNS
ｶﾐﾅｶﾞ ﾋﾅﾀ

17 5013 神永 日向(1) 白鴎大足利高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m15

1m55

1m20

1m61

1m25

1m64

1m30

1m67

1m35 1m40 1m45 1m50
記録 ｺﾒﾝﾄ

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

U18女子棒高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 11:00 決　勝

決　勝　

ｻｶｶﾞﾐ ﾘﾘ － － － － － － － －

1 4 3023 坂上 凛璃(2) 佐野日大高 ○ ○ × × ○ × × × 3m20
ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ － × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 3 4102 新井 美月(3) 佐野高 2m50
ﾑﾗｶﾐ ﾓﾄｶ ○ × × ×

3 2 4089 村上 素佳(3) 小山西高 1m80
ｱｸﾂ ｲﾁｺﾞ × × ×

1 5086 阿久津 苺(1) 宇中女・中央高 NM

2m30 2m40 2m50 2m60
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m00

3m10

2m10

3m20

2m20

3m30
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m80

3m00



U18女子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 09:30 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

ｵｵﾀ ﾅﾅﾐ 5m15 5m11 5m23 5m23
1 26 4007 太田 七海(3) 佐野日大高 +0.2 +0.6 +1.1 +1.1

ｻﾄｳ ｱｵｲ × 5m20 5m02 5m20
2 30 4053 佐藤 蒼依(3) 宇都宮北高 +0.4 -1.5 +0.4

ｵｵﾓﾘ ﾁｻﾄ 4m93 4m94 4m94 4m94
3 28 3073 大森 千慧(2) 宇都宮女高 +1.2 +0.3 +0.1 +0.3

ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 4m86 4m90 × 4m90
4 22 3028 田中 愛莉亜(2) 真岡女高 +1.1 +2.0 +2.0

ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 4m01 4m25 4m89 4m89
5 25 4101 加藤 瞳(3) 佐野高 +0.2 +0.9 +1.6 +1.6

ﾌｸﾀﾞ ﾐﾕ × 4m32 4m87 4m87
6 19 3089 福田 実由(2) 鹿沼高 +1.0 +1.8 +1.8

ｱﾍﾞ ﾐｶﾅ 4m64 4m74 4m62 4m74
7 23 3057 阿部 望叶(2) さくら清修高 +0.6 +0.7 +1.8 +0.7

ﾓﾛﾊｼ ｿﾗ × 4m52 4m69 4m69
8 20 5057 諸橋 空(1) さくら清修高 +1.8 +0.9 +0.9

ｱｵｷ ﾆﾅ 4m35 4m62 × 4m62
9 13 3083 青木 仁菜(2) 那須拓陽高 +2.4 +0.4 +0.4

ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ × 4m61 × 4m61
10 24 4009 丸山 楓佳(3) 宇短附高 +0.6 +0.6

ﾀｶｲ ﾐﾂﾞｷ 4m33 4m48 4m55 4m55
11 4 5089 髙井 瑞祈(1) 宇中女・中央高 +0.2 +2.6 -0.3 -0.3

ｵﾊﾞﾅ ﾋﾅｶ 4m29 × 4m51 4m51
12 15 3067 尾花 妃奈珂(2) 宇都宮南高 +0.6 +1.0 +1.0

ｳｴﾉ ﾅﾉﾊ 4m45 × × 4m45
13 6 5087 上野 那乃羽(1) 宇中女・中央高 0.0 0.0

ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾅ 4m24 4m23 × 4m24
14 1 4111 髙橋 怜那(3) 宇中女・中央高 +0.7 +0.1 +0.7

ﾅｶﾉ ﾚｲｶ 3m90 4m21 4m13 4m21
15 12 4055 中野 伶香(3) 宇都宮北高 +0.7 0.0 -0.3 0.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾅ 3m91 3m85 4m21 4m21
16 7 5153 渡辺 琉月(1) 作新学院高 +0.4 +1.0 +1.1 +1.1

ｻｲﾄｳ ﾐﾕｳ 3m93 4m12 3m77 4m12
17 9 5098 齋藤 美裕(1) 大田原女高 +0.7 +0.8 +0.5 +0.8

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾉ × 4m01 4m10 4m10
18 8 5090 中村 彩乃(1) 宇中女・中央高 +0.2 +1.3 +1.3

ｲﾁｶﾜ ﾕｳ × 4m06 × 4m06
19 16 5104 市川 結羽(1) さくら清修高 +0.2 +0.2

ｻｶｶﾞﾐ ﾘﾘ 3m87 2m50 3m90 3m90
20 5 3023 坂上 凛璃(2) 佐野日大高 -0.4 +1.4 +1.5 +1.5

ｶﾐﾅｶﾞ ﾕｳｶ 3m80 3m78 3m88 3m88
21 11 5099 神長 優花(1) 大田原女高 +0.5 +0.2 -0.4 -0.4

ｶﾄｳ ﾐｱ 3m62 × × 3m62
22 3 3124 加藤 美愛(2) 栃木翔南高 -0.5 -0.5

ﾓﾛ ｶﾅﾝ × × ×
21 5021 茂呂 果南(1) 白鴎大足利高 NM

ｲﾄｳ ﾙﾅ

2 5147 伊東 瑠菜(1) 宇都宮北高 DNS
ｻｸﾗｲ ﾕﾗ

10 5146 櫻井 優楽(1) 宇都宮北高 DNS
ｵｶﾞﾜ ﾙﾅ

14 3118 小川 瑠渚(2) 那須拓陽高 DNS
ﾂﾌﾞﾗ ﾘﾅ

17 4071 津布楽 里奈(3) 鹿沼高 DNS
ｼﾐｽﾞ ﾕｳ

18 5048 清水 優羽(1) 宇都宮女高 DNS
ｼﾏｻﾞｷ ﾏｵ

27 5039 島崎 真央(1) 白鴎大足利高 DNS
ﾀﾆ ﾋｶﾘ

29 5019 谷 飛香里(1) 白鴎大足利高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



U18女子三段跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月28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

ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 10m31 × 10m65 10m65
1 4 4101 加藤 瞳(3) 佐野高 -0.2 -0.5 -0.5

ｺｼｼﾞ ﾕｲﾅ 10m52 － － 10m52
2 5 4104 越路 結菜(3) 黒磯南高 +0.8 +0.8

ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾘ 10m06 × 10m32 10m32
3 3 3138 半田 真理(2) 小山西高 -1.1 -0.8 -0.8

ｸﾛｺ ﾅｵ × 9m95 9m81 9m95
4 2 3029 黒子 夏穂(2) 真岡女高 +1.1 -0.8 +1.1

ｼﾏｻﾞｷ ﾏｵ × － －
1 5039 島崎 真央(1) 白鴎大足利高 NM

凡例  NM:記録なし



U18女子砲丸投(4.0kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 12:30 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

ｵｵﾉ ｱｽﾐ

1 7 4011 大野 明日美(3) 青藍泰斗高 11m16 11m59 10m70 11m59 11m59
ｼｵﾊﾏ ｻﾗ

2 6 4010 塩濵 咲空(3) 青藍泰斗高 11m06 11m32 11m20 11m32 11m32
ｸﾜﾊﾗ ｱﾐｶ

3 5 4065 桑原 あみか(3) 小山南高 9m77 10m04 10m19 10m19 10m19
ｼﾐｽﾞ ｼﾉﾌﾞ

4 3 5023 清水 忍(1) 青藍泰斗高 9m93 9m55 9m41 9m93 9m93
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ

5 2 5077 中山 真緒(1) 宇都宮南高 8m17 8m47 9m38 9m38 9m38
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｵ

6 4 3035 畑山 凛音(2) 小山南高 8m45 8m50 8m67 8m67 8m67
ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｶ

7 1 5055 長嶋 千夏(1) さくら清修高 7m62 7m72 8m62 8m62 8m62

U18女子円盤投(1.0kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月28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

ｶﾗｷﾀ ﾅﾅﾐ

1 5 4081 柄木田 菜々美(3) さくら清修高 29m41 28m40 28m03 29m41 29m41
ｳｽｲ ﾐｻｷ

2 4 3033 薄井 美咲(2) 黒磯南高 28m61 28m37 27m89 28m61 28m61
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｵ

3 3 3035 畑山 凛音(2) 小山南高 23m89 × × 23m89 23m89
ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｶ

4 1 5055 長嶋 千夏(1) さくら清修高 21m50 23m75 22m35 23m75 23m75
ｻﾄｳ ｱｵｲ

5 2 5115 佐藤 葵(1) 真岡北陵高 × 17m42 × 17m42 17m42



U18女子ﾊﾝﾏｰ投(4.0kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月28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

ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅ

1 3 4103 藤田 陽南(3) 黒磯南高 37m42 × × 37m42 37m42
ｵｵﾉ ｱｽﾐ

2 2 4011 大野 明日美(3) 青藍泰斗高 30m89 33m11 34m11 34m11 34m11
ｳｽｲ ﾐｻｷ

3 1 3033 薄井 美咲(2) 黒磯南高 26m69 22m51 × 26m69 26m69
ｼｵﾊﾏ ｻﾗ

4 4010 塩濵 咲空(3) 青藍泰斗高 DNS

凡例  DNS:欠場

U18女子やり投(600g)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月29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

ﾀﾆ ﾋｶﾘ

1 1 5019 谷 飛香里(1) 白鴎大足利高 25m91 30m82 33m90 33m90 33m90
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｲ

2 11 4149 小野寺 芽依(3) 真岡工業高 30m33 31m41 33m43 33m43 33m43
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ

3 9 3176 渡邊 安佑実(2) 宇都宮北高 × 24m27 31m66 31m66 31m66
ﾅﾏｲ ﾋﾅﾉ

4 6 3173 生井 陽菜乃(2) 真岡女高 27m97 31m41 25m82 31m41 31m41
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ

5 5 3172 小林 美咲(2) 小山西高 22m80 24m82 25m27 25m27 25m27
ｸﾛｺ ﾅｵ

6 7 3029 黒子 夏穂(2) 真岡女高 22m19 24m04 24m52 24m52 24m52
ｴﾀﾞ ﾁｴﾘ

7 4 5010 江田 桜(1) 佐野日大高 15m28 15m42 19m59 19m59 19m59
ｶﾝﾉ ｺｱ

8 2 5014 菅野 心愛(1) 白鴎大足利高 18m14 17m58 16m22 18m14 18m14
ﾋﾛｾ ｱﾔ

9 3 5068 広瀬 愛弥(1) 宇都宮北高 × 14m56 13m57 14m56 14m56
ｲﾜｻｶ ﾘｺ

8 4013 岩坂 理子(3) 作新学院高 DNS
ｻﾄｳ ｱﾔﾅ

10 4170 佐藤 彩永(3) 上三川高 DNS



U16女子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 11:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

1組 (風:-1.4) 2組 (風:-3.0)

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

ｱﾗｲ  ﾕﾘ ｺｳﾀﾞ ｻﾔ

1 4 6303 荒井 結梨(3) 野木中 12.73 1 4 64 國府田 沙耶(2) 石橋中 13.46
ｲｼﾊﾗ  ﾅﾅ ﾅｶﾔﾏ ｺｺﾅ

2 7 8007 石原 南菜(2) 足利陸上クラブ 12.93 2 6 1052 中山 心菜(3) 石橋中 13.77
ﾀｶﾊｼ ｴﾏ ﾋﾗﾉ ﾅﾅ

3 6 1055 高橋 愛茉(3) 国分寺中 13.13 3 5 32 平野 菜々(2) 姿川中 13.87
ｺﾇﾏ  ｻﾗ ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾅ

4 5 8011 小沼 彩愛(2) 足利陸上クラブ 13.38 4 9 1251 日向野 心愛(3) 姿川中 14.05
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾈ

5 1 8006 宮澤 亜美(3) 足利陸上クラブ 13.45 5 7 5016 小林 虹羽(1) 白鴎大足利高 14.08
ｱﾂｷ  ﾋﾏﾘ ｲﾜｻｶ ﾏｲ

6 3 8008 厚木 ひまり(2) 足利陸上クラブ 13.48 6 8 1148 岩坂 茉依(3) 一条中 14.09
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ ﾏﾙﾔﾏ ﾈﾈ

7 8 141 渡邊 栞里(2) 一条中 13.68 7 3 55 丸山 寧々(2) 泉が丘中 14.14
ｵｶﾀﾞ ﾘﾅ ﾖｼﾑﾗ ﾌｳｶ

8 2 1257 岡田 莉奈(3) 姿川中 13.73 8 2 2131 吉村 風香(1) 陽南中 14.15
ｼﾏﾉ  ｻｸﾗ

9 8009 島野 桜(2) 足利陸上クラブ DNS

3組 (風:-0.9) 4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

ﾊﾔｶﾜ ﾋﾅｺ ｸﾏｲ ﾋﾄﾐ

1 6 68 早川 日奈子(2) 石橋中 13.90 1 8 1124 熊井 瞳(3) 落合中 13.82
ｲｼﾊﾗ ﾏﾔ ｲｲﾉ ｾﾘﾅ

2 7 27 石原 茉弥(2) 姿川中 13.91 2 5 1165 飯野 芹奈(3) 陽南中 14.18
ｻﾄｳ ﾘﾉ ﾄｻｷ ﾐｵﾅ

3 3 1177 佐藤 理乃(3) 陽南中 14.08 3 6 192 戸﨑 美緒菜(2) 横川中 14.21
ｷﾑﾗ ｱﾔｶ ｻｻｷ ﾏﾕ

4 9 1046 木村 彩花(3) 石橋中 14.28 4 7 1025 佐々木 真悠(3) 泉が丘中 14.24
ﾑﾗﾀ ﾘﾘﾅ ｲｲﾉ ｱﾔｺ

5 2 139 村田 莉々奈(2) 一条中 14.41 5 3 1254 飯野 絢子(3) 姿川中 14.48
ｱﾗｲ ﾘｶ ｶｷﾇﾏ ﾅﾅ

6 4 1356 荒井 里圭(3) 一条中 14.76 6 2 49 柿沼 那奈(2) 泉が丘中 14.49
ｵｵﾇｷ ﾋﾅ ﾅｶﾞｾ ｺｺﾊ

5 1182 大貫 陽菜(9) あそ野義 DNS 4 1023 長瀬 心葉(3) 泉が丘中 DNS
ﾄﾚｽ ﾗﾀﾞ ｵｵｶﾜ ﾊﾙｶ

8 1359 ﾄﾚｽ ﾗﾀﾞ(3) 一条中 DNS 9 1026 大川 はるか(3) 泉が丘中 DNS

5組 (風:-0.5) 6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

ｸﾒｶﾜ ﾐﾁ ﾆﾍｲ ﾐｻ

1 9 1047 粂川 未知(3) 石橋中 13.88 1 4 28 二瓶 心彩(2) 姿川中 14.80
ｶﾄｳ ﾐｸ ﾖｼﾉ ｷﾗﾗ

2 4 2084 加藤 未来(1) 若松原中 14.11 2 6 29 吉野 きらら(2) 姿川中 14.91
ｻﾔﾏ ﾕｷｺ ｼﾗｲｼ ｽﾐﾚ

3 6 8026 佐山 結季子(1) 大平陸上クラブ 14.45 3 5 2149 白石 菫(1) 泉が丘中 14.92
ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾏﾘ ｻﾉ ﾁﾋﾛ

4 8 1258 関口 ひまり(3) 姿川中 14.81 4 8 100 佐野 ちひろ(2) 若松原中 14.96
ｵｵﾔ ﾕｽﾞﾘ ｳｽｲ ｻﾄﾐ

5 7 1157 大矢 柚凜(3) 陽南中 14.84 5 9 26 臼井 聡美(2) 姿川中 15.14
ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾊ

6 5 2125 中村 真唯(1) 陽南中 14.85 6 2 1260 山本 琴巴(3) 姿川中 15.24
ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｱ

7 3 2109 鈴木 ひかり(1) 石橋中 15.21 7 3 2110 藤原 友逢(1) 石橋中 15.39
ｱｸﾂ ﾊﾂﾋ ﾕｻﾞﾜ ﾏﾅ

8 2 2115 阿久津 はつひ(1) 陽南中 15.86 8 7 280 湯澤 愛(2) 落合中 16.05

凡例  DNS:欠場



U16女子100m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 11:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

7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

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾎ ｱﾗｲ  ﾕﾘ

1 3 191 髙山 結帆(2) 横川中 13.74 1 6303 荒井 結梨(3) 野木中 12.73 -1.4
ﾎﾘﾅｶ ﾐﾅﾐ ｲｼﾊﾗ  ﾅﾅ

2 8 5096 堀中 みなみ(1) 大田原女高 13.88 2 8007 石原 南菜(2) 足利陸上クラブ 12.93 -1.4
ｼﾗｶﾜ ｱﾕﾐ ﾀｶﾊｼ ｴﾏ

3 4 2038 白川 歩益(1) 旭中 16.06 3 1055 高橋 愛茉(3) 国分寺中 13.13 -1.4
ｲﾏﾑﾗ ｶﾉﾝ ｺﾇﾏ  ｻﾗ

4 6 2037 今村 香音(1) 旭中 16.51 4 8011 小沼 彩愛(2) 足利陸上クラブ 13.38 -1.4
ｸﾏｸﾗ ｱﾘｻ ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾐ

5 5 2108 熊倉 愛里紗(1) 石橋中 16.56 5 8006 宮澤 亜美(3) 足利陸上クラブ 13.45 -1.4
ｱｷﾂ ｻｻﾅ ｺｳﾀﾞ ｻﾔ

6 2 2082 秋津 咲々奈(1) 若松原中 16.64 6 64 國府田 沙耶(2) 石橋中 13.46 -3.0
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾅ ｱﾂｷ  ﾋﾏﾘ

7 7 2083 松本 采柚奈(1) 若松原中 17.44 7 8008 厚木 ひまり(2) 足利陸上クラブ 13.48 -1.4
ｻｲﾄｳ ﾕｲｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ

9 2080 齋藤 結子(1) 姿川中 DNS 8 141 渡邊 栞里(2) 一条中 13.68 -1.4

凡例  DNS:欠場



U16女子150m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 11:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+4.4) 2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

ｱﾗｲ  ﾕﾘ ｻﾄｳ ﾕｲﾅ

1 5 6303 荒井 結梨(3) 野木中 18.59 1 8 1079 佐藤 結奈(3) 阿久津中 20.46
ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ ﾀｶﾊｼ ﾏｼﾛ

2 2 14 佐藤 麻里奈(2) 陽南中 19.67 2 7 1173 高橋 真白(3) 陽南中 20.65
ｲﾜｻｶ ﾏｲ ﾏﾁｲ ﾋﾅ

3 7 1148 岩坂 茉依(3) 一条中 20.23 3 2 5020 町井 ひな(1) 白鴎大足利高 20.80
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ ﾎﾘﾅｶ ﾐﾅﾐ

4 8 102 鈴木 香凛(2) 若松原中 20.56 4 5 5096 堀中 みなみ(1) 大田原女高 21.11
ﾄｻｷ ﾐｵﾅ ｸﾗﾓﾄ ﾎﾉｶ

5 4 192 戸﨑 美緒菜(2) 横川中 21.00 5 4 1172 蔵本 穂花(3) 陽南中 21.30
ｱﾗｲ ﾘｶ ｲｼﾀﾞ ｶﾚﾝ

6 3 1356 荒井 里圭(3) 一条中 21.95 6 9 1496 石田 果蓮(3) 清原中 21.79
ｸｺﾞｳ ﾓﾓｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ

7 6 50 久郷 桃香(2) 泉が丘中 22.12 6 1067 渡邉 茜(3) 旭中 DQ,FS1

ﾄﾚｽ ﾗﾀﾞ ｽﾜ ﾐﾁﾙ

9 1359 ﾄﾚｽ ﾗﾀﾞ(3) 一条中 DNS 3 136 諏訪 ﾐﾁﾙ(2) 一条中 DNS

3組 (風:+2.5) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ｴﾏ ｱﾗｲ  ﾕﾘ

1 4 1055 高橋 愛茉(3) 国分寺中 19.29 1 6303 荒井 結梨(3) 野木中 18.59 +4.4
ｳｽｲ ﾕｳﾐ ﾀｶﾊｼ ｴﾏ

2 6 1041 臼井 優美(3) 横川中 20.17 2 1055 高橋 愛茉(3) 国分寺中 19.29 +2.5
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾈ ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ

3 9 5016 小林 虹羽(1) 白鴎大足利高 20.28 3 14 佐藤 麻里奈(2) 陽南中 19.67 +4.4
ｲｲﾉ ｾﾘﾅ ｳｽｲ ﾕｳﾐ

4 3 1165 飯野 芹奈(3) 陽南中 21.42 4 1041 臼井 優美(3) 横川中 20.17 +2.5
ﾑﾗﾀ ﾘﾘﾅ ｲﾜｻｶ ﾏｲ

5 7 139 村田 莉々奈(2) 一条中 21.55 5 1148 岩坂 茉依(3) 一条中 20.23 +4.4
ｵﾉ ｼﾎ ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾈ

6 2 2144 小野 誌朋(2) 泉が丘中 23.51 6 5016 小林 虹羽(1) 白鴎大足利高 20.28 +2.5
ﾃﾂﾞｶ ｱｵｲ ｻﾄｳ ﾕｲﾅ

5 140 手塚 あおい(2) 一条中 DNS 7 1079 佐藤 結奈(3) 阿久津中 20.46 +0.1
ﾅｶﾔﾏ ｺｺﾅ ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ

8 1052 中山 心菜(3) 石橋中 DNS 8 102 鈴木 香凛(2) 若松原中 20.56 +4.4

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



U16女子1000m
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ﾂｶﾊﾗ ﾐﾕ ｷﾑﾗ ｱﾔｶ

1 9 1001 塚原 深結(3) 長沼中 3:01.71 1 8 1045 木村 郁花(3) 石橋中 3:13.42
ﾀｹﾉｼﾀ ﾏﾎ ﾏｴｻﾞﾜ ｼｵﾘ

2 13 8016 竹之下 舞帆(1) 石川走友会 3:05.80 2 10 8080 前沢 汐璃(3) 栃木陸協 3:15.39
ｱﾗﾏｷ ﾐｳ ｺﾀﾞﾏ ﾐﾋﾛ

3 18 1343 荒牧 美羽(3) 旭中 3:08.92 3 7 1070 兒玉 光央(3) 旭中 3:16.95
ﾖﾓｷﾞﾀ ｼﾞｭｴﾘ ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ

4 16 31 蓬田 珠央梨(2) 姿川中 3:12.91 4 16 102 鈴木 香凛(2) 若松原中 3:17.52
ｵｵﾊｼ ｿﾗ ｸﾛｻﾜ ﾏｵ

5 12 101 大橋 空(2) 若松原中 3:13.28 5 1 279 黒澤 茉央(2) 石橋中 3:17.74
ｷﾀﾑﾗ ﾜｶﾅ ﾂｷﾊｼ ﾚｲﾅ

6 4 2085 北村 和奏(1) 若松原中 3:21.16 6 13 15 月橋 玲奈(2) 陽南中 3:39.49
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾒ ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｶ

7 15 67 橋本 夢(2) 石橋中 3:29.70 7 6 30 岡田 遥(2) 姿川中 3:39.69
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾐ ｷﾖﾏﾂ ﾕｲ

8 14 137 小林 奏心(2) 一条中 3:31.52 8 14 2146 清松 由衣(1) 泉が丘中 3:41.36
ｶﾐﾔﾏ ﾋﾅ ｲｲﾂﾞｶ ﾓｴ

9 1 9 神山 陽菜(2) 落合中 3:35.16 9 15 11 飯塚 萌絵(2) 陽南中 3:41.66
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾐ ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾘ

10 17 5135 福田 捺実(1) 宇都宮白楊高 3:36.45 10 18 8082 前沢 朱里(1) 栃木陸協 3:44.77
ﾃﾂｶ ｱﾔﾘ ｵｵﾓﾘ ﾐﾗ

11 7 2145 手塚 彩莉(1) 泉が丘中 3:40.36 11 9 2081 大森 心愛(1) 姿川中 3:49.44
ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ ﾑﾗﾔﾏ ﾖｼﾉ

12 3 10 福田 眞子(2) 落合中 3:40.59 12 2 1253 村山 耀志乃(3) 姿川中 3:49.95
ﾊﾘﾀ ﾓﾈ ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ

13 2 56 張田 百希(2) 旭中 3:44.76 13 17 2078 髙橋 陽菜(1) 姿川中 4:04.02
ｸﾛｷ ﾕｳﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ

14 19 1256 黒木 優奈(3) 姿川中 3:56.83 14 4 2077 渡辺 理愛(1) 姿川中 4:05.66
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ ﾅｶｻﾞﾄ ﾘﾘ

15 10 2111 山口 咲和(1) 石橋中 3:59.63 15 3 1069 中里 凛々(3) 旭中 4:21.55
ｵｶﾓﾄ ｱｲ ﾅｶﾞｾ ﾎﾏﾚ

16 11 2075 岡本 愛(1) 姿川中 4:20.55 5 1152 永瀬 誉(3) 清原中 DNS
ｵｻﾞﾜ ｼｵﾝ ｽﾜ ﾐﾁﾙ

5 2079 小澤 詩音(1) 姿川中 DNF 11 136 諏訪 ﾐﾁﾙ(2) 一条中 DNS
ﾋｸﾞﾁ ﾕｱ ﾀﾅｶ ﾉﾝ

6 195 樋口 結愛(2) 横川中 DNS 12 1185 田中 のん(9) あそ野義 DNS
ｶｼﾜｻﾞｷ ﾅﾅﾈ ｻｶﾓﾄ ｼｵﾘ

8 2076 柏崎 七音(1) 姿川中 DNS 19 111 坂本 詩織(2) 国分寺中 DNS
ｸﾛｷ ﾏｵ

20 52 黒木 真緒(2) 泉が丘中 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

ﾂｶﾊﾗ ﾐﾕ

1 1001 塚原 深結(3) 長沼中 3:01.71
ﾀｹﾉｼﾀ ﾏﾎ

2 8016 竹之下 舞帆(1) 石川走友会 3:05.80
ｱﾗﾏｷ ﾐｳ

3 1343 荒牧 美羽(3) 旭中 3:08.92
ﾖﾓｷﾞﾀ ｼﾞｭｴﾘ

4 31 蓬田 珠央梨(2) 姿川中 3:12.91
ｵｵﾊｼ ｿﾗ

5 101 大橋 空(2) 若松原中 3:13.28
ｷﾑﾗ ｱﾔｶ

6 1045 木村 郁花(3) 石橋中 3:13.42
ﾏｴｻﾞﾜ ｼｵﾘ

7 8080 前沢 汐璃(3) 栃木陸協 3:15.39
ｺﾀﾞﾏ ﾐﾋﾛ

8 1070 兒玉 光央(3) 旭中 3:16.95

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



U16女子4X100mR
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 15:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 足利陸上クラブ 8008 厚木 ひまり(2) ｱﾂｷ  ﾋﾏﾘ 50.22
8011 小沼 彩愛(2) ｺﾇﾏ  ｻﾗ
8006 宮澤 亜美(3) ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾐ
8007 石原 南菜(2) ｲｼﾊﾗ  ﾅﾅ

2 8 姿川中 1251 日向野 心愛(3) ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾅ 52.24
32 平野 菜々(2) ﾋﾗﾉ ﾅﾅ
27 石原 茉弥(2) ｲｼﾊﾗ ﾏﾔ

1257 岡田 莉奈(3) ｵｶﾀﾞ ﾘﾅ
3 5 一条中 139 村田 莉々奈(2) ﾑﾗﾀ ﾘﾘﾅ 54.80

141 渡邊 栞里(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ
1356 荒井 里圭(3) ｱﾗｲ ﾘｶ
1148 岩坂 茉依(3) ｲﾜｻｶ ﾏｲ

4 9 泉が丘中B 49 柿沼 那奈(2) ｶｷﾇﾏ ﾅﾅ 56.10
55 丸山 寧々(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾈﾈ
47 山下 月愛(2) ﾔﾏｼﾀ ﾙﾅ

288 石川 依茉(2) ｲｼｶﾜ ｴﾏ
4 石橋中 1047 粂川 未知(3) ｸﾒｶﾜ ﾐﾁ DQ,R2

64 國府田 沙耶(2) ｺｳﾀﾞ ｻﾔ
1050 髙山 優葉(3) ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾊ
1052 中山 心菜(3) ﾅｶﾔﾏ ｺｺﾅ

7 泉が丘中A DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３

U16女子100mYH(0.762m_8.5m)
審 判 長：小針 敏明

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 12:20 決　勝

決　勝　

(風:+3.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ

1 4 1014 安島 向日葵(3) 瑞穂野中 14.26
ｸﾏｲ ﾋﾄﾐ

2 9 1124 熊井 瞳(3) 落合中 16.66
ｷｼﾀﾞ ﾏﾎ

3 8 190 岸田 眞穂(2) 横川中 19.36
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｱ

5 2110 藤原 友逢(1) 石橋中 DNS
ｸﾒｶﾜ ﾐﾁ

6 1047 粂川 未知(3) 石橋中 DNS
ﾃﾂﾞｶ ｱｵｲ

7 140 手塚 あおい(2) 一条中 DNS



U16女子走高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月28日 09:30 決　勝

決　勝　

ｲｼﾊﾗ  ﾅﾅ － － － － ○ ○ ○ × ○

1 10 8007 石原 南菜(2) 足利陸上クラブ × × × 1m50
ｷｯｶ ﾊﾙﾅ － － － ○ ○ × ○ × × ×

2 8 8025 吉家 遙那(2) 大平陸上クラブ 1m40
ﾓﾘﾀ ｷｺ － × ○ × ○ × × ○ × ○ × × ×

3 6 196 森田 葵心(2) 横川中 1m35
ｸｺﾞｳ ｲｽﾞﾐ － ○ ○ × × ×

4 5 5056 久郷 和泉(1) さくら清修高 1m25
ｵｶﾞ ﾅﾅﾐ ○ ○ × × ○ × × ×

5 3 193 尾賀 七海(2) 横川中 1m25
ｱﾂﾐ ｼﾞｭﾅ × ○ × × ×

6 2 2106 厚見 珠那(1) 石橋中 1m15
ﾀｶﾏﾂ ﾕｳﾅ

1 1167 髙松 由奈(3) 陽南中 DNS
ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ

4 1175 伊藤 ひなた(2) 陽南中 DNS
ｱﾂｷ  ﾋﾏﾘ

7 8008 厚木 ひまり(2) 足利陸上クラブ DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ

9 141 渡邊 栞里(2) 一条中 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m15

1m55

1m50
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

凡例  DNS:欠場



U16女子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 12:40 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

ﾃﾂｶ ﾕｳﾅ 5m25 5m14 5m17 5m25
1 42 5027 手塚 祐奈(1) 作新学院高 +0.8 +2.4 -0.2 +0.8

ﾋﾗﾉ ﾅﾅ 4m67 4m74 × 4m74
2 38 32 平野 菜々(2) 姿川中 +3.1 +3.0 +3.0

ｳｽｲ ﾅﾅﾐ 4m70 4m70 × 4m70
3 36 8023 臼井 菜々美(3) 大平陸上クラブ +4.6 +0.8 +0.8

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾎ 4m55 4m65 4m43 4m65
4 35 191 髙山 結帆(2) 横川中 +3.9 +1.3 +2.6 +1.3

ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ × × 4m39 4m39
5 37 65 斎藤 愛未(2) 石橋中 +2.2 +2.2

ﾎｿﾔ ｶﾘﾝ 4m23 2m89 4m30 4m30
6 28 1169 細谷 華稟(3) 陽南中 +1.1 +1.6 +1.8 +1.8

ｲｲﾉ ｱﾔｺ 4m08 4m07 4m13 4m13
7 30 1254 飯野 絢子(3) 姿川中 +4.0 +2.9 +2.0 +2.0

ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾅ 4m07 3m54 4m12 4m12
8 33 1251 日向野 心愛(3) 姿川中 +2.5 +1.7 +0.7 +0.7

ﾑﾗﾀ ｶｵﾙｺ 3m99 4m10 4m02 4m10
9 31 1361 村田 薫子(3) 一条中 +3.3 +1.7 +2.2 +1.7

ﾜｸｲ ｱﾔ × 3m82 4m03 4m03
10 41 5074 涌井 彩(1) 石橋高 +2.0 +0.5 +0.5

ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾋﾅﾀ 4m01 3m90 3m96 4m01
11 25 51 宇賀神 日菜多(2) 泉が丘中 +2.6 +1.6 +1.5 +2.6

ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾘ 4m01 × 3m91 4m01
12 27 8082 前沢 朱里(1) 栃木陸協 +2.3 +3.7 +2.3

ｻﾄｳ ﾏﾎ 3m73 3m72 3m97 3m97
13 40 5051 佐藤 麻穂(1) 宇都宮東高 +1.0 +3.0 +0.2 +0.2

ｶﾄｳ ﾐｸ 3m94 × × 3m94
14 29 2084 加藤 未来(1) 若松原中 +0.6 +0.6

ｲｼｶﾜ ｴﾏ 3m92 × 3m78 3m92
15 26 288 石川 依茉(2) 泉が丘中 +2.2 +2.2 +2.2

ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 3m88 3m72 3m89 3m89
16 22 2109 鈴木 ひかり(1) 石橋中 +2.2 +2.0 +1.5 +1.5

ｺｿﾞﾉ ｲﾁｶ 3m64 3m86 3m88 3m88
17 21 2054 小園 唯央(1) 瑞穂野中 +1.1 +3.2 +3.3 +3.3

ﾖｼﾉ ｷﾗﾗ 3m88 3m69 3m76 3m88
18 23 29 吉野 きらら(2) 姿川中 +2.6 +3.5 +0.4 +2.6

ｲｿｶﾞｲ ﾕﾅ × 3m81 3m75 3m81
19 15 1015 磯貝 佑奈(3) 瑞穂野中 +1.5 +0.7 +1.5

ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾏﾘ 3m33 × 3m72 3m72
20 18 1258 関口 ひまり(3) 姿川中 +2.6 +2.3 +2.3

ｱﾂﾐ ｼﾞｭﾅ 3m70 × 3m62 3m70
21 11 2106 厚見 珠那(1) 石橋中 +0.8 +2.6 +0.8

ﾔﾏｼﾀ ﾙﾅ 3m32 3m50 3m62 3m62
22 13 47 山下 月愛(2) 泉が丘中 +2.9 +2.6 +1.3 +1.3

ﾃﾗﾑﾗ ｱﾝﾅ 3m32 3m49 3m60 3m60
23 2 2056 寺村 杏菜(1) 瑞穂野中 +1.8 +0.7 +2.2 +2.2

ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁ × 3m58 3m38 3m58
24 12 2052 松本 実千(1) 瑞穂野中 +1.2 +1.5 +1.2

ｺﾊﾞﾔｼ ｲｽﾞﾐ 3m58 3m35 2m88 3m58
25 39 5126 小林 泉(1) 石橋高 +3.8 +2.0 +0.9 +3.8

ｵﾀﾞ ﾒｱﾘ 3m22 3m54 3m47 3m54
26 7 2047 織田 愛梨(1) 瑞穂野中 +2.3 +1.7 +3.6 +1.7

ｻｶﾓﾄ ﾏﾕ 3m50 × 3m41 3m50
27 16 2055 坂本 茉夕(1) 瑞穂野中 +3.5 +2.5 +3.5

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾐ 3m35 3m45 3m31 3m45
28 14 137 小林 奏心(2) 一条中 +2.1 +3.0 +2.3 +3.0

ｲﾄｳ ﾕｱ 3m37 3m22 3m36 3m37
29 9 2049 伊藤 結愛(1) 瑞穂野中 +1.1 +1.1 +1.5 +1.1

ｱｸﾂ ﾊﾂﾋ 3m08 3m29 × 3m29
30 5 2115 阿久津 はつひ(1) 陽南中 +1.9 +2.6 +2.6

ｱｻｲﾅ ｶﾉﾝ 3m12 3m14 3m28 3m28
31 4 2148 朝稲 香音(1) 泉が丘中 +1.3 +2.6 +1.8 +1.8

ｳｼﾞｲｴ ﾓﾓｶ 3m16 × 3m12 3m16
32 24 12 氏家 桃華(2) 陽南中 +3.1 +1.6 +3.1

ﾀﾑｶｴ ﾙｳﾅ 3m07 3m11 3m14 3m14
33 1 2147 田迎 瑠海(1) 泉が丘中 +0.1 +0.9 +1.9 +1.9

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



U16女子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 12:40 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

ｵｶﾀﾞ ﾓｴﾅ 2m85 2m87 2m52 2m87
34 17 2046 岡田 萌那(1) 瑞穂野中 +2.8 +3.5 +2.1 +3.5

ﾏﾂｻﾞｷ ﾜｶﾅ 2m43 2m56 2m67 2m67
35 10 2048 松崎 和花奈(1) 瑞穂野中 +2.3 +1.7 +1.4 +1.4

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｵﾝ 2m65 2m59 2m47 2m65
36 6 2050 長谷川 璃音(1) 瑞穂野中 +1.0 +2.4 +1.9 +1.0

ﾀﾁｶﾜ ﾕﾅ × × ×
19 1011 立川 優奈(3) 瑞穂野中 NM

ﾊﾗﾀﾞ ﾘｱｻ

3 1178 原田 りあさ(3) 陽南中 DNS
ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓﾊ

8 2053 岡崎 朋葉(1) 瑞穂野中 DNS
ﾌｼﾞﾀ ｽｽﾞﾈ

20 2051 藤田 涼音(1) 瑞穂野中 DNS
ﾀｶｻﾞﾜ ﾅﾅ

32 1360 髙澤 奈々(3) 一条中 DNS
ｲｼｵｶ ﾙﾅ

34 1040 石岡 るな(3) 横川中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

U16女子三段跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

5月28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

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾊ × 10m11 10m31 10m31
1 2 1050 髙山 優葉(3) 石橋中 +1.3 -0.3 -0.3

ｻｲﾄｳ ﾊﾅ 9m01 9m33 9m45 9m45
2 1 5067 齋藤 はな(1) 宇都宮北高 -2.8 -0.2 +0.3 +0.3



U16女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 12:30 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

ﾀｻｷ ﾁﾋﾛ

1 28 1013 田﨑 千尋(3) 瑞穂野中 × 11m07 11m45 11m45 11m45
ｶﾄｳ ｱﾝﾅ

2 29 1427 加藤 杏奈(3) 清原中 11m33 11m15 11m40 11m40 11m40
ｳﾒｻﾞﾜ ｱｽｶ

3 27 1358 梅澤 明日香(3) 一条中 10m22 9m36 10m32 10m32 10m32
ﾏｴｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ

4 26 1066 前澤 ななみ(3) 旭中 9m55 9m11 8m98 9m55 9m55
ﾋﾂﾞｶ ﾐｵ

5 25 24 肥塚 海音(2) 瑞穂野中 9m00 8m03 8m67 9m00 9m00
ｲｼｹﾞ ｼﾞｭﾘ

6 24 21 石下 樹璃(2) 瑞穂野中 8m79 8m76 8m64 8m79 8m79
ﾜｶｲﾛ ｻﾗ

7 21 1012 若色 紗良(3) 瑞穂野中 7m55 7m67 8m27 8m27 8m27
ｲｼｶﾜ ﾅﾅ

8 20 98 石川 奈奈(2) 若松原中 7m99 7m46 6m91 7m99 7m99
ﾅｶｻﾞﾄ ﾗﾗ

9 22 1065 中里 楽々(3) 旭中 7m90 7m94 × 7m94 7m94
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾊ

10 18 1260 山本 琴巴(3) 姿川中 7m41 7m79 7m16 7m79 7m79
ｱｸﾂ ｱｵｲ

11 23 1422 阿久津 蒼(3) 清原中 6m98 7m40 7m72 7m72 7m72
ｷｸﾁ ﾕｲ

12 16 1017 菊地 結衣(3) 瑞穂野中 7m49 7m60 7m42 7m60 7m60
ﾀｹｲｼ ｱﾐ

13 14 1174 武石 亜美(2) 陽南中 6m91 × 7m48 7m48 7m48
ｶﾐｵ ﾅﾅ

14 12 17 神尾 奈那(2) 瑞穂野中 7m36 6m11 7m41 7m41 7m41
ｵｶﾞ ﾅﾅﾐ

15 19 193 尾賀 七海(2) 横川中 7m40 6m52 7m19 7m40 7m40
ｼﾉｻﾞｷ ﾅﾅﾐ

16 15 1171 篠崎 七海(3) 陽南中 6m99 6m72 7m33 7m33 7m33
ﾂﾌﾞｸ ﾓﾓｶ

17 11 1252 津吹 百花(3) 姿川中 6m92 7m02 7m32 7m32 7m32
ｻｸﾗｲ ｱｲｶ

18 13 19 櫻井 愛花(2) 瑞穂野中 6m26 6m74 7m11 7m11 7m11
ｴﾀﾞ ﾁｴﾘ

19 1 5010 江田 桜(1) 佐野日大高 5m21 6m29 6m75 6m75 6m75
ｼﾝﾎﾟ ﾄﾓﾐ

20 2 1049 眞保 委史(3) 石橋中 6m10 6m61 6m36 6m61 6m61
ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｺｺﾛ

21 17 194 東島 心(2) 横川中 5m90 6m46 6m28 6m46 6m46
ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾗｲ

22 6 1421 相澤 美来(3) 清原中 6m25 6m36 6m43 6m43 6m43
ｵｷﾀ ﾕｲﾅ

23 10 1068 沖田 唯奈(3) 旭中 6m38 6m26 6m37 6m38 6m38
ｻｶﾓﾄ ﾅﾂﾘ

24 5 22 坂本 夏莉(2) 瑞穂野中 5m62 5m23 6m04 6m04 6m04
ｳｴﾊﾞﾔｼ ﾏｲｺ

25 7 1161 上林 舞子(2) 陽南中 × 5m25 5m78 5m78 5m78
ｺｼﾞﾏ ﾅﾅ

26 4 1048 小島 菜愛(3) 石橋中 5m53 4m71 5m46 5m53 5m53
ｷﾑﾗ ﾋﾏﾘ

27 8 2119 木村 日鞠(1) 陽南中 5m51 × 5m43 5m51 5m51
ｶﾈｺ ﾘﾝｶ

28 3 1044 金子 凛香(3) 石橋中 4m91 5m04 4m21 5m04 5m04
ｲｲﾉ ﾊﾂﾞｷ

29 9 2116 飯野 葉月(1) 陽南中 4m65 4m41 4m18 4m65 4m65



U16女子円盤投(1.0kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月28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

ﾑﾄｳ ｼｵﾘ

1 1 1042 武藤 汐莉(3) 横川中 × 21m14 25m00 25m00 25m00
ﾏｴｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ

2 4 1066 前澤 ななみ(3) 旭中 × × 15m64 15m64 15m64
ﾅｶｻﾞﾄ ﾗﾗ

3 3 1065 中里 楽々(3) 旭中 13m51 11m87 12m15 13m51 13m51
ｵｷﾀ ﾕｲﾅ

4 2 1068 沖田 唯奈(3) 旭中 10m63 11m71 12m06 12m06 12m06

U16女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

5月29日 12:30 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

ｶﾄｳ ｱﾝﾅ

1 3 1427 加藤 杏奈(3) 清原中 28m25 24m22 27m89 28m25 28m25
ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｺｺﾛ

2 1 194 東島 心(2) 横川中 25m32 21m56 26m50 26m50 26m50
ﾑﾄｳ ｼｵﾘ

3 2 1042 武藤 汐莉(3) 横川中 24m42 17m23 21m96 24m42 24m42


