
白鷗大足利A 1:08'21" <2> 16.26 <2> 9.08 <2> 16.53 <1> 9.30 <1> 16.24

<1> 16.26 <1> 25.34 <1> 42.27 <1> 51.57 <1> 1.08.21

佐野 1:13'41" <5> 16.39 <6> 10.54 <3> 16.58 <4> 10.58 <3> 18.12

<3> 16.39 <3> 27.33 <2> 44.31 <2> 55.29 <2> 1.13.41

足利 1:17'08" <4> 16.35 <11> 12.31 <1> 16.17 <10> 12.17 <5> 19.28

<2> 16.35 <5> 29.06 <3> 45.23 <4> 57.40 <3> 1.17.08

小山 1:18'54" <6> 16.40 <4> 10.06 <8> 18.42 <7> 11.39 <8> 21.47

<4> 16.40 <2> 26.46 <4> 45.28 <3> 57.07 <4> 1.18.54

小山南 1:19'52" <8> 17.54 <9> 11.45 <9> 18.54 <5> 11.16 <6> 20.03

<6> 17.54 <6> 29.39 <5> 48.33 <5> 59.49 <5> 1.19.52

栃木 1:20'36" <7> 17.24 <7> 10.55 <10> 21.03 <9> 11.55 <4> 19.19

<5> 17.24 <4> 28.19 <6> 49.22 <6> 1.01.17 <6> 1.20.36

足利清風 1:25'12" <11> 18.53 <10> 11.48 <11> 22.06 <8> 11.44 <7> 20.41

<7> 18.53 <7> 30.41 <7> 52.47 <7> 1.04.31 <7> 1.25.12

白鷗大足利B 1:08'42" <3> 16.28 <1> 8.55 <4> 17.14 <2> 9.40 <2> 16.25

16.28 25.23 42.37 52.17 1.08.42

壬生 DNF <8> 17.54 <5> 10.42 <7> 17.59 <3> 10.46

17.54 28.36 46.35 57.21

國學院栃木 DNF <10> 18.27 <8> 11.14 <6> 17.34 <6> 11.30

18.27 29.41 47.15 58.45

白鷗大足利C DNF <1> 16.22 <3> 9.10 <5> 17.33

16.22 25.32 43.05

佐野日大高校

1:03'40"

R03

上段:区間成績　下段:累計成績

5km

兵藤 圭吾 湊 康平

令和4年度栃木県高体連南部支部男子駅伝競走大会記録表
開催日: 令和4年12月15日(木)

順位 チーム名 総合タイム
1 区 2 区 3 区 4 区 5 区

5km 3km 5km 3km

藤井 優人

2 

川上 統也 小林 累偉 福田 誉仁 堤崎 宋司郎 兵藤 崇人

1 

荻野 桂輔 石川 拓暉 篠田 将智 飯塚 秋澄

澤田 聡太 川田 史朗

メヒア アドリアノ

4 

髙木 蒼太 山田 哲平 大久保 湊太朗 岡田 伊織 三井 南央也

5 

大塚 幸希 千葉 大輝 金子 奨 細井 蓮

小島 凰楽

3 

福島 優太

6 

野村 晃睴 仲保 咲來 川瀬 洸太 山崎 雄輝 小島 康睴

7 

桒島 渓音 岡﨑 玲旺 鈴木 聖七 長谷川 楓

ｵｰﾌﾟﾝ

高坂 心乃 石川 湧史 瀬尾 奏多 井沢 北斗 市村 蓮

ｵｰﾌﾟﾝ

中山 智晴 倉田 真覇 高橋 遥斗 木村 樹

ｵｰﾌﾟﾝ

髙橋 秀平 保渡山 翼 海老原 智陽 増山 拓海

ｵｰﾌﾟﾝ

大瀧 涼 伊藤 尊晴 高橋 勇

R03

大会記録
区間記録

山口 彰太(佐野日大) 松田 朋樹(白鷗大足利) 青木 脩悟(佐野日大) 本江 拓海(佐野日大)

R03 R02 R03 R03

滝澤 愛弥(佐野日大)

14.56 8.50 15.08 8.49 15.22



白鷗大足利 46'16" <4> 11.51 <1> 11.15 <1> 12.12 <1> 10.58

<1> 23.06 <1> 35.18 <1> 46.16

國學院栃木 48'29" <2> 11.02 <3> 12.32 <3> 12.49 <2> 12.06

<3> 23.34 <2> 36.23 <2> 48.29

小山南 51'19" <1> 10.54 <2> 12.26 <4> 13.28 <4> 14.31

<2> 23.20 <3> 36.48 <3> 51.19

小山 51'47" <3> 11.41 <4> 13.10 <5> 13.36 <3> 13.20

<4> 24.51 <4> 38.27 <4> 51.47

足利 56'12" <5> 13.56 <5> 14.20 <2> 12.44 <5> 15.12

<5> 28.16 <5> 41.00 <5> 56.12

白鷗大足利

41'45"

R01

上段:区間成績 下段:累計成績

令和4年度栃木県高体連南部支部女子駅伝競走大会記録表

開催日: 令和4年12月15日(木)

順位 チーム名 総合タイム

1 区 2 区 3 区 4 区

3km 3km 3km 3km

1 

廣瀬 莉緒 吉田 芹梨 宇賀神 向日葵 澤井 望乃

3 

松本 芽久 桑原 あみか 金沢 美希 畑山 凛音

2 

大嶋 妃奈乃 高麗 結衣 塚原 笑和 舘野 愛依

5 

山田 優衣 加藤 菜々 對比地 瑠那 古瀧 涼未

4 

癸生川 美姫 白水 ゆづさ 鶴見 愛音 飯塚 虹心

R02 R01 R03

大会記録
区間記録

藤原 唯奈
(白鷗大足利)

島田 愛香
(白鷗大足利)

大島 美夢
(白鷗大足利)

島田 愛香
(白鷗大足利)

10.06 10.23 10.30 10.17

R01



順位 選手名 所　属 記　録 順位 選手名 所　属 記　録

1 石川 湧史 白鷗大足利 9.42 1 澤井 望乃 白鷗大足利 10.53

2 石川 拓暉 白鷗大足利 9.45 2 大嶋 妃奈乃 國學院栃木 11.21

3 伊藤 尊晴 白鷗大足利 9.52 3 吉田 芹梨 白鷗大足利 11.41

4 福田 誉仁 佐野 9.53 4 廣瀬 莉緒 白鷗大足利 12.17

5 髙木 蒼太 小山 9.56 5 宇賀神 向日葵 白鷗大足利 12.27

6 川上 統也 佐野 10.00 6 塚原 笑和 國學院栃木 12.50

7 荻野 桂輔 白鷗大足利 10.10 7 白水 ゆづさ 小山 13.16

8 飯塚 秋澄 白鷗大足利 10.10

9 井沢 北斗 白鷗大足利 10.15

10 山田 哲平 小山 10.17

11 海老原 智陽 國學院栃木 10.18

12 市村 蓮 白鷗大足利 10.27

13 篠田 将智 白鷗大足利 10.30

14 高坂 心乃 白鷗大足利 10.35

15 兵藤 崇人 佐野 10.37

16 藤井 優人 白鷗大足利 10.42

17 金子 奨 小山南 10.58

18 瀬尾 奏多 白鷗大足利 11.06

19 大久保 湊太朗 小山 11.07

20 高橋 勇 白鷗大足利 11.36

21 堤崎 宋司郎 佐野 11.55

22 小林 累偉 佐野 12.11

令和4年度栃木県高体連南部支部駅伝競走大会３kmT.T　記録表

＜男子の部＞ ＜女子の部＞


