
日付 種目

8/31 C男子100m 相馬　健人 (2) 12.09 高橋　虎ノ介 (2) 12.12 金子　怜央 (1) 12.21 上野　航瑠 (1) 12.21 糸数　昌穂 (1) 12.38 宮本　大和 (2) 12.41 島野　塁 (1) 12.42 蓼沼　悠翔 (1) 12.45

那須:厚崎中 (-0.5) 日光:大沢中 (-1.6) 那須:厚崎中 (-1.6) 下都:國學院栃木中 (-0.3) 那須:大田原中 (-1.6) 宇河:一条中 (-1.6) 下都:石橋中 (-0.5) 下都:栃木西中 (-0.5)

8/31 C男子1500m 荒川　煌介 (1) 4:23.01 福島　悠叶 (2) 4:25.04 森尻　悠翔 (1) 4:25.59 小倉　哲也 (1) 4:27.38 福井　煌 (1) 4:28.29 石川　湧史 (1) 4:35.34 澤田　聡太 (2) 4:35.67 磯　琉空 (2) 4:37.11

那須:三島中 那須:三島中 下都:栃木東陽中 芳賀:中村中 那須:三島中 下都:大平南中 佐野:城東中 那須:黒磯北中

8/31 C男子走幅跳 相馬　健人 (2) 5m37 秋山　幸輝 (1) 5m24 亀田　桜介 (1) 5m20 亀井　陽生 (2) 5m07 石見　だいや (1) 4m98 石原　杏優 (1) 4m96 吉里　礼 (1) 4m94 渋谷　勇次 (1) 4m90

那須:厚崎中 (+0.1) 芳賀:茂木中 (-0.7) 鹿沼:鹿沼東中 (-0.7) 足利:坂西中 (-0.4) 芳賀:中村中 (+0.1) 鹿沼:鹿沼東中 (-0.7) 宇河:清原中 (-0.9) 那須:大田原中 (-0.8)

8/31 B男子100m 棚瀨　朝斗 (3) 11.39 星　竜磨 (3) 11.50 森山　結斗 (2) 11.51 石川　桂一 (3) 11.57 川和　優也 (2) 11.60 郡司　快晴 (2) 11.71 大橋　陽斗 (2) 11.96 富永　啓斗 (2) 12.00

塩谷:阿久津中 (+0.1) 塩谷:氏家中 (+0.1) 塩谷:矢板中 (+0.1) 芳賀:中村中 (+0.1) 塩谷:氏家中 (+0.1) 那須:西那須野中 (+0.1) 宇河:宇大附属中 (-1.3) 那須:大田原中 (+0.6)

8/31 B男子1500m 長岡　蓮人 (3) 4:16.22 栗原　周平 (3) 4:17.31 河原　蒼 (3) 4:17.55 宮本　錬 (2) 4:17.75 宮川　秀成 (2) 4:18.82 竹内　酉行 (2) 4:23.02 井沢　北斗 (3) 4:23.44 手塚　大斗 (2) 4:25.91

芳賀:益子中 芳賀:真岡中 南那:烏山中 塩谷:氏家中 宇河:若松原中 那須:三島中 下都:桑中 日光:大沢中

8/31 B男子110mH(0.914m/9.14m) 渡辺　伸吾 (2) 15.40 川田　健斗 (2) 16.30 磯島　有椰人 (2) 16.58 阿久津　飛来 (3) 16.61 櫻井　アノン (2) 16.87 金井　晃希 (3) 16.98 古内　良汰 (2) 17.52 大橋　葉之介 (2) 17.56

佐野:城東中 (-1.0) 宇河:横川中 (-1.0) 宇河:清原中 (-1.0) 日光:今市中 (-1.0) 那須:黒磯北中 (-2.3) 鹿沼:鹿沼東中 (-1.0) 下都:小山三中 (-1.0) 宇河:清原中 (-1.0)

8/31 B男子走幅跳 石川　桂一 (3) 6m29 石川　京史 (2) 5m91 大野　航輝 (2) 5m74 齋藤　大豊 (2) 5m73 笠井　愛珠 (3) 5m64 大島　瑠斗 (3) 5m60 海老原　巧 (2) 5m50 植田　雄斗 (2) 5m49

芳賀:中村中 (+0.8) 日光:今市中 (+0.3) 塩谷:氏家中 (+1.6) 那須:黒磯北中 (+2.0) 那須:大田原中 (+2.2) 宇河:一条中 (+2.4) 下都:栃木南中 (+1.3) 宇河:宇大附属中 (+1.5)

8/31 B男子砲丸投(4.000kg) 中里　拓翔 (3) 12m98 猪瀬　琉斗 (2) 11m60 秋山　慎也 (3) 11m55 伊藤　聖空人 (3) 11m37 佐藤　煌鷹 (2) 11m26 深澤　凌 (2) 11m24 福田　勇翔 (3) 10m80 大野　一真 (3) 10m51

下都:大谷中 宇河:清原中 佐野:城東中 宇河:横川中 那須:黒磯北中 那須:黒磯北中 日光:大沢中 宇河:陽南中

8/31 A男子100m 木村　駆 (3) 11.12 清水　遼太郎 (3) 11.30 熊倉　直希 (3) 11.31 安濟　大起 (3) 11.39 毛塚　耀 (3) 11.48 上野　壮汰 (3) 11.55 須藤　史結 (3) 11.59 笈川　巧 (3) 11.60

那須:那須中 (+1.3) 下都:小山中 (+1.3) 佐野:田沼西中 (+1.3) 塩谷:氏家中 (+1.3) 下都:栃木東陽中 (+1.3) 下都:大谷中 (+1.4) 佐野:佐野南中 (+1.3) 下都:栃木西中 (-0.1)

8/31 A男子200m 熊倉　直希 (3) 23.31 木村　駆 (3) 23.35 安濟　大起 (3) 23.37 上野　壮汰 (3) 23.45 清水　遼太郎 (3) 23.78 柳沢　悠太 (3) 23.84 山本　莉久 (3) 24.13 黒子　虎琉 (3) 24.17

佐野:田沼西中 (-1.5) 那須:那須中 (-1.5) 塩谷:氏家中 (-1.5) 下都:大谷中 (-1.8) 下都:小山中 (-1.5) 宇河:豊郷中 (-1.5) 日光:今市中 (-1.8) 下都:栃木西中 (-1.8)

8/31 A男子3000m 早乙女　良真 (3) 8:50.87 薄根　大河 (3) 8:51.65 山﨑　一吹 (3) 8:52.56 山口　聡太 (3) 9:23.53 木村　蒼希 (3) 9:24.61 岩城　考雲 (3) 9:27.45 五味渕　結斗 (3) 9:34.98 藤田　翔大 (3) 9:38.14

鹿沼:鹿沼東中 芳賀:市貝中 宇河:若松原中 足利:足利二中 下都:石橋中 那須:大田原中 芳賀:市貝中 那須:三島中

8/31 A男子110mJH(0.991m/9.14m) 田高　優太 (1) 15.57 秋田　大翔 (3) 16.11 鈴木　空 (3) 16.21 砂川　勇太 (3) 16.52 丸山　大善 (3) 16.99 櫻井　大介 (3) 17.41

栃木:石橋高 (-0.4) 宇河:若松原中 (-0.4) 宇河:横川中 (-0.4) 宇河:横川中 (-0.4) 下都:小山中 (-0.4) 芳賀:真岡東中 (-0.4)

8/31 A男子走高跳 松田　永遠 (3) 1m85 尾花　陸斗 (3) 1m80 松本　澪綺 (3) 1m70 温井　貴也 (3) 1m70 遠藤　力斗 (3) 1m70 桜井　陽仁 (3) 1m60

芳賀:真岡東中 佐野:佐野南中 芳賀:中村中 宇河:田原中 鹿沼:鹿沼北中 鹿沼:鹿沼西中

大前　結人 (3) 1m70

宇河:姿川中

8/31 A男子砲丸投(5.000kg) 沼尾　空 (3) 12m48 市川　緋輝 (3) 12m43 岡田　隼人 (3) 11m34 霜鳥　隼 (3) 10m11

宇河:一条中 宇河:清原中 下都:桑中 鹿沼:鹿沼北中

8/31 ABC共通男子円盤投(1.500kg) 沼尾　空 (3) 31m11 今成　大地 (3) 29m83 吉原　航太郎 (3) 28m79 市川　緋輝 (3) 26m41 秋山　慎也 (3) 26m32 井上　元輝 (2) 25m53 佐藤　皇矢 (3) 24m82 川口　貴成 (3) 23m10

宇河:一条中 宇河:横川中 鹿沼:鹿沼北中 宇河:清原中 佐野:城東中 宇河:若松原中 塩谷:阿久津中 下都:小山三中

8/31 ABC共通男子ジャベリックスロー 竹島　颯志 (2) 52m98 中村　槙之介 (3) 45m84 鈴木　空 (3) 41m80 伊藤　聖空人 (3) 37m69 神戸　寛人 (3) 34m88 佐々木　徠斗 (3) 34m27 磯島　有椰人 (2) 34m12 金井　晃希 (3) 33m34

宇河:若松原中 鹿沼:鹿沼東中 宇河:横川中 宇河:横川中 芳賀:真岡東中 日光:落合中 宇河:清原中 鹿沼:鹿沼東中

日付 種目

8/31 C女子100m 山川　菜々子 (1) 13.18 菊地　世眞 (1) 13.27 平子　遙夏 (2) 13.42 藤田　実優 (1) 13.48 岩崎　吉江 (1) 13.56 福田　侑加 (2) 13.64 半田　真理 (2) 13.66 松本　かんな (1) 13.75

鹿沼:鹿沼北中 (-0.2) 下都:間々田中 (-0.2) 宇河:瑞穂野中 (-0.1) 下都:栃木西中 (-0.2) 芳賀:真岡中 (-0.2) 塩谷:矢板中 (0.0) 下都:小山三中 (0.0) 下都:栃木東陽中

8/31 C女子800m 大竹　音々 (1) 2:18.57 大金　ゆい (1) 2:21.79 田邉　風歌 (1) 2:22.11 宮下　麗美 (2) 2:22.16 荻原　千月 (1) 2:24.04 田島　美姫 (1) 2:25.91 吉濱　小羽音 (1) 2:27.81 黒子　蓮花 (1) 2:28.78

足利:足利二中 宇河:鬼怒中 下都:栃木西中 芳賀:芳賀中 芳賀:中村中 下都:栃木西中 下都:栃木東陽中 芳賀:真岡東中

8/31 C女子走幅跳 山本　実希 (1) 4m96 上野　那乃羽 (1) 4m54 半田　真理 (2) 4m52 森田　莉央 (2) 4m49 阿部　望叶 (2) 4m47 森　さあや (1) 4m45

足利:足利二中 (+0.8) 宇河:瑞穂野中 (+1.0) 下都:小山三中 (+1.7) 下都:石橋中 (+0.5) 那須:厚崎中 (+0.7) 下都:栃木西中

8/31 B女子100m 福田　菜々子 (3) 12.57 大図　奈々葉 (2) 13.15 伊藤　愛華 (2) 13.19 長島　結衣 (2) 13.21 仁平　夏希 (2) 13.45 大塚　唯加 (2) 13.47 加藤　杏莉 (2) 13.54 星　うらら (2) 13.58

那須:黒磯北中 (-0.6) 下都:石橋中 (-0.6) 下都:国分寺中 (-0.6) 芳賀:真岡中 (-0.5) 宇河:上三川中 (-0.5) 下都:栃木西中 (-0.5) 那須:黒磯北中 (-0.5) 南那:馬頭中 (-0.6)

8/31 B女子1500m 長島　結衣 (2) 4:40.80 渡邉　来愛 (2) 4:42.47 粕谷　雫 (2) 4:54.06 深澤　雫月 (2) 4:58.08 髙久　虹彩 (2) 5:01.07 阿久津　心和 (2) 5:01.13 小角　楓 (2) 5:01.41 竹田　陽菜葵 (2) 5:05.74

芳賀:真岡中 下都:栃木東陽中 宇河:瑞穂野中 那須:大田原中 那須:厚崎中 鹿沼:鹿沼東中 足利:足利北中 宇河:横川中

8/31 B女子100mH(0.762m/8.00m) 野村　美月 (2) 14.67 町田　珠実 (3) 14.93 高森　優萌 (2) 15.68 丸山　楓佳 (3) 15.90 羽田　結愛 (2) 16.01 駒場　杏里紗 (2) 16.25 古内　心陽 (3) 16.53 稲葉　美海 (2) 17.19

下都:小山城南中 (-0.4) 日光:今市中 (-0.4) 日光:今市中 (-0.4) 下都:小山三中 (-0.4) 足利:毛野中 (-0.4) 鹿沼:鹿沼西中 (-0.4) 宇河:若松原中 (-0.4) 下都:国分寺中 (-0.5)

8/31 B女子走幅跳 関谷　亜夢 (2) 4m74 鹿野　璃子 (2) 4m70 小川　彩 (2) 4m66 田中　愛莉亜 (2) 4m60 大森　千慧 (2) 4m55 益子　綾菜 (2) 4m54 杉本　美彩妃 (2) 4m51 渡辺　乃々華 (2) 4m44

日光:大沢中 (0.0) 下都:小山三中 (+1.1) 芳賀:中村中 (+0.8) 芳賀:真岡中 (+1.8) 宇河:宇大附属中 (+0.9) 那須:大田原中 (+2.4) 下都:間々田中 (+0.6) 下都:国分寺中 (+0.9)

8/31 B女子砲丸投(2.721kg) 大野　明日美 (3) 12m50 福田　葉月 (2) 10m24 大野　鈴夏 (2) 9m74 関口　実花 (2) 9m06 薄井　美咲 (2) 9m01 山口　奈那子 (2) 8m77 中島　奏 (2) 8m35 髙山　琴海 (2) 8m33

宇河:若松原中 鹿沼:鹿沼西中 宇河:一条中 宇河:瑞穂野中 那須:黒磯北中 宇河:瑞穂野中 宇河:横川中 下都:石橋中

8/31 A女子100m 福田　蒼依 (3) 12.38 黒須　珠晴 (3) 12.73 五月女　光 (3) 12.77 米田　凜音 (3) 12.94 小川　凜夢 (3) 13.84 長原　叶和 (3) 13.94

塩谷:矢板中 (+0.5) 下都:小山中 (+0.5) 鹿沼:鹿沼東中 (+0.5) 芳賀:中村中 (+0.5) 那須:西那須野中 (+0.5) 日光:日光東中 (+0.5)

8/31 A女子200m 蓬田　梨世蘭 (3) 28.85 小川　凜夢 (3) 29.10 石川　夕 (3) 31.35

宇河:姿川中 (-1.2) 那須:西那須野中 (-1.2) 鹿沼:鹿沼西中 (-1.2)

8/31 A女子3000m 星野　梨歩 (3) 10:09.35 西田　真花 (3) 10:12.85 横倉　紹 (3) 10:17.06 佐藤　あいり (3) 10:24.28 吉田　芹梨 (3) 10:27.53 宇賀神　向日葵 (3) 10:28.75 豊島　夏季 (3) 10:52.07 奥山　颯莉 (3) 11:06.28

那須:黒磯北中 那須:三島中 足利:足利二中 那須:大田原中 那須:三島中 下都:栃木東陽中 那須:大田原中 那須:西那須野中

8/31 A女子100mYH(0.762m/8.50m) 髙橋　彩葉 (3) 14.87 鷹箸　紗英 (3) 15.83 橋本　磨凜 (3) 16.70

宇河:陽南中 (0.0) 日光:今市中 (0.0) 下都:国分寺中 (0.0)

8/31 A女子走高跳 田中　琉唯 (3) 1m45 菅野　心桃 (3) 1m40

塩谷:氏家中 塩谷:矢板中

8/31 A女子砲丸投(4.000kg) 塩濵　咲空 (3) 10m76 伊澤　七星 (3) 9m26

宇河:若松原中 鹿沼:鹿沼北中

8/31 ABC共通女子円盤投(1.000kg) 伊澤　七星 (3) 26m14 柄木田　菜々美 (3) 22m47 儀間　里絵 (2) 19m29 尾島　葵 (3) 17m34 梶原　麻未 (3) 17m23 田中　蒔 (2) 15m20 山口　奈那子 (2) 15m02 畑山　凛音 (2) 14m66

鹿沼:鹿沼北中 塩谷:氏家中 芳賀:中村中 下都:間々田中 日光:今市中 宇河:一条中 宇河:瑞穂野中 下都:野木中

8/31 ABC共通女子ジャベリックスロー 大嶋　明日香 (2) 37m86 岩坂　理子 (3) 33m20 小林　憂南 (3) 31m38 中窪　楓花 (1) 30m00 髙山　琴海 (2) 28m66 加藤　咲希 (2) 28m50 鈴木　寿奈 (2) 26m93 大野　鈴夏 (2) 26m91

宇河:若松原中 宇河:一条中 鹿沼:鹿沼北中 塩谷:氏家中 下都:石橋中 芳賀:市貝中 芳賀:市貝中 宇河:一条中
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