
ト ラ ッ ク 審 判 長 岸 晃久 投 て き 審 判 長 前田 芳久

ス タ ー ト 審 判 長 長田 朋樹 招 集 所 審 判 長 小菅 徹

跳 躍 審 判 長 川田 浩司 記 録 主 任 奥山 俊昭

日付 種目

須藤 涼佑(2) 11.01(+0.5) 上野 壮汰(3) 11.04(+0.5) 小野 悠人(3) 11.05(+0.5) 熊倉 直希(3) 11.24(+0.5) 鈴木 和翔(3) 11.35(+0.5) 風見 晄聖(2) 11.48(+1.1) 高橋 暖空(2) 11.58(+1.1) 千葉 大輝(2) 11.70(+1.1)

佐野 白鴎大足利 佐野 佐野 青藍泰斗 白鴎大足利 白鴎大足利 小山南

須藤 涼佑(2) 22.26(+3.4) 小野 悠人(3) 22.62(+3.4) 鈴木 和翔(3) 22.69(+3.4) 熊倉 直希(3) 22.90(+3.4) 田口 拓翔(2) 23.14(+3.4) 風見 晄聖(2) 23.16(+0.2) 高橋 暖空(2) 23.21(+0.2) 髙金 翔(1) 23.21(+0.2)

佐野 佐野 青藍泰斗 佐野 小山西 白鴎大足利 白鴎大足利 白鴎大足利 *T

印南 智史(1) 50.99 田口 拓翔(2) 53.35 長塚 来時(1) 55.57 メヒア アドリアノ(2) 56.05 岸 一輝(1) 56.31 山田 哲平(2) 56.34 中澤 那智空(1) 56.73 田中 悠斗(2) 56.76

小山 小山西 小山南 小山南 小山南 小山 小山南 佐野東

市村 蓮(1) 1:59.11 髙木 蒼太(2) 2:03.21 三橋 隼人(2) 2:05.58 石原 吏玖(2) 2:08.80 大塚 幸希(1) 2:09.32 保渡山 翼(1) 2:10.64 倉田 真覇(2) 2:14.10 仲保 咲來(1) 2:14.39

白鴎大足利 小山 栃木 小山南 小山南 國學院栃木 壬生高 栃木

市村 蓮(1) 4:10.79 澤田 聡太(2) 4:19.19 三橋 隼人(2) 4:23.52 川上 統也(2) 4:25.77 石原 吏玖(2) 4:32.51 兵藤 崇人(1) 4:40.28 仲保 咲來(1) 4:41.68 金子 奨(2) 4:45.14

白鴎大足利 足利 栃木 佐野 小山南 佐野 栃木 小山南

石川 湧史(1) 15:44.04 石川 拓暉(2) 15:58.98 荻野 佳輔(2) 16:36.68 藤井 優人(1) 16:40.67 髙橋 秀平(2) 16:41.97 川上 統也(2) 16:48.17 篠田 将智(1) 17:18.29 大瀧 涼(3) 17:38.35

白鴎大足利 白鴎大足利 白鴎大足利 白鴎大足利 國學院栃木 佐野 白鴎大足利 白鴎大足利

黒岩 海翔(1) 15.91 千葉 大輝(2) 16.00 平沼 拓海(1) 17.31

小山西 小山南 小山南

渡辺 伸吾(2) 58.90 新井 鈴久(1) 1:11.12

白鴎大足利 佐野日大

兵藤 圭悟(2) 10:02.91 福田 誉仁(2) 10:38.29

足利 佐野

白鴎大足利Ａ 43.15 小山西 44.60 白鴎大足利Ｂ 44.99 小山南A 45.36 栃木 45.78 小山南B 46.35 小山南C 47.81

高橋 暖空(2) 蓼沼 悠翔(1) 岡村 泰知(1) 福田 鋭龍(2) 塚原 碧海(1) 中澤 那智空(1) 元吉 優雅(1)

風見 晄聖(2) 黒岩 海翔(1) 高橋 幸希(1) 千葉 大輝(2) 佐藤 陽介(1) 平沼 拓海(1) 松﨑 翔大(1)

渡辺 伸吾(2) 田口 拓翔(2) 飯島 健太郎(1) 宮澤 乙樹(2) 島野 塁(1) 長塚 来時(1) 武藤 丈也(1)

髙金 翔(1) 澤頭 将太(1) 新井 颯斗(1) 髙嶋 漱太(2) 小島 康暉(1) 岸 一輝(1) 桃木 真弥(1)

白鴎大足利Ａ 3:28.45 小山西 3:37.60 小山 3:37.65 小山南C 3:45.39 小山南A 3:46.29 栃木 3:46.74 小山南D 3:51.59 小山南E 3:55.21

風見 晄聖(2) 蓼沼 悠翔(1) 印南 智史(1) 岸 一輝(1) 長塚 来時(1) 佐藤 陽介(1) 宮澤 乙樹(2) 斎藤 琉生(3)

渡辺 伸吾(2) 澤頭 将太(1) 髙木 蒼太(2) 大塚 幸希(1) 千葉 大輝(2) 三橋 隼人(2) 石原 吏玖(2) 上沢 勇人(2)

高橋 暖空(2) 味戸 克樹(2) 山田 哲平(2) 中澤 那智空(1) 福田 鋭龍(2) 朝比奈 祐成(2) メヒア アドリアノ(2) 武藤 丈也(1)

丸山 大善(3) 田口 拓翔(2) 塚原 楓人(1) 池田 正行(2) 堤 迅士斗(2) 小島 康暉(1) 髙嶋 漱太(2) 桃木 真弥(1)

松田 永遠(3) 2m00 武藤 丈也(1) 1m65 荒井 瑛陽(1) 1m45

佐野日大 小山南 小山西

関谷 彰太(2) 6m18(-0.4) 伊藤 烈(2) 6m14(-0.5) 岡村 泰知(1) 5m98(+1.2) 池田 正行(2) 5m73(+1.8) 蓼沼 悠翔(1) 5m71(+1.5) 押山 隼太朗(1) 5m62(-0.5) 上田 悠斗(1) 5m56(-0.8) 海老沼 綾佑(1) 5m52(+1.5)

佐野東 佐野 白鴎大足利 小山南 小山西 小山西 栃木商 小山

櫻井 アノン(2) 12m82(+2.2) 味戸 克樹(2) 12m63(+0.8) 伊藤 烈(2) 12m46(+2.4) 押山 隼太朗(1) 12m14(+2.0) 福田 鋭龍(2) 12m02(+0.8)

佐野日大 公認12m78(+1.6) 小山西 佐野 公認12m19(-0.3) 小山西 小山南

篠崎 侍世(1) 11m23 上田 葵介(1) 10m14 山中 創志(2) 9m60 笠川 蓮(2) 9m10

青藍泰斗 佐野松桜 栃木 青藍泰斗

凡例  *T:着差あり

9月19日 男子砲丸投(6.0kg)

9月19日 男子走高跳

9月19日 男子走幅跳

9月19日 男子三段跳

9月19日 男子3000mSC(0.914m)

9月19日 男子4X100mR

9月19日 男子4X400mR

9月19日 男子5000m

9月19日
男子110mH(1.067m) 

風：0.0

9月19日 男子400mH(0.914m)

9月19日 男子400m

9月19日 男子800m

9月19日 男子1500m

7位

令和４年度栃木県高等学校南部支部陸上競技記録会 【22092303】 
佐野市運動公園清酒開華スタジアム 【92030】 
2022/09/19 ～ 2022/09/19

8位

9月19日 男子100m

9月19日 男子200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位



ト ラ ッ ク 審 判 長 岸 晃久 投 て き 審 判 長 前田 芳久

ス タ ー ト 審 判 長 長田 朋樹 招 集 所 審 判 長 小菅 徹

跳 躍 審 判 長 川田 浩司 記 録 主 任 奥山 俊昭

日付 種目 7位

令和４年度栃木県高等学校南部支部陸上競技記録会 【22092303】 
佐野市運動公園清酒開華スタジアム 【92030】 
2022/09/19 ～ 2022/09/19

8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

福田 菜々子(3) 12.46(-1.0) 覚本 千莉(1) 12.58(-1.0) 山根 優梨耶(1) 12.76(-1.0) 藤田 実優(1) 12.81(-1.0) 松本 かんな(1) 13.11(+0.7) 畠中 梨好(2) 13.33(+0.7) 樋山 凛花(1) 13.35(+0.7) 町井 ひな(1) 13.44(+0.7)

白鴎大足利 白鴎大足利 青藍泰斗 小山西 小山西 白鴎大足利 小山西 白鴎大足利

藤田 実優(1) 26.45(+2.3) 山根 優梨耶(1) 26.55(+2.3) 齊藤 麗来(2) 27.27(+2.9) 稲葉 優菜(1) 28.10(+2.9) 間中 美結(2) 28.19(+2.3) 谷 飛香里(1) 28.36(+2.9) 菅野 心愛(1) 28.41(+2.3) 谷津 聖子(1) 29.50(+2.9)

小山西 青藍泰斗 小山西 小山西 小山南 白鴎大足利 白鴎大足利 佐野

濱野 友鈴(2) 59.28 松本 芽久(2) 1:00.56 齊藤 麗来(2) 1:03.11 町井 ひな(1) 1:04.34 小林 虹羽(1) 1:07.89 飯塚 虹心(2) 1:09.36 村田 愛実(1) 1:13.79 黒川 愛詠(1) 1:17.22

小山西 小山南 小山西 白鴎大足利 白鴎大足利 小山 足利清風 小山西

癸生川 美姫(2) 2:24.00 福井 紅音(2) 2:34.70 松村 唯愛(2) 2:44.66 小林 美咲(2) 2:48.76 小澤 花凜(1) 3:10.64

小山 小山南 佐野 小山西 足利清風

吉橋 唯莱(1) 6:30.98

壬生高

八木 ひとみ(2) 10:41.45 大嶋 妃奈乃(2) 10:44.98 立川 千聖(3) 10:47.41 青木 歩乃瑠(3) 11:13.57 吉田 芹梨(3) 11:14.68 小野 心愛(3) 11:26.67 舘野 愛依(1) 11:30.76 金子 眞利奈(3) 12:00.03

國學院栃木 國學院栃木 國學院栃木 國學院栃木 白鴎大足利 白鴎大足利 國學院栃木 國學院栃木

中里 百葉(3) 14.09 樋山 凛花(1) 16.11 杉原 妃佳里(2) 17.83

白鴎大足利 小山西 小山

齊藤 るか(1) 1:12.51 加藤 佑菜(1) 1:23.46

白鴎大足利 白鴎大足利

小山西 49.75 白鴎大足利 51.57 小山南 54.42

松本 かんな(1) 菊地 世眞(1) 椎名 美友(2)

藤田 実優(1) 小川 彩(2) 間中 美結(2)

稲葉 優菜(1) 畠中 梨好(2) 福井 紅音(2)

濱野 友鈴(2) 福田 菜々子(3) 松本 芽久(2)

小山西 4:13.45 小山南 4:15.25 白鴎大足利 4:27.62

齊藤 麗来(2) 間中 美結(2) 町井 ひな(1)

松本 かんな(1) 松本 芽久(2) 菊地 世眞(1)

樋山 凛花(1) 福井 紅音(2) 谷 飛香里(1)

濱野 友鈴(2) 椎名 美友(2) 畠中 梨好(2)

神永 日向(1) 1m40

白鴎大足利

小川 彩(2) 5m01(+1.6) 谷 飛香里(1) 4m84(-0.4) 福地 志音(1) 4m42(-0.5) 茂呂 果南(1) 4m22(+0.8) 飯塚 祐心(2) 3m74(-0.4) 青木 美夕(2) 3m63(-0.7)

白鴎大足利 白鴎大足利 壬生高 白鴎大足利 佐野松桜 佐野松桜

半田 真理(2) 10m51(0.0)

小山西

清水 忍(1) 9m52 畑山 凛音(2) 8m66

青藍泰斗 小山南

9月19日 女子走幅跳

9月19日 女子4X100mR

9月19日 女子三段跳

9月19日 女子砲丸投(4.0kg)

9月19日 女子4X400mR

9月19日 女子走高跳

9月19日 女子3000m

9月19日
女子100mH(0.838m) 

風：+1.7

9月19日 女子400mH(0.762m)

9月19日 女子400m

9月19日 女子800m

9月19日 女子1500m

9月19日 女子100m

9月19日 女子200m



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)
2022/09/19 10:00 雨 27.5 88.0 南南西 0.8

11:00 雨 26.5 88.0 南南東 0.4
12:00 曇 27.0 88.0 南南東 1.4
13:00 曇 28.0 88.0 南 0.5
14:00 曇 30.5 78.0 南南東 0.7
15:00 曇 30.0 78.0 南南東 0.9
16:00 曇 31.5 69.0 南南東 2.5

測定場所
清酒開華スタジアム
（佐野市運動公園陸上競技場）

1 / 1



男子100m
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 6組

1組 (風:+0.5) 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

ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ

1 9 3035 須藤 涼佑(2) 佐野 11.01 1 6 3013 風見 晄聖(2) 白鴎大足利 11.48
ｳｴﾉ ｿｳﾀ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ

2 7 4036 上野 壮汰(3) 白鴎大足利 11.04 2 8 3260 高橋 暖空(2) 白鴎大足利 11.58
ｵﾉ ﾕｳﾄ ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ

3 5 4001 小野 悠人(3) 佐野 11.05 3 5 3072 千葉 大輝(2) 小山南 11.70
ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ ｸﾛｲﾜ ｶｲﾄ

4 4 4003 熊倉 直希(3) 佐野 11.24 4 7 5037 黒岩 海翔(1) 小山西 11.70 *T
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ ﾀﾃﾇﾏ ﾕｳﾄ

5 2 4351 鈴木 和翔(3) 青藍泰斗 11.35 5 3 5038 蓼沼 悠翔(1) 小山西 11.72
ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ ﾆｲﾑﾗ ｿｳﾀ

6 1 3077 髙嶋 漱太(2) 小山南 11.73 6 2 5275 新村 颯大(1) 栃木商 11.83
ﾀｶｶﾞﾈ ｼｮｳ ｸｼﾀﾞ ｻｷﾄ

3 5009 髙金 翔(1) 白鴎大足利 DNS 7 9 5168 串田 咲斗(1) 佐野松桜 11.84
ﾜｶﾅ ｹｲ ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ

6 5028 若菜 敬(1) 佐野 DNS 4 3015 竹村 陸空(2) 白鴎大足利 DNS
ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ

8 3180 野村 健太(2) 小山西 DNS

3組 (風:+0.3) 4組 (風:+0.7)

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

ｻﾜｶﾞｼﾗ ｼｮｳﾀ ｱｼﾞﾄ ｶﾂｷ

1 8 5208 澤頭 将太(1) 小山西 11.93 1 1 3244 味戸 克樹(2) 小山西 12.08
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ｼﾏﾉ ﾙｲ

2 9 5036 高橋 幸希(1) 白鴎大足利 11.97 2 6 5104 島野 塁(1) 栃木 12.23
ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ ﾎﾘｴ ｶﾌﾞｷ

3 7 5101 佐藤 陽介(1) 栃木 11.98 3 5 5163 堀江 兜気(1) 佐野東 12.32
ｻｶﾞﾜ ｵｳｶﾞ ｱﾗｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ

4 5 3295 佐川 桜雅(2) 青藍泰斗 12.15 4 9 5279 荒川 将太郎(1) 栃木商 12.34
ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂｷ ﾓﾄﾖｼ ﾕｳｶﾞ

5 4 3078 宮澤 乙樹(2) 小山南 12.15 *T 5 8 5124 元吉 優雅(1) 小山南 12.41
ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ ｷﾑﾗ ﾘｭﾀﾛｳ

6 3 3115 福田 鋭龍(2) 小山南 12.15 *T 6 2 5103 木村 隆太郎(1) 栃木 12.50
ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ ﾓﾓｷ ｼﾝﾔ

7 2 3070 池田 正行(2) 小山南 12.17 7 7 5066 桃木 真弥(1) 小山南 12.63
ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ ﾓﾘ ﾕｳｽｹ

6 5265 飯島 健太郎(1) 白鴎大足利 DNS 3 3100 森 悠輔(2) 栃木 DNS
ｵｶﾑﾗ ﾀｲﾁ

4 5006 岡村 泰知(1) 白鴎大足利 DNS

5組 (風:+1.3) 6組 (風:+2.4)

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

ﾌｸﾄﾐ ｺｳｷ ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ

1 6 3191 福富 光希(2) 栃木商 12.33 1 4 5003 新井 颯斗(1) 白鴎大足利 11.76
ﾂﾂﾐ ﾊｵﾄ ﾑﾄｳ ﾄﾓﾔ

2 9 3073 堤 迅士斗(2) 小山南 12.41 2 5 5062 武藤 丈也(1) 小山南 12.51
ｳｴｻﾜ ﾕｳﾄ ｲｲﾀﾞ ﾋﾅﾀ

3 8 3071 上沢 勇人(2) 小山南 12.47 3 8 3297 飯田 陽向(2) 佐野日大 13.03
ｲﾜｻﾞｷ ｹｲﾄ ｱｻｲ ﾙｲ

4 3 3017 岩﨑 恵斗(2) 青藍泰斗 12.57 4 9 5210 浅井 琉衣(1) 佐野松桜 13.06
ﾏﾂｻﾞｷ ｼｮｳﾀ ｲﾜｻｷ ﾀｸﾏ

5 4 5060 松﨑 翔大(1) 小山南 12.63 5 6 5240 岩﨑 拓真(1) 足利清風 13.84
ｽｸﾞﾛ ﾀｲﾖｳ ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ

6 7 3243 須黒 太葉(2) 佐野東 12.71 2 5228 吉田 智貴(1) 小山 DNS
ｻｲﾄｳ ｺｳｷ ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ

7 2 5241 齋藤 輝樹(1) 足利清風 13.58 3 5171 林 拓海(1) 佐野松桜 DNS
ｸﾒｶﾜ ｷｮｳｲﾁﾛｳ ｳﾁﾑﾗ ｹｲｺﾞ

5 5273 粂川 恭一郎(1) 栃木商 DNS 7 5064 内村 慶吾(1) 小山南 DNS

凡例  DNS:欠場 *T:着差あり



男子100m
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

1 3035 須藤 涼佑(2) 佐野 11.01 +0.5
ｳｴﾉ ｿｳﾀ

2 4036 上野 壮汰(3) 白鴎大足利 11.04 +0.5
ｵﾉ ﾕｳﾄ

3 4001 小野 悠人(3) 佐野 11.05 +0.5
ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ

4 4003 熊倉 直希(3) 佐野 11.24 +0.5
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ

5 4351 鈴木 和翔(3) 青藍泰斗 11.35 +0.5
ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ

6 3013 風見 晄聖(2) 白鴎大足利 11.48 +1.1
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ

7 3260 高橋 暖空(2) 白鴎大足利 11.58 +1.1
ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ

8 3072 千葉 大輝(2) 小山南 11.70 +1.1

凡例  DNS:欠場 *T:着差あり



男子200m
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 4組

1組 (風:+3.4) 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

ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ

1 5 3035 須藤 涼佑(2) 佐野 22.26 1 5 3013 風見 晄聖(2) 白鴎大足利 23.16
ｵﾉ ﾕｳﾄ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ

2 9 4001 小野 悠人(3) 佐野 22.62 2 7 3260 高橋 暖空(2) 白鴎大足利 23.21
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ ﾀｶｶﾞﾈ ｼｮｳ

3 8 4351 鈴木 和翔(3) 青藍泰斗 22.69 3 6 5009 髙金 翔(1) 白鴎大足利 23.21 *T
ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ

4 7 4003 熊倉 直希(3) 佐野 22.90 4 3 5003 新井 颯斗(1) 白鴎大足利 23.66
ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ ｻﾜｶﾞｼﾗ ｼｮｳﾀ

5 2 3181 田口 拓翔(2) 小山西 23.14 5 9 5208 澤頭 将太(1) 小山西 24.06
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ

6 3 3016 渡辺 伸吾(2) 白鴎大足利 23.26 6 8 3077 髙嶋 漱太(2) 小山南 25.24
ﾜｶﾅ ｹｲ ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂｷ

4 5028 若菜 敬(1) 佐野 DNS 7 2 3078 宮澤 乙樹(2) 小山南 25.76
ｳｴﾉ ｿｳﾀ ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ

6 4036 上野 壮汰(3) 白鴎大足利 DNS 4 3015 竹村 陸空(2) 白鴎大足利 DNS

3組 (風:+1.7) 4組 (風:+1.5)

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

ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ ｷｼ ｲｯｷ

1 2 5101 佐藤 陽介(1) 栃木 23.92 1 9 5063 岸 一輝(1) 小山南 23.82
ｻｶﾞﾜ ｵｳｶﾞ ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ

2 8 3295 佐川 桜雅(2) 青藍泰斗 24.43 2 2 5036 高橋 幸希(1) 白鴎大足利 24.09
ﾖｺﾀ ﾐﾂﾞｷ ｷﾑﾗ ﾘｭﾀﾛｳ

3 6 5278 横田 光希(1) 栃木商 24.61 3 4 5103 木村 隆太郎(1) 栃木 24.86
ﾅｶﾞﾂｶ ﾗｲｼﾞ ﾋﾗﾇﾏ ﾀｸﾐ

4 7 5059 長塚 来時(1) 小山南 24.75 4 3 5125 平沼 拓海(1) 小山南 24.90
ﾂｶﾊﾗ ｱｵｲ ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ

5 3 5099 塚原 碧海(1) 栃木 25.10 5 5 5098 小島 康暉(1) 栃木 25.40
ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ ﾓﾄﾖｼ ﾕｳｶﾞ

6 9 3074 メヒア アドリアノ(2) 小山南 25.13 6 7 5124 元吉 優雅(1) 小山南 25.53
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾁｱ ｼﾏﾉ ﾙｲ

7 4 5065 中澤 那智空(1) 小山南 25.26 7 1 5104 島野 塁(1) 栃木 25.68
ﾓﾘ ﾕｳｽｹ ﾏﾂｻﾞｷ ｼｮｳﾀ

5 3100 森 悠輔(2) 栃木 DNS 8 8 5060 松﨑 翔大(1) 小山南 25.84
ﾃﾝﾏ ﾘｮｳﾀ

6 5274 天間 綾太(1) 栃木商 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

ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

1 3035 須藤 涼佑(2) 佐野 22.26 +3.4
ｵﾉ ﾕｳﾄ

2 4001 小野 悠人(3) 佐野 22.62 +3.4
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ

3 4351 鈴木 和翔(3) 青藍泰斗 22.69 +3.4
ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ

4 4003 熊倉 直希(3) 佐野 22.90 +3.4
ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ

5 3181 田口 拓翔(2) 小山西 23.14 +3.4
ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ

6 3013 風見 晄聖(2) 白鴎大足利 23.16 +0.2
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ

7 3260 高橋 暖空(2) 白鴎大足利 23.21 +0.2
ﾀｶｶﾞﾈ ｼｮｳ *T

8 5009 髙金 翔(1) 白鴎大足利 23.21 +0.2

凡例  DNS:欠場 *T:着差あり



男子400m
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

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

ｲﾝﾅﾐ ｻﾄｼ ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ

1 7 5084 印南 智史(1) 小山 50.99 1 4 3074 メヒア アドリアノ(2) 小山南 56.05
ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

2 5 3181 田口 拓翔(2) 小山西 53.35 2 7 3106 山田 哲平(2) 小山 56.34
ﾅｶﾞﾂｶ ﾗｲｼﾞ ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾁｱ

3 6 5059 長塚 来時(1) 小山南 55.57 3 9 5065 中澤 那智空(1) 小山南 56.73
ｷｼ ｲｯｷ ｵｵﾂｶ ｺｳｷ

4 8 5063 岸 一輝(1) 小山南 56.31 4 6 5061 大塚 幸希(1) 小山南 57.25
ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ ｵｶｻﾞｷ ﾚｵ

5 3 3330 田中 悠斗(2) 佐野東 56.76 5 3254 岡﨑 玲旺(2) 足利清風 DNS
ｶﾐｵｶ ﾏﾅﾄ ｵｶﾀﾞ ｲｵﾘ

4 3298 上岡 真虎(2) 佐野日大 8 3107 岡田 伊織(2) 小山 DNS
ﾏｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ

9 5002 増山 裕介(1) 佐野日大

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

ｲﾝﾅﾐ ｻﾄｼ

1 5084 印南 智史(1) 小山 50.99
ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ

2 3181 田口 拓翔(2) 小山西 53.35
ﾅｶﾞﾂｶ ﾗｲｼﾞ

3 5059 長塚 来時(1) 小山南 55.57
ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ

4 3074 メヒア アドリアノ(2) 小山南 56.05
ｷｼ ｲｯｷ

5 5063 岸 一輝(1) 小山南 56.31
ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

6 3106 山田 哲平(2) 小山 56.34
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾁｱ

7 5065 中澤 那智空(1) 小山南 56.73
ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ

8 3330 田中 悠斗(2) 佐野東 56.76

凡例  DNS:欠場



男子800m
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 12:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

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

ｲﾁﾑﾗ ﾚﾝ ﾎﾄﾞﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ

1 4 5005 市村 蓮(1) 白鴎大足利 1:59.11 1 4 5299 保渡山 翼(1) 國學院栃木 2:10.64
ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ ｸﾗﾀ ｼﾝﾊﾞ

2 5 3105 髙木 蒼太(2) 小山 2:03.21 2 8 3291 倉田 真覇(2) 壬生高 2:14.10
ﾐﾊｼ ﾊﾔﾄ ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ

3 8 3102 三橋 隼人(2) 栃木 2:05.58 3 7 5300 佐藤 淳弘(1) 國學院栃木 2:15.71
ｲｼﾊﾗ ﾘｸ ｶｹﾞﾔﾏ ｼｮｳ

4 6 3075 石原 吏玖(2) 小山南 2:08.80 4 3 3230 影山 匠(2) 佐野松桜 2:22.72
ｵｵﾂｶ ｺｳｷ ﾂｶﾊﾗ ﾌｳﾄ

5 9 5061 大塚 幸希(1) 小山南 2:09.32 5 5 5226 塚原 楓人(1) 小山 2:22.79
ﾅｶﾔｽ ｻｸﾗ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ

6 3 5105 仲保 咲來(1) 栃木 2:14.39 6 6 5102 山崎 雄輝(1) 栃木 2:28.08
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾄﾓｱｷ ｵｵｸﾎﾞ ｿｳﾀﾛｳ

7 3028 海老原 智陽(2) 國學院栃木 DNS 9 3196 大久保 湊太朗(2) 小山 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

ｲﾁﾑﾗ ﾚﾝ

1 5005 市村 蓮(1) 白鴎大足利 1:59.11
ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ

2 3105 髙木 蒼太(2) 小山 2:03.21
ﾐﾊｼ ﾊﾔﾄ

3 3102 三橋 隼人(2) 栃木 2:05.58
ｲｼﾊﾗ ﾘｸ

4 3075 石原 吏玖(2) 小山南 2:08.80
ｵｵﾂｶ ｺｳｷ

5 5061 大塚 幸希(1) 小山南 2:09.32
ﾎﾄﾞﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ

6 5299 保渡山 翼(1) 國學院栃木 2:10.64
ｸﾗﾀ ｼﾝﾊﾞ

7 3291 倉田 真覇(2) 壬生高 2:14.10
ﾅｶﾔｽ ｻｸﾗ

8 5105 仲保 咲來(1) 栃木 2:14.39

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 10:30 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾁﾑﾗ ﾚﾝ

1 10 5005 市村 蓮(1) 白鴎大足利 4:10.79
ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ

2 18 3085 澤田 聡太(2) 足利 4:19.19
ﾐﾊｼ ﾊﾔﾄ

3 3 3102 三橋 隼人(2) 栃木 4:23.52
ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾔ

4 16 3034 川上 統也(2) 佐野 4:25.77
ｲｼﾊﾗ ﾘｸ

5 8 3075 石原 吏玖(2) 小山南 4:32.51
ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ

6 9 5221 兵藤 崇人(1) 佐野 4:40.28
ﾅｶﾔｽ ｻｸﾗ

7 7 5105 仲保 咲來(1) 栃木 4:41.68
ｶﾈｺ ｼｮｳ

8 1 3076 金子 奨(2) 小山南 4:45.14
ｳﾒﾑﾗ ﾃﾂﾋﾛ

9 21 3185 梅村 哲煕(2) 栃木 4:46.17
ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾚﾝ

10 24 5164 松平 蓮(1) 佐野東 4:46.18
ｶﾏﾀ ｺｳﾀ

11 22 3335 鎌田 洸太(2) 栃木商 4:48.65
ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ

12 20 3101 松本 司(2) 栃木 4:48.80
ﾊﾈﾀﾞ ﾅﾂｷ

13 12 5170 羽根田 夏樹(1) 佐野松桜 4:50.84
ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｼﾝ

14 13 5280 村山 優心(1) 栃木商 4:51.05
ｳﾒﾊﾗ ｼｮｳﾔ

15 2 5276 梅原 翔矢(1) 栃木商 4:51.29
ｶﾝﾉ ﾊﾙｷ

16 17 5209 菅野 陽輝(1) 小山西 4:57.74
ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾏﾄ

17 5 3190 松本 大和(2) 栃木商 4:58.35
ﾏｼﾔﾏ ﾀｸﾐ

18 15 3268 増山 拓海(2) 國學院栃木 5:07.24
ｶﾜｾ ｺｳﾀ

19 23 5100 川瀬 洸太(1) 栃木 5:09.95
ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ

4 3036 福田 誉仁(2) 佐野 DNS
ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀ

6 3033 湯沢 想太(2) 佐野 DNS
ﾉﾑﾗ ｺｳｷ

11 3324 野村 晃暉(2) 栃木 DNS
ｸﾜｼﾞﾏ ｹｲﾄ

14 3253 桒島 渓音(2) 足利清風 DNS
ｽｽﾞｷ ｾﾅ

19 3333 鈴木 聖七(2) 足利清風 DNS

凡例  DNS:欠場



男子5000m
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 15:20 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 ﾕｳｼ

1 2 5004 石川 湧史(1) 白鴎大足利 15:44.04

ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ

2 3 3011 石川 拓暉(2) 白鴎大足利 15:58.98

ｵｷﾞﾉ ｹｲｽｹ

3 10 3012 荻野 佳輔(2) 白鴎大足利 16:36.68

ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾄ

4 8 5010 藤井 優人(1) 白鴎大足利 16:40.67

ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾍｲ

5 15 3267 髙橋 秀平(2) 國學院栃木 16:41.97

ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾔ

6 13 3034 川上 統也(2) 佐野 16:48.17

ｼﾉﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ

7 12 5008 篠田 将智(1) 白鴎大足利 17:18.29

ｵｵﾀｷ ﾘｮｳ

8 19 4037 大瀧 涼(3) 白鴎大足利 17:38.35

ｲｻﾞﾜ ﾎｸﾄ

9 16 4034 井沢 北斗(3) 白鴎大足利 17:45.98

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ

10 4 5221 兵藤 崇人(1) 佐野 17:47.96

ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ

11 6 3101 松本 司(2) 栃木 18:02.12

ｺｳｻｶ ｷﾖﾄ

12 9 5007 高坂 心乃(1) 白鴎大足利 18:11.76

ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀ

13 1 3033 湯沢 想太(2) 佐野 18:23.68

ｶﾈｺ ｼｮｳ

14 11 3076 金子 奨(2) 小山南 18:29.79

ﾉﾑﾗ ｺｳｷ

15 5 3324 野村 晃暉(2) 栃木 18:44.57

ｲﾄｳ ﾀｹﾊﾙ

16 17 4035 伊藤 尊晴(3) 白鴎大足利 19:41.51

ﾀｶﾊｼ ﾕｳ

14 3259 高橋 勇(2) 白鴎大足利 DNF
ｲｲﾂﾞｶ ｼｭｳﾄ

7 4033 飯塚 秋澄(3) 白鴎大足利 DNS
ｾｵ ｶﾅﾀ

18 4040 瀬尾 奏多(3) 白鴎大足利 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子110mH(1.067m)
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 14:00 決 勝

決 勝 

(風:0.0)

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

1 6 5037 黒岩 海翔(1) 小山西 15.91
ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ

2 5 3072 千葉 大輝(2) 小山南 16.00
ﾋﾗﾇﾏ ﾀｸﾐ

3 4 5125 平沼 拓海(1) 小山南 17.31

男子400mH(0.914m)
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 12:15 決 勝

決 勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ

1 5 3016 渡辺 伸吾(2) 白鴎大足利 58.90
ｱﾗｲ ﾘﾝｸ

2 6 5309 新井 鈴久(1) 佐野日大 1:11.12

男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19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

ﾋｮｳﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ

1 1 3086 兵藤 圭悟(2) 足利 10:02.91

ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ

2 2 3036 福田 誉仁(2) 佐野 10:38.29



男子4X100mR
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 11:45 決 勝

決 勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 白鴎大足利Ａ 3260 高橋 暖空(2) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ 43.15
(栃木) 3013 風見 晄聖(2) ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ

3016 渡辺 伸吾(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ
5009 髙金 翔(1) ﾀｶｶﾞﾈ ｼｮｳ

2 5 小山西 5038 蓼沼 悠翔(1) ﾀﾃﾇﾏ ﾕｳﾄ 44.60
(栃木) 5037 黒岩 海翔(1) ｸﾛｲﾜ ｶｲﾄ

3181 田口 拓翔(2) ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ
5208 澤頭 将太(1) ｻﾜｶﾞｼﾗ ｼｮｳﾀ

3 8 白鴎大足利Ｂ 5006 岡村 泰知(1) ｵｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 44.99
(栃木) 5036 高橋 幸希(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ

5265 飯島 健太郎(1) ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ
5003 新井 颯斗(1) ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ

4 3 小山南A 3115 福田 鋭龍(2) ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ 45.36
(栃木) 3072 千葉 大輝(2) ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ

3078 宮澤 乙樹(2) ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂｷ
3077 髙嶋 漱太(2) ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ

5 7 栃木 5099 塚原 碧海(1) ﾂｶﾊﾗ ｱｵｲ 45.78
(栃木) 5101 佐藤 陽介(1) ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ

5104 島野 塁(1) ｼﾏﾉ ﾙｲ
5098 小島 康暉(1) ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ

6 4 小山南B 5065 中澤 那智空(1) ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾁｱ 46.35
(栃木) 5125 平沼 拓海(1) ﾋﾗﾇﾏ ﾀｸﾐ

5059 長塚 来時(1) ﾅｶﾞﾂｶ ﾗｲｼﾞ
5063 岸 一輝(1) ｷｼ ｲｯｷ

7 9 小山南C 5124 元吉 優雅(1) ﾓﾄﾖｼ ﾕｳｶﾞ 47.81
(栃木) 5060 松﨑 翔大(1) ﾏﾂｻﾞｷ ｼｮｳﾀ

5062 武藤 丈也(1) ﾑﾄｳ ﾄﾓﾔ
5066 桃木 真弥(1) ﾓﾓｷ ｼﾝﾔ

2 佐野東 5163 堀江 兜気(1) ﾎﾘｴ ｶﾌﾞｷ
(栃木) 3243 須黒 太葉(2) ｽｸﾞﾛ ﾀｲﾖｳ

3330 田中 悠斗(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ
3201 関谷 彰太(2) ｾｷﾔ ｼｮｳﾀ

1 佐野日大 DNS
(栃木)

凡例  DNS:欠場



男子4X400mR
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 16:10 決 勝

決 勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 白鴎大足利Ａ 3013 風見 晄聖(2) ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ 3:28.45

(栃木) 3016 渡辺 伸吾(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ
3260 高橋 暖空(2) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ
4257 丸山 大善(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖｼ

2 9 小山西 5038 蓼沼 悠翔(1) ﾀﾃﾇﾏ ﾕｳﾄ 3:37.60

(栃木) 5208 澤頭 将太(1) ｻﾜｶﾞｼﾗ ｼｮｳﾀ
3244 味戸 克樹(2) ｱｼﾞﾄ ｶﾂｷ
3181 田口 拓翔(2) ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾄ

3 7 小山 5084 印南 智史(1) ｲﾝﾅﾐ ｻﾄｼ 3:37.65

(栃木) 3105 髙木 蒼太(2) ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ
3106 山田 哲平(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ
5226 塚原 楓人(1) ﾂｶﾊﾗ ﾌｳﾄ

4 8 小山南C 5063 岸 一輝(1) ｷｼ ｲｯｷ 3:45.39

(栃木) 5061 大塚 幸希(1) ｵｵﾂｶ ｺｳｷ
5065 中澤 那智空(1) ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾁｱ
3070 池田 正行(2) ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

5 3 小山南A 5059 長塚 来時(1) ﾅｶﾞﾂｶ ﾗｲｼﾞ 3:46.29

(栃木) 3072 千葉 大輝(2) ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ
3115 福田 鋭龍(2) ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ
3073 堤 迅士斗(2) ﾂﾂﾐ ﾊｵﾄ

6 6 栃木 5101 佐藤 陽介(1) ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 3:46.74

(栃木) 3102 三橋 隼人(2) ﾐﾊｼ ﾊﾔﾄ
3187 朝比奈 祐成(2) ｱｻﾋﾅ ﾕｳｾｲ
5098 小島 康暉(1) ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ

7 2 小山南D 3078 宮澤 乙樹(2) ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂｷ 3:51.59

(栃木) 3075 石原 吏玖(2) ｲｼﾊﾗ ﾘｸ
3074 メヒア アドリアノ(2) ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ
3077 髙嶋 漱太(2) ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ

8 1 小山南E 4101 斎藤 琉生(3) ｻｲﾄｳ ﾙｲ 3:55.21

(栃木) 3071 上沢 勇人(2) ｳｴｻﾜ ﾕｳﾄ
5062 武藤 丈也(1) ﾑﾄｳ ﾄﾓﾔ
5066 桃木 真弥(1) ﾓﾓｷ ｼﾝﾔ

9 5 小山南B 5124 元吉 優雅(1) ﾓﾄﾖｼ ﾕｳｶﾞ 4:05.19

(栃木) 3076 金子 奨(2) ｶﾈｺ ｼｮｳ
5060 松﨑 翔大(1) ﾏﾂｻﾞｷ ｼｮｳﾀ
5125 平沼 拓海(1) ﾋﾗﾇﾏ ﾀｸﾐ



男子走高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 12:00 決 勝

決 勝 

ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾜ － － － － － － － ○

1 4 4011 松田 永遠(3) 佐野日大 × ○ ○ × × ○ × ○ 2m00
ﾑﾄｳ ﾄﾓﾔ － － － － × ○ ○ × × ×

2 3 5062 武藤 丈也(1) 小山南 1m65
ｱﾗｲ ﾃﾙﾔ － ○ × ○ × × ×

3 2 5206 荒井 瑛陽(1) 小山西 1m45
ｺｸﾞﾁ ﾖｳﾀ × × ×

1 5316 小口 陽大(1) 佐野日大 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m35

1m90

1m40

1m93

1m45

1m96

1m50

2m00

1m60 1m65 1m70 1m85
記録 ｺﾒﾝﾄ

男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 10:00 決 勝

決 勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷﾔ ｼｮｳﾀ 5m90 6m06 6m18 6m18
1 16 3201 関谷 彰太(2) 佐野東 +1.1 -1.3 -0.4 -0.4

ｲﾄｳ ﾚﾂ 6m14 4m43 5m73 6m14
2 18 3032 伊藤 烈(2) 佐野 -0.5 -0.9 +1.5 -0.5

ｵｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 5m77 5m81 5m98 5m98
3 17 5006 岡村 泰知(1) 白鴎大足利 -0.1 -1.3 +1.2 +1.2

ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ × 5m71 5m73 5m73
4 10 3070 池田 正行(2) 小山南 -1.1 +1.8 +1.8

ﾀﾃﾇﾏ ﾕｳﾄ 5m60 5m49 5m71 5m71
5 13 5038 蓼沼 悠翔(1) 小山西 +0.1 -0.6 +1.5 +1.5

ｵｼﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ × 5m34 5m62 5m62
6 15 5205 押山 隼太朗(1) 小山西 -1.1 -0.5 -0.5

ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 5m56 5m44 × 5m56
7 11 5272 上田 悠斗(1) 栃木商 -0.8 -0.7 -0.8

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ × 5m38 5m52 5m52
8 7 5227 海老沼 綾佑(1) 小山 -1.2 +1.5 +1.5

ﾂｶﾊﾗ ｱｵｲ 5m42 5m45 × 5m45
9 4 5099 塚原 碧海(1) 栃木 +0.3 -1.3 -1.3

ﾓﾓｷ ｼﾝﾔ 5m40 5m08 5m18 5m40
10 14 5066 桃木 真弥(1) 小山南 -0.2 -1.6 -0.4 -0.2

ｶﾜﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 5m08 × 5m39 5m39
11 5 5281 川田 雄彦(1) 栃木商 +1.0 +1.4 +1.4

ｱﾗｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ × × 5m35 5m35
12 9 5279 荒川 将太郎(1) 栃木商 +1.6 +1.6

ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀ × × 5m02 5m02
13 1 3294 秋山 輝多(2) 壬生高 +0.5 +0.5

ﾔﾉ ﾀｲｷ 4m36 4m55 4m79 4m79
14 6 5277 矢野 大基(1) 栃木商 +0.9 -0.4 +2.4 +2.4

ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ × × ×
2 5265 飯島 健太郎(1) 白鴎大足利 NM

ﾅｶﾞｲ ｹﾝﾄ

3 3104 永井 健翔(2) 小山 DNS
ﾔﾅｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ

8 3183 梁島 大輔(2) 小山西 DNS
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ

12 3186 海老原 巧(2) 栃木 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子三段跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 13:30 決 勝

決 勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｸﾗｲ ｱﾉﾝ 12m82 × 12m78 12m82
1 6 3024 櫻井 アノン(2) 佐野日大 +2.2 +1.6 +2.2

ｱｼﾞﾄ ｶﾂｷ 12m38 12m63 11m66 12m63
2 5 3244 味戸 克樹(2) 小山西 +0.3 +0.8 +1.4 +0.8

ｲﾄｳ ﾚﾂ 11m98 12m19 12m46 12m46
3 3 3032 伊藤 烈(2) 佐野 +2.9 -0.3 +2.4 +2.4

ｵｼﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ × 12m14 11m77 12m14
4 2 5205 押山 隼太朗(1) 小山西 +2.0 -0.3 +2.0

ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ 11m99 12m02 11m93 12m02
5 4 3115 福田 鋭龍(2) 小山南 +1.6 +0.8 -1.0 +0.8

ﾂﾂﾐ ﾊｵﾄ

1 3073 堤 迅士斗(2) 小山南 DNS

凡例  DNS:欠場

男子砲丸投(6.0kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 11:00 決 勝

決 勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾉｻﾞｷ ｼｾ

1 6 5011 篠崎 侍世(1) 青藍泰斗 11m23 10m63 10m69 11m23 11m23

ｳｴﾀﾞ ｷｽｹ

2 1 5315 上田 葵介(1) 佐野松桜 10m14 9m98 8m77 10m14 10m14

ﾔﾏﾅｶ ｿｳｼ

3 4 3188 山中 創志(2) 栃木 9m42 9m60 8m64 9m60 9m60

ｶｻｶﾞﾜ ﾚﾝ

4 2 3325 笠川 蓮(2) 青藍泰斗 × 9m10 9m03 9m10 9m10

ﾅｶｲ ﾋﾛﾄ

3 5207 中居 大翔(1) 小山西 DNS
ｳﾁﾑﾗ ｹｲｺﾞ

5 5064 内村 慶吾(1) 小山南 DNS



女子100m
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 13:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 3組

1組 (風:-1.0) 2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

ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ

1 5 4025 福田 菜々子(3) 白鴎大足利 12.46 1 6 5042 松本 かんな(1) 小山西 13.11
ｶｸﾓﾄ ﾁﾘ ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ

2 7 5012 覚本 千莉(1) 白鴎大足利 12.58 2 5 3018 畠中 梨好(2) 白鴎大足利 13.33
ﾔﾏﾈ ﾕﾘﾔ ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ

3 4 5022 山根 優梨耶(1) 青藍泰斗 12.76 3 4 50415041 樋山 凛花(1) 小山西 13.35
ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ ﾏﾁｲ ﾋﾅ

4 8 5040 藤田 実優(1) 小山西 12.81 4 7 5020 町井 ひな(1) 白鴎大足利 13.44
ｶﾝﾉ ｺｱ ｲﾅﾊﾞ ﾕｳﾅ

5 3 5014 菅野 心愛(1) 白鴎大足利 13.82 5 9 5121 稲葉 優菜(1) 小山西 13.50
ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ ｻｶﾓﾄ ﾐｵ

6 3017 二宮 音彩(2) 白鴎大足利 DNS 6 8 3020 坂本 澪(2) 青藍泰斗 13.88
ｷｸﾁ ﾂｸﾞﾐ ﾂﾙﾐ ｱﾉﾝ

9 5015 菊地 世眞(1) 白鴎大足利 DNS 3 3046 鶴見 愛音(2) 小山 DNS

3組 (風:+1.4) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ

1 5 3037 間中 美結(2) 小山南 13.78 1 4025 福田 菜々子(3) 白鴎大足利 12.46 -1.0
ﾔﾂ ｼｮｳｺ ｶｸﾓﾄ ﾁﾘ

2 6 5130 谷津 聖子(1) 佐野 14.04 2 5012 覚本 千莉(1) 白鴎大足利 12.58 -1.0
ﾓﾛ ｶﾅﾝ ﾔﾏﾈ ﾕﾘﾔ

3 9 5021 茂呂 果南(1) 白鴎大足利 14.33 3 5022 山根 優梨耶(1) 青藍泰斗 12.76 -1.0
ﾓﾘﾀ ﾔﾔ ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ

4 7 3122 森田 安耶(2) 佐野 14.46 4 5040 藤田 実優(1) 小山西 12.81 -1.0
ｼｲﾅ ﾐﾕ ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ

5 8 3117 椎名 美友(2) 小山南 14.67 5 5042 松本 かんな(1) 小山西 13.11 +0.7
ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾘ ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ

4 3138 半田 真理(2) 小山西 DNS 6 3018 畠中 梨好(2) 白鴎大足利 13.33 +0.7
ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ

7 50415041 樋山 凛花(1) 小山西 13.35 +0.7
ﾏﾁｲ ﾋﾅ

8 5020 町井 ひな(1) 白鴎大足利 13.44 +0.7

凡例  DNS:欠場



女子200m
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 14:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 (風:+2.3) 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

ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ

1 6 5040 藤田 実優(1) 小山西 26.45 1 5 3100 齊藤 麗来(2) 小山西 27.27
ﾔﾏﾈ ﾕﾘﾔ ｲﾅﾊﾞ ﾕｳﾅ

2 4 5022 山根 優梨耶(1) 青藍泰斗 26.55 2 7 5121 稲葉 優菜(1) 小山西 28.10
ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ ﾀﾆ ﾋｶﾘ

3 3 3037 間中 美結(2) 小山南 28.19 3 3 5019 谷 飛香里(1) 白鴎大足利 28.36
ｶﾝﾉ ｺｱ ﾔﾂ ｼｮｳｺ

4 8 5014 菅野 心愛(1) 白鴎大足利 28.41 4 8 5130 谷津 聖子(1) 佐野 29.50
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ ｻｲﾄｳ ﾋﾖﾘ

2 5042 松本 かんな(1) 小山西 DNS 5 1 5106 齋藤 陽依(1) 佐野松桜 30.38
ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ ﾓﾘﾀ ﾔﾔ

5 3017 二宮 音彩(2) 白鴎大足利 DNS 6 4 3122 森田 安耶(2) 佐野 30.54
ｶｸﾓﾄ ﾁﾘ ｼｲﾅ ﾐﾕ

7 5012 覚本 千莉(1) 白鴎大足利 DNS 7 6 3117 椎名 美友(2) 小山南 30.54 *T
ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ ﾏﾂﾑﾗ ﾕｱ

9 3101 濱野 友鈴(2) 小山西 DNS 8 9 3162 松村 唯愛(2) 佐野 30.61
ｼｲﾅ ﾕﾒﾐ

9 2 5120 椎名 夢美(1) 小山西 31.87

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

ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ

1 5040 藤田 実優(1) 小山西 26.45 +2.3
ﾔﾏﾈ ﾕﾘﾔ

2 5022 山根 優梨耶(1) 青藍泰斗 26.55 +2.3
ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ

3 3100 齊藤 麗来(2) 小山西 27.27 +2.9
ｲﾅﾊﾞ ﾕｳﾅ

4 5121 稲葉 優菜(1) 小山西 28.10 +2.9
ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ

5 3037 間中 美結(2) 小山南 28.19 +2.3
ﾀﾆ ﾋｶﾘ

6 5019 谷 飛香里(1) 白鴎大足利 28.36 +2.9
ｶﾝﾉ ｺｱ

7 5014 菅野 心愛(1) 白鴎大足利 28.41 +2.3
ﾔﾂ ｼｮｳｺ

8 5130 谷津 聖子(1) 佐野 29.50 +2.9

凡例  DNS:欠場 *T:着差あり



女子400m
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 10:45 決 勝

決 勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ

1 4 3101 濱野 友鈴(2) 小山西 59.28
ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞ

2 2 3038 松本 芽久(2) 小山南 1:00.56
ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ

3 7 3100 齊藤 麗来(2) 小山西 1:03.11
ﾏﾁｲ ﾋﾅ

4 5 5020 町井 ひな(1) 白鴎大足利 1:04.34
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾈ

5 9 5016 小林 虹羽(1) 白鴎大足利 1:07.89
ｲｲﾂﾞｶ ﾅﾅﾐ

6 3 3045 飯塚 虹心(2) 小山 1:09.36
ﾑﾗﾀ ﾏﾅﾐ

7 1 5143 村田 愛実(1) 足利清風 1:13.79
ｸﾛｶﾜ ｱｲｶ

8 8 5119 黒川 愛詠(1) 小山西 1:17.22
ﾐｽﾞﾏ ｻﾗ

6 3136 水間 彩愛(2) 佐野東 DNS

凡例  DNS:欠場

女子800m
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 12:45 決 勝

決 勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｹﾌﾞｶﾜ ﾐﾋ

1 4 3047 癸生川 美姫(2) 小山 2:24.00
ﾌｸｲ ｱｶﾈ

2 6 3036 福井 紅音(2) 小山南 2:34.70
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｱ

3 7 3162 松村 唯愛(2) 佐野 2:44.66
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ

4 5 3172 小林 美咲(2) 小山西 2:48.76
ｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ

5 3 5142 小澤 花凜(1) 足利清風 3:10.64



女子1500m
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 10:20 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾊｼ ﾕﾗ

1 1 5138 吉橋 唯莱(1) 壬生高 6:30.98
ｹﾌﾞｶﾜ ﾐﾋ

2 3047 癸生川 美姫(2) 小山 DNS

凡例  DNS:欠場

女子3000m
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 15:00 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｷﾞ ﾋﾄﾐ

1 3 3025 八木 ひとみ(2) 國學院栃木 10:41.45

ｵｵｼﾏ ﾋﾅﾉ

2 6 3024 大嶋 妃奈乃(2) 國學院栃木 10:44.98

ﾀﾁｶﾜ ﾁｻﾄ

3 10 4027 立川 千聖(3) 國學院栃木 10:47.41

ｱｵｷ ﾎﾉﾙ

4 2 4031 青木 歩乃瑠(3) 國學院栃木 11:13.57

ﾖｼﾀﾞ ｾﾅ

5 1 4026 吉田 芹梨(3) 白鴎大足利 11:14.68

ｵﾉ ｺｺﾅ

6 11 4141 小野 心愛(3) 白鴎大足利 11:26.67

ﾀﾃﾉ ﾒｲ

7 8 5024 舘野 愛依(1) 國學院栃木 11:30.76

ｶﾈｺ ﾏﾘﾅ

8 5 4028 金子 眞利奈(3) 國學院栃木 12:00.03

ﾂｶﾊﾗ ｴﾅ

9 12 3026 塚原 笑和(2) 國學院栃木 12:08.18

ﾋﾛｾ ﾘｵ

4 3019 廣瀬 莉緒(2) 白鴎大足利 DNS
ｻﾜｲ ﾉﾉ

7 4021 澤井 望乃(3) 白鴎大足利 DNS
ｲﾁﾊﾞ ｻﾅ

9 4029 一場 咲那(3) 國學院栃木 DNS



女子100mH(0.838m)
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 13:50 決 勝

決 勝 

(風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾓﾊ

1 6 4023 中里 百葉(3) 白鴎大足利 14.09
ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ

2 7 50415041 樋山 凛花(1) 小山西 16.11
ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｶﾘ

3 4 3048 杉原 妃佳里(2) 小山 17.83
ﾀｶﾊｼ ﾚｵ

5 5018 髙橋 玲緒(1) 白鴎大足利

女子400mH(0.762m)
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 12:05 決 勝

決 勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾙｶ

1 5 5017 齊藤 るか(1) 白鴎大足利 1:12.51
ｶﾄｳ ﾕﾅ

2 4 5157 加藤 佑菜(1) 白鴎大足利 1:23.46
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ

6 5011 山本 実希(1) 佐野日大 DNS



女子4X100mR
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 11:35 決 勝

決 勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 小山西 5042 松本 かんな(1) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ 49.75
(栃木) 5040 藤田 実優(1) ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ

5121 稲葉 優菜(1) ｲﾅﾊﾞ ﾕｳﾅ
3101 濱野 友鈴(2) ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ

2 7 白鴎大足利 5015 菊地 世眞(1) ｷｸﾁ ﾂｸﾞﾐ 51.57
(栃木) 3016 小川 彩(2) ｵｶﾞﾜ ｱﾔ

3018 畠中 梨好(2) ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ
4025 福田 菜々子(3) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ

3 8 小山南 3117 椎名 美友(2) ｼｲﾅ ﾐﾕ 54.42
(栃木) 3037 間中 美結(2) ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ

3036 福井 紅音(2) ﾌｸｲ ｱｶﾈ
3038 松本 芽久(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞ

OP 5 栃木県国体選抜 4012 五月女 光(3) ｿｳﾄﾒ ﾋｶﾘ 47.23
(栃木) 9195 福田 奈央(4) ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ

9200 関根こころ(3) ｾｷﾈ ｺ
5012 覚本 千莉(1) ｶｸﾓﾄ ﾁﾘ

9 小山 DNS
(栃木)

凡例  DNS:欠場

女子4X400mR
審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 16:00 決 勝

決 勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 小山西 3100 齊藤 麗来(2) ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ 4:13.45

(栃木) 5042 松本 かんな(1) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ
50415041 樋山 凛花(1) ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ

3101 濱野 友鈴(2) ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ
2 4 小山南 3037 間中 美結(2) ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ 4:15.25

(栃木) 3038 松本 芽久(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞ
3036 福井 紅音(2) ﾌｸｲ ｱｶﾈ
3117 椎名 美友(2) ｼｲﾅ ﾐﾕ

3 6 白鴎大足利 5020 町井 ひな(1) ﾏﾁｲ ﾋﾅ 4:27.62

(栃木) 5015 菊地 世眞(1) ｷｸﾁ ﾂｸﾞﾐ
5019 谷 飛香里(1) ﾀﾆ ﾋｶﾘ
3018 畠中 梨好(2) ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ



女子走高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 12:00 決 勝

決 勝 

ｶﾐﾅｶﾞ ﾋﾅﾀ × × ○ × × ×

1 1 5013 神永 日向(1) 白鴎大足利 1m40

1m45
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m40

女子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 10:00 決 勝

決 勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾞﾜ ｱﾔ 5m01 4m79 5m01 5m01
1 6 3016 小川 彩(2) 白鴎大足利 +1.6 -1.4 -0.6 +1.6

ﾀﾆ ﾋｶﾘ 4m70 × 4m84 4m84
2 7 5019 谷 飛香里(1) 白鴎大足利 +1.2 -0.4 -0.4

ﾌｸﾁ ｼｵﾝ 4m30 4m17 4m42 4m42
3 3 5137 福地 志音(1) 壬生高 +1.0 -1.1 -0.5 -0.5

ﾓﾛ ｶﾅﾝ 4m22 × 4m19 4m22
4 4 5021 茂呂 果南(1) 白鴎大足利 +0.8 -0.4 +0.8

ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾐ × 3m42 3m74 3m74
5 2 3152 飯塚 祐心(2) 佐野松桜 -1.1 -0.4 -0.4

ｱｵｷ ﾐﾕｳ × × 3m63 3m63
6 1 3151 青木 美夕(2) 佐野松桜 -0.7 -0.7

ﾀｶﾊｼ ﾚｵ

5 5018 髙橋 玲緒(1) 白鴎大足利 DNS

女子三段跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 13:30 決 勝

決 勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾘ 10m42 10m49 10m51 10m51
1 1 3138 半田 真理(2) 小山西 +0.1 +0.4 0.0 0.0

凡例  DNS:欠場



女子砲丸投(4.0kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：奥山 俊昭

9月19日 11:00 決 勝

決 勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ｼﾉﾌﾞ

1 3 5023 清水 忍(1) 青藍泰斗 9m52 9m42 8m95 9m52 9m52

ﾊﾀﾔﾏ ﾘｵ

2 2 3035 畑山 凛音(2) 小山南 8m60 8m66 8m02 8m66 8m66

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾋﾛ

1 3161 若林 舞優(2) 壬生高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子300mH(0.762m)

9月19日 12:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 栃木

5 3010 野村　美月(05) 石橋 DNS
ｾｷｸﾞﾁ ﾐｶ 栃木

6 3011 関口　実花(05) 石橋 DNS

凡例  DNS:欠場

審 判 長：岸 晃久

記録主任：奥山 俊昭


