
日付 種目

小倉 亮介(96) 10.34(+2.0) 前田 拓夢(00･4) 10.37(+2.0) 三輪 颯太(02･2) 10.43(+2.0) 池田 成諒(02･3) 10.45(+1.4) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(02･2) 10.50(+2.0) 假屋 直幹(00･4) 10.53(+1.4) 茂呂 柊汰(00) 10.59(+1.4)
神奈川・FABLA 福岡・東洋大 埼玉・慶応大 長崎・筑波大 栃木・城西大 大阪・大東大 栃木・宇都宮記念病院

成島 陽紀(04･1) 10.50(+1.1)
茨城・東洋大

成島 陽紀(04･1) 10.34(+2.0) 前田 拓夢(00･4) 10.37(+1.6) 池田 成諒(02･3) 10.38(+1.6) 小倉 亮介(96) 10.43(+1.6) 豊嶋 琉久(00･4) 10.46(+2.0) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(02･2) 10.48(+1.6) 廣木 亮太(01･3) 10.50(+2.0)
茨城・東洋大 福岡・東洋大 長崎・筑波大 神奈川・FABLA 香川・東京学芸大 栃木・城西大 神奈川・慶応大

三輪 颯太(02･2) 10.50(+1.6)
埼玉・慶応大
稲垣 広弥(01･4) 10.50(+2.9)
茨城・作新学院大

佐藤 風雅(96) 20.72(+1.8) 成島 陽紀(04･1) 21.02(+1.5) 橋本 真志(98) 21.14(+1.0) 大芝 健人(00･4) 21.30(+1.5) 中島 佑気ｼﾞｮｾﾌ(02･3) 21.31(+1.8) 中里 将基(00･4) 21.44(+1.5) 木野内 京介(03･1) 21.49(+1.5) 真田 知幸(95) 21.70(+1.5)
栃木・那須環境 茨城・東洋大 東京・東京都立大 東京・東京学芸大 東京・東洋大 栃木・作新学院大 茨城・作新学院大 神奈川・Setech
大賀 圭造(80) 7.19(+3.0) 奥間 圭介(95) 7.23(+3.0) 佐藤 淳(82) 7.27(+3.0) 山村 侑平(84) 7.85(+3.0) 小堀 拓也(59) 7.93(+1.5) 小川 元之(66) 8.04(+1.5) 佐々木 勝利(71) 8.19(+1.5) 大谷 毅(55) 8.73(+1.5)
埼玉・秀明大 埼玉・埼玉陸協 埼玉・埼玉陸協 茨城・茨ﾏ 栃木・栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 神奈川・川崎市陸協 千葉・幸はやぶさ 栃木・栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ
岩井 章太郎(02･2) 14.24(+0.2) 佐藤 優守(03･1) 14.39(+0.2) 丸山 壮(02･2) 14.51(+0.2) 曽我部 隆伍(02･2) 14.63(+0.2) 中村 奏斗(01･3) 14.71(+0.2) 滝口 康成(97･M2) 14.78(+0.2) 石川 京史(05･2) 15.85(+1.2)
京都・慶応大 埼玉・平成国際大 京都・筑波大 神奈川・筑波大 群馬・駿河台大 静岡・東京学芸大 栃木・宇短附高

富山 弘貴(98･4) 14.63(+0.2)
神奈川・慶応大

岩井 章太郎(02･2) 14.18(+0.4) 丸山 壮(02･2) 14.29(+0.4) 佐藤 優守(03･1) 14.34(+0.4) 富山 弘貴(98･4) 14.48(+0.4) 滝口 康成(97･M2) 14.51(+0.4) 曽我部 隆伍(02･2) 14.63(+0.4) 黒岩 海翔(06･11) 15.59(+1.2) 関口 竜(05･2) 16.74(+1.2)
京都・慶応大 京都・筑波大 埼玉・平成国際大 神奈川・慶応大 静岡・東京学芸大 神奈川・筑波大 栃木・小山西高 埼玉・滑川総合高
西山 兼人(04･3) 14.39 石井 遙(06･2) 14.72 佐藤 心(05･2) 15.05 横塚 昴(05･3) 15.46 田口 祐一朗(05･3) 15.54 小野澤 佑(04･3) 15.98 山下 優人(05･2) 17.25
埼玉・昌平高 栃木・宇都宮高 埼玉・昌平高 埼玉・昌平高 埼玉・昌平高 埼玉・昌平高 埼玉・昌平高
山口潤希也(09･3) 17.20 秋山 陽翔(09･2) 17.79 島田 憲信(08･2) 21.39 室井 創太(09･1) 22.75
栃木・佐野北 栃木・瑞穂野中 栃木・瑞穂野中 栃木・大田原中
田路 遥香(02･3) 11.81(+2.0) 福田 奈央(01･4) 11.90(+2.0) 岩屋 佑未奈(01･3) 11.93(+2.0) 佐藤 美里(03･1) 11.97(+2.0) 小針 涼葉(00･4) 12.05(+2.0) 市川 亜澄(01･3) 12.06(+2.0) 鈴木 聖菜(00･4) 12.11(+2.0)
東京・中央大 栃木・作新学院大 神奈川・慶応大 宮城・中央大 静岡・駿河台大 栃木・作新学院大 静岡・駿河台大

久保田 真子(03･1) 12.05(+2.0)
静岡・中央大

福田 奈央(01･4) 11.98(+0.3) 小針 涼葉(00･4) 12.09(+0.3) 岩屋 佑未奈(01･3) 12.10(+0.3) 久保田 真子(03･1) 12.12(+0.3) 鈴木 聖菜(00･4) 12.13(+0.3) 加藤 杏奈(02･3) 12.18(+0.3) 市川 亜澄(01･3) 12.25(+0.3) 高橋 みず紀(00･4) 12.36(+2.0)
栃木・作新学院大 静岡・駿河台大 神奈川・慶応大 静岡・中央大 静岡・駿河台大 福井・中央大 栃木・作新学院大 神奈川・中央大

蒲生 茉鈴(03･1) 12.36(+0.3)
静岡・中央大

田路 遥香(02･3) 24.67(+0.3) 大島 愛梨(00･4) 24.68(+0.3) 佐藤 美里(03･1) 24.87(+0.3) 深澤 あまね(02･2) 25.32(+0.3) 倉澤 みはな(03･1) 25.45(+2.4) 柴 凛(01･3) 25.48(+2.4) 杉山 菫(97) 25.49(+2.4) 福田 捺巴(01･3) 25.50(+2.4)
東京・中央大 栃木・中央大 宮城・中央大 長野・中央大 栃木・作新学院大 栃木・作新学院大 神奈川・SAC 栃木・作新学院大
梶木 菜々香(00･4) 13.59(+2.0) 相馬 絵里子(91) 13.60(+2.0) 佐々木 天(97) 13.99(+2.0) 松下 美咲(02･2) 14.03(+1.9) 吉田 萌々(00･4) 14.04(+2.0) 大山 茜里(97) 14.14(+1.9) 益子 芽里(03･1) 14.17(+1.9) 野村 美月(05･2) 14.29(+2.0)
栃木・中央大 茨城・関彰商事 東京・ROOTS TOKYO 兵庫・中央大 岐阜・駿河台大 栃木・佐野市役所 東京・中央大 栃木・石橋高
梶木 菜々香(00･4) 13.49(+2.8) 相馬 絵里子(91) 13.51(+2.8) 佐々木 天(97) 13.83(+2.8) 大山 茜里(97) 13.85(+2.0) 吉田 萌々(00･4) 13.89(+2.8) 益子 芽里(03･1) 13.93(+2.0) 松下 美咲(02･2) 13.96(+2.0) 寺田 明日香(90) 14.02(+2.8)
栃木・中央大 茨城・関彰商事 東京・ROOTS TOKYO 栃木・佐野市役所 岐阜・駿河台大 東京・中央大 兵庫・中央大 大阪・ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾘｴｲﾄ
上野 那乃羽(06･1) 17.68
栃木・宇中女高
矢代 怜央菜(3) 16.36(+1.1) 三田 遙花(3) 17.08(+1.1) 神尾 奈那(09･2) 17.19(+1.3) 坂本 夏莉(08･2) 17.28(+1.1) 肥塚 海音(08･2) 17.35(+1.3) 磯貝 佑奈(07･3) 19.16(+1.1)
栃木・佐野高附中 栃木・佐野高附中 栃木・瑞穂野中 栃木・瑞穂野中 栃木・瑞穂野中 栃木・瑞穂野中

8月11日
高校一般女子100mH・

AM(0.838m)

8月11日
高校一般女子100mH・

PM(0.838m)

8月11日 女子200m

8月11日
女子100mYH(0.762m) 

風：+1.4

8月11日 中学女子100mMH(0.762m)
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風：+1.8

8月11日
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風：+1.5

8月11日 男子100m・PM

8位

8月11日 マスターズ男子60m

8月11日 男子100m・AM

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
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コンディション情報

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2022/08/11 09:15 晴 31.0 71.0 南東 0.8

10:00 晴 32.0 68.0 南 1.0
11:00 晴 33.0 63.0 南 1.0
12:00 晴 34.0 63.0 東北東 0.6
13:00 晴 35.0 56.0 南西 1.4
14:00 晴 36.0 56.0 南 1.6
15:00 晴 37.3 55.0 南 0.4
16:00 晴 37.0 54.0 南東 1.8

1 / 28



男子100m・AM

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  21/06/06 8月11日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　38組

1組 (風:+0.4) 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

ﾌｼﾞｷ ｹﾝﾄ 神奈川 ﾅﾙｼﾏ ﾊﾙｷ 茨城

1 5 1313 藤木 健人(00･4) 慶応大 10.74 1 3 2210 成島 陽紀(04･1) 東洋大 10.50
ｶﾄﾗﾙ ﾏｲｹﾙ 栃木 ﾋﾛｷ ﾘｮｳﾀ 神奈川

2 9 800 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(02･2) 作新学院大 10.75 2 9 1331 廣木 亮太(01･3) 慶応大 10.62
ｻﾝﾍﾟｲ ﾏﾋﾛ 栃木 ﾄﾖｼﾏ ﾘｸ 香川

3 8 1592 三瓶 茉紘(01･4) 駿河台大 10.78 3 8 1393 豊嶋 琉久(00･4) 東京学芸大 10.66
ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川 ﾊﾗｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 山口

4 7 13051 真田 知幸(95) Setech 10.82 4 4 2194 原川 浩太朗(01･3) 東洋大 10.74
ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 栃木 ﾐﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 茨城

5 6 8105 櫻井 朴也(96) 元気寿司 10.83 5 6 1647 三村 大河(01･3) 駿河台大 10.78
ﾏﾂｷ ﾕｳﾏ 栃木 ｾﾀ ﾋﾛｷ 群馬

6 2 5432 松木 悠眞(03･1) 明治大 11.21 6 2 684 瀬田 博貴(96) 群大TF 10.80
ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 島根 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 栃木

3 2196 斉藤 樹(03･2) 東洋大 DNS 7 7 3587 宮嶋 翔大(03) 日本大学 10.82
ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 茨城 ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 石川

4 785 稲垣 広弥(01･4) 作新学院大 DNS 8 5 4384 竹内 璃生(00･4) 大東大 10.87

3組 (風:+1.4) 4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

ｲｹﾀﾞ ｾｲﾘｮｳ 長崎 ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳｽｹ 神奈川

1 5 2052 池田 成諒(02･3) 筑波大 10.45 1 2 51 小倉 亮介(96) FABLA 10.34
ｶﾘﾔ ﾅｵｷ 大阪 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾑ 福岡

2 7 4379 假屋 直幹(00･4) 大東大 10.53 2 8 2185 前田 拓夢(00･4) 東洋大 10.37
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木 ﾐﾜ ｿｳﾀ 埼玉

3 6 8008 茂呂 柊汰(00) 宇都宮記念病院 10.59 3 9 1357 三輪 颯太(02･2) 慶応大 10.43
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾔ 神奈川 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 栃木

4 2 2555 小林 枚也(00･4) 明治大 10.60 4 3 1166 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(02･2) 城西大 10.50
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 長野 ｼﾀﾗ ｵｳｶﾞ 埼玉

5 9 2184 西村 陽杜(00･4) 東洋大 10.66 5 6 2189 設楽 王我(01･3) 東洋大 10.69
ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃木 ｳｫﾙｼｭｼﾞｭﾘｱﾝ 埼玉

6 8 784 中里 将基(00･4) 作新学院大 10.68 6 4 55 ｳｫﾙｼｭｼﾞｭﾘｱﾝ(96) 富士通 10.97
ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 茨城 ｸﾜﾉ ﾀｸﾐ 宮崎

7 4 3434 金森 和貴(94) ﾂｸﾊﾞTP 10.77 7 7 2065 桑野 拓海(01･4) 筑波大 11.02
ｵｾﾞｷ ｻﾝｼﾛｳ 神奈川 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 東京

3 2616 小関 三四郎(99) 一橋大 DNS 5 56 山下 潤(97) ANA DNS

5組 (風:+1.1) 6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

ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 群馬 ｵｶﾑﾗ ﾀｲｷ 神奈川

1 4 680 大石 浩貴(92) 群大TF 10.68 1 1 1342 岡村 大喜(02･2) 慶応大 10.83
ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾄ 京都 ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 福島

2 5 6-1702 井口 義人(98･6) 京都府立医科大 10.71 2 5 3061 櫛田 崇裕(01･4) 白鴎大 10.84
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ 茨城 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｾ 神奈川

3 1 817 山田 吾(03･1) 作新学院大 10.72 3 2 2597 小林 真名世(02･2) 明治大 10.86
ｵｵｼﾏ ﾙｲ 神奈川 ﾔﾀ ﾊﾙﾉﾌﾞ 栃木

4 3 1365 大島 琉偉(03･1) 慶応大 10.72 4 7 2982 谷田 晴信(99･M2) 横国大 10.87
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 静岡 ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ 栃木

5 6 2199 杉山 裕祐(02･2) 東洋大 10.78 5 8 4043 石川 桂一(05･3) 真岡高 11.01
ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木 ｵﾉ ﾕｳﾄ 栃木

6 9 792 粕尾 悠人(01･3) 作新学院大 10.80 6 3 4001 小野 悠人(04･3) 佐野高 11.01
ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝﾄ 栃木 ﾐﾔﾑﾗ ｺｳﾍｲ 福島

7 7 5893 大山 瞬人(03) 中京大 10.82 7 6 3405 宮村 航平(96) Xronos 11.06
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 福井 ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 栃木

8 2 56 木村 伊吹(00･4) 福井工大 10.89 8 9 793 古島 匠稀(01･3) 作新学院大 11.20
ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳ 埼玉 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 神奈川

9 8 2792 小野澤 佑(04･3) 昌平高 10.96 4 1324 菅原 佳澄(01･3) 慶応大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m・AM

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  21/06/06 8月11日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　38組

7組 (風:+1.0) 8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

ｼﾉﾐﾔ ｹﾝｺﾞ 神奈川 ｷﾉｳﾁ ｷｮｳｽｹ 茨城

1 7 1348 篠宮 健吾(02･2) 慶応大 10.77 1 3 814 木野内 京介(03･1) 作新学院大 10.87
ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 茨城 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾏｻ 京都

2 5 816 和田 大輝(03･1) 作新学院大 10.83 2 7 679 梶原 隆真(98･M2) 京都大 10.88
ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ 栃木 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 栃木

3 6 3180 野村 健太(05･2) 小山西高 10.96 3 1 815 小林 優斗(03･1) 作新学院大 11.06
ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 千葉 ｵｵｷ ﾘｮｳ 栃木

4 1 63 相山 慶太郎(94) Accel TC 10.97 4 9 8152 大木 涼(96) TRAINI 11.07
ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲｾｲ 栃木 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 栃木

5 3 3003 郡司 快晴(05･2) 作新学院高 11.03 5 6 1163 野口 祐叶(02･2) 城西大 11.10
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃木 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 栃木

6 4 8141 丸山 将(88) OCOSITEI 11.09 6 5 4284 柳沢 悠太(04･3) 宇短附高 11.23
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 福島 ｻｲﾄｳ ﾘｸ 埼玉

7 8 788 渡辺 航平(01･4) 作新学院大 11.12 7 2 310 齋藤 陸(00) UNITE 11.33
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 茨城 ｱｷﾓﾄ ﾚﾝ 栃木

8 9 4406 髙橋 遼太郎(01･3) 大東大 11.12 8 4 1619 秋元 廉(00･4) 駿河台大 11.35
ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 大阪 ｵｵﾔﾏ ﾚﾝﾄ 栃木

9 2 2058 中山 颯太(00･3) 筑波大 11.24 8 1127 大山 蓮人(01･3) 城西大 DNS

9組 (風:+1.4) 10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

ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ 愛知 ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾞｲｷ 栃木

1 9 687 平井 悠喜(98) 名古屋工業大 10.72 1 1 4127 安濟 大起(04･3) さくら清修高 10.96
ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ 栃木 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ 群馬

2 7 4003 熊倉 直希(04･3) 佐野高 10.92 2 6 667 横山 尚明(94) 群大TF 10.97
ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 栃木 ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 栃木

3 5 804 石川 駿太朗(02･2) 作新学院大 10.95 3 7 802 乾 渉夢(02･2) 作新学院大 11.00
ｲﾉｶﾜ ﾐﾂﾙ 神奈川 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 栃木

4 2 52 井ﾉ川 充(97) 川崎市陸協 10.97 4 9 8036 坂本 将希(96) 滝沢ﾊﾑ 11.00
ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ 栃木 ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 栃木

5 3 790 川野辺 涼(00･4) 作新学院大 11.12 5 4 3035 須藤 涼佑(06･2) 佐野高 11.01
ﾎﾘｺｼ ﾕｳﾔ 群馬 ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 茨城

6 1 4872 堀越 祐哉(02･2) 平成国際大 11.23 6 5 6055 齋藤 海斗(97) BTP 11.04
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 群馬 ﾐｼﾏ ｼｮｳﾀ 山梨

7 6 670 橋本 章吾(83) 群大TF 11.25 7 2 3364 三嶋 翔太(91) METAC 11.23
ｻｶｳｴ ﾃﾝﾏ 埼玉 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ 埼玉

8 4 3487 坂上 天馬(04･3) 滑川総合高 11.40 8 3 5106 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(04･1) 城西大 11.28
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 栃木 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 群馬

9 8 4026 本田 優芽(04･3) 作新学院高 11.60 8 57 萩原 優人(05) 桐生工業 DNS

11組 (風:+0.7) 12組 (風:+0.9)

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

ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 埼玉 ﾀﾅｾ ｱｻﾄ 栃木

1 7 1430 内田 将太(98･M2) 東京学芸大 10.87 1 2 4125 棚瀨 朝斗(05･3) さくら清修高 11.00
ﾜｶﾅ ｹｲ 栃木 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 栃木

2 1 5028 若菜 敬(06･1) 佐野高 10.98 2 6 8038 吉澤 尚哉(95) 滝沢ﾊﾑ 11.01
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 栃木 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 京都

3 6 8035 小林 祐介(97) 滝沢ﾊﾑ 11.04 3 8 2667 松浦 大悟(02) 立命大同好会 11.18
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ 栃木 ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ 埼玉

4 2 803 山本 弥希(02･2) 作新学院大 11.10 4 7 2120 藤井 蓮 UNITE 11.21
ｵｶﾉ ﾘｮｳﾀ 埼玉 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 栃木

5 5 989 岡野 涼太(03) EiferAC 11.13 5 3 4029 中村 慎之介(04･3) 作新学院高 11.28
ｲﾄｶｽﾞ ｱｷﾎ 栃木 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ 栃木

6 9 5018 糸数 昌穂(07･1) 作新学院高 11.21 6 4 5570 西村 好誠(03･1) 平成国際大 11.32
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼玉 ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 栃木

7 3 308 渡辺 雅博(99) UNITE 11.22 7 1 8119 岡本 堅(94) OCOSITEI 11.34
ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 茨城 ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ 栃木

8 4 794 佐藤 修斗(01･3) 作新学院大 11.43 8 9 1167 佐藤 空河(07) 一条中 11.35
ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 栃木

8 801 久保 翼(02･2) 作新学院大 DNS 5 8154 高橋 裕和(78) TRAINI DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m・AM

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  21/06/06 8月11日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　38組

13組 (風:+2.0) 14組 (風:+0.9)

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

ﾏｻｷ ｼｭﾝｼﾞ 栃木 ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 栃木

1 2 4206 正木 俊至(04･3) 那須拓陽高 10.95 1 3 3280 菊地 優杜(05･2) 宇短附高 11.32
ﾄﾞｲ ｼｮｳﾀ 群馬 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｷ 栃木

2 9 4490 土井 将太(01) 群馬大 11.01 2 5 8112 前田 俊貴(94) 栃木TFC 11.47
ｵｵﾂｶ ﾐｸ 栃木 ｶﾜﾜ ﾕｳﾔ 栃木

3 6 818 大塚 海玖(04･1) 作新学院大 11.22 3 6 3122 川和 優也(05･2) さくら清修高 11.48
ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾐ 栃木 ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ 栃木

4 4 3005 庄司 大海(05･2) 作新学院高 11.22 4 8 3181 田口 拓翔(05･2) 小山西高 11.49
ﾀｶｸ ｿｳﾀ 栃木 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 千葉

5 5 4896 高久 颯太(02･2) 平成国際大 11.23 5 1 63 大西 正裕(87) Accel TC 11.51
ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 茨城 ｲﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 栃木

6 1 2061 酒井 寛之(99･3) 筑波大 11.36 6 2 4194 井元 瑞穂(04･3) 國學院栃木高 11.55
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 栃木 ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ 群馬

3 4156 渡邉 桜太(04･3) 宇都宮工業高 DNS 4 674 小倉 篤人(89) 群大TF DNS
ｳﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 栃木 ｺﾐﾔ ﾄｼﾋﾛ 栃木

7 8078 夘月 裕也(88) TRAINI DNS 7 1662 小宮 俊浩(02･2) 駿河台大 DNS
ｻｶｲ ﾏｻﾄ 神奈川 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 岩手

8 13826 境井 将人(03･1) 日大理工 DNS 9 337 鈴木 智也(99) 岩手大 DNS

15組 (風:+2.6) 16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

ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ 群馬 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾙ 栃木

1 5 5569 高橋 玄(03･1) 平成国際大 11.12 1 4 792 古川 尊(02･2) 大教大 11.15
ﾊﾄｶﾞｲ ｿｳﾀ 埼玉 ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻﾅﾘ 山梨

2 9 2795 鳩貝 相太(04･3) 昌平高 11.12 2 5 3365 宮原 正成(96) METAC 11.30
ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ 栃木 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 栃木

3 2 797 大橋 広夢(01･3) 作新学院大 11.28 3 7 8136 成田 圭佑(96) OCOSITEI 11.41
ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ 栃木 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 栃木

4 8 8116 大嶋 裕樹(95) OCOSITEI 11.32 4 1 8283 近藤 真輝(98) Orion 11.44
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 栃木 ｵﾁｱｲ ﾘｭｳﾄ 群馬

5 4 4351 鈴木 和翔(04･3) 青藍泰斗高 11.37 5 8 4480 落合 竜士(00) 群馬大 11.57
ｶﾉｳ ｱｲｷ 群馬 ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ 山形

6 3 656 狩野 愛気(96) 群大TF 11.54 6 3 3060 大沼 慶稀(01･3) 白鴎大 11.69
ﾖｺﾂｶ ｽﾊﾞﾙ 埼玉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 東京

7 7 2793 横塚 昴(05･3) 昌平高 11.79 7 9 B1200 渡邊 詢也(03･1) 立教AC 11.77
ｱｵﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 栃木 ｸﾛｲﾜ ｶｲﾄ 栃木

1 1238 青山 響(07･3) 氏家中 DNS 8 6 5037 黒岩 海翔(06･11) 小山西高 11.85
ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 埼玉 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 群馬

6 2810 松本 海叶(06･2) 昌平高 DNS 9 2 3943 早川 倫弘(01･3) 高崎経済大 14.13

17組 (風:+0.7) 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

ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾘ 埼玉

1 9 3125 森山 結斗(05･2) さくら清修高 11.38 1 7 5564 福田 凱璃(03･1) 平成国際大 11.10
ﾂﾙﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ 群馬 ｺｲｹ ｶｹﾙ 栃木

2 6 4503 鶴淵 悠介(00) 群馬大 11.41 2 3 8128 小池 翔(96) OCOSITEI 11.24
ｲｼｲ ｹﾞﾝﾀｲ 栃木 ｸﾎﾞ ﾓﾄｷ 神奈川

3 4 3065 石井 源泰(02･2) 白鴎大 11.41 3 6 12527 久保 源輝(98) 横浜市陸協 11.40
ｻﾄｳ ｺｳﾖｳ 栃木 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ 千葉

4 8 3110 佐藤 煌鷹(05･2) 那須拓陽高 11.41 4 2 58 松本 雄二郎(85) STAC千葉 11.50
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 栃木 ﾅｶﾀﾆ ｱﾔﾄ 栃木

5 2 4027 後藤 夢真(04･3) 作新学院高 11.42 5 9 3001 中谷 郁斗(05･2) 作新学院高 11.53
ｵｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 栃木 ｶﾜｻｷ ﾀｲﾖｳ 栃木

6 1 5974 小川 茉洸(03･1) 白鴎大 11.45 6 4 3052 川﨑 太陽(06･2) 宇都宮高 11.57
ｿｳﾏ ﾀｹﾋﾄ 栃木 ｳｽｲ ﾕｳﾄ 栃木

7 3 3109 相馬 健人(06･2) 那須拓陽高 11.53 7 8 8056 臼井 悠斗(02) ﾘｽRT 11.63
ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 茨城 ｲﾏｲ ｷｮｳｼﾛｳ 栃木

8 5 806 塚本 翔也(02･2) 作新学院大 11.57 8 1 3067 今井 強士朗(05･2) 作新学院高 11.65
ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾀｸ 栃木

7 8424 野口 大輔(96) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ DNS 9 5 4189 鈴木 大空(04･3) 真岡高 11.72

凡例  DNS:欠場



男子100m・AM

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  21/06/06 8月11日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　38組

19組 (風:-0.6) 20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

ﾕﾊﾗ ｶｲﾄ 茨城 ｵｵﾈﾀﾞ ｼｮｳ 栃木

1 8 807 湯原 海斗(02･2) 作新学院大 11.35 1 3 811 大根田 翔(03･1) 作新学院大 11.18
ｴﾉﾓﾄ ﾕｳﾗ 栃木 ｶﾈｻｷ ﾀｸﾏ 茨城

2 4 5921 榎本 悠良(03･1) 専修大 11.48 2 8 819 金崎 拓磨(03･1) 作新学院大 11.35
ﾓﾛ ｱﾕﾑ 栃木 ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ 栃木

3 1 8285 茂呂 歩夢(02) Orion 11.69 3 6 3059 垂石 悠吾(01･3) 白鴎大 11.67
ｶﾍﾞﾔ ﾏｻﾖｼ 栃木 ﾈﾓﾄ ｼｭｳ 栃木

4 2 3134 壁屋 将義(05･2) 宇都宮南高 11.70 4 5 4352 根本 周(04･3) 宇都宮工業高 11.67
ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ 栃木 ﾎｿﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 群馬

5 9 1237 大島 有人(07･3) 氏家中 11.80 5 7 3940 細山 祐司(01･3) 高崎経済大 11.68
ｻｻｷ ｼｭﾝ 千葉 ﾑﾗｵ ﾖｳﾍｲ 栃木

6 3 2117 佐々木 駿(02) 幸はやぶさ 11.89 6 4 4241 村尾 陽平(04･3) 作新学院高 11.71
ｲﾜﾐ ﾀﾞｲﾔ 栃木 ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ 栃木

7 7 5120 石見 だいや(06･1) 宇都宮南高 11.99 7 2 5039 高橋 樹(06･1) 石橋高 11.74
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 埼玉 ﾀｶﾂﾄ ｹﾝﾀ 栃木

5 934 山崎 一輝(96) Bloom PJT DNS 8 9 813 高津戸 堅太(03･1) 作新学院大 11.90
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 栃木 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 茨城

6 14 鈴木 健大(98･M2) 東北大 DNS 9 1 5717 金澤 侑士(04･1) 作新学院大 11.92

21組 (風:+0.3) 22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

ｵｵｼﾏ ﾘｭｳﾄ 栃木 ｿｴﾀ ﾕｳﾏ 栃木

1 8 4030 大島 瑠斗(05･3) 作新学院高 11.55 1 8 3062 添田 悠真(01･4) 白鴎大 11.51
ｺｸﾎﾞ ﾘｵ 栃木 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 栃木

2 2 8321 小久保 理央(07) 栃木陸協 11.56 2 6 4242 樋口 尊(04･3) 作新学院高 11.58
ﾀﾀﾞｲﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ 栃木 ｲｼｶﾜ ｹｲｼ 栃木

3 3 8263 多田出 泰宏(95) OCOSITEI 11.65 3 5 3062 石川 京史(05･2) 宇短附高 11.62
ｽｷﾞﾓﾄ ｼｵﾝ 栃木 ｹﾂｶ ﾘｭｳﾄ 栃木

4 6 8057 杉本 汐夢(01) ﾘｽRT 11.65 4 9 3072 毛塚 隆斗(02･2) 白鴎大 11.73
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ 栃木 ﾅｲﾄｳ ﾂﾙｷﾞ 栃木

5 5 8065 松下 裕哉(00) ﾘｽRT 11.71 5 4 3211 内藤 月稀(05･2) 宇都宮工業高 11.76
ﾀｻｷ ﾘﾂ 栃木 ｲｼｶﾜ ﾚﾝ 栃木

6 1 3215 田﨑 和都(05･2) 宇都宮工業高 11.74 6 1 1210 石川 蓮(09･3) 佐野北 11.81
ｲﾁﾉｾ ｶｽﾞﾔ 栃木 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 栃木

7 7 8077 一瀬 和哉(78) TRAINI 11.78 7 7 5040 吉田 賢人(06･1) 石橋高 11.82
ﾀﾃﾇﾏ ﾕｳﾄ 栃木 ﾋﾄﾐ ｹｲｷ 栃木

8 9 5038 蓼沼 悠翔(06･1) 小山西高 11.89 8 3 3146 人見 圭紀(06･2) 真岡高 12.30
ﾎﾘｲ ﾄﾜ 埼玉 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 栃木

4 2818 堀井 永遠(06･1) 昌平高 DNS 2 796 村上 潤(01･3) 作新学院大 DNS

23組 (風:+0.2) 24組 (風:+1.2)

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

ｼﾉﾊﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 栃木 ｵｵｼﾏ ｲｯｾｲ 埼玉

1 1 5183 篠原 紀啓(06･1) 鹿沼高 11.83 1 6 4898 大島 一晟(01･4) 平成国際大 11.27
ｾﾉｵ ﾃｯｼｮｳ 栃木 ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾜ 栃木

2 8 3140 妹尾 鉄生(05･2) 宇都宮南高 11.84 2 4 3137 小形 祐和(05･2) 宇都宮南高 11.53
ｻﾄｳ ｹｲﾀ 愛知 ｻｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 栃木

3 4 6553 佐藤 圭太(91) ﾄﾖﾀ自動車 11.95 3 8 5256 佐賀 亮介(06･1) 作新学院高 11.59
ﾎﾝﾏ ﾅﾘｱｷ 千葉 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 栃木

4 7 8025 本間 成彬(87) ﾁｰﾑさくら 11.95 4 7 8108 佐藤 慎太郎(93) 栃木TFC 11.65
ﾅｶｻﾞﾄ ｲﾌﾞｷ 栃木 ﾓﾘｼﾏ ﾚﾝ 群馬

5 3 810 中里 伊吹(02･2) 作新学院大 12.00 5 2 377 森島 蓮(99) 太田市陸上競技協会 11.69
ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｸﾄ 栃木 ｵｵﾇｷ ﾕｳｽｲ 栃木

6 2 4143 中里 拓翔(05･3) 小山西高 12.02 6 1 3221 大貫 邑翠(05･2) 宇都宮工業高 11.88
ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 東京 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 神奈川

7 6 5148 森山 孝行(02･1) 駿河台大 12.09 7 5 54 遠藤 雅也(75) ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 12.05
ｵﾉ ﾘﾝﾉｽｹ 栃木 ｾﾘｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 栃木

5 8291 小野 稟之輔(08･2) 栃木陸協 DNS 8 9 8392 芹澤 優汰(02･2) 国際医療福祉大 12.07
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 福島 ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 栃木

9 3403 鈴木 駿輔(96) Xronos DNS 3 8104 齊藤 元基(93) 鹿沼市役所 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m・AM

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  21/06/06 8月11日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　38組

25組 (風:+0.6) 26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

ﾀﾃﾉ ﾕｳﾄ 栃木 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 群馬

1 2 8322 舘野 夢叶(07) 栃木陸協 11.59 1 3 682 中島 宏典(92) 群大TF 10.77
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾄ 栃木 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ 栃木

2 7 4243 遠藤 力斗(04･3) 作新学院高 11.86 2 6 8005 近藤 圭恭(01･3) 国際医療福祉大 11.34
ｻﾄｳ ｱｶｼ 栃木 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 栃木

3 5 3217 佐藤 証(05･2) 宇都宮工業高 11.88 3 5 8181 若林 達也(86) 栃木TFC 11.70
ｸﾘﾊﾗ ﾙｷ 栃木 ｾｷﾉ ｿｳﾀ 栃木

4 4 1205 栗原 月輝(07･9) あそ野義 12.15 4 9 5107 関野 創太(07･1) 石橋高 11.72
ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 栃木 ｶﾈｺ ﾀｸﾏ 茨城

5 8 5560 落合 悠真(03･1) 平成国際大 12.17 5 2 3938 金子 拓真(00･4) 高崎経済大 11.92
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 栃木 ｵｼﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 栃木

6 3 8271 秋山 侑輝(07) 栃木陸協 12.27 6 4 5205 押山 隼太朗(07･1) 小山西高 12.68
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 栃木 ﾆｼ ｱｷﾋﾛ 栃木

1 8115 海老原 侑也(93) OCOSITEI DNS 1 7522 西 晃煕(3) 佐野高附中 DNS
ｻﾜｶﾞｼﾗ ｼｮｳﾀ 栃木 ﾜｸｲ ｿｳﾀ 栃木

6 5208 澤頭 将太(06･11) 小山西高 DNS 7 8262 涌井 爽汰(94) OCOSITEI DNS
ｲﾁﾞﾁ ｿｳﾀ 栃木 ﾋﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木

9 3138 伊地知 颯太(06･2) 宇都宮南高 DNS 8 8139 平石 雄大(93) OCOSITEI DNS

27組 (風:+1.2) 28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

ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 栃木

1 7 8394 林 拓己(93) OCOSITEI 11.45 1 9 3099 斎藤 隆誠(05･2) 石橋高 11.67
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ 栃木 ｾｷﾔ ｼｮｳﾀ 栃木

2 5 3111 富永 啓斗(05･2) 那須拓陽高 11.85 2 7 3201 関谷 彰太(05･2) 佐野東高 11.74
ｵｷﾞﾜﾗ ﾋｶﾙ 栃木 ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 栃木

3 6 8182 荻原 光(92) 栃木TFC 11.90 3 6 8265 篠田 凌一(03) OCOSITEI 11.84
ｱｼﾞﾄ ｶﾂｷ 栃木 ｲﾄｳ ﾚﾂ 栃木

4 1 3244 味戸 克樹(06･2) 小山西高 12.00 4 4 3032 伊藤 烈(05･2) 佐野高 11.86
ｶﾅｴﾀﾞ ﾚｲ 栃木 ｾｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木

5 8 1117 金枝 怜生(07･3) 阿久津中 12.02 5 5 8058 関 潤一(02) ﾘｽRT 11.90
ｳﾂﾉ ｻﾄﾙ 栃木 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝﾔ 栃木

6 9 66 宇津野 暁(08･2) 大田原中 12.02 6 3 5134 千葉 駿也(06･1) 宇中女高 11.92
ｲﾁﾑﾗ ﾀｲﾁ 栃木 ﾌｶﾔﾏ ｱﾕﾑ 栃木

2 5020 市村 太一(06･1) 作新学院高 DNS 7 8 5199 深山 歩夢(07･1) 那須拓陽高 11.97
ｲｷ ﾂﾊﾞｻ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｸ 栃木

3 5111 壹岐 翼(06･1) 石橋高 DNS 8 2 110 髙橋龍空(09･2) 佐野北 12.00
ｾｷ ﾅｵﾔ 栃木 ｼﾓﾑｶｲ ｱｲｷ 栃木

4 8133 関 直也(93) OCOSITEI DNS 9 1 3299 下向 葵輝(05･2) 作新学院高 12.65

29組 (風:+0.2) 30組 (風:-0.9)

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

ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 栃木 ｳｴﾀﾞ ｼｭｳﾔ 栃木

1 6 8066 木村 勇翔(04･3) ﾘｽRT 11.81 1 1 1239 上田 秀哉(07･3) 氏家中 12.03
ｶﾜｶﾐ ﾔｽﾄ 栃木 ﾋﾗｶﾜ ﾘｸ 栃木

2 3 5330 川上 保人(06･1) 作新学院高 12.06 2 5 3068 平川 璃空(05･2) 石橋高 12.29
ｽｶﾞ ｺｳｷ 埼玉 ｸﾛﾓﾘ ﾀｲｶ 栃木

3 5 314 菅 晃基 UNITE 12.10 3 2 3301 黒森 大夏(05･2) 作新学院高 12.31
ｻｶﾞﾜ ｵｳｶﾞ 栃木 ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾂｷ 栃木

4 4 3295 佐川 桜雅(05･2) 青藍泰斗高 12.16 4 7 5248 宮島 颯希(06･1) 作新学院高 12.32
ﾎﾘｴ ｶﾌﾞｷ 栃木 ﾅﾊﾞﾅ ﾕｳﾄ 栃木

5 9 5163 堀江 兜気(06･1) 佐野東高 12.24 5 3 3218 那花 悠斗(06･2) 宇都宮工業高 12.37
ﾅｶﾞｲ ｺｳﾒｲ 栃木 ｵﾉﾔﾏ ﾕｳﾄ 埼玉

6 7 5250 長井 高明(06･1) 作新学院高 12.27 6 8 3492 小野山 優斗(06･1) 滑川総合高 12.65
ｲｼｻﾞﾜ ｺｳﾀ 栃木 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 茨城

7 2 3219 石澤 亘大(05･2) 宇都宮工業高 12.41 7 6 702 山村 侑平(84) 茨ﾏ 12.73
ｻｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 栃木 ｽｷﾞﾔﾏ ｾｲﾔ 埼玉

8 8 1206 佐川 優雄(07･9) あそ野義 12.64 8 9 3493 杉山 聖哉(06･1) 滑川総合高 12.77
ﾆｼﾊﾗ ﾚｵ 栃木 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 栃木

1 5249 西原 羚央(06･1) 作新学院高 DNS 4 3330 田中 悠斗(05･2) 佐野東高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m・AM

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  21/06/06 8月11日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　38組

31組 (風:-0.1) 32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

ﾉｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 栃木 ｵｵｾﾞｷ ｺｳﾒｲ 栃木

1 5 3327 野沢 真吾(05･2) 作新学院高 11.93 1 1 8338 大関 孔明(02･2) 国際医療福祉大 12.42
ｳｴﾉ ﾀｲﾁ 栃木 ｷｼﾈ ﾕｳｷ 栃木

2 2 3287 上野 太千(05･2) 宇短附高 12.35 2 7 253 岸根 佑樹(08･2) 阿久津中 12.42
ﾏｼﾔﾏ ｿｳﾀ 栃木 ｳﾁﾔﾏ ｹﾝﾔ 福島

3 6 2250 増山 颯太(10･1) 壬生中 12.45 3 5 3401 内山 健也(96) Xronos 12.48
ｲﾝﾅﾐ ｱｷﾄ 栃木 ｽｸﾞﾛ ﾀｲﾖｳ 栃木

4 8 65 印南 晃翔(08･2) 大田原中 12.52 4 2 3243 須黒 太葉(05･2) 佐野東高 12.65
ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 栃木

5 9 3036 福田 誉仁(05･2) 佐野高 12.74 5 8 5255 齋藤 和太琉(07･1) 作新学院高 12.73
ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾄﾓ 埼玉 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 栃木

6 4 3012 早川 行友(66) 埼玉陸協 12.75 6 6 2064 藤田 翔太郎(09･1) 大田原中 12.88
ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ 栃木 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木

1 5203 大森 煌生(06･1) 那須拓陽高 DNS 7 3 8020 木村 悠大(02･2) 国際医療福祉大 12.97
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木 ﾋﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 栃木

3 8157 野上 善弘(89) NINE TOCHIGI TC DNS 8 4 1246 平石 大葵(08･3) 氏家中 12.97
ｲﾄｶｽﾞ ｶｲ 栃木 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｱｷ 埼玉

7 2061 糸数 夏惟(09･1) 大田原中 DNS 9 11959 小山田 直明(66) 埼ﾏｽﾀｰｽﾞ DNS

33組 (風:+2.2) 34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

ｳｽｲ ｹｲｽｹ 栃木 ﾅｶﾞﾀｷ ｺｳﾀ 栃木

1 5 5254 臼井 渓輔(06･1) 作新学院高 12.39 1 6 1169 長瀧 虹太(07) 一条中 12.03
ｾｷ ﾚｲ 栃木 ｳﾙｼﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 栃木

2 6 437 関 玲依(08･2) 壬生中 12.44 2 4 1166 漆原 憲敬(07) 一条中 12.12
ﾌｸｶﾞﾜ ﾘｮｳ 栃木 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾃﾞｱｷ 栃木

3 3 3113 福川 遼(05･2) 石橋高 12.46 3 3 5119 山城 英明(07･1) 宇都宮南高 12.49
ﾀｶﾉ ﾖｳﾍｲ 栃木 ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾔ 栃木

4 2 8206 高野 洋平(80) 栃木陸協 12.53 4 7 3034 川上 統也(06･2) 佐野高 12.87
ｲｼｻﾞｷ ﾚﾝ 栃木 ｳｽｲ ｼﾞｭﾝﾀ 栃木

5 9 1018 石﨑 錬(08･3) 落合中 12.55 5 9 2253 臼井 淳太(09･1) 壬生中 12.88
ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 福島 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 栃木

6 4 3412 佐藤 秀明(71) Xronos 12.61 6 8 5221 兵藤 崇人(06･1) 佐野高 13.08
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ 栃木 ｾｷ ｱﾄﾘ 東京

7 8 5133 髙橋 知之(06･1) 宇中女高 12.70 7 1 2708 関 亜斗利(90) AC･KITA 13.12
ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 埼玉 ｼｲﾅ ﾕｳﾄ 栃木

8 1 3499 竹内 碧(06･1) 滑川総合高 12.71 8 5 5258 椎名 優斗(06･1) 作新学院高 13.15
ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ 栃木 ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀ 栃木

9 7 8408 小堀 拓也(59) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.73 2 3033 湯沢 想太(05･2) 佐野高 DNS

35組 (風:+0.2) 36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

ﾋﾗﾔﾏ ﾚｲ 栃木 ｶﾄｳ ｿｳﾔ 栃木

1 4 71 平山 礼(08･2) 大田原中 12.72 1 7 2065 加藤 颯埜(09･1) 大田原中 12.74
ｻｸﾗｲ ﾄｼﾕｷ 栃木 ｲｼｶﾜ ﾘｸﾄ 栃木

2 5 8411 桜井 利之(67) 栃木陸協 12.90 2 5 2068 石川 睦人(09･1) 大田原中 13.03
ﾀｶﾂ ｺｳｾｲ 栃木 ﾔﾉ ｿｳﾀ 栃木

3 1 2047 髙津 昊誠(09･1) 瑞穂野中 13.33 3 4 2048 矢野 颯太(09･1) 瑞穂野中 13.32
ｵｵｾﾞｷ ｹﾝﾄ 栃木 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 栃木

4 8 438 大関 謙友(08･2) 壬生中 13.40 4 2 8404 石田 祐一(68) 栃木陸協 13.50
ｸﾘﾀ ﾊﾙｷ 栃木 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城

5 2 439 栗田 晴義(08･2) 壬生中 13.50 5 1 2879 杉山 淳一(63) IRF 13.80
ﾉﾑﾗ ｼｹﾞｷ 栃木 ﾋﾗﾉ ﾕｳ 栃木

6 7 8210 野村 茂樹(66) 栃木陸協 13.78 6 6 2046 平野 夢空(09･1) 瑞穂野中 13.81
ｶﾈﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 栃木 ﾀﾞｲｸﾞｳｼﾞ ｹﾝｺﾞ 栃木

7 3 8073 金村 聖浩(70) 葛生ｱｽﾘｰﾄ 13.80 7 3 2251 大宮司 健吾(09･1) 壬生中 13.83
ｲｼｶﾜ ﾚﾝ 埼玉 ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛｼ 栃木

6 3497 石川 蓮(07･1) 滑川総合高 DNS 8 8 752 平澤 博士(57) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.52
ﾉﾅｶ ﾌｼﾞｵ 栃木

9 9 8425 野中 富士雄(57) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.78

凡例  DNS:欠場



男子100m・AM

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  21/06/06 8月11日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　38組

37組 (風:+2.1) 38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

ｸｼﾀﾞ ｻｷﾄ 栃木 ｺｳｽﾞ ｷｮｳｽｹ 栃木

1 8 5168 串田 咲斗(06･1) 佐野松桜高 11.64 1 6 1378 神津 杏輔(00･4) 宇都宮大 11.13
ﾌｸﾀﾞ ｶｹﾙ 栃木 ﾓﾘﾀ ｱｷﾅﾘ 栃木

2 6 5305 福田 駈(07･1) 宇短附高 11.74 2 3 5303 森田 燿吏(06･1) 宇短附高 11.46
ｲﾀｲ ｵｳﾀﾂ 栃木 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｸﾄ 静岡

3 2 5302 板井 旺龍(06･1) 宇短附高 11.86 3 4 1374 大坪 拓斗(98･M2) 宇都宮大 11.52
ｱｵﾔｷﾞ ｴｲｷ 栃木 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ 栃木

4 1 145 青栁 永規(02･2) 北海道大 11.94 4 1 6086 山下 駿斗(03･1) 宇都宮大 11.66
ﾊﾈﾀﾞ ﾅﾂｷ 栃木 ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾝﾄ 栃木

5 5 5170 羽根田 夏樹(06･1) 佐野松桜高 12.35 5 2 8023 天谷 絆人(09･1) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 13.43
ﾊﾏﾉ ﾂﾊﾞｻ 栃木 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾔ 栃木

6 9 5117 濱野 翼(06･1) 宇都宮南高 12.43 6 8 8021 石川 直哉(09･1) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 13.93
ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 栃木 ﾀｹﾉｳﾁ ｶｽﾞﾏ 栃木

7 4 5171 林 拓海(06･1) 佐野松桜高 13.07 5 1386 竹之内 一真(02･2) 宇都宮大 DNS
ｼﾝﾏｽ ｸｽｵ 栃木 ﾆｲﾉ ﾀｶﾉﾘ 栃木

8 3 8451 新増 九州男(53) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 15.08 7 1381 新野 孝典(02･3) 宇都宮大 DNS
ﾅｶｼﾞﾏ ｸｳｶﾞ 栃木 ﾀﾑﾗ ｹｲ 栃木

7 3331 中島 久雅(05･2) 佐野東高 DNS 9 1588 田村 桂(00･4) 駿河台大 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳｽｹ 神奈川

1 51 小倉 亮介(96) FABLA 10.34 +2.0
ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾑ 福岡

2 2185 前田 拓夢(00･4) 東洋大 10.37 +2.0
ﾐﾜ ｿｳﾀ 埼玉

3 1357 三輪 颯太(02･2) 慶応大 10.43 +2.0
ｲｹﾀﾞ ｾｲﾘｮｳ 長崎

4 2052 池田 成諒(02･3) 筑波大 10.45 +1.4
ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 栃木

5 1166 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(02･2) 城西大 10.50 +2.0
ﾅﾙｼﾏ ﾊﾙｷ 茨城

5 2210 成島 陽紀(04･1) 東洋大 10.50 +1.1
ｶﾘﾔ ﾅｵｷ 大阪

7 4379 假屋 直幹(00･4) 大東大 10.53 +1.4
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木

8 8008 茂呂 柊汰(00) 宇都宮記念病院 10.59 +1.4

凡例  DNS:欠場



男子100m・PM

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  21/06/06 8月11日 15:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　19組

1組 (風:+1.9) 2組 (風:+2.9)

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

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ 茨城 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 茨城

1 9 817 山田 吾(03･1) 作新学院大 10.65 1 7 785 稲垣 広弥(01･4) 作新学院大 10.50
ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 栃木

2 8 792 粕尾 悠人(01･3) 作新学院大 10.75 2 5 3587 宮嶋 翔大(03) 日本大学 10.53
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 静岡 ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 群馬

3 4 2199 杉山 裕祐(02･2) 東洋大 10.77 2 9 680 大石 浩貴(92) 群大TF 10.53
ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 福島 ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾄ 京都

4 3 3061 櫛田 崇裕(01･4) 白鴎大 10.80 4 2 6-1702 井口 義人(98･6) 京都府立医科大 10.64
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 福井 ﾌｼﾞｷ ｹﾝﾄ 神奈川

5 5 56 木村 伊吹(00･4) 福井工大 10.83 5 6 1313 藤木 健人(00･4) 慶応大 10.66
ﾔﾀ ﾊﾙﾉﾌﾞ 栃木 ｻﾝﾍﾟｲ ﾏﾋﾛ 栃木

6 2 2982 谷田 晴信(99･M2) 横国大 10.87 6 4 1592 三瓶 茉紘(01･4) 駿河台大 10.68
ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 大阪 ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝﾄ 栃木

7 1 2058 中山 颯太(00･3) 筑波大 11.21 7 3 5893 大山 瞬人(03) 中京大 10.74
ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 島根 ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 石川

6 2196 斉藤 樹(03･2) 東洋大 DNS 8 1 4384 竹内 璃生(00･4) 大東大 10.87
ｵｵｼﾏ ﾙｲ 神奈川 ﾏﾂｷ ﾕｳﾏ 栃木

7 1365 大島 琉偉(03･1) 慶応大 DNS 9 8 5432 松木 悠眞(03･1) 明治大 11.09

3組 (風:+2.0) 4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

ﾅﾙｼﾏ ﾊﾙｷ 茨城 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾑ 福岡

1 1 2210 成島 陽紀(04･1) 東洋大 10.34 1 7 2185 前田 拓夢(00･4) 東洋大 10.37
ﾄﾖｼﾏ ﾘｸ 香川 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾘｮｳ 長崎

2 8 1393 豊嶋 琉久(00･4) 東京学芸大 10.46 2 6 2052 池田 成諒(02･3) 筑波大 10.38
ﾋﾛｷ ﾘｮｳﾀ 神奈川 ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳｽｹ 神奈川

3 3 1331 廣木 亮太(01･3) 慶応大 10.50 3 3 51 小倉 亮介(96) FABLA 10.43
ｵｵｼﾊﾞ ﾀｹﾄ 東京 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 栃木

4 2 1389 大芝 健人(00･4) 東京学芸大 10.60 4 8 1166 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(02･2) 城西大 10.48
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 長野 ﾐﾜ ｿｳﾀ 埼玉

4 5 2184 西村 陽杜(00･4) 東洋大 10.60 5 5 1357 三輪 颯太(02･2) 慶応大 10.50
ﾐﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 茨城 ﾓﾛ ｼｭｳﾀ 栃木

6 6 1647 三村 大河(01･3) 駿河台大 10.63 6 9 8008 茂呂 柊汰(00) 宇都宮記念病院 10.61
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾔ 神奈川 ｼﾀﾗ ｵｳｶﾞ 埼玉

7 7 2555 小林 枚也(00･4) 明治大 10.68 7 4 2189 設楽 王我(01･3) 東洋大 10.94
ｾﾀ ﾋﾛｷ 群馬 ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 茨城

8 9 684 瀬田 博貴(96) 群大TF 10.71 8 2 3434 金森 和貴(94) ﾂｸﾊﾞTP 12.88
ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 栃木 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 東京

9 4 8105 櫻井 朴也(96) 元気寿司 10.85 1 2696 橋本 真志(98) 東京都立大 DNS

5組 (風:+3.0) 6組 (風:+2.5)

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

ｵｶﾑﾗ ﾀｲｷ 神奈川 ｶﾘﾔ ﾅｵｷ 大阪

1 5 1342 岡村 大喜(02･2) 慶応大 10.64 1 1 4379 假屋 直幹(00･4) 大東大 10.51
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｾ 神奈川 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾏｻ 京都

2 7 2597 小林 真名世(02･2) 明治大 10.66 2 4 679 梶原 隆真(98･M2) 京都大 10.83
ｼﾉﾐﾔ ｹﾝｺﾞ 神奈川 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 栃木

3 8 1348 篠宮 健吾(02･2) 慶応大 10.71 3 5 1163 野口 祐叶(02･2) 城西大 10.91
ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 茨城 ｵｵｷ ﾘｮｳ 栃木

4 9 816 和田 大輝(03･1) 作新学院大 10.73 4 8 8152 大木 涼(96) TRAINI 10.95
ｵﾉ ﾕｳﾄ 栃木 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 栃木

5 4 4001 小野 悠人(04･3) 佐野高 10.85 5 7 815 小林 優斗(03･1) 作新学院大 11.01
ﾋｵｷ ﾕｳﾄ 大阪 ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲｾｲ 栃木

6 6 1446 日置 勇斗(98) NEXUS AC 11.22 6 6 3003 郡司 快晴(05･2) 作新学院高 11.03
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾘｸ 埼玉

7 1 8141 丸山 将(88) OCOSITEI 11.23 7 9 310 齋藤 陸(00) UNITE 11.22
ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ 栃木 ｱｷﾓﾄ ﾚﾝ 栃木

2 3180 野村 健太(05･2) 小山西高 DNS 8 3 1619 秋元 廉(00･4) 駿河台大 11.25
ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ 群馬 ｵｵﾔﾏ ﾚﾝﾄ 栃木

3 674 小倉 篤人(89) 群大TF DNS 2 1127 大山 蓮人(01･3) 城西大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m・PM

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  21/06/06 8月11日 15:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　19組

7組 (風:+2.8) 8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

ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ 愛知 ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾞｲｷ 栃木

1 8 687 平井 悠喜(98) 名古屋工業大 10.69 1 6 4127 安濟 大起(04･3) さくら清修高 10.81
ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 栃木 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 栃木

2 6 804 石川 駿太朗(02･2) 作新学院大 10.79 2 2 8036 坂本 将希(96) 滝沢ﾊﾑ 10.96
ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 茨城 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 栃木

3 1 6055 齋藤 海斗(97) BTP 10.86 3 7 8035 小林 祐介(97) 滝沢ﾊﾑ 11.04
ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ 栃木 ｵｶﾉ ﾘｮｳﾀ 埼玉

4 3 4003 熊倉 直希(04･3) 佐野高 10.87 4 1 989 岡野 涼太(03) EiferAC 11.09
ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ 群馬 ﾐｼﾏ ｼｮｳﾀ 山梨

5 9 667 横山 尚明(94) 群大TF 10.92 5 5 3364 三嶋 翔太(91) METAC 11.24
ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 栃木 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ 栃木

6 5 3035 須藤 涼佑(06･2) 佐野高 10.98 6 9 803 山本 弥希(02･2) 作新学院大 11.24
ﾎﾘｺｼ ﾕｳﾔ 群馬 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 茨城

7 7 4872 堀越 祐哉(02･2) 平成国際大 11.17 7 3 794 佐藤 修斗(01･3) 作新学院大 11.41
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 群馬 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ 埼玉

8 4 670 橋本 章吾(83) 群大TF 11.19 4 5106 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ(04･1) 城西大 DNS
ｱｵｷ ﾏｵ 栃木 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃木

2 8222 青木 真央(00･2) 仙台大 DNS 8 801 久保 翼(02･2) 作新学院大 DNS

9組 (風:+1.5) 10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

ﾀﾅｾ ｱｻﾄ 栃木 ｲｼｲ ﾊﾙｷ 栃木

1 3 4125 棚瀨 朝斗(05･3) さくら清修高 10.90 1 5 3050 石井 遙(06･2) 宇都宮高 11.25
ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 栃木 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 茨城

2 6 8038 吉澤 尚哉(95) 滝沢ﾊﾑ 10.90 2 2 2061 酒井 寛之(99･3) 筑波大 11.27
ﾜｶﾅ ｹｲ 栃木 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｷ 栃木

3 4 5028 若菜 敬(06･1) 佐野高 10.95 3 6 8112 前田 俊貴(94) 栃木TFC 11.45
ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ 埼玉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ 栃木

4 7 2120 藤井 蓮 UNITE 11.07 4 1 1214 山口潤希也(09･3) 佐野北 11.58
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼玉 ｶﾜﾜ ﾕｳﾔ 栃木

5 5 308 渡辺 雅博(99) UNITE 11.14 5 7 3122 川和 優也(05･2) さくら清修高 11.88
ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 京都 ｳﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 栃木

6 9 2667 松浦 大悟(02) 立命大同好会 11.15 3 8078 夘月 裕也(88) TRAINI DNS
ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 茨城 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 神奈川

7 8 1694 工藤 駿斗(02･2) 駿河台大 11.25 4 13826 境井 将人(03･1) 日大理工 DNS
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 栃木 ｺﾐﾔ ﾄｼﾋﾛ 栃木

8 2 4029 中村 慎之介(04･3) 作新学院高 11.26 8 1662 小宮 俊浩(02･2) 駿河台大 DNS
ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 岩手

1 1167 佐藤 空河(07) 一条中 DNS 9 337 鈴木 智也(99) 岩手大 DNS

11組 (風:+2.8) 12組 (風:+3.3)

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

ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ 群馬 ｺｲｹ ｶｹﾙ 栃木

1 6 5569 高橋 玄(03･1) 平成国際大 11.03 1 8 8128 小池 翔(96) OCOSITEI 10.97
ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾙ 栃木 ｲｼｲ ｹﾞﾝﾀｲ 栃木

2 2 792 古川 尊(02･2) 大教大 11.06 2 4 3065 石井 源泰(02･2) 白鴎大 11.11
ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻﾅﾘ 山梨 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ 栃木

3 1 3365 宮原 正成(96) METAC 11.09 3 9 3125 森山 結斗(05･2) さくら清修高 11.20
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 栃木 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 栃木

4 4 4351 鈴木 和翔(04･3) 青藍泰斗高 11.35 4 5 8136 成田 圭佑(96) OCOSITEI 11.21
ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ 山形 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ 千葉

5 8 3060 大沼 慶稀(01･3) 白鴎大 11.48 5 7 58 松本 雄二郎(85) STAC千葉 11.26
ｶﾉｳ ｱｲｷ 群馬 ｸﾎﾞ ﾓﾄｷ 神奈川

6 5 656 狩野 愛気(96) 群大TF 11.49 6 1 12527 久保 源輝(98) 横浜市陸協 11.30
ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 群馬 ﾂﾙﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ 群馬

7 3 3943 早川 倫弘(01･3) 高崎経済大 11.55 7 6 4503 鶴淵 悠介(00) 群馬大 11.31
ｵﾁｱｲ ﾘｭｳﾄ 群馬 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾄ 埼玉

8 9 4480 落合 竜士(00) 群馬大 11.56 8 2 3498 斉藤 直人(05･2) 滑川総合高 11.38
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 東京 ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 茨城

9 7 B1200 渡邊 詢也(03･1) 立教AC 11.61 3 806 塚本 翔也(02･2) 作新学院大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m・PM

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  21/06/06 8月11日 15:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　19組

13組 (風:+4.2) 14組 (風:+3.3)

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

ｵｵﾈﾀﾞ ｼｮｳ 栃木 ｿｴﾀ ﾕｳﾏ 栃木

1 1 811 大根田 翔(03･1) 作新学院大 10.62 1 6 3062 添田 悠真(01･4) 白鴎大 11.14
ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾘ 埼玉 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｵﾝ 栃木

2 4 5564 福田 凱璃(03･1) 平成国際大 10.81 2 2 8057 杉本 汐夢(01) ﾘｽRT 11.37
ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ 栃木 ｹﾂｶ ﾘｭｳﾄ 栃木

3 2 3059 垂石 悠吾(01･3) 白鴎大 11.07 3 3 3072 毛塚 隆斗(02･2) 白鴎大 11.53
ﾀﾀﾞｲﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ 栃木 ｲﾁﾉｾ ｶｽﾞﾔ 栃木

4 9 8263 多田出 泰宏(95) OCOSITEI 11.21 4 4 8077 一瀬 和哉(78) TRAINI 11.56
ﾎｿﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 群馬 ﾀﾃﾇﾏ ﾕｳﾄ 栃木

5 6 3940 細山 祐司(01･3) 高崎経済大 11.32 5 5 5038 蓼沼 悠翔(06･1) 小山西高 11.60
ﾀｶﾂﾄ ｹﾝﾀ 栃木 ｼﾉﾊﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 栃木

6 7 813 高津戸 堅太(03･1) 作新学院大 11.37 6 9 5183 篠原 紀啓(06･1) 鹿沼高 11.66
ｳｽｲ ﾕｳﾄ 栃木 ｲｼｶﾜ ﾚﾝ 栃木

7 3 8056 臼井 悠斗(02) ﾘｽRT 11.40 7 7 1210 石川 蓮(09･3) 佐野北 11.68
ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 茨城 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 愛知

8 8 5717 金澤 侑士(04･1) 作新学院大 11.44 8 8 6553 佐藤 圭太(91) ﾄﾖﾀ自動車 11.72
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 埼玉 ｶﾈｺ ｹﾝﾀ 群馬

5 934 山崎 一輝(96) Bloom PJT DNS 1 5568 金子 健太(04･1) 平成国際大 DNS

15組 (風:+3.7) 16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

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 群馬 ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 栃木

1 9 682 中島 宏典(92) 群大TF 10.51 1 8 8265 篠田 凌一(03) OCOSITEI 11.83
ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 栃木 ｲﾄｳ ﾚﾂ 栃木

2 1 8394 林 拓己(93) OCOSITEI 11.38 2 4 3032 伊藤 烈(05･2) 佐野高 11.90
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 埼玉 ｽｶﾞ ｺｳｷ 埼玉

3 7 432 佐藤 淳(82) 埼玉陸協 11.40 3 9 314 菅 晃基 UNITE 11.91
ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 栃木 ｶﾅｴﾀﾞ ﾚｲ 栃木

4 3 8108 佐藤 慎太郎(93) 栃木TFC 11.72 4 7 1117 金枝 怜生(07･3) 阿久津中 11.93
ﾎﾝﾏ ﾅﾘｱｷ 千葉 ｸﾛｺ ﾀｹﾙ 栃木

5 6 8025 本間 成彬(87) ﾁｰﾑさくら 11.75 5 5 4135 黒子 虎琉(04･3) 小山西高 11.94
ﾅｶｻﾞﾄ ｲﾌﾞｷ 栃木 ｻｶﾞﾜ ｵｳｶﾞ 栃木

6 5 810 中里 伊吹(02･2) 作新学院大 11.90 6 2 3295 佐川 桜雅(05･2) 青藍泰斗高 12.00
ｵｷﾞﾜﾗ ﾋｶﾙ 栃木 ｾｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木

7 8 8182 荻原 光(92) 栃木TFC 12.19 7 6 8058 関 潤一(02) ﾘｽRT 12.09
ｱｲｶﾜ ﾊﾙﾄ 栃木 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝﾔ 栃木

4 8153 相川 青澄(03) TRAINI DNS 8 1 5134 千葉 駿也(06･1) 宇中女高 12.12
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｸ 栃木

9 3 110 髙橋龍空(09･2) 佐野北 12.15

17組 (風:+3.1) 18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

ﾖｺﾔﾏ ﾀｲｼﾝ 埼玉 ﾅｶﾞﾀｷ ｺｳﾀ 栃木

1 5 3505 横山 大新(05･2) 滑川総合高 11.87 1 1 1169 長瀧 虹太(07) 一条中 11.93
ｽｷﾞﾔﾏ ｾｲﾔ 埼玉 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 栃木

2 6 3493 杉山 聖哉(06･1) 滑川総合高 12.16 2 5 2064 藤田 翔太郎(09･1) 大田原中 12.74
ｵﾉﾔﾏ ﾕｳﾄ 埼玉 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾕｷ 栃木

3 7 3492 小野山 優斗(06･1) 滑川総合高 12.24 3 8 8411 桜井 利之(67) 栃木陸協 12.74
ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾄﾓ 埼玉 ｾｷ ｱﾄﾘ 東京

4 3 3012 早川 行友(66) 埼玉陸協 12.69 4 7 2708 関 亜斗利(90) AC･KITA 13.15
ｵｶﾞﾜ ﾓﾄﾕｷ 神奈川 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞｷ 栃木

5 9 10045 小川 元之(66) 川崎市陸協 12.72 5 4 8210 野村 茂樹(66) 栃木陸協 13.70
ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 埼玉 ｵｵﾀﾆ ﾂﾖｼ 栃木

6 1 3499 竹内 碧(06･1) 滑川総合高 12.87 6 9 8405 大谷 毅(55) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.05
ｳﾙｼﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 栃木 ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛｼ 栃木

2 1166 漆原 憲敬(07) 一条中 DNS 7 2 752 平澤 博士(57) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.62
ｴﾉﾓﾄ ﾕｳﾗ 栃木 ｼﾝﾏｽ ｸｽｵ 栃木

4 5921 榎本 悠良(03･1) 専修大 DNS 8 3 8451 新増 九州男(53) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 15.15
ﾕｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 栃木 ｲｼｶﾜ ﾚﾝ 埼玉

8 8510 湯沢 康裕(78) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ DNS 6 3497 石川 蓮(07･1) 滑川総合高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m・PM

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  21/06/06 8月11日 15:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　19組

19組 (風:+1.8) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 栃木 ﾅﾙｼﾏ ﾊﾙｷ 茨城

1 6 4284 柳沢 悠太(04･3) 宇短附高 10.80 1 2210 成島 陽紀(04･1) 東洋大 10.34 +2.0
ﾐﾔﾑﾗ ｺｳﾍｲ 福島 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾑ 福岡

2 4 3405 宮村 航平(96) Xronos 10.95 2 2185 前田 拓夢(00･4) 東洋大 10.37 +1.6
ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 栃木 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾘｮｳ 長崎

3 7 3280 菊地 優杜(05･2) 宇短附高 11.28 3 2052 池田 成諒(02･3) 筑波大 10.38 +1.6
ﾓﾘﾀ ｱｷﾅﾘ 栃木 ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳｽｹ 神奈川

4 2 5303 森田 燿吏(06･1) 宇短附高 11.45 4 51 小倉 亮介(96) FABLA 10.43 +1.6
ｳﾁﾔﾏ ｹﾝﾔ 福島 ﾄﾖｼﾏ ﾘｸ 香川

5 8 3401 内山 健也(96) Xronos 12.24 5 1393 豊嶋 琉久(00･4) 東京学芸大 10.46 +2.0
ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 福島 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 栃木

6 3 3412 佐藤 秀明(71) Xronos 12.95 6 1166 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(02･2) 城西大 10.48 +1.6
ﾓﾘｻﾜ ﾑﾈﾊﾙ 栃木 ﾋﾛｷ ﾘｮｳﾀ 神奈川

7 1 8460 森澤 宗治(64) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.11 7 1331 廣木 亮太(01･3) 慶応大 10.50 +2.0
ﾀﾑﾗ ｹｲ 栃木 ﾐﾜ ｿｳﾀ 埼玉

5 1588 田村 桂(00･4) 駿河台大 DNS 7 1357 三輪 颯太(02･2) 慶応大 10.50 +1.6
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 福島 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 茨城

9 3403 鈴木 駿輔(96) Xronos DNS 7 785 稲垣 広弥(01･4) 作新学院大 10.50 +2.9

凡例  DNS:欠場



男子200m

日本記録(NR)                 20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    03/06/07 8月11日 13:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　14組

1組 (風:+0.8) 2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

ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 千葉 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 東京

1 6 63 相山 慶太郎(94) Accel TC 21.74 1 7 2696 橋本 真志(98) 東京都立大 21.14
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 福島 ｶﾄﾗﾙ ﾏｲｹﾙ 栃木

2 3 788 渡辺 航平(01･4) 作新学院大 21.99 2 4 800 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(02･2) 作新学院大 21.78
ﾋｵｷ ﾕｳﾄ 大阪 ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 栃木

3 4 1446 日置 勇斗(98) NEXUS AC 22.06 3 5 802 乾 渉夢(02･2) 作新学院大 22.30
ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 埼玉 ｱｻｷﾞﾘ ｼﾞｭﾝｷ 長崎

4 9 1430 内田 将太(98･M2) 東京学芸大 22.06 4 9 1387 朝霧 純稀(00･4) 東京学芸大 22.44
ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 栃木 ｳｽｷ ｼｭﾝﾔ 東京

5 8 793 古島 匠稀(01･3) 作新学院大 22.28 5 2 2195 臼木 隼哉(02･2) 東洋大 53.70
ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ 栃木 ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ 埼玉

2 5570 西村 好誠(03･1) 平成国際大 DNS 3 2209 廿浦 亮仁(03･1) 東洋大 DNS
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 群馬

5 2200 萩原 拓斗(02･2) 東洋大 DNS 6 2205 渡邉 雄宇(02･2) 東洋大 DNS
ｼﾝｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛知 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 神奈川

7 2198 新垣 颯斗(02･2) 東洋大 DNS 8 1324 菅原 佳澄(01･3) 慶応大 DNS

3組 (風:+1.5) 4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

ﾅﾙｼﾏ ﾊﾙｷ 茨城 ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 栃木

1 7 2210 成島 陽紀(04･1) 東洋大 21.02 1 4 53 佐藤 風雅(96) 那須環境 20.72
ｵｵｼﾊﾞ ﾀｹﾄ 東京 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷｼﾞｮｾﾌ 東京

2 6 1389 大芝 健人(00･4) 東京学芸大 21.30 2 7 2192 中島 佑気ｼﾞｮｾﾌ(02･3) 東洋大 21.31
ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃木 ｷﾀﾞﾁ ﾇｳﾄ 青森

3 3 784 中里 将基(00･4) 作新学院大 21.44 2 2179 木立 夢優人(00･4) 東洋大 DNS
ｷﾉｳﾁ ｷｮｳｽｹ 茨城 ｼｹﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ 福岡

4 9 814 木野内 京介(03･1) 作新学院大 21.49 3 2197 重谷 大樹(02･2) 東洋大 DNS
ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川 ｳｫﾙｼｭｼﾞｭﾘｱﾝ 埼玉

5 8 13051 真田 知幸(95) Setech 21.70 5 55 ｳｫﾙｼｭｼﾞｭﾘｱﾝ(96) 富士通 DNS
ｵｾﾞｷ ｻﾝｼﾛｳ 神奈川 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 東京

2 2616 小関 三四郎(99) 一橋大 DNS 6 56 山下 潤(97) ANA DNS
ﾊﾗｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 山口 ｸﾎﾞｲ ｿｳ 徳島

4 2194 原川 浩太朗(01･3) 東洋大 DNS 8 60 久保井 颯(03･1) 筑波大 DNS
ｺｻﾞｻ ﾘｭｳｾｲ 福岡

9 2180 小笹 龍世(00･4) 東洋大 DNS

5組 (風:+2.0) 6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

ｲﾉｶﾜ ﾐﾂﾙ 神奈川 ｵﾅﾔ ｹｲﾀ 栃木

1 4 52 井ﾉ川 充(97) 川崎市陸協 22.12 1 5 3067 女屋 恵太(02･2) 白鴎大 22.14
ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ 栃木 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ 栃木

2 3 790 川野辺 涼(00･4) 作新学院大 22.30 2 6 797 大橋 広夢(01･3) 作新学院大 22.45
ｾｷﾈ ﾋﾛﾏｻ 栃木 ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁ 栃木

3 9 808 関根 啓雅(02･2) 作新学院大 22.44 3 4 4043 石川 桂一(05･3) 真岡高 22.48
ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 栃木 ﾄﾞｲ ｼｮｳﾀ 群馬

4 5 8119 岡本 堅(94) OCOSITEI 22.47 4 7 4490 土井 将太(01) 群馬大 22.62
ｵｵﾂｶ ﾐｸ 栃木 ｻｻｷ ｼｭﾝ 千葉

5 6 818 大塚 海玖(04･1) 作新学院大 22.54 5 9 2117 佐々木 駿(02) 幸はやぶさ 23.12
ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 茨城 ﾏｻｷ ｼｭﾝｼﾞ 栃木

6 7 1694 工藤 駿斗(02･2) 駿河台大 22.84 6 3 4206 正木 俊至(04･3) 那須拓陽高 23.14
ｶﾈｺ ｹﾝﾀ 群馬 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 栃木

7 8 5568 金子 健太(04･1) 平成国際大 23.46 7 2 4026 本田 優芽(04･3) 作新学院高 23.38
ｵｸﾏ ｹｲｽｹ 埼玉

8 8 1105 奥間 圭介(95) 埼玉陸協 23.45

凡例  DNS:欠場



男子200m

日本記録(NR)                 20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    03/06/07 8月11日 13:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　14組

7組 (風:+2.6) 8組 (風:+1.7)

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

ｶﾈｻｷ ﾀｸﾏ 茨城 ｶﾜｻｷ ﾀｲﾖｳ 栃木

1 9 819 金崎 拓磨(03･1) 作新学院大 22.30 1 7 3052 川﨑 太陽(06･2) 宇都宮高 22.86
ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ 栃木 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾐ 栃木

2 6 8116 大嶋 裕樹(95) OCOSITEI 22.44 2 8 3005 庄司 大海(05･2) 作新学院高 22.86
ｵｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 栃木 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 栃木

3 8 5974 小川 茉洸(03･1) 白鴎大 22.50 3 9 4025 鈴木 空(04･3) 作新学院高 22.89
ﾕﾊﾗ ｶｲﾄ 茨城 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 千葉

4 7 807 湯原 海斗(02･2) 作新学院大 22.51 4 6 63 大西 正裕(87) Accel TC 22.91
ｲﾄｶｽﾞ ｱｷﾎ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾄ 埼玉

5 5 5018 糸数 昌穂(07･1) 作新学院高 22.62 5 4 3498 斉藤 直人(05･2) 滑川総合高 22.98
ﾀｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ 栃木 ﾅｶﾀﾆ ｱﾔﾄ 栃木

6 4 3004 高橋 虎ﾉ介(06･2) 作新学院高 22.90 6 3 3001 中谷 郁斗(05･2) 作新学院高 23.02
ﾋﾗｻﾜ ｼﾞｪｰﾝ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾀｸ 栃木

7 3 3248 平澤 潤燕(05･2) 作新学院高 23.12 7 5 4189 鈴木 大空(04･3) 真岡高 23.37
ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ 栃木 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 栃木

2 3181 田口 拓翔(05･2) 小山西高 DNS 8 2 4242 樋口 尊(04･3) 作新学院高 23.51

9組 (風:+1.0) 10組 (風:+2.9)

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

ﾀﾃﾉ ﾕｳﾄ 栃木 ｺｸﾎﾞ ﾘｵ 栃木

1 7 8322 舘野 夢叶(07) 栃木陸協 22.99 1 5 8321 小久保 理央(07) 栃木陸協 22.91
ｿｳﾏ ﾀｹﾋﾄ 栃木 ｲﾜﾐ ﾀﾞｲﾔ 栃木

2 5 3109 相馬 健人(06･2) 那須拓陽高 23.14 2 7 5120 石見 だいや(06･1) 宇都宮南高 23.78
ｶﾍﾞﾔ ﾏｻﾖｼ 栃木 ｳｴﾀﾞ ｼｭｳﾔ 栃木

3 3 3134 壁屋 将義(05･2) 宇都宮南高 23.19 3 9 1239 上田 秀哉(07･3) 氏家中 23.93
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 栃木 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 東京

4 8 3099 斎藤 隆誠(05･2) 石橋高 23.42 4 3 5148 森山 孝行(02･1) 駿河台大 24.01
ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ 栃木 ﾖｺﾔﾏ ﾀｲｼﾝ 埼玉

5 6 1237 大島 有人(07･3) 氏家中 23.51 5 8 3505 横山 大新(05･2) 滑川総合高 24.05
ｶﾈｺ ﾀｸﾏ 茨城 ｻﾜｶﾞｼﾗ ｼｮｳﾀ 栃木

6 2 3938 金子 拓真(00･4) 高崎経済大 23.54 2 5208 澤頭 将太(06･11) 小山西高 DNS
ｸﾛｺ ﾀｹﾙ 栃木 ｱｵﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 栃木

7 9 4135 黒子 虎琉(04･3) 小山西高 24.13 4 1238 青山 響(07･3) 氏家中 DNS
ﾆｼ ｱｷﾋﾛ 栃木 ｵﾉ ﾘﾝﾉｽｹ 栃木

4 7522 西 晃煕(3) 佐野高附中 DNS 6 8291 小野 稟之輔(08･2) 栃木陸協 DNS

11組 (風:+2.0) 12組 (風:+1.0)

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

ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 栃木 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 栃木

1 5 8066 木村 勇翔(04･3) ﾘｽRT 23.73 1 5 4027 後藤 夢真(04･3) 作新学院高 23.39
ﾓﾘｼﾏ ﾚﾝ 群馬 ｵｵｼﾏ ﾘｭｳﾄ 栃木

2 6 377 森島 蓮(99) 太田市陸上競技協会 23.89 2 7 4030 大島 瑠斗(05･3) 作新学院高 23.73
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ 栃木

3 7 8065 松下 裕哉(00) ﾘｽRT 23.97 3 8 3036 福田 誉仁(05･2) 佐野高 25.26
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾄ 栃木 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾃﾞｱｷ 栃木

4 3 4243 遠藤 力斗(04･3) 作新学院高 24.01 4 6 5119 山城 英明(07･1) 宇都宮南高 26.08
ｳﾂﾉ ｻﾄﾙ 栃木 ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾔ 栃木

5 4 66 宇津野 暁(08･2) 大田原中 24.23 5 3 3034 川上 統也(06･2) 佐野高 26.42
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 栃木 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 栃木

6 9 8271 秋山 侑輝(07) 栃木陸協 25.09 6 2 5221 兵藤 崇人(06･1) 佐野高 26.47
ﾋﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 栃木 ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木

7 2 1246 平石 大葵(08･3) 氏家中 26.13 4 8157 野上 善弘(89) NINE TOCHIGI TC DNS
ｲﾁﾞﾁ ｿｳﾀ 栃木 ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀ 栃木

8 3138 伊地知 颯太(06･2) 宇都宮南高 DNS 9 3033 湯沢 想太(05･2) 佐野高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子200m

日本記録(NR)                 20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    03/06/07 8月11日 13:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　14組

13組 (風:+1.6) 14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

ｲｼｻﾞｷ ﾚﾝ 栃木 ﾀｶｸ ｿｳﾀ 栃木

1 5 1018 石﨑 錬(08･3) 落合中 25.72 1 8 4896 高久 颯太(02･2) 平成国際大 23.32
ﾋﾗﾔﾏ ﾚｲ 栃木 ｾｷﾉ ｿｳﾀ 栃木

2 7 71 平山 礼(08･2) 大田原中 25.76 2 3 5107 関野 創太(07･1) 石橋高 23.46
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 栃木 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ 栃木

3 6 8404 石田 祐一(68) 栃木陸協 27.49 3 5 6086 山下 駿斗(03･1) 宇都宮大 23.70
ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城 ｱｲｶﾜ ﾊﾙﾄ 栃木

4 8 2879 杉山 淳一(63) IRF 28.37 4 4 8153 相川 青澄(03) TRAINI 24.24
ﾅｶｼﾞﾏ ｸｳｶﾞ 栃木 ﾊﾏﾉ ﾂﾊﾞｻ 栃木

3 3331 中島 久雅(05･2) 佐野東高 DNS 5 9 5117 濱野 翼(06･1) 宇都宮南高 25.63
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｱｷ 埼玉 ｶｼﾜｾ ｻｸ 栃木

4 11959 小山田 直明(66) 埼ﾏｽﾀｰｽﾞ DNS 6 6 5115 柏瀬 朔(07･1) 宇都宮南高 28.64
ﾃﾗｳﾁ ﾄｼｷ 栃木 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 栃木

9 3329 寺内 穏貴(05･2) 佐野東高 DNS 7 5040 吉田 賢人(06･1) 石橋高 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

ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 栃木

1 53 佐藤 風雅(96) 那須環境 20.72 +1.8
ﾅﾙｼﾏ ﾊﾙｷ 茨城

2 2210 成島 陽紀(04･1) 東洋大 21.02 +1.5
ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 東京

3 2696 橋本 真志(98) 東京都立大 21.14 +1.0
ｵｵｼﾊﾞ ﾀｹﾄ 東京

4 1389 大芝 健人(00･4) 東京学芸大 21.30 +1.5
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷｼﾞｮｾﾌ 東京

5 2192 中島 佑気ｼﾞｮｾﾌ(02･3) 東洋大 21.31 +1.8
ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃木

6 784 中里 将基(00･4) 作新学院大 21.44 +1.5
ｷﾉｳﾁ ｷｮｳｽｹ 茨城

7 814 木野内 京介(03･1) 作新学院大 21.49 +1.5
ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川

8 13051 真田 知幸(95) Setech 21.70 +1.5

凡例  DNS:欠場



マスターズ男子60m

8月11日 13:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.5) 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

ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ 栃木 ｵｵｶﾞ ｹｲｿﾞｳ 埼玉

1 4 8408 小堀 拓也(59) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 7.93 1 5 385 大賀 圭造(80) 秀明大 7.19
ｵｶﾞﾜ ﾓﾄﾕｷ 神奈川 ｵｸﾏ ｹｲｽｹ 埼玉

2 5 10045 小川 元之(66) 川崎市陸協 8.04 2 7 1105 奥間 圭介(95) 埼玉陸協 7.23
ｻｻｷ ｶﾂﾄｼ 千葉 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 埼玉

3 3 2116 佐々木 勝利(71) 幸はやぶさ 8.19 3 6 432 佐藤 淳(82) 埼玉陸協 7.27
ｵｵﾀﾆ ﾂﾖｼ 栃木 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 茨城

4 7 8405 大谷 毅(55) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 8.73 4 3 702 山村 侑平(84) 茨ﾏ 7.85
ﾕｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 栃木

6 8510 湯沢 康裕(78) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ DNS 4 8154 高橋 裕和(78) TRAINI 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

ｵｵｶﾞ ｹｲｿﾞｳ 埼玉

1 385 大賀 圭造(80) 秀明大 7.19 +3.0
ｵｸﾏ ｹｲｽｹ 埼玉

2 1105 奥間 圭介(95) 埼玉陸協 7.23 +3.0
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 埼玉

3 432 佐藤 淳(82) 埼玉陸協 7.27 +3.0
ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 茨城

4 702 山村 侑平(84) 茨ﾏ 7.85 +3.0
ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ 栃木

5 8408 小堀 拓也(59) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 7.93 +1.5
ｵｶﾞﾜ ﾓﾄﾕｷ 神奈川

6 10045 小川 元之(66) 川崎市陸協 8.04 +1.5
ｻｻｷ ｶﾂﾄｼ 千葉

7 2116 佐々木 勝利(71) 幸はやぶさ 8.19 +1.5
ｵｵﾀﾆ ﾂﾖｼ 栃木

8 8405 大谷 毅(55) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 8.73 +1.5

凡例  DNS:欠場



高校一般男子110mH・AM(1.067m)

日本記録(NR)                 13.06     泉谷　駿介(順天堂大)                  21/06/27 8月11日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.2) 2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 ｹｲｼ 栃木 ｲﾜｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 京都

1 9 3062 石川 京史(05･2) 宇短附高 15.85 1 7 1338 岩井 章太郎(02･2) 慶応大 14.24
ｲﾅﾏｽ ﾂﾊﾞｻ 埼玉 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 埼玉

2 8 2797 稲増 翼(04･3) 昌平高 16.05 2 1 5561 佐藤 優守(03･1) 平成国際大 14.39
ｾｷｸﾞﾁ ﾘｭｳ 埼玉 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳ 京都

3 2 3506 関口 竜(05･2) 滑川総合高 16.65 3 4 2048 丸山 壮(02･2) 筑波大 14.51
ｶﾐﾅｶﾞ ｺｳｷ 栃木 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 神奈川

4 3 5116 神永 昂季(06･1) 宇都宮南高 16.66 4 5 1310 富山 弘貴(98･4) 慶応大 14.63
ｻﾄｳ ｼﾝ 埼玉 ｿｶﾞﾍﾞ ﾘｭｳｺﾞ 神奈川

4 2805 佐藤 心(05･2) 昌平高 DNS 5 2 2046 曽我部 隆伍(02･2) 筑波大 14.63
ｿｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 新潟 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾄ 群馬

5 1402 曽我 賢太郎(02･3) 東京学芸大 DNS 6 8 1622 中村 奏斗(01･3) 駿河台大 14.71
ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ 栃木 ﾀｷｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 静岡

6 5182 中里 碧翔(03･1) 駿河台大 DNS 7 3 1431 滝口 康成(97･M2) 東京学芸大 14.78
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｶﾞｸ 栃木 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 埼玉

7 3071 高根沢 楽(02･2) 白鴎大 DNS 6 61 樋口 隼人(03･1) 筑波大 DNS
ｷｸﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ 岩手

9 1408 菊地 琳太朗(01･3) 東京学芸大 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 京都

1 1338 岩井 章太郎(02･2) 慶応大 14.24 +0.2
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 埼玉

2 5561 佐藤 優守(03･1) 平成国際大 14.39 +0.2
ﾏﾙﾔﾏ ｿｳ 京都

3 2048 丸山 壮(02･2) 筑波大 14.51 +0.2
ｿｶﾞﾍﾞ ﾘｭｳｺﾞ 神奈川

4 2046 曽我部 隆伍(02･2) 筑波大 14.63 +0.2
ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 神奈川

4 1310 富山 弘貴(98･4) 慶応大 14.63 +0.2
ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾄ 群馬

6 1622 中村 奏斗(01･3) 駿河台大 14.71 +0.2
ﾀｷｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 静岡

7 1431 滝口 康成(97･M2) 東京学芸大 14.78 +0.2
ｲｼｶﾜ ｹｲｼ 栃木

8 3062 石川 京史(05･2) 宇短附高 15.85 +1.2

凡例  DNS:欠場



高校一般男子110mH・PM(1.067m)

日本記録(NR)                 13.06     泉谷　駿介(順天堂大)                  21/06/27 8月11日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.2) 2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

ｸﾛｲﾜ ｶｲﾄ 栃木 ｲﾜｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 京都

1 9 5037 黒岩 海翔(06･11) 小山西高 15.59 1 4 1338 岩井 章太郎(02･2) 慶応大 14.18
ｾｷｸﾞﾁ ﾘｭｳ 埼玉 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳ 京都

2 2 3506 関口 竜(05･2) 滑川総合高 16.74 2 6 2048 丸山 壮(02･2) 筑波大 14.29
ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 栃木 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 埼玉

3 8 5560 落合 悠真(03･1) 平成国際大 17.18 3 8 5561 佐藤 優守(03･1) 平成国際大 14.34
ｸﾛﾓﾘ ﾀｲｶ 栃木 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 神奈川

4 3 3301 黒森 大夏(05･2) 作新学院高 17.61 4 7 1310 富山 弘貴(98･4) 慶応大 14.48
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｶﾞｸ 栃木 ﾀｷｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 静岡

4 3071 高根沢 楽(02･2) 白鴎大 DNS 5 2 1431 滝口 康成(97･M2) 東京学芸大 14.51
ｿｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 新潟 ｿｶﾞﾍﾞ ﾘｭｳｺﾞ 神奈川

5 1402 曽我 賢太郎(02･3) 東京学芸大 DNS 6 3 2046 曽我部 隆伍(02･2) 筑波大 14.63
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 栃木 ｷｸﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ 岩手

6 14 鈴木 健大(98･M2) 東北大 DNS 5 1408 菊地 琳太朗(01･3) 東京学芸大 DNS
ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ 栃木 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾄ 群馬

7 5182 中里 碧翔(03･1) 駿河台大 DNS 9 1622 中村 奏斗(01･3) 駿河台大 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 京都

1 1338 岩井 章太郎(02･2) 慶応大 14.18 +0.4
ﾏﾙﾔﾏ ｿｳ 京都

2 2048 丸山 壮(02･2) 筑波大 14.29 +0.4
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 埼玉

3 5561 佐藤 優守(03･1) 平成国際大 14.34 +0.4
ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 神奈川

4 1310 富山 弘貴(98･4) 慶応大 14.48 +0.4
ﾀｷｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 静岡

5 1431 滝口 康成(97･M2) 東京学芸大 14.51 +0.4
ｿｶﾞﾍﾞ ﾘｭｳｺﾞ 神奈川

6 2046 曽我部 隆伍(02･2) 筑波大 14.63 +0.4
ｸﾛｲﾜ ｶｲﾄ 栃木

7 5037 黒岩 海翔(06･11) 小山西高 15.59 +1.2
ｾｷｸﾞﾁ ﾘｭｳ 埼玉

8 3506 関口 竜(05･2) 滑川総合高 16.74 +1.2

凡例  DNS:欠場



男子110mJH(0.991m)

8月11日 09:20 決　勝

決　勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾄ 埼玉

1 4 2794 西山 兼人(04･3) 昌平高 14.39
ｲｼｲ ﾊﾙｷ 栃木

2 7 3050 石井 遙(06･2) 宇都宮高 14.72
ｻﾄｳ ｼﾝ 埼玉

3 9 2805 佐藤 心(05･2) 昌平高 15.05
ﾖｺﾂｶ ｽﾊﾞﾙ 埼玉

4 6 2793 横塚 昴(05･3) 昌平高 15.46
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 埼玉

5 3 2791 田口 祐一朗(05･3) 昌平高 15.54
ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳ 埼玉

6 8 2792 小野澤 佑(04･3) 昌平高 15.98
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾄ 埼玉

7 2 2802 山下 優人(05･2) 昌平高 17.25
ﾎﾘｲ ﾄﾜ 埼玉

5 2818 堀井 永遠(06･1) 昌平高 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子110mMH(0.914m)

8月11日 09:15 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

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ 栃木

1 5 1214 山口潤希也(09･3) 佐野北 17.20
ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾄ 栃木

2 3 22 秋山 陽翔(09･2) 瑞穂野中 17.79
ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 栃木

3 4 27 島田 憲信(08･2) 瑞穂野中 21.39
ﾑﾛｲ ｿｳﾀ 栃木

4 6 2066 室井 創太(09･1) 大田原中 22.75



女子100m・AM

日本記録(NR)                 11.21     福島　千里(北海道ハイテクAC)          10/04/29 8月11日 10:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+1.2)

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

ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 神奈川

1 9 9203 柴 凛(01･3) 作新学院大 12.61 1 8 9940 高橋 みず紀(00･4) 中央大 12.44
ｽｷﾞﾔﾏ ｽﾐﾚ 神奈川 ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 栃木

2 5 10717 杉山 菫(97) SAC 12.63 2 9 9206 倉澤 みはな(03･1) 作新学院大 12.44
ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃木

3 4 9196 高橋 萌(00･4) 作新学院大 12.63 3 6 9202 福田 捺巴(01･3) 作新学院大 12.61
ｻｶｲ ｶﾝﾅ 山形 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐ 栃木

4 8 9590 酒井 栞菜(00･4) 駿河台大 12.64 4 4 5040 藤田 実優(06･1) 小山西高 12.68
ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 栃木 ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ 栃木

5 3 5029 本田 雅(06･1) 作新学院高 13.39 5 7 5031 村上 珠梨(06･1) 作新学院高 12.79
ｸﾘｷ ｱｵｲ 福島 ﾊﾞﾝ ｶｴ 神奈川

2 9773 栗城 葵衣(03･1) 武蔵丘短大 DNS 6 2 1052 伴 佳恵(84) ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 12.83
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 栃木 ﾔﾏﾈ ﾕﾘﾔ 栃木

6 9205 山口 優芽(03･1) 作新学院大 DNS 7 5 5022 山根 優梨耶(06･1) 青藍泰斗高 12.90
ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 栃木 ﾀﾑﾗ ﾙﾅ 静岡

7 9199 大橋 麻友(01･3) 作新学院大 DNS 8 3 9965 田村 瑠那(02･2) 中央大 12.98

3組 (風:+2.0) 4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

ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木 ﾀｼﾞ ﾊﾙｶ 東京

1 9 9195 福田 奈央(01･4) 作新学院大 11.90 1 5 9953 田路 遥香(02･3) 中央大 11.81
ｲﾜﾔ ﾕﾐﾅ 神奈川 ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 宮城

2 1 9354 岩屋 佑未奈(01･3) 慶応大 11.93 2 4 9973 佐藤 美里(03･1) 中央大 11.97
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木 ｺﾊﾞﾘ ｽｽﾞﾊ 静岡

3 4 9201 市川 亜澄(01･3) 作新学院大 12.06 3 2 9602 小針 涼葉(00･4) 駿河台大 12.05
ｽｽﾞｷ ｾﾅ 静岡 ｸﾎﾞﾀ ﾏｺ 静岡

4 5 9591 鈴木 聖菜(00･4) 駿河台大 12.11 4 6 9982 久保田 真子(03･1) 中央大 12.05
ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 栃木 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 福井

5 8 9941 大島 愛梨(00･4) 中央大 12.19 5 9 9948 加藤 杏奈(02･3) 中央大 12.13
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ 栃木 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 長野

6 3 9362 鈴木 わかば(02･2) 慶応大 12.39 6 3 9967 深澤 あまね(02･2) 中央大 12.14
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 栃木 ｶﾞﾓｳ ﾏﾘﾝ 静岡

7 2 9204 瀬沼 有咲(01･3) 作新学院大 12.80 7 8 9971 蒲生 茉鈴(03･1) 中央大 12.33
ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｶｺ 京都 ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ 神奈川

8 6 9966 徳永 倫加子(02･2) 中央大 12.81 8 7 9974 鶴澤 亜里紗(03･1) 中央大 12.37
ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木

7 9200 関根 こころ(02･3) 作新学院大 DNS

5組 (風:+4.0) 6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

ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 栃木 ｲｼｶﾞﾐ ﾘｴ 栃木

1 5 5028 吉田 楓(06･1) 作新学院高 12.46 1 5 8044 石上 莉絵(99) OCOSITEI 13.10
ﾔﾏｶﾜ ﾅﾅｺ 栃木 ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ 栃木

2 4 5033 山川 奈々子(06･1) 宇都宮女高 12.86 2 8 3100 齊藤 麗来(06･2) 小山西高 13.18
ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ 栃木 ﾋﾗｻﾜ ｴﾐ 群馬

3 8 3101 濱野 友鈴(05･2) 小山西高 12.94 3 7 9606 平澤 絵美(01･3) 駿河台大 13.28
ｺﾝﾄﾞｳ ﾓｺﾐ 埼玉 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｶ 新潟

4 3 3491 近藤 もこみ(06･1) 滑川総合高 13.13 4 4 9198 小嶋 夕香(00･4) 作新学院大 13.65
ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 栃木 ﾌｸｻﾞﾜ ﾐﾕ 埼玉

5 6 1079 佐藤 結奈(07･3) 阿久津中 13.15 5 2 291 福澤 美結(08･2) Bloom PJT 13.86
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ 栃木 ﾀｶｸﾜ ｻｷ 東京

6 9 5042 松本 かんな(06･1) 小山西高 13.21 6 9 2657 髙桑 早生(92) NTT東日本 14.46
ﾀｶﾊｼ ｻﾖ 栃木 ｻｶﾓﾄ ﾐｵ 栃木

7 2 8029 高橋 小夜(78) TRAINI 13.37 3 3020 坂本 澪(05･2) 青藍泰斗高 DNS
ﾃﾂｶ ﾕｳﾅ 栃木 ﾌｼﾞｲ ﾕﾅ 埼玉

7 5027 手塚 祐奈(07･1) 作新学院高 DNS 6 282 藤井 優奈(07･3) Bloom PJT DNS

凡例  DNS:欠場



女子100m・AM

日本記録(NR)                 11.21     福島　千里(北海道ハイテクAC)          10/04/29 8月11日 10:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

7組 (風:-0.7) 8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

ﾎﾝﾏ ﾕｷ 千葉 ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 栃木

1 6 2027 本間 優季(90) ﾁｰﾑさくら 13.48 1 4 8055 佐藤 楓(96) 栃木陸協 14.02
ｲﾅﾊﾞ ﾕｳﾅ 栃木 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁ 栃木

2 7 5121 稲葉 優菜(06･11) 小山西高 13.49 2 2 2052 松本 実千(09･1) 瑞穂野中 14.04
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋｵﾘ 栃木 ｵﾀﾞ ﾒｱﾘ 栃木

3 4 46 溝口 ひおり(08･2) 大田原中 13.67 3 8 2047 織田 愛梨(09･1) 瑞穂野中 14.08
ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾘ 栃木 ﾌｼﾞﾀ ｽｽﾞﾈ 栃木

4 5 3138 半田 真理(06･2) 小山西高 13.83 4 3 2051 藤田 涼音(09･1) 瑞穂野中 14.14
ｻｲｽ ｱｲﾅ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 埼玉

5 1 3058 齋須 愛菜(05･2) さくら清修高 14.01 5 6 3492 高橋 陽花(06･1) 滑川総合高 14.44
ﾌｼﾞｶﾜ ﾙﾅ 埼玉 ﾔﾂ ｼｮｳｺ 栃木

6 2 288 藤川 琉愛(08･2) Bloom PJT 14.20 6 1 5130 谷津 聖子(06･1) 佐野高 14.53
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 神奈川 ｲｹﾀﾞ ｶｵ 栃木

7 9 1053 渡辺 彩香(85) ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 14.34 5 5152 池田 椛桜(06･1) 作新学院高 DNS
ﾀｻｷ ﾁﾋﾛ 栃木 ﾓﾘﾀ ﾔﾔ 栃木

3 1013 田﨑 千尋(07･3) 瑞穂野中 DNS 7 3122 森田 安耶(05･2) 佐野高 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 栃木 ｲｹﾀﾞ ｻﾔｶ 栃木

8 3172 小林 美咲(06･2) 小山西高 DNS 9 8111 池田 紗弥香(08･2) NINE TOCHIGI TC DNS

9組 (風:+2.7) 10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

ﾃﾗﾑﾗ ｱﾝﾅ 栃木 ﾔｼﾛ ﾜｶﾊﾞ 栃木

1 4 2056 寺村 杏菜(09･1) 瑞穂野中 14.27 1 4 9373 八城 和佳葉(02･3) 宇都宮大 12.82
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｱ 栃木 ｾｷﾈ ｾｲﾗ 栃木

2 5 3162 松村 唯愛(05･2) 佐野高 14.61 2 5 9368 関根 聖良(00･4) 宇都宮大 12.92
ｺｿﾞﾉ ｲﾁｶ 栃木 ﾊｺｲｼ ｽﾐﾚ 栃木

3 7 2054 小園 唯央(09･1) 瑞穂野中 14.85 3 3 9375 箱石 菫(01･2) 宇都宮大 13.14
ｲﾄｳ ﾕｱ 栃木 ｻｻｷ ﾘｵ 栃木

4 8 2049 伊藤 結愛(09･1) 瑞穂野中 14.88 4 9 9374 佐々木 莉生(02･2) 宇都宮大 13.40
ｻｶﾓﾄ ﾏﾕ 栃木 ﾓﾄﾊｼ ﾕｲ 栃木

5 2 2055 坂本 茉夕(09･1) 瑞穂野中 14.94 5 2 8042 本橋 由衣(09･1) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 13.91
ｼﾊﾞﾀ ﾘｺ 栃木 ｳｽｲ ﾅﾅﾐ 栃木

6 3 2193 柴田 莉瑚(09･1) 壬生中 15.09 6 7 8023 臼井 菜々美(07･3) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 14.27
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｵﾝ 栃木 ｻﾔﾏ ﾕｷｺ 栃木

7 9 2050 長谷川 璃音(09･1) 瑞穂野中 15.37 7 8 8026 佐山 結季子(09･1) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 14.31
ｷﾖﾉ ｱｲｶ 埼玉 ﾔﾏｶﾜ ﾐｽﾞｷ 栃木

8 1 3493 清野 愛華(06･1) 滑川総合高 15.48 1 7520 山川 瑞希(3) 佐野高附中 DNS
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｱ 栃木

6 1342 水口 ゆあ(07･3) 大田原中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｼﾞ ﾊﾙｶ 東京

1 9953 田路 遥香(02･3) 中央大 11.81 +2.0
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木

2 9195 福田 奈央(01･4) 作新学院大 11.90 +2.0
ｲﾜﾔ ﾕﾐﾅ 神奈川

3 9354 岩屋 佑未奈(01･3) 慶応大 11.93 +2.0
ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 宮城

4 9973 佐藤 美里(03･1) 中央大 11.97 +2.0
ｸﾎﾞﾀ ﾏｺ 静岡

5 9982 久保田 真子(03･1) 中央大 12.05 +2.0
ｺﾊﾞﾘ ｽｽﾞﾊ 静岡

5 9602 小針 涼葉(00･4) 駿河台大 12.05 +2.0
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木

7 9201 市川 亜澄(01･3) 作新学院大 12.06 +2.0
ｽｽﾞｷ ｾﾅ 静岡

8 9591 鈴木 聖菜(00･4) 駿河台大 12.11 +2.0

凡例  DNS:欠場



女子100m・PM

日本記録(NR)                 11.21     福島　千里(北海道ハイテクAC)          10/04/29 8月11日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:+1.4) 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

ﾋﾗｻﾜ ｴﾐ 群馬 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 神奈川

1 4 9606 平澤 絵美(01･3) 駿河台大 13.17 1 4 9940 高橋 みず紀(00･4) 中央大 12.36
ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木

2 3 5041 樋山 凛花(06･1) 小山西高 13.35 2 8 9196 高橋 萌(00･4) 作新学院大 12.46
ﾎﾝﾏ ﾕｷ 千葉 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐ 栃木

3 9 2027 本間 優季(90) ﾁｰﾑさくら 13.48 3 6 5040 藤田 実優(06･1) 小山西高 12.64
ﾌｸｻﾞﾜ ﾐﾕ 埼玉 ﾊﾞﾝ ｶｴ 神奈川

4 8 291 福澤 美結(08･2) Bloom PJT 13.64 4 3 1052 伴 佳恵(84) ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 12.81
ﾀｶｸﾜ ｻｷ 東京 ﾀﾑﾗ ﾙﾅ 静岡

5 5 2657 髙桑 早生(92) NTT東日本 14.23 5 5 9965 田村 瑠那(02･2) 中央大 12.94
ﾐﾀ ﾕｳｺ 神奈川 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 栃木

6 13052 三田 優子(97) Setech DNS 2 9205 山口 優芽(03･1) 作新学院大 DNS
ﾌｼﾞｲ ﾕﾅ 埼玉 ｻｸﾗｵｶ ﾜｶﾅ 栃木

7 282 藤井 優奈(07･3) Bloom PJT DNS 7 1150 櫻岡 和佳奈(07･3) 大田原中 DNS
ｸﾘｷ ｱｵｲ 福島

9 9773 栗城 葵衣(03･1) 武蔵丘短大 DNS

3組 (風:+2.0) 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

ｻｶｲ ｶﾝﾅ 山形 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木

1 7 9590 酒井 栞菜(00･4) 駿河台大 12.49 1 8 9195 福田 奈央(01･4) 作新学院大 11.98
ﾔﾏｶﾜ ﾅﾅｺ 栃木 ｺﾊﾞﾘ ｽｽﾞﾊ 静岡

2 4 5033 山川 奈々子(06･1) 宇都宮女高 12.97 2 7 9602 小針 涼葉(00･4) 駿河台大 12.09
ｺﾝﾄﾞｳ ﾓｺﾐ 埼玉 ｲﾜﾔ ﾕﾐﾅ 神奈川

3 5 3491 近藤 もこみ(06･1) 滑川総合高 13.09 3 2 9354 岩屋 佑未奈(01･3) 慶応大 12.10
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ 栃木 ｸﾎﾞﾀ ﾏｺ 静岡

4 3 5042 松本 かんな(06･1) 小山西高 13.24 4 4 9982 久保田 真子(03･1) 中央大 12.12
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｶ 新潟 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 静岡

5 2 9198 小嶋 夕香(00･4) 作新学院大 13.48 5 3 9591 鈴木 聖菜(00･4) 駿河台大 12.13
ﾀｶﾊｼ ｻﾖ 栃木 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 福井

6 8 8029 高橋 小夜(78) TRAINI 13.50 6 6 9948 加藤 杏奈(02･3) 中央大 12.18
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 栃木 ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木

6 8048 高橋 悠(09) ﾁｰﾑTRANI DNS 7 9 9201 市川 亜澄(01･3) 作新学院大 12.25
ｲｼｶﾞﾐ ﾘｴ 栃木 ｶﾞﾓｳ ﾏﾘﾝ 静岡

9 8044 石上 莉絵(99) OCOSITEI DNS 8 5 9971 蒲生 茉鈴(03･1) 中央大 12.36
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ 栃木

9 1 9362 鈴木 わかば(02･2) 慶応大 12.46

5組 (風:+2.3) 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

ﾔｼﾛ ﾜｶﾊﾞ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木

1 2 9373 八城 和佳葉(02･3) 宇都宮大 12.87 1 9195 福田 奈央(01･4) 作新学院大 11.98 +0.3
ｲﾅﾊﾞ ﾕｳﾅ 栃木 ｺﾊﾞﾘ ｽｽﾞﾊ 静岡

2 6 5121 稲葉 優菜(06･11) 小山西高 13.38 2 9602 小針 涼葉(00･4) 駿河台大 12.09 +0.3
ﾌｼﾞｶﾜ ﾙﾅ 埼玉 ｲﾜﾔ ﾕﾐﾅ 神奈川

3 5 288 藤川 琉愛(08･2) Bloom PJT 14.03 3 9354 岩屋 佑未奈(01･3) 慶応大 12.10 +0.3
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 神奈川 ｸﾎﾞﾀ ﾏｺ 静岡

4 7 1053 渡辺 彩香(85) ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 14.15 4 9982 久保田 真子(03･1) 中央大 12.12 +0.3
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 埼玉 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 静岡

5 4 3492 高橋 陽花(06･1) 滑川総合高 14.40 5 9591 鈴木 聖菜(00･4) 駿河台大 12.13 +0.3
ﾔﾂ ｼｮｳｺ 栃木 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 福井

6 8 5130 谷津 聖子(06･1) 佐野高 14.66 6 9948 加藤 杏奈(02･3) 中央大 12.18 +0.3
ｷﾖﾉ ｱｲｶ 埼玉 ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木

7 9 3493 清野 愛華(06･1) 滑川総合高 15.50 7 9201 市川 亜澄(01･3) 作新学院大 12.25 +0.3
ﾓﾘﾀ ﾔﾔ 栃木 ｶﾞﾓｳ ﾏﾘﾝ 静岡

3 3122 森田 安耶(05･2) 佐野高 DNS 8 9971 蒲生 茉鈴(03･1) 中央大 12.36 +0.3
ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 神奈川

8 9940 高橋 みず紀(00･4) 中央大 12.36 +2.0

凡例  DNS:欠場



女子200m

日本記録(NR)                 22.88     福島　千里(北海道ハイテクAC)          16/06/26 8月11日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+1.5) 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

ｾｷﾈ ｾｲﾗ 栃木 ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 栃木

1 9 9368 関根 聖良(00･4) 宇都宮大 27.05 1 6 5028 吉田 楓(06･1) 作新学院高 26.00
ｻﾄｲ ﾁｻｷ 栃木 ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ 栃木

2 7 5030 里井 知咲(06･1) 作新学院高 28.68 2 7 3101 濱野 友鈴(05･2) 小山西高 26.57
ﾔｼﾛ ﾚｵﾅ 栃木 ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ 栃木

3 2 7519 矢代 怜央菜(3) 佐野高附中 29.02 3 3 3100 齊藤 麗来(06･2) 小山西高 27.07
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 栃木 ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 栃木

4 3 9367 佐藤 暖季(97･M2) 宇都宮大 29.39 4 5 1079 佐藤 結奈(07･3) 阿久津中 27.46
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｱ 栃木 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 栃木

5 8 3162 松村 唯愛(05･2) 佐野高 30.84 5 4 5029 本田 雅(06･1) 作新学院高 27.64
ｼｲﾅ ﾕﾒﾐ 栃木 ﾀﾅﾍﾞ ｼｴ 栃木

6 1 5120 椎名 夢美(06･11) 小山西高 32.40 6 2 251 田邉 史絵(09･2) 佐野南中 28.99
ｵｵﾀｶ ﾏﾊﾙ 栃木 ｲｼｶﾜ ｶﾎ 茨城

4 5154 大高 真陽(06･1) 作新学院高 DNS 8 9772 石川 果穂(04･1) 武蔵丘短大 DNS
ｻｶﾓﾄ ﾐｵ 栃木 ｵｸﾑﾗ ｶﾘﾝ 茨城

5 3020 坂本 澪(05･2) 青藍泰斗高 DNS 9 10218 奥村 果林(02･2) 大東大 DNS
ﾅｶﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 埼玉

6 10219 長島 千裕(02･2) 大東大 DNS

3組 (風:+2.4) 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

ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 栃木 ﾀｼﾞ ﾊﾙｶ 東京

1 4 9206 倉澤 みはな(03･1) 作新学院大 25.45 1 5 9953 田路 遥香(02･3) 中央大 24.67
ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木 ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 栃木

2 7 9203 柴 凛(01･3) 作新学院大 25.48 2 7 9941 大島 愛梨(00･4) 中央大 24.68
ｽｷﾞﾔﾏ ｽﾐﾚ 神奈川 ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 宮城

3 6 10717 杉山 菫(97) SAC 25.49 3 4 9973 佐藤 美里(03･1) 中央大 24.87
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃木 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 長野

4 9 9202 福田 捺巴(01･3) 作新学院大 25.50 4 9 9967 深澤 あまね(02･2) 中央大 25.32
ﾔﾏﾈ ﾕﾘﾔ 栃木 ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ 神奈川

5 8 5022 山根 優梨耶(06･1) 青藍泰斗高 26.32 5 6 9974 鶴澤 亜里紗(03･1) 中央大 25.71
ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾘ 栃木 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｶｺ 京都

6 2 5031 村上 珠梨(06･1) 作新学院高 26.56 6 8 9966 徳永 倫加子(02･2) 中央大 26.13
ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 栃木

3 9199 大橋 麻友(01･3) 作新学院大 DNS
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 栃木

5 9204 瀬沼 有咲(01･3) 作新学院大 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｼﾞ ﾊﾙｶ 東京

1 9953 田路 遥香(02･3) 中央大 24.67 +0.3
ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 栃木

2 9941 大島 愛梨(00･4) 中央大 24.68 +0.3
ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 宮城

3 9973 佐藤 美里(03･1) 中央大 24.87 +0.3
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 長野

4 9967 深澤 あまね(02･2) 中央大 25.32 +0.3
ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 栃木

5 9206 倉澤 みはな(03･1) 作新学院大 25.45 +2.4
ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木

6 9203 柴 凛(01･3) 作新学院大 25.48 +2.4
ｽｷﾞﾔﾏ ｽﾐﾚ 神奈川

7 10717 杉山 菫(97) SAC 25.49 +2.4
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 栃木

8 9202 福田 捺巴(01･3) 作新学院大 25.50 +2.4

凡例  DNS:欠場



高校一般女子100mH・AM(0.838m)

日本記録(NR)                 12.82     福部　真子(日本建設工業)              22/07/25 8月11日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+1.7) 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

ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ 栃木 ﾏﾂｼﾀ ﾐｻｷ 兵庫

1 5 5041 樋山 凛花(06･1) 小山西高 16.59 1 6 9969 松下 美咲(02･2) 中央大 14.03
ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ 栃木 ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ 栃木

2 6 4009 丸山 楓佳(05･3) 宇短附高 17.07 2 5 8041 大山 茜里(97) 佐野市役所 14.14
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷﾅ 栃木 ﾏｽｺ ﾒﾘ 東京

3 4 5093 渡邊 未樹菜(06･1) 宇中女高 18.34 3 4 9980 益子 芽里(03･1) 中央大 14.17
ｻﾄｲ ﾁｻｷ 栃木 ｴｸﾆ ﾚﾅ 愛知

4 7 5030 里井 知咲(06･1) 作新学院高 19.19 4 7 9677 江國 怜奈(01･3) 筑波大 14.58
ｶｲ ﾋﾒﾅ 栃木 ｸﾄﾞｳ ｵﾄｶ 岡山

3 5151 甲斐 姫和(06･1) 作新学院高 DQ,T10 5 8 9358 工藤 音花(01･3) 慶応大 14.97
ｲｸﾞﾏ ﾐﾊﾙ 千葉

6 9 64 井熊 美春(99) Accel TC 15.76
ﾋﾗｲ ﾅﾅﾐ 栃木

7 3 3103 平井 菜々美(06･2) 文星女高 16.85

3組 (風:+2.0) 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

ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ 栃木 ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ 栃木

1 5 9938 梶木 菜々香(00･4) 中央大 13.59 1 9938 梶木 菜々香(00･4) 中央大 13.59 +2.0
ｿｳﾏ ｴﾘｺ 茨城 ｿｳﾏ ｴﾘｺ 茨城

2 7 4332 相馬 絵里子(91) 関彰商事 13.60 2 4332 相馬 絵里子(91) 関彰商事 13.60 +2.0
ｻｻｷ ﾃﾝ 東京 ｻｻｷ ﾃﾝ 東京

3 1 57 佐々木 天(97) ROOTS TOKYO 13.99 3 57 佐々木 天(97) ROOTS TOKYO 13.99 +2.0
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓ 岐阜 ﾏﾂｼﾀ ﾐｻｷ 兵庫

4 8 9600 吉田 萌々(00･4) 駿河台大 14.04 4 9969 松下 美咲(02･2) 中央大 14.03 +1.9
ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 栃木 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓ 岐阜

5 3 3010 野村 美月(05･2) 石橋高 14.29 5 9600 吉田 萌々(00･4) 駿河台大 14.04 +2.0
ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘｺ 東京 ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ 栃木

6 9 10569 下村 優理子(02･2) 駿河台大 14.41 6 8041 大山 茜里(97) 佐野市役所 14.14 +1.9
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｶ 茨城 ﾏｽｺ ﾒﾘ 東京

7 2 9060 宮嶋 優華(00･4) 駿河台大 14.72 7 9980 益子 芽里(03･1) 中央大 14.17 +1.9
ﾃﾗﾀﾞ ｱｽｶ 大阪 ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 栃木

4 59 寺田 明日香(90) ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾘｴｲﾄ DNS 8 3010 野村 美月(05･2) 石橋高 14.29 +2.0
ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃木

6 8021 笹沼 若奈(99) 宇都宮記念病院 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



高校一般女子100mH・PM(0.838m)

日本記録(NR)                 12.82     福部　真子(日本建設工業)              22/07/25 8月11日 15:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+2.0) 2組 (風:+2.8)

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

ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ 栃木 ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ 栃木

1 4 8041 大山 茜里(97) 佐野市役所 13.85 1 7 9938 梶木 菜々香(00･4) 中央大 13.49
ﾏｽｺ ﾒﾘ 東京 ｿｳﾏ ｴﾘｺ 茨城

2 6 9980 益子 芽里(03･1) 中央大 13.93 2 6 4332 相馬 絵里子(91) 関彰商事 13.51
ﾏﾂｼﾀ ﾐｻｷ 兵庫 ｻｻｷ ﾃﾝ 東京

3 7 9969 松下 美咲(02･2) 中央大 13.96 3 3 57 佐々木 天(97) ROOTS TOKYO 13.83
ｴｸﾆ ﾚﾅ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓ 岐阜

4 5 9677 江國 怜奈(01･3) 筑波大 14.87 4 9 9600 吉田 萌々(00･4) 駿河台大 13.89
ｸﾄﾞｳ ｵﾄｶ 岡山 ﾃﾗﾀﾞ ｱｽｶ 大阪

5 9 9358 工藤 音花(01･3) 慶応大 14.88 5 5 59 寺田 明日香(90) ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾘｴｲﾄ 14.02
ｲｸﾞﾏ ﾐﾊﾙ 千葉 ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘｺ 東京

6 2 64 井熊 美春(99) Accel TC 15.67 6 8 10569 下村 優理子(02･2) 駿河台大 14.13
ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ 栃木 ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 栃木

7 1 8036 茂木 万理菜(95) OCOSITEI 16.47 7 1 3010 野村 美月(05･2) 石橋高 14.32
ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 栃木 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｶ 茨城

8 8 8055 佐藤 楓(96) 栃木陸協 16.51 8 2 9060 宮嶋 優華(00･4) 駿河台大 14.49
ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ 栃木 ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 栃木

3 4009 丸山 楓佳(05･3) 宇短附高 DNS 4 8021 笹沼 若奈(99) 宇都宮記念病院 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

ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ 栃木

1 9938 梶木 菜々香(00･4) 中央大 13.49 +2.8
ｿｳﾏ ｴﾘｺ 茨城

2 4332 相馬 絵里子(91) 関彰商事 13.51 +2.8
ｻｻｷ ﾃﾝ 東京

3 57 佐々木 天(97) ROOTS TOKYO 13.83 +2.8
ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ 栃木

4 8041 大山 茜里(97) 佐野市役所 13.85 +2.0
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓ 岐阜

5 9600 吉田 萌々(00･4) 駿河台大 13.89 +2.8
ﾏｽｺ ﾒﾘ 東京

6 9980 益子 芽里(03･1) 中央大 13.93 +2.0
ﾏﾂｼﾀ ﾐｻｷ 兵庫

7 9969 松下 美咲(02･2) 中央大 13.96 +2.0
ﾃﾗﾀﾞ ｱｽｶ 大阪

8 59 寺田 明日香(90) ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾘｴｲﾄ 14.02 +2.8

凡例  DNS:欠場



女子100mYH(0.762m)

8月11日 09:55 決　勝

決　勝　

(風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾉ ﾅﾉﾊ 栃木

1 6 5087 上野 那乃羽(06･1) 宇中女高 17.68
ｱｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ 栃木

5 1014 安島 向日葵(07･3) 瑞穂野中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子100mMH(0.762m)

8月11日 09:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.1) 2組 (風:+1.3)

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

ﾔｼﾛ ﾚｵﾅ 栃木 ｶﾐｵ ﾅﾅ 栃木

1 4 7519 矢代 怜央菜(3) 佐野高附中 16.36 1 6 17 神尾 奈那(09･2) 瑞穂野中 17.19
ﾐﾀ ﾊﾙｶ 栃木 ﾋﾂﾞｶ ﾐｵ 栃木

2 6 7522 三田 遙花(3) 佐野高附中 17.08 2 3 24 肥塚 海音(08･2) 瑞穂野中 17.35
ｻｶﾓﾄ ﾅﾂﾘ 栃木 ﾜｶｲﾛ ｻﾗ 栃木

3 5 22 坂本 夏莉(08･2) 瑞穂野中 17.28 4 1012 若色 紗良(07･3) 瑞穂野中 DNS
ｲｿｶﾞｲ ﾕﾅ 栃木 ｻｸﾗｵｶ ﾜｶﾅ 栃木

4 7 1015 磯貝 佑奈(07･3) 瑞穂野中 19.16 5 1150 櫻岡 和佳奈(07･3) 大田原中 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ 栃木 ｷｸﾁ ﾕｲ 栃木

3 7521 山田 文音(3) 佐野高附中 DNS 7 1017 菊地 結衣(08･3) 瑞穂野中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｼﾛ ﾚｵﾅ 栃木

1 7519 矢代 怜央菜(3) 佐野高附中 16.36 +1.1
ﾐﾀ ﾊﾙｶ 栃木

2 7522 三田 遙花(3) 佐野高附中 17.08 +1.1
ｶﾐｵ ﾅﾅ 栃木

3 17 神尾 奈那(09･2) 瑞穂野中 17.19 +1.3
ｻｶﾓﾄ ﾅﾂﾘ 栃木

4 22 坂本 夏莉(08･2) 瑞穂野中 17.28 +1.1
ﾋﾂﾞｶ ﾐｵ 栃木

5 24 肥塚 海音(08･2) 瑞穂野中 17.35 +1.3
ｲｿｶﾞｲ ﾕﾅ 栃木

6 1015 磯貝 佑奈(07･3) 瑞穂野中 19.16 +1.1

凡例  DNS:欠場


