
順位 チーム名 総合タイム

1 佐野日大 2:08'54" <3> 31.04 <1> 8.48 <2> 25.31 <1> 24.34 <2> 8.52 <3> 15.25 <1> 14.40
<3> 39.52 <3> 1.05.23 <1> 1.29.57 <2> 1.38.49 <2> 1.54.14 <1> 2.08.54

2 那須拓陽 2:09'39" <2> 30.42 <2> 8.55 <1> 25.00 <2> 25.21 <1> 8.46 <2> 15.18 <3> 15.37
<2> 39.37 <1> 1.04.37 <2> 1.29.58 <1> 1.38.44 <1> 1.54.02 <2> 2.09.39

3 文星芸術大附 2:12'29" <1> 30.36 <2> 8.55 <3> 25.49 <5> 26.43 <3> 9.13 <4> 15.43 <2> 15.30
<1> 39.31 <2> 1.05.20 <3> 1.32.03 <3> 1.41.16 <3> 1.56.59 <3> 2.12.29

4 白鴎大足利 2:13'54" <5> 32.11 <4> 9.03 <4> 26.30 <3> 25.28 <4> 9.25 <1> 15.07 <4> 16.10
<5> 41.14 <4> 1.07.44 <4> 1.33.12 <4> 1.42.37 <4> 1.57.44 <4> 2.13.54

5 作新学院 2:16'04" <4> 31.43 <5> 9.06 <5> 27.05 <4> 25.53 <5> 9.35 <5> 16.27 <5> 16.15
<4> 40.49 <5> 1.07.54 <5> 1.33.47 <5> 1.43.22 <5> 1.59.49 <5> 2.16.04

6 大田原 2:21'36" <6> 32.18 <8> 10.01 <8> 28.11 <6> 27.13 <9> 10.19 <7> 17.08 <6> 16.26
<7> 42.19 <7> 1.10.30 <6> 1.37.43 <6> 1.48.02 <6> 2.05.10 <6> 2.21.36

7 宇都宮 2:22'03" <8> 32.20 <6> 9.48 <9> 28.16 <7> 28.15 <8> 9.55 <6> 16.46 <7> 16.43
<6> 42.08 <6> 1.10.24 <7> 1.38.39 <7> 1.48.34 <7> 2.05.20 <7> 2.22.03

8 真岡 2:28'21" <6> 32.18 <9> 10.07 <10> 29.05 <10> 28.44 <11> 11.30 <10> 18.16 <10> 18.21
<8> 42.25 <9> 1.11.30 <9> 1.40.14 <10> 1.51.44 <10> 2.10.00 <9> 2.28.21

9 栃木 2:34'05" <11> 36.31 <11> 10.52 <12> 29.48 <9> 28.39 <12> 12.02 <11> 18.29 <8> 17.44
<11> 47.23 <11> 1.17.11 <11> 1.45.50 <11> 1.57.52 <12> 2.16.21 <12> 2.34.05

ｵｰﾌﾟﾝ 合同C 2:28'01" <10> 35.30 <7> 9.52 <7> 27.46 <8> 28.22 <7> 9.50 <9> 18.14 <11> 18.27
<10> 45.22 <10> 1.13.08 <10> 1.41.30 <9> 1.51.20 <8> 2.09.34 <8> 2.28.01

ｵｰﾌﾟﾝ 合同B 2:29'51" <9> 33.13 <10> 10.48 <6> 27.25 <10> 28.44 <10> 10.28 <12> 19.06 <12> 20.07
<9> 44.01 <8> 1.11.26 <8> 1.40.10 <8> 1.50.38 <9> 2.09.44 <10> 2.29.51

ｵｰﾌﾟﾝ 合同A 2:33'28" <12> 37.12 <12> 11.00 <11> 29.25 <12> 30.53 <6> 9.47 <8> 17.26 <9> 17.45
<12> 48.12 <12> 1.17.37 <12> 1.48.30 <12> 1.58.17 <11> 2.15.43 <11> 2.33.28

DNS 宇都宮南

DNS 小山

上段:区間成績　下段:累計成績

令和4年度男子第75回栃木県高校駅伝競走大会記録表 開催日: 2022年11月3日
1 区
10km

2 区
3km

3 区
8.1075km

4 区
8.0875km

大屋 渉悟(3) 長岡 蓮人(3) 山口 聡太(3)

國井 飛慎(2) 薄井 優斗(2)

市村 蓮(1)

立石 晟唯(1)

前田 悠貴(1) 浅井 航太(1) 知花 岳(2) 髙野 航希(2)

兵藤 崇人(佐野1) 川上 統也(佐野2) 福田 誉仁(佐野2) 関谷 徳馬(石橋1)

5 区
3km

6 区
5km

山口 彰太(3) 石川 悠斗(2) 木村 蒼希(3)

菊地 琉音(3)

7 区
5km

大島 福(1)

國井 楓慎(2) 横山 成(3) 矢吹 丈(3)

野手 駈(1) 五味渕 結斗(3) 佐藤 達平(2) 小野﨑 亨(1) 五十嵐 陸斗(2) 横田 銀牙(3)

飯塚 秋澄(3) 石川 拓暉(2) 藤井 優人(1) 石川 湧史(1) 荻野 桂輔(2)

藤井 達希(3) 渡邉 勇利(1) 市村 健太(1) 桝田 克磨(2) 栗原 大嘉(2)

田代 晃大(1) 佐藤 元紀(2) 渡邉 憲司(3) 後藤 霞維(1) 遠山 心太(2) 荒井 大和(2)

田中 大雅(1) 小泉 祐翔(2)

薄井 那音(石橋1) 池之上 響(石橋2)

鈴木 柊太(3) 栗原 周平(3) 小森 隆惠(2) 野口 大弥(2) リー ネイト(1) 飯尾 明起(1)

金田 悠希(清陵1) 兵藤 圭悟(足利2) 粕谷 幸冬(清陵1) 柿丸 快喜(矢板2) 小島 凰楽(足利1) 湊 康平(足利2)

保渡山 翼(國栃1) 菱谷 圭太(高専2) 金子 奨(小南2) 武末 朔(高専1) 大塚 幸希(小南1) 小栗 康汰(高専2)

梅村 哲煕(2) 松本 司(2) 野村 晃暉(2) 川瀬 洸太(1) 仲保 咲來(1) 中村 峻輔(3)

宮本 大心(2)

河原 蒼(3)

伊藤 尊晴(3)

小又 琉神(2)

藤田 凰雅(2)

照内 優允(3)

湯沢 想太(佐野2)

佐々木 将斗(2)

澤田 聡太(足利2)

髙橋 秀平(國栃2)

三橋 隼人(2)


