
ト ラ ッ ク 審 判 長 小針 敏明

ス タ ー ト 審 判 長 小木 謙一

写 真 判 定 主 任 梁島 耕治

記 録 主 任 茂呂 昌教

種目

大木 滉仁(11･6) 3:05.23 長田 伍平(10･6) 3:15.47 嶋 悠翔(11･5) 3:16.91 豊後 聖也(10･6) 3:26.91 石山 天翔(11･5) 3:29.30 渡邉 一登(12･5) 3:32.15 後藤 恭平(11･5) 3:34.02 荒川 榮睦(10･6) 3:35.29

石川走友会 TSN 石川走友会 TSN 芝ｽﾎﾟ歩走塾 益子JRC 益子JRC 栃木陸協

栃木 祐輝(92) 9:05.42 野上 善弘(89) 9:15.73 小西 亘(67) 9:18.53 手塚 新輔(99) 10:44.21

NINE TOCHIGITC NINE TOCHIGITC MKPJT 栃木陸協

梅原 俊太(07･3) 9:05.25 阿久津 和希(08･2) 9:14.79 井上 智也(07･3) 9:17.05 山中 太耀(08･3) 9:26.71 熊倉 武蔵(08･2) 9:28.35 大金 莉久(09･1) 9:42.62 柿沼 諒(07･3) 9:43.51 白井 唯斗(08) 9:50.48

石川走友会 久下田中 横川中 石川走友会 石川走友会 壬生中 石川走友会 栃木陸協

伊藤 達志(85) 15:12.82 秋元 皓志(96) 15:16.82 藤田 翔大(04･3) 15:18.12 丸山 航輝(00) 15:22.80 宮崎 健次郎(97) 15:41.19 野上 善弘(89) 15:47.71 永野 哲郎(82) 15:50.19 齊藤 壮汰(06･2) 15:51.68

栃木陸協 栃木陸協 那須拓陽高 NINE TOCHIGITC NINE TOCHIGITC NINE TOCHIGITC 群馬・前橋市陸協 那須拓陽高

石川 りんご(12･5) 3:26.54 阿久津 花音(11･5) 3:27.37 片岡 南菜(11･6) 3:30.75 小倉 夏実(10･6) 3:32.81 梅原 明莉(10･6) 3:34.29 田部井 惠鈴(11･5) 3:37.66 星野 愛來(11･6) 3:41.73 中山 寧々(10･6) 3:51.92

栃木陸協 栃木陸協 益子JRC 栃五小 石川走友会 芝ｽﾎﾟ歩走塾 益子JRC TSN

西田 真花(04･3) 10:10.56 吉葉 咲良(06･2) 10:56.10 渡辺 萌乃佳(04･3) 10:58.39 長久保 心愛(06･1) 11:11.58 阿久津 奈都美(07･1) 11:57.65 渡邉 愛瑠(06･1) 12:43.25

那須拓陽高 那須拓陽高 那須拓陽高 那須拓陽高 那須拓陽高 那須拓陽高

塚原 深結(07･3) 10:07.45 樋口 結愛(08･2) 10:24.58 小倉 南実(09･2) 10:58.26 平野 莉央奈(08･2) 12:30.78 吉原 真梨(09･1) 12:36.39 梁島 ちなみ(08･2) 12:52.90

長沼中 横川中 栃木西中 壬生中 栃木西中 壬生中

鈴木 歌菫(98) 20:20.23 森田 愛梨(00･4) 24:54.25

NINE TOCHIGITC 群馬・高経大

8位2位 3位 4位 5位

大島和郎追悼栃木県長距離走大会 【22090018】
栃木市総合運動公園陸上競技場 【92020】
2022/11/26

1位

小学生男子1000m

高校一般男子3000m

6位 7位

中学生男子3000m

高校一般男子5000m

小学生女子1000m

高校一般女子3000m

中学生女子3000m

高校一般女子5000m

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)
2022/11/26 10:00 曇 12.0 88.0 北北西 0.4

11:00 雨 12.0 88.0 北東 0.1

測定場所
栃木市総合運動公園陸上競技場
栃木市総合運動公園陸上競技場



小学生男子1000m

11月26日 10:55 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｷ ｱｷﾋﾄ 栃木

1 1 86 大木 滉仁(11･6) 石川走友会 3:05.23
ﾅｶﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ 栃木

2 13 89 長田 伍平(10･6) TSN 3:15.47
ｼﾏ ﾕｳﾄ 栃木

3 11 82 嶋 悠翔(11･5) 石川走友会 3:16.91
ﾌﾞﾝｺﾞ ｾｲﾔ 栃木

4 8 91 豊後 聖也(10･6) TSN 3:26.91
ｲｼﾔﾏ ｶｹﾙ 栃木

5 15 93 石山 天翔(11･5) 芝ｽﾎﾟ歩走塾 3:29.30
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁﾄ 栃木

6 14 94 渡邉 一登(12･5) 益子JRC 3:32.15
ｺﾞﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 栃木

7 10 95 後藤 恭平(11･5) 益子JRC 3:34.02
ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 栃木

8 12 81 荒川 榮睦(10･6) 栃木陸協 3:35.29
ｵｵﾊｼ ﾘﾝ 栃木

9 9 87 大橋 稟(11･5) 石川走友会 3:39.69
ｵｵﾓﾘ ｴｲﾀ 栃木

10 3 90 大森 瑛太(10･6) TSN 3:47.26
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 栃木

11 4 84 渡邉 友昭(11･5) 石川走友会 3:51.78
ｳﾒﾔﾏ ﾄﾓｷ 栃木

12 2 92 梅山 友樹(12･5) TSN 3:52.73
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 栃木

5 88 佐藤 匠(11･5) 栃木陸協 DNS
ｾｷﾈ ｵｳｲﾁﾛｳ 栃木

6 85 関根 桜一郎(12･5) 石川走友会 DNS
ｼｵｻﾞﾜ ﾄｱ 栃木

7 83 塩澤 翔空(12･5) 石川走友会 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子3000m

11月26日 11:20 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾁｷﾞ ﾕｳｷ 栃木

1 4 8183 栃木 祐輝(92) NINE TOCHIGITC 9:05.42
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木

2 2 8157 野上 善弘(89) NINE TOCHIGITC 9:15.73
ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ 栃木

3 3 8046 小西 亘(67) MKPJT 9:18.53
ﾃﾂｶ ｼﾝｽｹ 栃木

4 5 8304 手塚 新輔(99) 栃木陸協 10:44.21

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 栃木

1 8159 丸山 航輝(00) NINE TOCHIGITC DNS

凡例  DNS:欠場

中学生男子3000m

11月26日 11:20 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾒﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 栃木

1 7 8016 梅原 俊太(07･3) 石川走友会 9:05.25
ｱｸﾂ ｶｽﾞｷ 栃木

2 12 334 阿久津 和希(08･2) 久下田中 9:14.79
ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾔ 栃木

3 17 1049 井上 智也(07･3) 横川中 9:17.05
ﾔﾏﾅｶ ﾀｲﾖｳ 栃木

4 10 8525 山中 太耀(08･3) 石川走友会 9:26.71
ｸﾏｸﾗ ﾑｻｼ 栃木

5 18 8340 熊倉 武蔵(08･2) 石川走友会 9:28.35
ｵｵｶﾞﾈ ﾘｸ 栃木

6 16 2249 大金 莉久(09･1) 壬生中 9:42.62
ｶｷﾇﾏ ﾘｮｳ 栃木

7 9 8229 柿沼 諒(07･3) 石川走友会 9:43.51
ｼﾗｲ ﾕｲﾄ 栃木

8 24 8225 白井 唯斗(08) 栃木陸協 9:50.48
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 栃木

9 19 8273 村瀬 雅人(80) 栃木陸協 9:53.43
ｻﾄｳ ﾘﾑ 栃木

10 20 8339 佐藤 龍夢(07･3) 石川走友会 9:58.43
ｱｸﾂ ﾄﾓｷ 栃木

11 21 592 阿久津 友希(08･2) 久下田中 10:00.67

ﾓﾘ ｿｳﾏ 栃木

12 11 8528 森 蒼真(08･2) 石川走友会 10:10.42

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 栃木

13 15 8529 渡邉 龍樹(08･2) 石川走友会 10:12.93

ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾏ 栃木

14 22 8527 飯田 悠雅(08･2) 石川走友会 10:36.89

ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾕｽﾞｷ 栃木

15 23 2394 延原 柚稀(09･1) 栃木西中 12:56.58

ﾑﾗﾀ ﾉｲ 栃木

6 8230 村田 凌唯(09･1) 石川走友会 DNS
ﾁﾊﾞﾅ ﾏｻｷ 栃木

8 2461 知花 征希(10･1) 作新中 DNS
ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 栃木

13 8156 石川 皓大(07･3) 石川走友会 DNS
ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾄ 栃木

14 8341 小泉 一斗(09･1) 石川走友会 DNS



高校一般男子5000m

11月26日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

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

ﾂｷｲ ｼｭﾝﾔ 栃木 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 栃木

1 11 5029 月井 竣也(07･1) 那須拓陽高 16:06.13 1 12 8220 伊藤 達志(85) 栃木陸協 15:12.82

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾈｵ 栃木 ｱｷﾓﾄ ｺｳｼ 栃木

2 17 5057 渡邉 音王(06･1) 那須拓陽高 16:06.82 2 17 8221 秋元 皓志(96) 栃木陸協 15:16.82

ｲﾝﾅﾐ ﾖｼﾀｶ 栃木 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ 栃木

3 5 3042 印南 吉隆(05･2) 那須拓陽高 16:10.51 3 8 4218 藤田 翔大(04･3) 那須拓陽高 15:18.12

ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ 栃木 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 栃木

4 20 8292 福田 幸太(84) NINE TOCHIGITC 16:11.21 4 6 8159 丸山 航輝(00) NINE TOCHIGITC 15:22.80

ﾔﾏｳﾁ ｶｲﾄ 栃木 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ 栃木

5 14 3044 山内 快斗(05･2) 那須拓陽高 16:23.21 5 3 8163 宮崎 健次郎(97) NINE TOCHIGITC 15:41.19

ｲﾀﾊﾞｼ ｱｷﾄ 栃木 ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木

6 1 8531 板橋 瑛斗(00) 栃木陸協 16:33.27 6 20 8157 野上 善弘(89) NINE TOCHIGITC 15:47.71

ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 栃木 ﾅｶﾞﾉ ﾃﾂﾛｳ 群馬

7 16 8232 斎藤 慎司(89) 栃木陸協 16:42.62 7 21 740 永野 哲郎(82) 前橋市陸協 15:50.19

ｲﾜﾓﾄ ﾕｲｷ 栃木 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 栃木

8 6 5030 岩本 由輝(06･1) 那須拓陽高 16:48.34 8 9 3039 齊藤 壮汰(06･2) 那須拓陽高 15:51.68

ﾅﾗ ﾕｳｷ 栃木 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 栃木

9 4 5034 奈良 優生(06･1) 那須拓陽高 16:54.71 9 14 8148 田中 直樹(92) Honda栃木 15:52.85

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 栃木 ﾅｶﾉ ﾕｳﾉｽｹ 栃木

10 8 5221 兵藤 崇人(06･1) 佐野高 16:56.57 10 7 4217 中野 由之承(04･3) 那須拓陽高 15:56.21

ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾔ 栃木 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 栃木

11 7 8241 石原 宏哉(90) 栃木陸協 17:14.85 11 11 8147 島田 敦史(80) Honda栃木 15:58.92

ｺｲｹ ﾖｼﾊﾙ 栃木 ﾔﾏｲｴ ﾊﾙｷ 栃木

12 21 8295 小池 良治(82) NINE TOCHIGITC 19:20.70 12 10 4210 山家 遥輝(04･3) 那須拓陽高 16:02.42

ﾌｸﾀﾞ ｽﾐｵ 栃木 ｼﾛｻｶ ﾘｮｳ 栃木

2 8215 福田 純生(84) 栃木陸協 ※ 13 24 4216 城坂 澪(04･3) 那須拓陽高 16:14.35

ｵｵﾀ ﾀｹﾙ 栃木 ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾔ 栃木

19 5031 太田 尊琉(06･1) 那須拓陽高 ※ 14 4 3034 川上 統也(06･2) 佐野高 16:14.93

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 栃木 ｼｵﾐ ｹｲｼ 栃木

3 8219 渡邊 敦史(94) 栃木陸協 DNS 15 5 8146 塩見 圭史(94) Honda栃木 16:16.36

ｽｽﾞｷ ｶｲ 栃木 ｸﾛｺ ﾄｼｷ 栃木

9 3040 鈴木 快(05･2) 那須拓陽高 DNS 16 18 8214 黒子 利樹(92) 栃木陸協 16:36.12

ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 栃木 ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 栃木

10 8149 林 秀行(74) Honda栃木 DNS 17 15 8314 大嶋 義昭(72) 栃木陸協 16:38.12

ｷﾐｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ 栃木

12 8238 君島 学(81) 栃木陸協 DNS 18 16 3036 福田 誉仁(05･2) 佐野高 16:51.80

ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀ 栃木 ｷｸﾁ ﾕｲﾄ 栃木

13 3033 湯沢 想太(05･2) 佐野高 DNS 19 2 4214 菊地 柚斗(05･3) 那須拓陽高 16:58.64

ｲｼｻﾞｶ ｿｳﾀ 栃木 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木

15 3045 石坂 蒼太(05･2) 那須拓陽高 DNS 20 13 8145 鈴木 健太郎(77) Honda栃木 17:11.99

ﾊﾗｶﾞ ﾘｮｳ 栃木 ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ 栃木

18 3046 原賀 諒(06･2) 那須拓陽高 DNS 1 8046 小西 亘(67) MKPJT DNS
ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾝ 栃木

※ 計器トラブルにより測定不能 19 3041 宮本 錬(05･2) 那須拓陽高 DNS
ｱｸﾂ ﾅｵﾕｷ 栃木

22 8269 阿久津 直之(86) 栃木陸協 DNS
ﾓﾄﾊｼ ﾀﾞｲｷ 栃木

23 3043 本橋 大希(05･2) 那須拓陽高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ｻﾄｼ 栃木

1 8220 伊藤 達志(85) 栃木陸協 15:12.82
ｱｷﾓﾄ ｺｳｼ 栃木

2 8221 秋元 皓志(96) 栃木陸協 15:16.82
ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ 栃木

3 4218 藤田 翔大(04･3) 那須拓陽高 15:18.12
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 栃木

4 8159 丸山 航輝(00) NINE TOCHIGITC 15:22.80
ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ 栃木

5 8163 宮崎 健次郎(97) NINE TOCHIGITC 15:41.19
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木

6 8157 野上 善弘(89) NINE TOCHIGITC 15:47.71
ﾅｶﾞﾉ ﾃﾂﾛｳ 群馬

7 740 永野 哲郎(82) 前橋市陸協 15:50.19
ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 栃木

8 3039 齊藤 壮汰(06･2) 那須拓陽高 15:51.68

凡例  DNS:欠場



小学生女子1000m

11月26日 10:45 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ﾘﾝｺﾞ 栃木

1 7 60 石川 りんご(12･5) 栃木陸協 3:26.54
ｱｸﾂ ｶﾉﾝ 栃木

2 12 59 阿久津 花音(11･5) 栃木陸協 3:27.37
ｶﾀｵｶ ﾅﾅ 栃木

3 10 62 片岡 南菜(11･6) 益子JRC 3:30.75
ｵｸﾞﾗ ﾅﾂﾐ 栃木

4 1 51 小倉 夏実(10･6) 栃五小 3:32.81
ｳﾒﾊﾗ ｱｶﾘ 栃木

5 6 54 梅原 明莉(10･6) 石川走友会 3:34.29
ﾀﾍﾞｲ ｴﾘﾝ 栃木

6 2 61 田部井 惠鈴(11･5) 芝ｽﾎﾟ歩走塾 3:37.66
ﾎｼﾉ ｱｺ 栃木

7 4 63 星野 愛來(11･6) 益子JRC 3:41.73
ﾅｶﾔﾏ ﾈﾈ 栃木

8 9 57 中山 寧々(10･6) TSN 3:51.92
ｻﾄｳ ｱﾑ 栃木

9 13 55 佐藤 亜夢(10･6) 石川走友会 3:51.93
ﾜｸｲ ﾘｵ 栃木

10 3 58 和久井 梨生(11･5) TSN 3:52.80
ｶﾄｳ ｱｲﾘ 栃木

11 5 56 加藤 愛哩(11･5) TSN 3:53.31
ｻｶﾓﾄ ﾒｲﾅ 栃木

12 11 64 坂本 明菜(10･6) 益子JRC 3:53.82
ｷﾐｼﾏ ｺﾄﾘ 栃木

8 52 君島 琴莉(11･6) 栃木陸協 DNS
ｲｹﾀﾞ ﾏｵ 栃木

14 53 池田 真緒(10･6) 栃木陸協 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般女子3000m

11月26日 11:05 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾀﾞ ﾏﾅｶ 栃木

1 3 4130 西田 真花(04･3) 那須拓陽高 10:10.56

ﾖｼﾊﾞ ｻｸﾗ 栃木

2 6 3030 吉葉 咲良(06･2) 那須拓陽高 10:56.10

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ 栃木

3 4 4129 渡辺 萌乃佳(04･3) 那須拓陽高 10:58.39

ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾐﾁｶ 栃木

4 2 5036 長久保 心愛(06･1) 那須拓陽高 11:11.58

ｱｸﾂ ﾅﾂﾐ 栃木

5 5 5141 阿久津 奈都美(07･1) 那須拓陽高 11:57.65

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾙ 栃木

6 1 5038 渡邉 愛瑠(06･1) 那須拓陽高 12:43.25

中学生女子3000m

11月26日 11:05 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｶﾊﾗ ﾐﾕ 栃木

1 6 1001 塚原 深結(07･3) 長沼中 10:07.45

ﾋｸﾞﾁ ﾕｱ 栃木

2 10 195 樋口 結愛(08･2) 横川中 10:24.58

ｵｸﾞﾗ ﾐﾅﾐ 栃木

3 11 117 小倉 南実(09･2) 栃木西中 10:58.26

ﾋﾗﾉ ﾘｵﾅ 栃木

4 9 304 平野 莉央奈(08･2) 壬生中 12:30.78

ﾏﾘ ﾖｼﾊﾗ 栃木

5 8 2305 吉原 真梨(09･1) 栃木西中 12:36.39

ﾔﾅｼﾏ ﾁﾅﾐ 栃木

6 7 305 梁島 ちなみ(08･2) 壬生中 12:52.90



高校一般女子5000m

11月26日 10:00 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ｶｽﾐ 栃木

1 22 8037 鈴木 歌菫(98) NINE TOCHIGITC 20:20.23

ﾓﾘﾀ ｱｲﾘ 群馬

2 23 10071 森田 愛梨(00･4) 高経大 24:54.25


