
総 務 須藤 宏

ト ラ ッ ク 審 判 長 吉永 一行

ス タ ー ト 審 判 長 遠藤 史晃

招 集 所 審 判 長 厚木 健志

記 録 主 任 林 達也

日付 種目

近江 清能(3) 10.50(+2.0) 茂呂 柊汰 10.67(+2.0) ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) 10.68(+1.4) 山田 吾(1) 10.76(+1.4) 稲垣 広弥(4) 10.77(+1.4) 中島 宏典 10.78(+0.2) 大橋 拓翔(3) 10.79(+1.4) 櫛田 崇裕(4) 10.82(+1.4)
群馬・関東学園大学 栃木・宇都宮記念病院 栃木・作新学院大 茨城・作新学院大 茨城・作新学院大 群馬・群大TF 埼玉・関東学園大学 福島・白鴎大
近江 清能(3) 10.60(+1.2) 中島 宏典 10.67(+0.7) 茂呂 柊汰 10.71(+1.2) 櫻井 朴也 10.79(+1.2) 大橋 拓翔(3) 10.84(+1.2) 大石 浩貴 10.86(+2.0) 平田 揺(4) 10.87(+1.2) 櫛田 崇裕(4) 10.88(+1.2)
群馬・関東学園大学 群馬・群大TF 栃木・宇都宮記念病院 栃木・元気寿司 埼玉・関東学園大学 群馬・群大TF 茨城・ウェルネス大 福島・白鴎大

上野 壮汰(3) 10.88(+2.0)
栃木・白鴎大足利高

粕尾 悠人(3) 21.90(+2.0) 関根 啓雅(2) 22.08(+3.0) 渡部 航平(4) 22.10(+2.0) 岡本 堅 22.28(+0.7) 小林 祐介 22.29(+3.0) 青木 心(2) 22.41(+3.0) 新井 汰征(4) 22.47(+3.0) 平澤 潤燕(2) 22.69(+2.0)
栃木・作新学院大 栃木・作新学院大 福島・作新学院大 栃木・OCOSITEI 栃木・滝沢ﾊﾑ 静岡・関東学園大学 群馬・関東学園大学 栃木・作新学院高
齋藤 虎珀(3) 16.26(+1.2) 舘野 侑太(3) 17.81(+1.2) 石井 樹一(3) 18.55(+1.2) 秋山 陽翔(2) 18.99(+1.2) 島田 憲信(2) 21.49(+1.2)
栃木・大沢中 栃木・野木中 栃木・大沢中 栃木・瑞穂野中学校 栃木・瑞穂野中学校
大森 拓真(3) 15.22(+1.2) 大沼 慶稀(3) 15.26(+1.2) 降矢 稀祐(4) 15.31(+1.2) 高根沢 楽(2) 15.34(+1.1) 丸山 長輝(3) 15.36(+1.2) 金井 晃希(3) 15.36(+1.1) 小宮 一摩(3) 15.53(+1.2) 新野 孝典(3) 15.83(+1.1)
栃木・国際医療福祉大 山形・白鴎大 茨城・作新学院大 栃木・白鴎大 群馬・関東学園大学 栃木・作新学院高 栃木・小山西高 栃木・宇都宮大
大沼 慶稀(3) 15.31(-2.1) 大森 拓真(3) 15.71(-2.1) 高根沢 楽(2) 15.73(-2.1) 石井 遙(2) 16.67(-2.1)
山形・白鴎大 栃木・国際医療福祉大 栃木・白鴎大 栃木・宇都宮高
作新学院大 41.23 作新学院高 42.71 小山西高 42.72 小山高 46.39 野木中A 49.83 今市中 52.34 野木中B 52.35
山田 吾(1) 高橋 虎ﾉ介(2) 藤倉 虎太郎(3) 石渡 大和(2) 寳示戸 涼太(3) 山川 優真(3) 佐藤 輝翼(2)
粕尾 悠人(3) 奥村 太翔(2) 小宮 一摩(3) 古内 良汰(2) 猪瀬 響(3) 鷹箸 颯太(3) 岩田 龍輝(2)
ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) 郡司 快晴(2) 田口 羽翔(2) 山田 哲平(2) 岩﨑 悠斗(3) 飯野 陽稀(3) 針谷 唯斗(2)
乾 渉夢(2) 吉田 都亜(1) 野村 健太(2) 岡田 伊織(2) 御園 章矢(3) 玉谷 優愛(3) 古内 詩大(2)
関根 こころ(3) 12.07(+0.6) 福田 奈央(4) 12.18(+0.6) 市川 亜澄(3) 12.19(+0.6) 小寺 美沙季 12.19(+0.6) 瀬沼 有咲(3) 12.21(+0.6) 福田 菜々子(3) 12.36(+1.6) 二宮 音彩(2) 12.36(+0.6) 五月女 光(3) 12.54(-0.3)
栃木・作新学院大 栃木・作新学院大 栃木・作新学院大 栃木・宇都宮記念病院 栃木・作新学院大 栃木・白鴎大足利高 栃木・白鴎大足利高 栃木・作新学院高
福田 奈央(4) 12.08(+1.8) 小寺 美沙季 12.09(+1.8) 中本 葵(1) 12.14(+1.8) 五月女 光(3) 12.35(+1.7) 大図 奈々葉(2) 12.56(+1.8) 大貫 那緒(3) 12.61(+1.8) 渡辺 琉希愛(3) 12.74(+1.8) 安島 向日葵(3) 12.88(+1.7)
栃木・作新学院大 栃木・宇都宮記念病院 埼玉・東女体大 栃木・作新学院高 栃木・宇都宮女高 栃木・作新学院高 宮城・東女体大 栃木・瑞穂野中学校
関根 こころ(3) 25.07(-0.5) 市川 亜澄(3) 25.33(-0.5) 柴 凛(3) 25.79(+2.0) 高橋 萌(4) 25.87(+2.0) 福田 捺巴(3) 25.89(-0.5) 岸本 優美(3) 25.90(-0.5) 佐々木 優和(3) 26.06(+2.0) 倉澤 みはな(1) 26.09(-0.5)
栃木・作新学院大 栃木・作新学院大 栃木・作新学院大 栃木・作新学院大 栃木・作新学院大 沖縄・東女体大 秋田・東女体大 栃木・作新学院大
石原 南菜(2) 14.68(-0.1) 安島 向日葵(3) 14.78(-0.1) 宮澤 亜美(3) 15.33(-0.1) 厚木 ひまり(2) 16.27(-0.1) 熊井 瞳(3) 16.92(+1.8) 熊倉 有菜(1) 17.36(-0.1) 菊地 結衣(3) 17.40(-0.1) 片見 響(1) 17.42(+1.8)
栃　木・足利陸上ｸﾗﾌﾞ 栃木・瑞穂野中学校 栃　木・足利陸上ｸﾗﾌﾞ 栃　木・足利陸上ｸﾗﾌﾞ 栃木・落合中 栃木・南押原中 栃木・瑞穂野中学校 栃木・南押原中
笹沼 若奈 13.96(+1.7) 大山 茜里 14.37(+1.7) 野村 美月(2) 14.54(+1.7) 伊藤 美咲(4) 15.58(+1.7) 黒川 怜華(3) 15.98(+1.7) 髙橋 玲緒(1) 16.55(+2.0) 樋山 凛花(1) 17.92(+2.0) 杉原 妃佳里(2) 18.62(+2.0)
栃木・宇都宮記念病院 栃木・佐野市役所 栃木・石橋高 福島・作新学院大 栃木・白鴎大足利高 栃木・白鴎大足利高 栃木・小山西高 栃木・小山高
笹沼 若奈 14.03(+0.7) 大山 茜里 14.21(+0.7) 中里 百葉(3) 14.33(+0.7) 伊藤 美咲(4) 15.53(+0.7) 黒川 怜華(3) 15.95(+0.7)
栃木・宇都宮記念病院 栃木・佐野市役所 栃木・白鴎大足利高 福島・作新学院大 栃木・白鴎大足利高
作新学院大 46.32 東女体大 47.67 作新学院高 48.55 宇都宮女高 49.04 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 50.42 小山西高 51.60 野木中 53.58 小山高 53.86
市川 亜澄(3) 渡辺 琉希愛(3) 本田 雅(1) 菅井 晴佳(2) 厚木 ひまり(2) 荒川 綾香(3) 木塚 璃奈(3) 杉原 妃佳里(2)
福田 奈央(4) 中本 葵(1) 五月女 光(3) 大図 奈々葉(2) 小沼 彩愛(2) 藤田 実優(1) 荒井 結梨(3) 鶴見 愛音(2)
関根 こころ(3) 佐々木 優和(3) 大貫 那緒(3) 昼間 琴美(3) 宮澤 亜美(3) 松本 かんな(1) 勝田 結菜(2) 末武 麻依(3)
瀬沼 有咲(3) 岸本 優美(3) 村上 珠梨(1) 清水 咲希(3) 石原 南菜(2) 亀田 沙依(3) 山口 姫奈(3) 飯塚 虹心(2)

凡例 

4月30日
高校一般女子

100mHB(0.838m)

4月30日 共通女子4X100mR

4月30日 中学女子100mH

4月30日
高校一般女子
100mH(0.838m)

4月30日 共通女子100mB

4月30日 共通女子200m

4月30日 共通男子4X100mR

4月30日 共通女子100m

4月30日
高校一般男子
110mH(1.067m)

4月30日
高校一般男子

110mHB(1.067m)

4月30日 共通男子200m

4月30日 中学男子110mH(0.914m)

4月30日 共通男子100mB

R4第1回SANOスプリント記録会 【22090731】 
佐野市運動公園陸上競技場 【92030】 
2022/04/30 ～ 2022/04/30

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

4月30日 共通男子100m



コンディション情報

大会総務 須藤 宏 トラック審判長 吉永 一行

招集所審判長 厚木 健志

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2022/04/30 09:00 晴 13.0 48.0 南東 0.8

10:00 晴 14.6 41.0 南南東 2.0
11:00 晴 14.8 38.0 南南東 1.4
12:00 晴 16.0 35.0 南南東 1.8
13:00 晴 17.8 32.0 南南東 1.9
14:00 晴 18.8 30.0 南南東 2.3
15:00 晴 18.2 30.0 南南東 2.0
16:00 晴 17.4 28.0 東南東 2.8
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高校一般男子110mH(1.067m)
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 10:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.2) 2組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾏ 栃木 ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｶﾞｸ 栃木

1 3 8004 大森 拓真(3) 国際医療福祉大 15.22 1 5 3071 高根沢 楽(2) 白鴎大 15.34
ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ 山形 ｶﾅｲ ｺｳｷ 栃木

2 7 3060 大沼 慶稀(3) 白鴎大 15.26 2 8 4028 金井 晃希(3) 作新学院高 15.36
ﾌﾙﾔ ﾏﾋﾛ 茨城 ﾆｲﾉ ﾀｶﾉﾘ 栃木

3 6 782 降矢 稀祐(4) 作新学院大 15.31 3 7 1381 新野 孝典(3) 宇都宮大 15.83
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｻｷ 群馬 ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ 栃木

4 9 169 丸山 長輝(3) 関東学園大学 15.36 4 4 8318 吉永 一行 SAC 15.92
ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ 栃木 ｲｼｲ ﾊﾙｷ 栃木

5 8 4137 小宮 一摩(3) 小山西高 15.53 5 6 3050 石井 遙(2) 宇都宮高 16.54
ｲﾄｳ ｿﾗﾄ 栃木 ｲｼｶﾜ ｹｲｼ 栃木

6 2 4045 伊藤 聖空人(3) 宇都宮清陵高 16.45 6 3 3062 石川 京史(2) 宇短附高 16.64
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 栃木 ｸﾛｲﾜ ｶｲﾄ 栃木

4 4025 鈴木 空(3) 作新学院高 DNS 7 9 5037 黒岩 海翔(1) 小山西高 16.87
ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川 ﾌﾙｳﾁ ﾘｮｳﾀ 栃木

5 1855 森田 俊一 アスレティクス・ジャパン DNS 8 2 3108 古内 良汰(2) 小山高 16.96

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

ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾏ 栃木

1 8004 大森 拓真(3) 国際医療福祉大 15.22 +1.2
ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ 山形

2 3060 大沼 慶稀(3) 白鴎大 15.26 +1.2
ﾌﾙﾔ ﾏﾋﾛ 茨城

3 782 降矢 稀祐(4) 作新学院大 15.31 +1.2
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｶﾞｸ 栃木

4 3071 高根沢 楽(2) 白鴎大 15.34 +1.1
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｻｷ 群馬

5 169 丸山 長輝(3) 関東学園大学 15.36 +1.2
ｶﾅｲ ｺｳｷ 栃木

6 4028 金井 晃希(3) 作新学院高 15.36 +1.1
ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ 栃木

7 4137 小宮 一摩(3) 小山西高 15.53 +1.2
ﾆｲﾉ ﾀｶﾉﾘ 栃木

8 1381 新野 孝典(3) 宇都宮大 15.83 +1.1

凡例  DNS:欠場



高校一般男子110mHB(1.067m)
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 13:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:-2.1) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ 山形 ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ 山形

1 6 3060 大沼 慶稀(3) 白鴎大 15.31 1 3060 大沼 慶稀(3) 白鴎大 15.31 -2.1
ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾏ 栃木 ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾏ 栃木

2 4 8004 大森 拓真(3) 国際医療福祉大 15.71 2 8004 大森 拓真(3) 国際医療福祉大 15.71 -2.1
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｶﾞｸ 栃木 ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｶﾞｸ 栃木

3 7 3071 高根沢 楽(2) 白鴎大 15.73 3 3071 高根沢 楽(2) 白鴎大 15.73 -2.1
ｲｼｲ ﾊﾙｷ 栃木 ｲｼｲ ﾊﾙｷ 栃木

4 5 3050 石井 遙(2) 宇都宮高 16.67 4 3050 石井 遙(2) 宇都宮高 16.67 -2.1
ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川

8 1855 森田 俊一 アスレティクス・ジャパン DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:+1.2) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ｺﾊｸ 栃木 ｻｲﾄｳ ｺﾊｸ 栃木

1 5 1200 齋藤 虎珀(3) 大沢中 16.26 1 1200 齋藤 虎珀(3) 大沢中 16.26 +1.2
ﾀﾃﾉ ﾕｳﾀ 栃木 ﾀﾃﾉ ﾕｳﾀ 栃木

2 4 6307 舘野 侑太(3) 野木中 17.81 2 6307 舘野 侑太(3) 野木中 17.81 +1.2
ｲｼｲ ｼﾞｭｲﾁ 栃木 ｲｼｲ ｼﾞｭｲﾁ 栃木

3 3 1517 石井 樹一(3) 大沢中 18.55 3 1517 石井 樹一(3) 大沢中 18.55 +1.2
ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾄ 栃木 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾄ 栃木

4 6 22 秋山 陽翔(2) 瑞穂野中学校 18.99 4 22 秋山 陽翔(2) 瑞穂野中学校 18.99 +1.2
ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 栃木 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 栃木

5 7 27 島田 憲信(2) 瑞穂野中学校 21.49 5 27 島田 憲信(2) 瑞穂野中学校 21.49 +1.2



共通男子100m
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

1組 (風:+2.0) 2組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ 群馬 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 栃木

1 5 167 近江 清能(3) 関東学園大学 10.50 1 4 800 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) 作新学院大 10.68
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ 茨城

2 6 8008 茂呂 柊汰 宇都宮記念病院 10.67 2 7 817 山田 吾(1) 作新学院大 10.76
ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 栃木 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 茨城

3 2 8105 櫻井 朴也 元気寿司 10.83 3 5 785 稲垣 広弥(4) 作新学院大 10.77
ﾋﾗﾀ ﾖｳ 茨城 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾄ 埼玉

4 8 4038 平田 揺(4) ウェルネス大 10.94 4 3 178 大橋 拓翔(3) 関東学園大学 10.79
ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川 ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 福島

5 7 0 真田 知幸 Setech 10.96 5 6 3061 櫛田 崇裕(4) 白鴎大 10.82
ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 茨城 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃木

3 4040 小川 智也(3) ウェルネス大 DNS 6 2 8141 丸山 将 OCOSITEI 10.93
ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 福島

4 2524 松嶋 伶弥(1) 法政大 DNS 7 9 788 渡部 航平(4) 作新学院大 11.17
ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 埼玉 ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 埼玉

9 987 関口 大輝 EiferAC DNS 8 172 坂本 康輔(3) 関東学園大学 DNS

3組 (風:+1.2) 4組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 群馬

1 6 792 粕尾 悠人(3) 作新学院大 10.88 1 7 653 中島 宏典 群大TF 10.78
ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 群馬 ｵｸﾑﾗ ﾀﾞｲﾄ 栃木

2 7 28 大石 浩貴 群大TF 10.89 2 3 3002 奥村 太翔(2) 作新学院高 10.98
ｳｴﾉ ｿｳﾀ 栃木 ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ 群馬

3 8 4036 上野 壮汰(3) 白鴎大足利高 10.95 3 9 645 小倉 篤人 群大TF 11.00
ｵｵｶﾜﾗ ﾀｸﾄ 群馬 ｵｵｶﾜ ﾉﾘﾌｺ 茨城

4 5 175 大河原 拓人(2) 関東学園大学 10.96 4 6 6100 大川 憲彦 ブレイクスルー 11.16
ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ 栃木 ﾅｵｲ ｼｮｳﾀ 栃木

5 4 3180 野村 健太(2) 小山西高 11.00 5 8 1590 直井 星汰(4) 駿河台大 11.19
ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲﾔ 群馬 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 栃木

6 2 170 中島 聖夜(3) 関東学園大学 11.14 6 5 8180 増田 健吾 佐野市役所 11.20
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 栃木 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｸﾐ 茨城

7 9 1167 野口 祐叶(2) 城西大学 11.20 7 2 6097 平山 琢生 ブレイクスルー 11.33
ｱｷﾓﾄ Ren AKIMOTO 栃木 ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 茨城

8 3 1619 秋元 廉(4) 駿河台大 11.24 8 4 6055 齋藤 海斗 ブレイクスルー 11.35

5組 (風:+1.5) 6組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｺﾉｷﾞ ｳﾐ 群馬 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ 群馬

1 9 177 小此木 海翔(1) 関東学園大学 10.94 1 6 639 横山 尚明 群大TF 11.16
ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲｾｲ 栃木 ｵﾉ ﾕｳﾄ 栃木

2 7 3003 郡司 快晴(2) 作新学院高 10.94 2 9 4001 小野 悠人(3) 佐野高 11.23
ｶｼﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 栃木 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ 栃木

3 2 8125 橿淵 京平 OCOSITEI 11.06 3 5 803 山本 弥希(2) 作新学院大 11.29
ｵｵｷ ﾘｮｳ 栃木 ｳｴｷ ｼｮｳﾀ 群馬

4 8 8152 大木 涼 TRAINI 11.07 4 4 3946 植木 将太(3) 高崎経済大 11.32
ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 茨城 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 栃木

5 4 816 和田 大輝(1) 作新学院大 11.15 5 8 4029 中村 慎之介(3) 作新学院高 11.38
ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ｺｳｲﾁ 群馬 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 福島

6 5 176 甲森 光一(1) 関東学園大学 11.32 6 2 789 阿部 拓斗(4) 作新学院大 11.53
ｱｵｷ ﾏｵ 栃木 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 茨城

7 3 8222 青木 真央(2) 仙台大学 11.33 7 7 794 佐藤 修斗(3) 作新学院大 11.59
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 埼玉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 栃木

8 6 1907 伊藤 卓 MBC 11.39 3 8129 小林 柊次郎 OCOSITEI DNS

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



共通男子100m
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

7組 (風:+0.1) 8組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 栃木 ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ 栃木

1 4 804 石川 駿太朗(2) 作新学院大 11.27 1 5 4003 熊倉 直希(3) 佐野高 11.17
ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 栃木 ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 栃木

2 8 802 乾 渉夢(2) 作新学院大 11.29 2 9 3035 須藤 涼佑(2) 佐野高 11.27
ｷﾉｳﾁ ｷｮｳｽｹ 茨城 ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 群馬

3 7 814 木野内 京介(1) 作新学院大 11.52 3 8 166 新井 汰征(4) 関東学園大学 11.29
ｲｼｲ ｹﾞﾝﾀｲ 栃木 ｱｵｷ ｼﾝ 静岡

4 2 3065 石井 源泰(2) 白鴎大 11.63 4 4 174 青木 心(2) 関東学園大学 11.30
ｲﾅﾐ ﾕｳｶﾞ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ 栃木

5 3 4180 稲見 悠雅(3) 石橋高 11.67 5 7 3004 高橋 虎ﾉ介(2) 作新学院高 11.36
ﾀｶｶﾞﾈ ｼｮｳ 栃木 ﾈｷﾞｼ ｱｷﾋﾄ 群馬

6 5 5009 髙金 翔(1) 白鴎大足利高 11.69 6 2 111 根岸 明人 群大TF 11.44
ﾓﾛ ｱﾕﾑ 栃木 ﾀｶﾉﾊｼ ｿｳﾀ 栃木

7 6 8285 茂呂 歩夢 Orion 11.88 7 3 1308 鷹箸 颯太(3) 今市中 11.52
ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ 栃木 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｷ 栃木

9 3059 垂石 悠吾(3) 白鴎大 DNS 6 8112 前田 俊貴 栃木TFC DNS

9組 (風:+0.3) 10組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 栃木 ｲｶﾊﾀ ﾋｶﾙ 栃木

1 6 8057 坂本 将希 滝沢ﾊﾑ 11.16 1 2 3010 五十畑 光(2) 白鴎大足利高 11.35
ｲﾄｶｽﾞ ｱｷﾎ 栃木 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃木

2 4 5018 糸数 昌穂(1) 作新学院高 11.26 2 5 801 久保 翼(2) 作新学院大 11.39
ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ 栃木 ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ 栃木

3 2 1167 佐藤 空河 一条中 11.27 3 7 3013 風見 晄聖(2) 白鴎大足利高 11.46
ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ 栃木 ｶﾅｲ ｺｳｷ 栃木

4 9 8116 大嶋 裕樹 OCOSITEI 11.35 4 8 4028 金井 晃希(3) 作新学院高 11.47
ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾁﾊﾔ 栃木

5 5 4267 成田 敬祐(3) 小山高 11.45 5 3 1051 福田 知隼(3) 横川中 11.58
ｵｶﾑﾗ ｱｷﾄ 栃木 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ 栃木

8 4038 岡村 空都(3) 白鴎大足利高 DQ,FS1 6 6 797 大橋 広夢(3) 作新学院大 11.62
ｺｽｶﾞ ﾏｻﾙ 栃木 ﾑﾗｵ ﾖｳﾍｲ 栃木

3 8224 小須賀 優 栃木陸協 DNS 7 4 4241 村尾 陽平(3) 作新学院高 11.70
ｺｲｹ ｶｹﾙ 栃木 ﾎﾝﾏ ﾅﾘｱｷ 千葉

7 8128 小池 翔 OCOSITEI DNS 8 9 8025 本間 成彬 さくら 12.27

11組 (風:-0.2) 12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
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼玉 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 岩手

1 4 308 渡辺 雅博 UNITE 11.19 1 7 435 鈴木 智也(M1) 岩手大 11.17
ｶｼﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 栃木 ﾏｴﾉ ﾀｲｶﾞ 茨城

2 8 8103 橿淵 和馬 鹿沼市役所 11.35 2 9 6051 前野 大河 ブレイクスルー 11.29
ﾈﾓﾄ ｼｭｳ 栃木 ｳｴﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 茨城

3 2 4352 根本 周(3) 宇都宮工業高 11.36 3 4 6099 植村 賢司 ブレイクスルー 11.30
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 栃木 ﾀﾆﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 神奈川

4 7 4026 本田 優芽(3) 作新学院高 11.40 4 6 0 谷本 将拓 Setech 11.34
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 栃木 ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 栃木

5 6 4257 丸山 大善(3) 白鴎大足利高 11.58 5 2 3015 竹村 陸空(2) 白鴎大足利高 11.41
ｻｻｷ ｼｭﾝ 栃木 ｳｽｲ  ﾕｳﾄ 栃木

6 9 4181 佐々木 瞬(3) 石橋高 11.68 6 8 8056 臼井 悠斗 リスＲＴ 11.53
ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ 栃木 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

3 8318 吉永 一行 SAC DNS 7 3 7067 金澤 侑士(1) 作新学院大 11.91
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ 栃木 ﾏｻｷ ｼｭﾝｼﾞ 栃木

5 4261 藤本 夢璃(3) 佐野東高 DNS 5 4206 正木 俊至(3) 那須拓陽高 DNS

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



共通男子100m
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

13組 (風:+1.9) 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
ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ 栃木 ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ 栃木

1 2 4137 小宮 一摩(3) 小山西高 11.41 1 3 3053 川田 健斗(2) 宇都宮高 11.21
ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 群馬 ﾜｶﾅ ｹｲ 栃木

2 4 3943 早川 倫弘(3) 高崎経済大 11.56 2 4 5028 若菜 敬(1) 佐野高 11.27
ﾀｶﾂﾄ ｹﾝﾀ 栃木 ｳﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 栃木

3 5 813 高津戸 堅太(1) 作新学院大 11.63 3 5 8078 夘月 裕也 TRAINI 11.28
ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾀﾛｳ 栃木 ｲﾜﾉ ｺｳﾍｲ 群馬

4 6 4142 藤倉 虎太郎(3) 小山西高 11.67 4 8 641 岩野 康平 群大TF 11.63
ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 茨城 ｹﾂｶ ﾘｭｳﾄ 栃木

5 8 806 塚本 翔也(2) 作新学院大 11.77 5 6 3072 毛塚 隆斗(2) 白鴎大 11.72
ｾｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ 栃木

3 4136 関口 颯太(3) 小山西高 DNS 6 7 3260 高橋 暖空(2) 白鴎大足利高 11.74
ﾕﾊﾗ ｶｲﾄ 茨城 ｲｲﾉ ﾊﾙｷ 栃木

7 807 湯原 海斗(2) 作新学院大 DNS 7 9 1306 飯野 陽稀(3) 今市中 11.92
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 栃木 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 栃木

9 4025 鈴木 空(3) 作新学院高 DNS 8 2 5040 吉田 賢人(1) 石橋高 12.12

15組 (風:+0.5) 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
ﾆﾑﾗ ｿｳﾀ 栃木 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 栃木

1 4 1351 二村 颯汰(3) 陽東中 11.42 1 9 4242 樋口 尊(3) 作新学院高 11.68
ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ 栃木 ﾋﾗｻﾜ ｼﾞｪｰﾝ 栃木

2 9 3181 田口 羽翔(2) 小山西高 11.62 2 3 3248 平澤 潤燕(2) 作新学院高 11.72
ｵｵｼﾏ ﾘｭｳﾄ 栃木 ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 栃木

3 5 4030 大島 瑠斗(3) 作新学院高 11.73 3 7 8080 高山 修一 TRAINI 11.86
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ 栃木 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｾ 栃木

4 2 783 井上 一真(4) 作新学院大 11.76 4 8 4175 高橋 彩晴(3) 青藍泰斗高 11.87
ﾏﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 群馬 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ 栃木

5 8 168 侭田 佳祐(3) 関東学園大学 11.82 5 6 4152 宮本 慧太(3) 宇都宮工業高 11.97
ｱｲｶﾜ ﾊﾙﾄ 栃木 ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｸﾄ 栃木

6 7 8153 相川 青澄 TRAINI 11.88 6 2 4143 中里 拓翔(3) 小山西高 12.05
ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 栃木 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木

7 6 8108 佐藤 慎太郎 栃木TFC 12.21 7 4 4343 吉田 健太郎(3) 足利清風高 12.09
ｿｳﾏ ﾀｹﾋﾄ 栃木 ｵｷﾞﾜﾗ ﾋｶﾙ 栃木

3 3109 相馬 健人(2) 那須拓陽高 DNS 8 5 8182 荻原 光 栃木TFC 12.26

17組 (風:-0.6) 18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
ｽﾄｳ ｼｭｳ 栃木 ﾀﾅｶ ｷｮｳﾍｲ 群馬

1 7 4024 須藤 史結(3) 佐野東高 11.60 1 4 558 田中 恭平 群馬陸協 11.59
ｲﾏｲ ｷｮｳｼﾛｳ 栃木 ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ 栃木

2 8 3067 今井 強士朗(2) 作新学院高 11.62 2 3 4002 生井 求(3) 佐野高 11.77
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 栃木 ｲﾉｾ ﾋﾋﾞｷ 栃木

3 4 4027 後藤 夢真(3) 作新学院高 11.73 3 6 6308 猪瀬 響(3) 野木中 12.06
ﾀﾀﾞｲﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ 栃木 ﾓﾃｷﾞ ｺﾊｸ 栃木

4 6 8263 多田出 泰宏 OCOSITEI 11.84 4 5 4361 茂木 虎白(3) 足利清風高 12.08
ｶﾐﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 栃木 ﾅｶｻﾞﾄ ｲﾌﾞｷ 栃木

5 9 3220 上吉原 將能(2) 宇都宮工業高 11.96 5 9 810 中里 伊吹(2) 作新学院大 12.15
ﾅﾌﾞﾁ ﾚｲﾔ 栃木 ﾀﾃﾞﾇﾏ ﾕｳﾄ 栃木

6 5 4271 名渕 怜矢(3) 小山高 12.06 6 7 5038 蓼沼 悠翔(1) 小山西高 12.21
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾄ 栃木 ﾂｸﾀﾞ ﾊﾙﾄ 群馬

7 2 4243 遠藤 力斗(3) 作新学院高 12.17 7 8 3952 佃 晴斗(2) 高崎経済大 12.31
ｻﾄｳ ｺｳﾖｳ 栃木 ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾏ 栃木

3 3110 佐藤 煌鷹(2) 那須拓陽高 DNS 8 2 1305 山川 優真(3) 今市中 12.53

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



共通男子100m
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

19組 (風:-1.1) 20組 (風:+2.7)

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
ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ 栃木 ﾋﾗｶﾜ ﾘｸ 栃木

1 6 8084 新井 真秀 SAC 12.11 1 5 3068 平川 璃空(2) 石橋高 11.87
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 栃木 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 栃木

2 9 8066 木村 勇翔(3) リスＲＴ 12.14 2 6 4134 加藤 健心(3) 小山西高 11.93
ｲﾁﾉｾ ｶｽﾞﾔ 栃木 ｾｷ ﾄﾗｷ 栃木

3 2 8077 一瀬 和哉 TRAINI 12.15 3 7 3133 関 虎暉(2) 宇都宮清陵高 12.02
ｲﾁﾑﾗ ﾀｲﾁ 栃木 ｶﾈﾀﾞ ﾚｲ 栃木

4 4 5020 市村 太一(1) 作新学院高 12.27 4 4 1117 金枝 怜生(3) 阿久津中 12.06
ﾏﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀﾛｳ 栃木 ｾｷﾔ ｼｮｳﾀ 栃木

5 7 791 馬立 涼太朗(4) 作新学院大 12.32 5 9 3201 関谷 彰太(2) 佐野東高 12.10
ｻｲﾄｳ ﾖｼｷ 茨城 ｻｶﾞﾜ ｵｳｶﾞ 栃木

6 5 6098 齋藤 義紀 ブレイクスルー 12.36 6 3 3295 佐川 桜雅(2) 青藍泰斗高 12.13
ｲﾄｳ ﾚﾂ 栃木 ﾏｽﾀﾞ ｷｽﾞｸ 栃木

7 8 3032 伊藤 烈(2) 佐野高 12.44 7 2 1353 増田 築(3) 陽東中 12.18
ﾕｲ ｹﾞﾝﾀ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 栃木

8 3 3908 由井 玄太 TYPE-R 12.55 8 8 5094 齋藤 遥斗(1) 宇都宮清陵高 12.38

21組 (風:+1.4) 22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
ｱｼﾞﾄ ｶﾂｷ 栃木 ﾏﾂｵ ｱﾔﾄ 栃木

1 7 3244 味戸 克樹(2) 小山西高 12.06 1 8 1354 松尾 彪巴(3) 陽東中 12.52
ｻｲﾄｳ ﾕﾗ 栃木 ﾎｳｼﾞﾄ ﾘｮｳﾀ 栃木

2 9 1050 齋藤 由來(3) 横川中 12.46 2 5 6304 寳示戸 涼太(3) 野木中 12.80
ｽｸﾞﾛ ﾀｲﾖｳ 栃木 ﾌｸｶﾞﾜ ﾘｮｳ 栃木

3 4 3243 須黒 太葉(2) 佐野東高 12.56 3 2 3113 福川 遼(2) 石橋高 12.82
ﾀｶﾉ ﾖｳﾍｲ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 栃木

4 8 8206 高野 洋平 栃木陸協 12.84 4 9 6303 渡邉 友暁(3) 野木中 12.94
ﾀﾏﾀﾆ ﾕｳﾘ 栃木 ﾐｿﾉ ﾄｼﾔ 栃木

5 6 1303 玉谷 優愛(3) 今市中 13.39 5 6 6305 御園 章矢(3) 野木中 13.01
ﾅｶﾐﾈ ﾃｨﾑ 栃木 ﾌﾙｳﾁ ｳﾀ 栃木

6 3 2001 中峯 ﾃｨﾑ(1) 南押原中 13.85 6 7 6313 古内 詩大(2) 野木中 13.09
ｵｵｶﾞｷ ﾀｹﾋﾄ 栃木 ｲﾜﾀ ﾘｭｳｷ 栃木

2 1009 大垣 武仁(3) 瑞穂野中学校 DNS 7 4 6310 岩田 龍輝(2) 野木中 13.18
ﾀｶｸ ｹｲｼﾞ 栃木 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ 栃木

5 4209 高久 敬至(3) 那須拓陽高 DNS 8 3 6301 岩﨑 悠斗(3) 野木中 13.42

23組 (風:+2.0) 24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
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 栃木 ｵｲｶﾜ ﾀｸﾐ 栃木

1 8 815 小林 優斗(1) 作新学院大 11.06 1 6 4301 笈川 巧(3) 栃木翔南高 11.37
ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 栃木 ｻｲﾄｳ ｺﾊｸ 栃木

2 2 3280 菊地 優杜(2) 宇短附高 11.35 2 3 1200 齋藤 虎珀(3) 大沢中 12.00
ｱﾅﾔﾏ ｺｳﾀ 栃木 ﾆｼﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 栃木

3 9 812 穴山 浩大(1) 作新学院大 11.71 3 5 4179 西松 涼介(3) 石橋高 12.26
ﾃﾗｳﾁ ﾊﾙｷ 栃木 ﾊﾔｼ ﾋﾛ 栃木

4 3 4086 寺内 晴輝(2) 栃木工業高 11.93 4 7 3328 林 洸(2) 栃木翔南高 12.56
ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾔ 栃木 ｵｶｻﾞｷ ﾚｵ 栃木

5 7 6302 長島 光矢(3) 野木中 13.02 5 4 3254 岡﨑 玲旺(2) 足利清風高 12.63
ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 栃木 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾃ 栃木

6 6 6311 佐藤 輝翼(2) 野木中 13.41 6 8 4360 長谷川 颯(3) 足利清風高 13.01
ﾊﾘｶﾞﾔ ﾕｲﾄ 栃木 ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ 栃木

7 5 6312 針谷 唯斗(2) 野木中 14.49 7 9 4344 福島 優太(3) 足利清風高 14.28
ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 栃木 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 栃木

4 3182 兵藤 優斗(2) 小山西高 DNS 2 8115 海老原 侑也 OCOSITEI DNS

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



共通男子100m
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

25組 (風:+1.3) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻｺ ﾄﾓﾅﾘ 栃木 ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ 群馬

1 8 8177 浅子 有成 佐野市役所 11.66 1 167 近江 清能(3) 関東学園大学 10.50 +2.0
ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾎ 栃木 ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木

2 2 3120 篠原 拓歩(2) 栃木翔南高 11.83 2 8008 茂呂 柊汰 宇都宮記念病院 10.67 +2.0
ｲﾝﾅﾐ ｻﾄｼ 栃木 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 栃木

3 9 5084 印南 智史(1) 小山高 11.88 3 800 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) 作新学院大 10.68 +1.4
ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ 栃木 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ 茨城

4 4 9999 山下 駿斗(1) 宇都宮大 11.90 4 817 山田 吾(1) 作新学院大 10.76 +1.4
ｲｼｲ ｼﾞｭｲﾁ 栃木 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 茨城

5 5 1517 石井 樹一(3) 大沢中 12.27 5 785 稲垣 広弥(4) 作新学院大 10.77 +1.4
ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ 栃木 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 群馬

6 3 5039 高橋 樹(1) 石橋高 12.66 6 653 中島 宏典 群大TF 10.78 +0.2
ﾏｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 栃木 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾄ 埼玉

7 7 1379 増田 知大(4) 宇都宮大 12.66 7 178 大橋 拓翔(3) 関東学園大学 10.79 +1.4
ｸﾜｼﾞﾏ ｹｲﾄ 栃木 ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 福島

8 6 3253 桒島 渓音(2) 足利清風高 12.81 8 3061 櫛田 崇裕(4) 白鴎大 10.82 +1.4

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



共通男子100mB
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 15:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

1組 (風:+1.2) 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
ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ 群馬 ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 群馬

1 6 167 近江 清能(3) 関東学園大学 10.60 1 4 28 大石 浩貴 群大TF 10.86
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木 ｳｴﾉ ｿｳﾀ 栃木

2 7 8008 茂呂 柊汰 宇都宮記念病院 10.71 2 5 4036 上野 壮汰(3) 白鴎大足利高 10.88
ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 栃木 ｵｵｶﾜﾗ ﾀｸﾄ 群馬

3 8 8105 櫻井 朴也 元気寿司 10.79 3 7 175 大河原 拓人(2) 関東学園大学 10.94
ｵｵﾊｼ ﾀｸﾄ 埼玉 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ 茨城

4 2 178 大橋 拓翔(3) 関東学園大学 10.84 4 1 817 山田 吾(1) 作新学院大 10.94
ﾋﾗﾀ ﾖｳ 茨城 ｵｵｶﾜ ﾉﾘﾌｺ 茨城

5 5 4038 平田 揺(4) ウェルネス大 10.87 5 3 6100 大川 憲彦 ブレイクスルー 10.96
ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 福島 ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ 群馬

6 3 3061 櫛田 崇裕(4) 白鴎大 10.88 6 2 645 小倉 篤人 群大TF 10.97
ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 茨城 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃木

7 9 785 稲垣 広弥(4) 作新学院大 10.94 7 6 8141 丸山 将 OCOSITEI 10.98
ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川 ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲﾔ 群馬

8 4 0 真田 知幸 Setech 10.98 8 9 170 中島 聖夜(3) 関東学園大学 11.14
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼玉 ｱｷﾓﾄ Ren AKIMOTO 栃木

9 1 308 渡辺 雅博 UNITE 11.16 8 1619 秋元 廉(4) 駿河台大 DNS

3組 (風:+1.2) 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
ｵｺﾉｷﾞ ｳﾐ 群馬 ｵﾉ ﾕｳﾄ 栃木

1 9 177 小此木 海翔(1) 関東学園大学 11.00 1 8 4001 小野 悠人(3) 佐野高 10.98
ﾅｵｲ ｼｮｳﾀ 栃木 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 栃木

2 6 1590 直井 星汰(4) 駿河台大 11.02 2 9 804 石川 駿太朗(2) 作新学院大 11.10
ｵｵｷ ﾘｮｳ 栃木 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ 群馬

3 3 8152 大木 涼 TRAINI 11.05 3 7 639 横山 尚明 群大TF 11.11
ｶｼﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 栃木 ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 栃木

4 2 8125 橿淵 京平 OCOSITEI 11.08 4 3 802 乾 渉夢(2) 作新学院大 11.12
ﾋﾗﾔﾏ ﾀｸﾐ 茨城 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ 栃木

5 5 6097 平山 琢生 ブレイクスルー 11.22 5 5 803 山本 弥希(2) 作新学院大 11.13
ｵｶﾑﾗ ｱｷﾄ 栃木 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 茨城

6 1 4038 岡村 空都(3) 白鴎大足利高 11.31 6 6 794 佐藤 修斗(3) 作新学院大 11.46
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 埼玉 ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 栃木

7 8 1907 伊藤 卓 MBC 11.34 7 1 3015 竹村 陸空(2) 白鴎大足利高 11.54
ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 茨城 ﾀｶｶﾞﾈ ｼｮｳ 栃木

8 4 6055 齋藤 海斗 ブレイクスルー 14.10 2 5009 髙金 翔(1) 白鴎大足利高 DNS
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 栃木 ｳｴｷ ｼｮｳﾀ 群馬

7 8180 増田 健吾 佐野市役所 DNS 4 3946 植木 将太(3) 高崎経済大 DNS

5組 (風:+0.9) 6組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 岩手

1 6 4003 熊倉 直希(3) 佐野高 11.03 1 8 435 鈴木 智也(M1) 岩手大 11.10
ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 栃木 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 栃木

2 8 3035 須藤 涼佑(2) 佐野高 11.07 2 4 8057 坂本 将希 滝沢ﾊﾑ 11.11
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｻｷ 群馬 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 栃木

3 2 169 丸山 長輝(3) 関東学園大学 11.29 3 1 1167 野口 祐叶(2) 城西大学 11.23
ﾈｷﾞｼ ｱｷﾋﾄ 群馬 ﾏｴﾉ ﾀｲｶﾞ 茨城

4 3 111 根岸 明人 群大TF 11.32 4 9 6051 前野 大河 ブレイクスルー 11.28
ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ 栃木 ｳｴﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 茨城

5 1 3013 風見 晄聖(2) 白鴎大足利高 11.37 5 6 6099 植村 賢司 ブレイクスルー 11.31
ｲｼｲ ｹﾞﾝﾀｲ 栃木 ﾀﾆﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 神奈川

6 5 3065 石井 源泰(2) 白鴎大 11.45 6 2 0 谷本 将拓 Setech 11.37
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 群馬 ｳｽｲ  ﾕｳﾄ 栃木

4 441 橋本 章吾 群大TF DNS 7 3 8056 臼井 悠斗 リスＲＴ 11.51
ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ 栃木 ﾎﾝﾏ ﾅﾘｱｷ 千葉

7 3059 垂石 悠吾(3) 白鴎大 DNS 8 5 8025 本間 成彬 さくら 12.30
ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｷ 栃木 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃木

9 8112 前田 俊貴 栃木TFC DNS 7 801 久保 翼(2) 作新学院大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



共通男子100mB
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 15:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

7組 (風:+1.9) 8組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ 栃木 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 栃木

1 2 3180 野村 健太(2) 小山西高 10.94 1 2 815 小林 優斗(1) 作新学院大 11.12
ﾜｶﾅ ｹｲ 栃木 ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ 栃木

2 6 5028 若菜 敬(1) 佐野高 11.22 2 7 4002 生井 求(3) 佐野高 11.68
ｳﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 栃木 ﾀﾀﾞｲﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ 栃木

3 5 8078 夘月 裕也 TRAINI 11.24 3 6 8263 多田出 泰宏 OCOSITEI 11.79
ﾆﾑﾗ ｿｳﾀ 栃木 ｲﾄｳ ﾚﾂ 栃木

4 3 1351 二村 颯汰(3) 陽東中 11.49 4 3 3032 伊藤 烈(2) 佐野高 12.04
ｲﾜﾉ ｺｳﾍｲ 群馬 ｾｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木

5 4 641 岩野 康平 群大TF 11.57 5 9 8058 関 潤一 リスＲＴ 12.15
ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｻｲﾄｳ ﾖｼｷ 茨城

6 7 7067 金澤 侑士(1) 作新学院大 11.80 6 8 6098 齋藤 義紀 ブレイクスルー 12.21
ｱｲｶﾜ ﾊﾙﾄ 栃木 ﾂｸﾀﾞ ﾊﾙﾄ 群馬

7 8 8153 相川 青澄 TRAINI 11.82 4 3952 佃 晴斗(2) 高崎経済大 DNF
ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ 栃木 ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 栃木

9 3053 川田 健斗(2) 宇都宮高 DNS 5 8080 高山 修一 TRAINI DNS

9組 (風:+0.7) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 群馬 ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ 群馬

1 2 653 中島 宏典 群大TF 10.67 1 167 近江 清能(3) 関東学園大学 10.60 +1.2
ｲﾁﾉｾ ｶｽﾞﾔ 栃木 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 群馬

2 7 8077 一瀬 和哉 TRAINI 11.88 2 653 中島 宏典 群大TF 10.67 +0.7
ﾏｽﾀﾞ ｷｽﾞｸ 栃木 ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木

3 4 1353 増田 築(3) 陽東中 12.06 3 8008 茂呂 柊汰 宇都宮記念病院 10.71 +1.2
ﾕｲ ｹﾞﾝﾀ 山梨 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 栃木

4 6 3908 由井 玄太 TYPE-R 12.21 4 8105 櫻井 朴也 元気寿司 10.79 +1.2
ﾏﾂｵ ｱﾔﾄ 栃木 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾄ 埼玉

5 9 1354 松尾 彪巴(3) 陽東中 12.56 5 178 大橋 拓翔(3) 関東学園大学 10.84 +1.2
ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 栃木 ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 群馬

6 8 27 島田 憲信(2) 瑞穂野中学校 13.17 6 28 大石 浩貴 群大TF 10.86 +2.0
ｱｻｺ ﾄﾓﾅﾘ 栃木 ﾋﾗﾀ ﾖｳ 茨城

7 3 8177 浅子 有成 佐野市役所 29.18 7 4038 平田 揺(4) ウェルネス大 10.87 +1.2
ﾅｶﾐﾈ ﾃｨﾑ 栃木 ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 福島

5 2001 中峯 ﾃｨﾑ(1) 南押原中 DNS 8 3061 櫛田 崇裕(4) 白鴎大 10.88 +1.2
ｳｴﾉ ｿｳﾀ 栃木

8 4036 上野 壮汰(3) 白鴎大足利高 10.88 +2.0

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



共通男子200m
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 14:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

1組 (風:+2.0) 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
ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木 ｾｷﾈ ﾋﾛﾏｻ 栃木

1 2 792 粕尾 悠人(3) 作新学院大 21.90 1 8 808 関根 啓雅(2) 作新学院大 22.08
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 福島 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 栃木

2 6 788 渡部 航平(4) 作新学院大 22.10 2 5 8056 小林 祐介 滝沢ﾊﾑ 22.29
ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 茨城 ｱｵｷ ｼﾝ 静岡

3 9 816 和田 大輝(1) 作新学院大 22.82 3 9 174 青木 心(2) 関東学園大学 22.41
ｷﾉｳﾁ ｷｮｳｽｹ 茨城 ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 群馬

4 7 814 木野内 京介(1) 作新学院大 27.61 4 6 166 新井 汰征(4) 関東学園大学 22.47
ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 栃木 ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ 栃木

5 800 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) 作新学院大 DNS 5 2 8116 大嶋 裕樹 OCOSITEI 22.88
ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 茨城 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ 栃木

3 4040 小川 智也(3) ウェルネス大 DNS 6 3 797 大橋 広夢(3) 作新学院大 22.96
ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ 栃木 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 福島

4 2524 松嶋 伶弥(1) 法政大 DNS 4 789 阿部 拓斗(4) 作新学院大 DNS
ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 埼玉 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 群馬

8 172 坂本 康輔(3) 関東学園大学 DNS 7 441 橋本 章吾 群大TF DNS

3組 (風:+0.6) 4組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾅﾔ ｹｲﾀ 栃木 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ 栃木

1 7 3067 女屋 恵太(2) 白鴎大 22.86 1 6 8005 近藤 圭恭(3) 国際医療福祉大 22.79
ｲｶﾊﾀ ﾋｶﾙ 栃木 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾐ 栃木

2 4 3010 五十畑 光(2) 白鴎大足利高 22.99 2 4 3005 庄司 大海(2) 作新学院高 23.29
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 栃木 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 栃木

3 9 4026 本田 優芽(3) 作新学院高 23.10 3 8 4242 樋口 尊(3) 作新学院高 23.34
ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ 栃木 ﾅｶﾀﾆ ｱﾔﾄ 栃木

4 5 1167 佐藤 空河 一条中 23.22 4 7 3001 中谷 郁斗(2) 作新学院高 23.64
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 栃木 ﾖｼﾀﾞ ﾄｱ 栃木

5 3 4351 鈴木 和翔(3) 青藍泰斗高 23.51 5 5 5019 吉田 都亜(1) 作新学院高 23.90
ﾌｸﾀﾞ ﾁﾊﾔ 栃木 ｺｽｶﾞ ﾏｻﾙ 栃木

6 8 1051 福田 知隼(3) 横川中 23.51 3 8224 小須賀 優 栃木陸協 DNS
ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 茨城 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 栃木

7 6 806 塚本 翔也(2) 作新学院大 23.62 9 4267 成田 敬祐(3) 小山高 DNS
ｵｵｾﾞｷ ｺｳﾒｲ 栃木

8 2 8338 大関 孔明 国際医療福祉大 27.25

5組 (風:+2.0) 6組 (風:+3.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾗｻﾜ ｼﾞｪｰﾝ 栃木 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 栃木

1 5 3248 平澤 潤燕(2) 作新学院高 22.69 1 8 8066 木村 勇翔(3) リスＲＴ 24.18
ｲﾄｶｽﾞ ｱｷﾎ 栃木 ﾅﾌﾞﾁ ﾚｲﾔ 栃木

2 7 5018 糸数 昌穂(1) 作新学院高 22.92 2 5 4271 名渕 怜矢(3) 小山高 24.53
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ 栃木 ｸﾛｺ ﾀｹﾙ 栃木

3 9 783 井上 一真(4) 作新学院大 23.42 3 7 4135 黒子 虎琉(3) 小山西高 24.55
ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ 栃木 ｶﾈﾀﾞ ﾚｲ 栃木

4 4 3015 竹村 陸空(2) 白鴎大足利高 23.55 4 3 1117 金枝 怜生(3) 阿久津中 24.78
ｲﾁﾑﾗ ﾀｲﾁ 栃木 ｵｶﾀﾞ ｲｵﾘ 栃木

5 8 5020 市村 太一(1) 作新学院高 23.97 5 4 3107 岡田 伊織(2) 小山高 25.60
ﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 群馬 ｿｳﾏ ﾀｹﾋﾄ 栃木

6 6 651 田村 俊太郎 群大TF 24.16 6 3109 相馬 健人(2) 那須拓陽高 DNS
ﾏﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀﾛｳ 栃木 ｲｼﾜﾀ ﾔﾏﾄ 栃木

7 3 791 馬立 涼太朗(4) 作新学院大 24.65 9 3195 石渡 大和(2) 小山高 DNS

凡例  DNS:欠場



共通男子200m
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 14:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

7組 (風:+0.7) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 栃木 ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木

1 9 8119 岡本 堅 OCOSITEI 22.28 1 792 粕尾 悠人(3) 作新学院大 21.90 +2.0
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ 栃木 ｾｷﾈ ﾋﾛﾏｻ 栃木

2 4 1214 山口 潤希也(3) 佐野北 23.54 2 808 関根 啓雅(2) 作新学院大 22.08 +3.0
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 福島

3 3 3260 高橋 暖空(2) 白鴎大足利高 23.83 3 788 渡部 航平(4) 作新学院大 22.10 +2.0
ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ 栃木 ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 栃木

4 6 3105 髙木 蒼太(2) 小山高 25.11 4 8119 岡本 堅 OCOSITEI 22.28 +0.7
ｻｲﾄｳ ﾕﾗ 栃木 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 栃木

5 5 1050 齋藤 由來(3) 横川中 25.34 5 8056 小林 祐介 滝沢ﾊﾑ 22.29 +3.0
ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 栃木 ｱｵｷ ｼﾝ 静岡

6 7 8055 飯田 佑介 リスＲＴ 25.73 6 174 青木 心(2) 関東学園大学 22.41 +3.0
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 栃木 ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 群馬

7 8 8007 松﨑 悠弥(3) 国際医療福祉大 26.03 7 166 新井 汰征(4) 関東学園大学 22.47 +3.0
ﾋﾗｻﾜ ｼﾞｪｰﾝ 栃木

8 3248 平澤 潤燕(2) 作新学院高 22.69 +2.0

凡例  DNS:欠場



共通男子4X100mR
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 12:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1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 7 作新学院大 817 山田 吾(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ 41.23
792 粕尾 悠人(3) ｶｽｵ ﾕｳﾄ
800 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ
802 乾 渉夢(2) ｲﾇｲ ｱﾕﾑ

2 4 作新学院高 3004 高橋 虎ﾉ介(2) ﾀｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ 42.71
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
5019 吉田 都亜(1) ﾖｼﾀﾞ ﾄｱ

3 8 小山西高 4142 藤倉 虎太郎(3) ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾀﾛｳ 42.72
4137 小宮 一摩(3) ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ
3181 田口 羽翔(2) ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ
3180 野村 健太(2) ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ

4 3 小山高 3195 石渡 大和(2) ｲｼﾜﾀ ﾔﾏﾄ 46.39
3108 古内 良汰(2) ﾌﾙｳﾁ ﾘｮｳﾀ
3106 山田 哲平(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ
3107 岡田 伊織(2) ｵｶﾀﾞ ｲｵﾘ

5 2 野木中A 6304 寳示戸 涼太(3) ﾎｳｼﾞﾄ ﾘｮｳﾀ 49.83
6308 猪瀬 響(3) ｲﾉｾ ﾋﾋﾞｷ
6301 岩﨑 悠斗(3) ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ
6305 御園 章矢(3) ﾐｿﾉ ﾄｼﾔ

6 9 今市中 1305 山川 優真(3) ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾏ 52.34
1308 鷹箸 颯太(3) ﾀｶﾉﾊｼ ｿｳﾀ
1306 飯野 陽稀(3) ｲｲﾉ ﾊﾙｷ
1303 玉谷 優愛(3) ﾀﾏﾀﾆ ﾕｳﾘ

7 1 野木中B 6311 佐藤 輝翼(2) ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 52.35
6310 岩田 龍輝(2) ｲﾜﾀ ﾘｭｳｷ
6312 針谷 唯斗(2) ﾊﾘｶﾞﾔ ﾕｲﾄ
6313 古内 詩大(2) ﾌﾙｳﾁ ｳﾀ

5 ブレイクスルー DNS

6 OCOSITEIA DNS

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 作新学院大 817 山田 吾(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ 41.23
792 粕尾 悠人(3) ｶｽｵ ﾕｳﾄ
800 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ
802 乾 渉夢(2) ｲﾇｲ ｱﾕﾑ

2 作新学院高 3004 高橋 虎ﾉ介(2) ﾀｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ 42.71
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
5019 吉田 都亜(1) ﾖｼﾀﾞ ﾄｱ

3 小山西高 4142 藤倉 虎太郎(3) ﾌｼﾞｸﾗ ｺﾀﾛｳ 42.72
4137 小宮 一摩(3) ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ
3181 田口 羽翔(2) ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ
3180 野村 健太(2) ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ

4 小山高 3195 石渡 大和(2) ｲｼﾜﾀ ﾔﾏﾄ 46.39
3108 古内 良汰(2) ﾌﾙｳﾁ ﾘｮｳﾀ
3106 山田 哲平(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ
3107 岡田 伊織(2) ｵｶﾀﾞ ｲｵﾘ

5 野木中A 6304 寳示戸 涼太(3) ﾎｳｼﾞﾄ ﾘｮｳﾀ 49.83
6308 猪瀬 響(3) ｲﾉｾ ﾋﾋﾞｷ
6301 岩﨑 悠斗(3) ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ
6305 御園 章矢(3) ﾐｿﾉ ﾄｼﾔ

6 今市中 1305 山川 優真(3) ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾏ 52.34
1308 鷹箸 颯太(3) ﾀｶﾉﾊｼ ｿｳﾀ
1306 飯野 陽稀(3) ｲｲﾉ ﾊﾙｷ
1303 玉谷 優愛(3) ﾀﾏﾀﾆ ﾕｳﾘ

7 野木中B 6311 佐藤 輝翼(2) ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 52.35
6310 岩田 龍輝(2) ｲﾜﾀ ﾘｭｳｷ
6312 針谷 唯斗(2) ﾊﾘｶﾞﾔ ﾕｲﾄ
6313 古内 詩大(2) ﾌﾙｳﾁ ｳﾀ

凡例  DNS:欠場



高校一般女子100mH(0.838m)
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 09:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.7) 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
ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 栃木

1 7 8021 笹沼 若奈 宇都宮記念病院 13.96 1 4 5018 髙橋 玲緒(1) 白鴎大足利高 16.55
ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ 栃木 ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ 栃木

2 3 8041 大山 茜里 佐野市役所 14.37 2 6 5041 樋山 凛花(1) 小山西高 17.92
ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 栃木 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｶﾘ 栃木

3 5 3010 野村 美月(2) 石橋高 14.54 3 7 3048 杉原 妃佳里(2) 小山高 18.62
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 福島 ｽｴﾀｹ ﾏｲ 栃木

4 8 9197 伊藤 美咲(4) 作新学院大 15.58 4 3 4151 末武 麻依(3) 小山高 21.04
ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ 栃木 ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾓﾊ 栃木

5 6 4019 黒川 怜華(3) 白鴎大足利高 15.98 5 4023 中里 百葉(3) 白鴎大足利高 DNS
ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 栃木

4 4024 福田 蒼依(3) 白鴎大足利高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃木

1 8021 笹沼 若奈 宇都宮記念病院 13.96 +1.7
ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ 栃木

2 8041 大山 茜里 佐野市役所 14.37 +1.7
ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 栃木

3 3010 野村 美月(2) 石橋高 14.54 +1.7
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 福島

4 9197 伊藤 美咲(4) 作新学院大 15.58 +1.7
ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ 栃木

5 4019 黒川 怜華(3) 白鴎大足利高 15.98 +1.7
ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 栃木

6 5018 髙橋 玲緒(1) 白鴎大足利高 16.55 +2.0
ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ 栃木

7 5041 樋山 凛花(1) 小山西高 17.92 +2.0
ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｶﾘ 栃木

8 3048 杉原 妃佳里(2) 小山高 18.62 +2.0

凡例  DNS:欠場



高校一般女子100mHB(0.838m)
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:+0.7) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃木 ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃木

1 7 8021 笹沼 若奈 宇都宮記念病院 14.03 1 8021 笹沼 若奈 宇都宮記念病院 14.03 +0.7
ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ 栃木 ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ 栃木

2 6 8041 大山 茜里 佐野市役所 14.21 2 8041 大山 茜里 佐野市役所 14.21 +0.7
ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾓﾊ 栃木 ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾓﾊ 栃木

3 5 4023 中里 百葉(3) 白鴎大足利高 14.33 3 4023 中里 百葉(3) 白鴎大足利高 14.33 +0.7
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 福島 ｲﾄｳ ﾐｻｷ 福島

4 3 9197 伊藤 美咲(4) 作新学院大 15.53 4 9197 伊藤 美咲(4) 作新学院大 15.53 +0.7
ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ 栃木 ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ 栃木

5 4 4019 黒川 怜華(3) 白鴎大足利高 15.95 5 4019 黒川 怜華(3) 白鴎大足利高 15.95 +0.7



中学女子100mH
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.1) 2組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃　木 ｸﾏｲ ﾋﾄﾐ 栃木

1 5 8007 石原 南菜(2) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 14.68 1 6 1124 熊井 瞳(3) 落合中 16.92
ｱｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ 栃木 ｶﾀﾐ ﾋﾋﾞｷ 栃木

2 6 1014 安島 向日葵(3) 瑞穂野中学校 14.78 2 9 2001 片見 響(1) 南押原中 17.42
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 栃　木 ｻｲﾄｳ ﾕﾏ 栃　木

3 7 8006 宮澤 亜美(3) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 15.33 3 5 8005 齊藤 由真(3) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 17.59
ｱﾂｷ ﾋﾏﾘ 栃　木 ｶﾐｵ ﾅﾅ 栃木

4 3 8008 厚木 ひまり(2) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 16.27 4 7 17 神尾 奈那(2) 瑞穂野中学校 18.90
ｸﾏｸﾗ ﾕﾅ 栃木 ｲｿｶﾞｲ ﾕﾅ 栃木

5 9 2002 熊倉 有菜(1) 南押原中 17.36 5 4 1015 磯貝 佑奈(3) 瑞穂野中学校 19.21
ｷｸﾁ ﾕｲ 栃木 ﾋﾂﾞｶ ﾐｵ 栃木

6 8 1017 菊地 結衣(3) 瑞穂野中学校 17.40 6 3 24 肥塚 海音(2) 瑞穂野中学校 19.37
ﾜｶｲﾛ ｻﾗ 栃木 ｻｸﾗｲ ｱｲｶ 栃木

7 4 1012 若色 紗良(3) 瑞穂野中学校 17.51 7 8 19 櫻井 愛花(2) 瑞穂野中学校 21.54

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

ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃　木

1 8007 石原 南菜(2) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 14.68 -0.1
ｱｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ 栃木

2 1014 安島 向日葵(3) 瑞穂野中学校 14.78 -0.1
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 栃　木

3 8006 宮澤 亜美(3) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 15.33 -0.1
ｱﾂｷ ﾋﾏﾘ 栃　木

4 8008 厚木 ひまり(2) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 16.27 -0.1
ｸﾏｲ ﾋﾄﾐ 栃木

5 1124 熊井 瞳(3) 落合中 16.92 +1.8
ｸﾏｸﾗ ﾕﾅ 栃木

6 2002 熊倉 有菜(1) 南押原中 17.36 -0.1
ｷｸﾁ ﾕｲ 栃木

7 1017 菊地 結衣(3) 瑞穂野中学校 17.40 -0.1
ｶﾀﾐ ﾋﾋﾞｷ 栃木

8 2001 片見 響(1) 南押原中 17.42 +1.8



共通女子100m
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 10:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 栃木

1 5 9200 関根 こころ(3) 作新学院大 12.07 1 4 4025 福田 菜々子(3) 白鴎大足利高 12.36
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木 ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 栃木

2 2 9195 福田 奈央(4) 作新学院大 12.18 2 5 3010 野村 美月(2) 石橋高 12.57
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木 ｵｵﾇｷ ﾅｵ 栃木

3 4 9201 市川 亜澄(3) 作新学院大 12.19 3 6 4035 大貫 那緒(3) 作新学院高 12.63
ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ 栃木 ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ 栃木

4 6 8012 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 12.19 4 7 3014 大図 奈々葉(2) 宇都宮女高 12.64
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 栃木 ｻｻｷ ﾕｳｶ 秋田

5 7 9204 瀬沼 有咲(3) 作新学院大 12.21 5 3 9432 佐々木 優和(3) 東女体大 12.74
ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃木

6 3 3017 二宮 音彩(2) 白鴎大足利高 12.36 6 9 9202 福田 捺巴(3) 作新学院大 12.75
ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｷｱ 宮城

7 9 9206 倉澤 みはな(1) 作新学院大 12.64 7 2 9437 渡辺 琉希愛(3) 東女体大 12.88
ｶﾐﾔﾏ ｱﾔﾈ 栃木 ﾔﾏﾈ ﾕﾘﾔ 栃木

8 8033 神山 綾音 鹿沼市役所 DNS 8 8 5022 山根 優梨耶(1) 青藍泰斗高 13.08

3組 (風:-0.3) 4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
ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 栃木 ｱﾗｲ ﾕﾘ 栃木

1 4 4012 五月女 光(3) 作新学院高 12.54 1 4 6303 荒井 結梨(3) 野木中 12.86
ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木 ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木

2 8 9196 高橋 萌(4) 作新学院大 12.88 2 7 9203 柴 凛(3) 作新学院大 12.88
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 栃木 ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 栃木

3 5 9205 山口 優芽(1) 作新学院大 12.94 3 8 9199 大橋 麻友(3) 作新学院大 12.94
ｶｸﾓﾄ ﾁﾘ 栃木 ﾋﾙﾏ ｺﾄﾐ 栃木

4 9 5012 覚本 千莉(1) 白鴎大足利高 13.04 4 5 4160 昼間 琴美(3) 宇都宮女高 12.98
ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃　木 ﾔﾏｶﾜ ﾅﾅｺ 栃木

5 7 8007 石原 南菜(2) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 13.14 5 9 5033 山川 菜々子(1) 宇都宮女高 13.32
ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ 栃木 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 栃木

6 6 5040 藤田 実優(1) 小山西高 13.30 6 6 5029 本田 雅(1) 作新学院高 13.32
ｷｸﾁ ﾂｸﾞﾐ 栃木 ｱﾗｶﾜ ｱﾔｶ 栃木

7 2 5015 菊地 世眞(1) 白鴎大足利高 13.60 7 2 4092 荒川 綾香(3) 小山西高 13.55
ｸﾘｷ ｱｵｲ 福島 ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 栃木

3 9773 栗城 葵衣(1) 武蔵丘短大 DNS 8 3 1079 佐藤 結奈(3) 阿久津中 13.56

5組 (風:+0.7) 6組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ 栃木 ｾｷﾈ ｾｲﾗ 栃木

1 4 5031 村上 珠梨(1) 作新学院高 12.86 1 5 9368 関根 聖良(4) 宇都宮大 13.17
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 栃　木 ﾀｶﾊｼ ｻﾖ 栃木

2 7 8006 宮澤 亜美(3) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 13.39 2 8 8029 高橋 小夜 TRAINI 13.50
ｱﾂｷ ﾋﾏﾘ 栃　木 ﾎﾝﾏ ﾕｷ 千葉

3 9 8008 厚木 ひまり(2) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 13.44 3 7 2027 本間 優季 さくら 13.81
ｶﾝﾉ ｺｱ 栃木 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾈ 栃木

4 5 5014 菅野 心愛(1) 白鴎大足利高 13.63 4 6 5016 小林 虹羽(1) 白鴎大足利高 13.98
ﾃﾂｶ ﾕｳﾅ 栃木 ﾜｶｲﾛ ｻﾗ 栃木

5 3 5027 手塚 祐奈(1) 作新学院高 13.71 5 3 1012 若色 紗良(3) 瑞穂野中学校 14.19
ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 栃木 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｶ 新潟

2 5028 吉田 楓(1) 作新学院高 DNS 6 4 9198 小嶋 夕香(4) 作新学院大 14.28
ｲｸﾞｼ ｱﾕ 栃木 ｸﾏｸﾗ ﾕﾅ 栃木

6 9371 伊串 彩夢(3) 宇都宮大 DNS 7 2 2002 熊倉 有菜(1) 南押原中 14.44
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ 栃木 ｶﾀﾐ ﾋﾋﾞｷ 栃木

8 5042 松本 かんな(1) 小山西高 DNS 8 9 2001 片見 響(1) 南押原中 14.76

凡例  DNS:欠場



共通女子100m
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 10:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

7組 (風:+0.8) 8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
ｺﾇﾏ ｻﾗ 栃　木 ﾖｺﾁ ﾐﾅ 栃木

1 4 8011 小沼 彩愛(2) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 13.17 1 9 4145 横地 未菜(3) 佐野東高 13.78
ｽｶﾞｲ ﾊﾙｶ 栃木 ﾂﾙﾐ ｱﾉﾝ 栃木

2 2 3102 菅井 晴佳(2) 宇都宮女高 13.47 2 4 3046 鶴見 愛音(2) 小山高 13.78
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 栃木 ｶﾒﾀﾞ ｻｴ 栃木

3 5 4138 山口 紗希(3) 作新学院高 13.49 3 7 4090 亀田 沙依(3) 小山西高 13.83
ｻｶﾓﾄ ﾐｵ 栃木 ｶﾄｳ ﾅﾅ 栃木

4 7 3020 坂本 澪(2) 青藍泰斗高 13.63 4 6 3105 加藤 菜々(2) 足利高 14.16
ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ 栃木 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾅ 栃木

5 8 8036 茂木 万理菜 OCOSITEI 13.73 5 2 6301 山口 姫奈(3) 野木中 14.18
ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 栃木 ｲｼﾀﾞ ｶﾚﾝ 栃木

6 3 4101 加藤 瞳(3) 佐野高 13.75 6 8 1496 石田 果蓮(3) 清原中 14.47
ﾀｶﾀﾞ ﾕﾐ 新潟 ｵｶﾞﾜ ﾘﾑ 栃木

7 9 10073 高田 優心(3) 高崎経済大 13.82 3 4135 小川 凛夢(3) 那須拓陽高 DNS
ｻｲﾄｳ ﾙｶ 栃木 ﾊﾙﾔﾏ ｱｲｶ 栃木

8 6 5017 齊藤 るか(1) 白鴎大足利高 13.89 5 4146 春山 愛花(3) 佐野東高 DNS

9組 (風:-1.5) 10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
ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 神奈川

1 4 3100 齊藤 麗来(2) 小山西高 14.16 1 7 1053 渡辺 彩香 レジェンズ 14.40
ｲｲﾂﾞｶ ﾅﾅﾐ 栃木 ﾓﾘﾀ ﾔﾔ 栃木

2 5 3045 飯塚 虹心(2) 小山高 14.40 2 6 3122 森田 安耶(2) 佐野高 14.81
ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 栃木 ﾅｶﾞﾊﾏ ｷﾅ 栃木

3 6 4102 新井 美月(3) 佐野高 14.42 3 4 6306 長濱 希南(2) 野木中 15.15
ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾘﾉ 栃木

4 9 8055 佐藤 楓 栃木陸協 14.65 4 8 6308 鈴木 莉乃(2) 野木中 15.44
ｷﾂﾞｶ ﾘﾅ 栃木 ｲｹﾀﾞ ﾓｶ 栃木

5 7 6302 木塚 璃奈(3) 野木中 14.69 5 3 6305 池田 萌加(2) 野木中 15.78
ｶﾂﾀ ﾕﾒﾅ 栃木 ｲｹﾀﾞ ﾙｶ 栃木

6 3 6309 勝田 結菜(2) 野木中 14.70 6 9 6307 池田 瑠香(2) 野木中 15.97
ｳｼﾀﾞ ﾜｶﾅ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ｶﾎ 栃木

7 8 4202 丑田 羽奏(3) 佐野東高 14.87 5 6304 福田 歌穂(3) 野木中 DNS
ｶﾈｺ ｲﾂｷ 栃木

2 4132 金子 樹(3) 那須拓陽高 DNS

11組 (風:-2.1) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ 栃木 ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木

1 4 4122 岡田 真尋(3) 栃木女高 13.85 1 9200 関根 こころ(3) 作新学院大 12.07 +0.6
ﾔｴｶﾞｼ ｱｶﾘ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木

2 6 4126 八重樫 燈(3) 栃木女高 13.98 2 9195 福田 奈央(4) 作新学院大 12.18 +0.6
ｵｵｼﾏ ｽｽﾞﾊ 栃木 ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木

3 8 4116 大島 涼葉(3) 石橋高 14.08 3 9201 市川 亜澄(3) 作新学院大 12.19 +0.6
ｾｷｸﾞﾁ ﾐｶ 栃木 ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ 栃木

4 9 3011 関口 実花(2) 石橋高 14.22 4 8012 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 12.19 +0.6
ｸﾏｲ ﾋﾄﾐ 栃木 ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 栃木

5 3 1124 熊井 瞳(3) 落合中 14.47 5 9204 瀬沼 有咲(3) 作新学院大 12.21 +0.6
ﾓﾛ ｶﾅﾝ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 栃木

6 7 5021 茂呂 果南(1) 白鴎大足利高 14.50 6 4025 福田 菜々子(3) 白鴎大足利高 12.36 +1.6
ｼﾐｽﾞ ｻｷ 栃木 ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ 栃木

5 4156 清水 咲希(3) 宇都宮女高 DNS 7 3017 二宮 音彩(2) 白鴎大足利高 12.36 +0.6
ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 栃木

8 4012 五月女 光(3) 作新学院高 12.54 -0.3

凡例  DNS:欠場



共通女子100mB
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+1.8) 2組 (風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木 ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 栃木

1 7 9195 福田 奈央(4) 作新学院大 12.08 1 4 4012 五月女 光(3) 作新学院高 12.35
ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ 栃木 ｱｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ 栃木

2 4 8012 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 12.09 2 7 1014 安島 向日葵(3) 瑞穂野中学校 12.88
ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ 埼玉 ﾋﾙﾏ ｺﾄﾐ 栃木

3 5 9466 中本 葵(1) 東女体大 12.14 3 5 4160 昼間 琴美(3) 宇都宮女高 12.88
ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ 栃木 ﾀｶﾊｼ ｻﾖ 栃木

4 8 3014 大図 奈々葉(2) 宇都宮女高 12.56 4 6 8029 高橋 小夜 TRAINI 13.36
ｵｵﾇｷ ﾅｵ 栃木 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 栃木

5 9 4035 大貫 那緒(3) 作新学院高 12.61 5 8 4138 山口 紗希(3) 作新学院高 13.41
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｷｱ 宮城 ﾎﾝﾏ ﾕｷ 千葉

6 3 9437 渡辺 琉希愛(3) 東女体大 12.74 6 3 2027 本間 優季 さくら 13.86
ｷｼﾓﾄ ﾕﾐ 沖縄 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｶ 新潟

6 9430 岸本 優美(3) 東女体大 DNS 7 9 9198 小嶋 夕香(4) 作新学院大 14.11

3組 (風:+0.3) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木

1 7 4101 加藤 瞳(3) 佐野高 13.73 1 9195 福田 奈央(4) 作新学院大 12.08 +1.8
ﾀｶﾀﾞ ﾕﾐ 新潟 ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ 栃木

2 5 10073 高田 優心(3) 高崎経済大 13.73 2 8012 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 12.09 +1.8
ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 栃木 ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ 埼玉

3 6 4102 新井 美月(3) 佐野高 14.27 3 9466 中本 葵(1) 東女体大 12.14 +1.8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 神奈川 ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 栃木

4 4 1053 渡辺 彩香 レジェンズ 14.34 4 4012 五月女 光(3) 作新学院高 12.35 +1.7
ﾓﾘﾀ ﾔﾔ 栃木 ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ 栃木

5 8 3122 森田 安耶(2) 佐野高 14.57 5 3014 大図 奈々葉(2) 宇都宮女高 12.56 +1.8
ｲｿｶﾞｲ ﾕﾅ 栃木 ｵｵﾇｷ ﾅｵ 栃木

6 3 1015 磯貝 佑奈(3) 瑞穂野中学校 15.00 6 4035 大貫 那緒(3) 作新学院高 12.61 +1.8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｷｱ 宮城

7 9437 渡辺 琉希愛(3) 東女体大 12.74 +1.8
ｱｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ 栃木

8 1014 安島 向日葵(3) 瑞穂野中学校 12.88 +1.7

凡例  DNS:欠場



共通女子200m
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 14:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-0.5) 2組 (風:+2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木 ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木

1 7 9200 関根 こころ(3) 作新学院大 25.07 1 7 9203 柴 凛(3) 作新学院大 25.79
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木

2 6 9201 市川 亜澄(3) 作新学院大 25.33 2 6 9196 高橋 萌(4) 作新学院大 25.87
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃木 ｻｻｷ ﾕｳｶ 秋田

3 8 9202 福田 捺巴(3) 作新学院大 25.89 3 4 9432 佐々木 優和(3) 東女体大 26.06
ｷｼﾓﾄ ﾕﾐ 沖縄 ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 栃木

4 5 9430 岸本 優美(3) 東女体大 25.90 4 5 9199 大橋 麻友(3) 作新学院大 26.16
ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 栃木 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 栃木

5 3 9206 倉澤 みはな(1) 作新学院大 26.09 5 9 9205 山口 優芽(1) 作新学院大 26.47
ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅ 神奈川 ｼﾐｽﾞ ｻｷ 栃木

6 9 9429 岩本 真菜(3) 東女体大 26.17 6 8 4156 清水 咲希(3) 宇都宮女高 26.63
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 栃木 ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 栃木

4 9204 瀬沼 有咲(3) 作新学院大 FS1 7 3 1079 佐藤 結奈(3) 阿久津中 27.57

3組 (風:+1.0) 4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
ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 群馬 ｲｹﾀﾞ ﾕｲﾅ 栃木

1 7 4383 清水 佳奈 群大TF 26.95 1 6 3013 池田 結菜(2) 宇都宮女高 27.99
ｺﾇﾏ ｻﾗ 栃　木 ｵｵｼﾏ ｽｽﾞﾊ 栃木

2 6 8011 小沼 彩愛(2) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 27.48 2 9 4116 大島 涼葉(3) 石橋高 28.03
ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 栃木 ﾇｲﾑﾗ ﾊﾙｶ 栃木

3 5 5029 本田 雅(1) 作新学院高 27.59 3 8 4125 縫村 遥花(3) 栃木女高 29.13
ｲｼｶﾜ ｶﾎ 茨城 ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾝ 栃木

4 9772 石川 果穂(1) 武蔵丘短大 DNS 4 4 3074 鈴木 真凛(2) 宇都宮女高 30.80
ﾉﾑﾗ ﾓｴ 栃木 ｷｸﾁ ｱｲｺ 栃木

8 4143 野村 萌(3) 佐野東高 DNS 5 5 1100 菊地 愛子(3) 落合中 31.72
ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ 栃木 ｻｻｷ ﾓﾓｱ 栃木

9 3101 濱野 友鈴(2) 小山西高 DNS 6 7 1443 佐々木 桃愛(3) 落合中 35.45

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木

1 9200 関根 こころ(3) 作新学院大 25.07 -0.5
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木

2 9201 市川 亜澄(3) 作新学院大 25.33 -0.5
ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木

3 9203 柴 凛(3) 作新学院大 25.79 +2.0
ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木

4 9196 高橋 萌(4) 作新学院大 25.87 +2.0
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃木

5 9202 福田 捺巴(3) 作新学院大 25.89 -0.5
ｷｼﾓﾄ ﾕﾐ 沖縄

6 9430 岸本 優美(3) 東女体大 25.90 -0.5
ｻｻｷ ﾕｳｶ 秋田

7 9432 佐々木 優和(3) 東女体大 26.06 +2.0
ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 栃木

8 9206 倉澤 みはな(1) 作新学院大 26.09 -0.5

凡例  DNS:欠場 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



共通女子4X100mR
審 判 長：吉永 一行

記録主任：林 達也

4月30日 12:35 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 7 作新学院大 9201 市川 亜澄(3) ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 46.32 1 6 野木中 6302 木塚 璃奈(3) ｷﾂﾞｶ ﾘﾅ 53.58
9195 福田 奈央(4) ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 6303 荒井 結梨(3) ｱﾗｲ ﾕﾘ
9200 関根 こころ(3) ｾｷﾈ ｺｺﾛ 6309 勝田 結菜(2) ｶﾂﾀ ﾕﾒﾅ
9204 瀬沼 有咲(3) ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 6301 山口 姫奈(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾅ

2 6 東女体大 9437 渡辺 琉希愛(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｷｱ 47.67 2 7 小山高 3048 杉原 妃佳里(2) ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｶﾘ 53.86
9466 中本 葵(1) ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ 3046 鶴見 愛音(2) ﾂﾙﾐ ｱﾉﾝ
9432 佐々木 優和(3) ｻｻｷ ﾕｳｶ 4151 末武 麻依(3) ｽｴﾀｹ ﾏｲ
9430 岸本 優美(3) ｷｼﾓﾄ ﾕﾐ 3045 飯塚 虹心(2) ｲｲﾂﾞｶ ﾅﾅﾐ

3 4 作新学院高 5029 本田 雅(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 48.55 3 4 栃木女高A 4121 大阿久 結彩(3) ｵｵｱｸﾞ ﾕｲ 54.71
4012 五月女 光(3) ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 4122 岡田 真尋(3) ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ
4035 大貫 那緒(3) ｵｵﾇｷ ﾅｵ 4124 栗原 菜々美(3) ｸﾘﾊﾗ ﾅﾅﾐ
5031 村上 珠梨(1) ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ 4126 八重樫 燈(3) ﾔｴｶﾞｼ ｱｶﾘ

4 5 宇都宮女高 3102 菅井 晴佳(2) ｽｶﾞｲ ﾊﾙｶ 49.04 4 8 佐野東高 4144 角田 暖佳(3) ｶｸﾀ ﾊﾙｶ 54.74
3014 大図 奈々葉(2) ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ 4145 横地 未菜(3) ﾖｺﾁ ﾐﾅ
4160 昼間 琴美(3) ﾋﾙﾏ ｺﾄﾐ 4202 丑田 羽奏(3) ｳｼﾀﾞ ﾜｶﾅ
4156 清水 咲希(3) ｼﾐｽﾞ ｻｷ 3136 水間 彩愛(2) ﾐｽﾞﾏ ｻﾗ

5 9 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 8008 厚木 ひまり(2) ｱﾂｷ ﾋﾏﾘ 50.42 5 那須拓陽高 DNS
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

6 8 小山西高 4092 荒川 綾香(3) ｱﾗｶﾜ ｱﾔｶ 51.60
5040 藤田 実優(1) ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ
5042 松本 かんな(1) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ
4090 亀田 沙依(3) ｶﾒﾀﾞ ｻｴ

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 作新学院大 9201 市川 亜澄(3) ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 46.32
9195 福田 奈央(4) ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ
9200 関根 こころ(3) ｾｷﾈ ｺｺﾛ
9204 瀬沼 有咲(3) ｾﾇﾏ ｱﾘｻ

2 東女体大 9437 渡辺 琉希愛(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｷｱ 47.67
9466 中本 葵(1) ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ
9432 佐々木 優和(3) ｻｻｷ ﾕｳｶ
9430 岸本 優美(3) ｷｼﾓﾄ ﾕﾐ

3 作新学院高 5029 本田 雅(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 48.55
4012 五月女 光(3) ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ
4035 大貫 那緒(3) ｵｵﾇｷ ﾅｵ
5031 村上 珠梨(1) ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ

4 宇都宮女高 3102 菅井 晴佳(2) ｽｶﾞｲ ﾊﾙｶ 49.04
3014 大図 奈々葉(2) ｵｵｽﾞ ﾅﾅﾊ
4160 昼間 琴美(3) ﾋﾙﾏ ｺﾄﾐ
4156 清水 咲希(3) ｼﾐｽﾞ ｻｷ

5 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 8008 厚木 ひまり(2) ｱﾂｷ ﾋﾏﾘ 50.42
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

6 小山西高 4092 荒川 綾香(3) ｱﾗｶﾜ ｱﾔｶ 51.60
5040 藤田 実優(1) ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ
5042 松本 かんな(1) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ
4090 亀田 沙依(3) ｶﾒﾀﾞ ｻｴ

7 野木中 6302 木塚 璃奈(3) ｷﾂﾞｶ ﾘﾅ 53.58
6303 荒井 結梨(3) ｱﾗｲ ﾕﾘ
6309 勝田 結菜(2) ｶﾂﾀ ﾕﾒﾅ
6301 山口 姫奈(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾅ

8 小山高 3048 杉原 妃佳里(2) ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｶﾘ 53.86
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
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