
日付 種目
清水　遼太郎 (3) 11.37 笈川　巧 (3) 11.71 村尾　陽平 (3) 11.75 棚瀨　朝斗 (3) 11.76 増野　力叶 (3) 11.78 斎藤　寛樹 (2) 11.85 森　翔平 (2) 11.91 森戸　涼翔 (3) 12.03
下都:小山中 (+0.6) 下都:栃木西中 (+0.6) 宇河:宇大附属中 (+0.6) 塩谷:阿久津中 (+0.6) 宇河:陽東中 (+0.6) 日光:今市中 (+0.6) 下都:小山城南中 (+0.6) 下都:栃木西中 (-0.8)
毛塚　耀 (3) 23.56 西田　知生 (3) 24.08 大橋　陽斗 (2) 24.32 安濟　大起 (3) 24.34 本田　優芽 (3) 24.44 佐藤　煌鷹 (2) 24.60 村田　龍世 (3) 24.70 高桑　悠斗 (3) 24.75
下都:栃木東陽中 (-2.6) 下都:大谷中 (-3.6) 宇河:宇大附属中 (-3.6) 塩谷:氏家中 (-2.6) 宇河:陽東中 (-2.6) 那須:黒磯北中 (-2.6) 佐野:佐野北中 (-3.8) 宇河:宮の原中 (-3.8)
岡村　空都 (3) 53.37 上野　壮汰 (3) 53.49 横島　右玲思 (3) 53.93 関根　路世 (3) 53.96 樋口　尊 (3) 54.04 鈴木　諒士 (3) 54.06 井元　瑞穂 (3) 54.50 横尾　大成 (3) 54.61
佐野:佐野南中 下都:大谷中 下都:野木中 下都:栃木南中 塩谷:氏家中 那須:大田原中 下都:国分寺中 宇河:陽南中
早乙女　良真 (3) 2:01.40 伊藤　尊晴 (3) 2:02.97 藁萱　幸宗 (3) 2:06.06 西松　涼介 (3) 2:06.14 影山　正空 (3) 2:07.82 奥澤　敦士 (3) 2:08.39 斉藤　翔太 (3) 2:08.63 小島　大地 (3) 2:09.29
鹿沼:鹿沼東中 下都:大谷中 下都:栃木西中 下都:国分寺中 下都:栃木東陽中 下都:小山三中 塩谷:氏家中 宇河:一条中
河原　蒼 (3) 4:19.59 浅井　悠斗 (3) 4:20.04 宮本　錬 (2) 4:20.57 三森　悠真 (3) 4:22.91 井沢　北斗 (3) 4:23.77 駒場　真宏 (3) 4:24.67 河原　龍樹 (3) 4:25.83 行平　向来 (3) 4:27.20
南那:烏山中 塩谷:阿久津中 塩谷:氏家中 那須:西那須野中 下都:桑中 鹿沼:鹿沼東中 芳賀:益子中 下都:栃木東陽中

栗原　周平 (3) 9:24.93 前田　真徳 (3) 9:26.67 竹内　酉行 (2) 9:28.09 石井　達也 (3) 9:31.23 益子　裕雅 (2) 9:31.54 馬場　ｱﾝｼﾞｪﾛ　光 (2) 9:31.93 岩城　考雲 (3) 9:32.77 國井　楓慎 (2) 9:34.48
芳賀:真岡中 芳賀:真岡東中 那須:三島中 下都:国分寺中 那須:三島中 那須:三島中 那須:大田原中 那須:日新中
渡辺　伸吾 (2) 16.12 丸山　大善 (3) 16.48 藤田　晴幹 (3) 16.63 別府　大空 (3) 16.74 佐々木　瞬 (3) 16.79 神山　羅羽 (3) 16.95 郡司　快晴 (2) 17.08 金井　晃希 (3) 17.17
佐野:城東中 (-1.1) 下都:小山中 (-1.1) 宇河:宇大附属中 (-1.1) 那須:西那須野中 (-1.7) 下都:小山城南中 (-1.1) 日光:大沢中 (-1.7) 那須:西那須野中 (-1.7) 鹿沼:鹿沼東中 (-1.1)
塩谷:氏家中 44.72 下都:栃木西中 45.37 宇河:宇大附属中 45.78 日光:今市中 45.91 塩谷:阿久津中 46.15 下都:国分寺中 46.32 下都:小山中 46.33 下都:小山三中 46.40
川和　優也 (2) 黒子　虎琉 (3) 藤岡　輝 (3) 齋藤　星音斗 (3) 石井　遙 (2) 嘉久和　有馬 (3) 石川　碧人 (3) 船越　虎太郎 (3)

星　竜磨 (3) 内田　友葉 (3) 村尾　陽平 (3) 斎藤　寛樹 (2) 棚瀨　朝斗 (3) 江田　圭汰 (3) 清水　遼太郎 (3) 加藤　春樹 (3)

大山　圭亮 (3) 笈川　巧 (3) 藤田　晴幹 (3) 石川　京史 (2) 黒内　健心 (3) 西松　涼介 (3) 内藤　暁仁 (2) 岡田　伊織 (2)

安濟　大起 (3) 森戸　涼翔 (3) 癸生川　侑晟 (3) 山本　莉久 (3) 会森　稜 (3) 井元　瑞穂 (3) 丸山　大善 (3) 古内　良汰 (2)

松田　永遠 (3) 1m85 片柳　和輝 (3) 1m80 小川　悠希 (3) 1m75 穴山　敦士 (3) 1m75 鈴木　琉正 (3) 1m70 笠井　愛珠 (3) 1m70 関口　颯太 (3) 1m65
芳賀:真岡東中 下都:栃木南中 宇河:陽南中 那須:大田原中 宇河:陽南中 那須:大田原中 下都:栃木南中

大前　結人 (3) 1m70
宇河:姿川中

佐藤　真輝 (3) 2m90 君島　颯 (3) 2m60 重立　悠介 (3) 2m60 手塚　悠 (3) 2m60 中村　真太郎 (2) 2m40 首藤　友也 (3) 2m40 水沼　晴栄 (3) 2m40
那須:大田原中 那須:大田原中 芳賀:真岡東中 那須:三島中 下都:小山城南中 下都:小山城南中 芳賀:真岡東中

重立　亮介 (3) 2m60
芳賀:真岡東中

仁田脇　勝太 (3) 5m97 渡邉　桜太 (3) 5m94 大山　慧人 (3) 5m92 横山　正治 (3) 5m81 小堀　佑光 (3) 5m74 霜鳥　隼 (3) 5m72 千葉　未来 (3) 5m68 藤倉　虎太郎 (3) 5m65
宇河:陽北中 (+0.3) 鹿沼:鹿沼北中 (+3.3) 芳賀:真岡中 (+1.3) 下都:野木中 (+3.2) 佐野:佐野高附属中 (+2.1) 鹿沼:鹿沼北中 (+2.3) 宇河:泉が丘中 (+4.0) 下都:小山三中 (+1.2)
早乙女　大海 (3) 11m23 市川　緋輝 (3) 11m15 中里　拓翔 (3) 10m88 沼尾　空 (3) 10m83 永澤　良太 (3) 10m69 秋山　慎也 (3) 10m54 類家　崇佳 (3) 10m22 今成　大地 (3) 10m10
下都:小山二中 宇河:清原中 下都:大谷中 宇河:一条中 佐野:佐野北中 佐野:城東中 下都:大谷中 宇河:横川中
鈴木　空 (3) 2571点 砂川　勇太 (3) 2289点 鍵山　弘樹 (3) 2282点 伊藤　聖空人 (3) 2251点 柳　尚弥 (3) 2238点 川田　健斗 (2) 1998点 阿久津　飛来 (3) 1971点 吉原　航太郎 (3) 1846点
宇河:横川中 宇河:横川中 宇河:陽南中 宇河:横川中 宇河:清原中 宇河:横川中 日光:今市中 鹿沼:鹿沼北中

15.69-12m37-1m65-53.28 16.66-10m73-1m70-56.11 16.33-11m01-1m65-56.59 16.67-11m30-1m65-56.93 16.72-12m88-1m50-56.63 16.45-9m38-1m60-1:00.29 17.3-9m25-1m73-1:01.36 19.24-11m50-1m45-57.4

二宮　音彩 (2) 12.91 米田　凜音 (3) 12.97 五月女　光 (3) 13.12 大谷　美千香 (3) 13.48 大井　さくら (3) 13.51 東原　瑠乃 (3) 13.51 田中　琉唯 (3) 13.54 畠中　梨好 (2) 13.55
下都:栃木西中 (-2.8) 芳賀:中村中 (-2.8) 鹿沼:鹿沼東中 (-2.8) 塩谷:阿久津中 (-2.8) 鹿沼:鹿沼東中 (-3.3) 宇河:田原中 (-2.5) 塩谷:氏家中 (-1.1) 下都:小山中 (-2.8)
福田　蒼依 (3) 26.60 黒須　珠晴 (3) 26.87 新井　菜々子 (3) 27.25 岡田　真尋 (3) 27.59 大図　奈々葉 (2) 28.05 飯野　梨央奈 (2) 28.47 田野井　琴美 (2) 28.89 大森　冴彩 (3) 28.94
塩谷:矢板中 (-3.7) 下都:小山中 (-3.7) 下都:間々田中 (-3.7) 佐野:佐野南中 (-3.7) 下都:石橋中 (-4.4) 日光:今市中 (-4.4) 日光:大沢中 (-4.4) 那須:三島中 (-4.4)
後藤　莉乃愛 (3) 2:23.43 吉田　芹梨 (3) 2:23.93 金子　眞利奈 (3) 2:24.28 小林　咲那 (3) 2:26.03 黒﨑　ゆな (1) 2:27.15 荻原　千月 (1) 2:27.17 飯島　めぐみ (3) 2:27.20 小林　桃子 (3) 2:27.61
那須:厚崎中 那須:三島中 鹿沼:鹿沼北中 那須:三島中 宇河:宇大附属中 芳賀:中村中 下都:栃木東陽中 宇河:陽東中
粕谷　雫 (2) 4:48.25 西田　真花 (3) 4:48.74 大嶋　妃奈乃 (2) 4:50.87 木村　華音 (2) 4:56.04 髙久　虹彩 (2) 4:56.28 田中　美羽 (2) 4:57.12 佐藤　あいり (3) 4:58.28 奥山　颯莉 (3) 4:58.35
宇河:瑞穂野中 那須:三島中 下都:小山三中 那須:三島中 那須:厚崎中 那須:西那須野中 那須:大田原中 那須:西那須野中

野村　美月 (2) 15.49 鷹箸　紗英 (3) 15.72 高森　優萌 (2) 15.95 片倉　奈々子 (3) 16.24 駒場　杏里紗 (2) 16.26 長原　美唯 (3) 16.72 柏﨑　真李奈 (3) 17.16 鈴木　美釉 (3) 17.18
下都:小山城南中 (-0.6) 日光:今市中 (-0.6) 日光:今市中 (-0.6) 鹿沼:鹿沼東中 (-0.6) 鹿沼:鹿沼西中 (-0.6) 日光:今市中 (-1.0) 下都:小山城南中 (-1.1) 下都:大谷中 (-1.1)
塩谷:矢板中 50.59 下都:栃木西中 50.61 下都:小山中 50.97 日光:今市中 51.62 佐野:佐野北中 52.13 下都:間々田中 52.26 下都:石橋中 52.57 芳賀:中村中 52.75
村上　凜 (3) 琴寄　南海 (3) 白土　小雪 (2) 町田　珠実 (3) 青柳　沙良 (3) 杉本　美彩妃 (2) 森田　莉央 (2) 髙田　向日葵 (2)

福田　蒼依 (3) 二宮　音彩 (2) 黒須　珠晴 (3) 飯野　梨央奈 (2) 風間　あき子 (3) 新井　菜々子 (3) 大図　奈々葉 (2) 平石　遥菜 (3)

菅野　心桃 (3) 大塚　唯加 (2) 関　歩珠 (2) 高森　優萌 (2) 中村　真衣佳 (2) 田口　遥子 (2) 市川　千夏 (3) 小川　彩 (2)

大高　凜果 (3) 黒川　心羽 (3) 畠中　梨好 (2) 鷹箸　紗英 (3) 阿部　百花 (3) 菊地　世眞 (1) 長谷川　空 (3) 米田　凜音 (3)

榎本　桃 (3) 1m50 瓦井　希歩 (3) 1m45 沼村　亜希 (3) 1m45 髙﨑　亜美夏 (2) 1m45 中島　奏 (2) 1m40
下都:野木中 鹿沼:鹿沼東中 宇河:上三川中 宇河:上三川中 宇河:横川中

河本　芽依 (3) 1m45 佐藤　優奈 (3) 1m40
宇河:旭中 鹿沼:鹿沼北中

越路　結菜 (3) 1m40
那須:厚崎中

田村　舞子 (3) 5m07 小川　彩 (2) 4m91 八重樫　燈 (3) 4m75 蓬田　梨世蘭 (3) 4m74 市川　千夏 (3) 4m73 川﨑　璃子 (3) 4m73 黒尾　ののか (3) 4m72 野中　ニコル (3) 4m72
下都:栃木南中 (+1.2) 芳賀:中村中 (+1.5) 下都:小山三中 (+2.1) 宇河:姿川中 (+0.6) 下都:石橋中 (+3.1) 宇河:豊郷中 (+3.4) 塩谷:氏家中 (+3.8) 那須:那須中 (+3.2)
塩濵　咲空 (3) 12m98 伊澤　七星 (3) 12m52 大野　明日美 (3) 12m38 佐藤　彩永 (3) 11m38 田中　蒔 (2) 10m91 栁井　すみれ (3) 10m78 梶原　麻未 (3) 10m73
宇河:若松原中 鹿沼:鹿沼北中 宇河:若松原中 下都:小山城南中 宇河:一条中 那須:三島中 日光:今市中

吉岡　莉奈 (3) 10m73
宇河:清原中

町田　珠実 (3) 2485点 橋本　磨凜 (3) 2345点 朝日　凜 (2) 2295点 平子　遙夏 (2) 2265点 山本　実希 (1) 2167点 羽田　結愛 (3) 2151点 髙橋　彩葉 (3) 2136点 古内　心陽 (3) 2101点
日光:今市中 下都:国分寺中 日光:大沢中 宇河:瑞穂野中 足利:足利二中 足利:毛野中 宇河:陽南中 宇河:若松原中

15.69-1m52-8m96-28.06 15.75-1m49-8m26-28.73 15.38-1m49-6m38-28.42 15.69-1m40-8m26-28.61 16.54-1m43-7m83-28.58 16.08-1m40-8m34-29.55 15.72-1m40-6m82-29.04 16.71-1m30-9m96-29.26

6月1日 共通女子四種競技

6月1日 共通女子走幅跳

6月1日 共通女子砲丸投(2.721kg)

6月1日 共通女子100mH(0.762m/8.00m)

6月1日 共通女子4×100mR

6月1日 共通女子走高跳

6月1日 共通女子800m

6月1日 共通女子1500m

6月1日 共通女子100m

6月1日 共通女子200m

6月1日 共通男子四種競技

6月1日 共通男子走幅跳

6月1日 共通男子砲丸投(5.000kg)

6月1日 共通男子棒高跳

6月1日 共通男子3000m

6月1日 共通男子110mH(0.914m/9.14m)

6月1日 共通男子4×100mR

6月1日 共通男子走高跳

6月1日 共通男子400m

6月1日 共通男子800m

6月1日 共通男子1500m

6月1日 共通男子100m

6月1日 共通男子200m

記 録 主 任 福﨑　悠平

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

競技場コード：093060

第17回　栃木県ジュニア陸上競技トライアル　決勝一覧
競技会コード：19 09 3301

審 判 長 岡　　博文

ト ラ ッ ク 審 判 長 星　　政明

フ ィ ー ル ド 審 判 長

藤田　英司ス タ ー ト 審 判 長日　　　　付：令和元年6月1日(土)

競　 技 　場：大田原市美原公園陸上競技場 佐藤　博之


