
栃木県中学校駅伝競走大会　選手一覧

レーン №)学校名[地区名] 男子１区 男子２区 男子３区 男子４区 男子５区 男子６区

1 2)真岡東中[芳　賀] 石川　悠斗(3) 櫻井　聖也(2) 吉澤　侑甫(3) 真谷　博飛(3) 柴田　聖琉(3) 髙松　京真(3)

2 6)塩谷中[塩　谷] 小野﨑　亨(2) 栗原　大嘉(3) 片山　雄斗(2) 藤崎　賢人(2) 阿部　優樹(3) 斎藤　雄一郎(2)

3 29)佐野南中[佐　野] 福田　誉仁(3) 中田　悠人(3) 新井　颯斗(2) 水野　駿介(3) 恩田　陸斗(2) 小久保　舜(3)

4 17)陽南中[宇　河] 藤田　篤史(3) 佐藤　広能(3) 渡邉　勇利(2) 山中　吏翔(3) 小嶋　遼太郎(3) 月橋　温音(3)

5 5)氏家中[塩　谷] 小川　心徠(2) 宮本　錬(3) 青山　竜太朗(2) 小泉　祐翔(3) 鈴木　快(3) 笠原　颯太(3)

6 25)小山三中[下都賀] 髙野　航希(3) 高橋　勇(3) 菊地　千風(2) 小林　駿(1) 森田　敦也(1) 山田　哲平(3)

7 37)三島中[那　須] 福島　悠叶(3) 益子　裕雅(3) 馬場　アンジェロ　光(3) 荒川　煌介(2) 佐藤　元紀(3) 竹内　酉行(3)

8 21)大沢中[日　光] 小又　琉神(3) 手塚　大斗(3) 米山　拓人(2) 髙井　太陽(3) 新村　脩仁(2) 江口　怜臣(1)

9 33)足利北中[足　利] 亀山　翔成(3) 尾﨑　元希(3) 川島　大輝(3) 須藤　叶夢(2) 桒島　渓音(3) 中野　光理(2)

10 1)市貝中[芳　賀] 小林　圭吾(3) 小堀　雄大(3) 塙　悠斗(2) 鈴木　悠仁(3) 大島　一馬(2) 長嶋　太城(2)

11 13)鹿沼北中[鹿　沼] 篠田　将智(2) 星野　吾郎(2) 市川　結基(3) 大沼　琉玖(3) 田中　咲也(1) 福田　瀧央(2)

12 9)馬頭中[南那須] 深澤　晴(2) 平野　廣馬(2) 鈴木　悠人(3) 岡本　元汰(3) 小泉　槙之介(3) 五味渕　司(3)

13 34)足利一中[足　利] 植木　聖音(1) 黒田　樟大(3) 大川　空陽(1) 三浦　舞翔(1) 三木　由翔(1) 田村　脩真(3)

14 18)若松原中[宇　河] 宮川　秀成(3) 高橋　遥斗(3) 齊藤　壮汰(3) 豊田　晃司(3) 五月女　誠人(2) 木内　大地(3)

15 22)落合中[日　光] 原　慎太郎(3) 金田　レオ(3) 山本　拓未(3) 福田　駈(2) 湯澤　成真(2) 栁田　峻吾(2)

16 3)中村中[芳　賀] 斉藤　圭甫(3) 江越　大樹(3) 上野　陸弥(3) 賀川　翔太(1) 小倉　哲也(2) 伊藤　叶人(1)

17 10)南那須中[南那須] 塩田　優介(3) 石川　駿(2) 永野　滉太(3) 阿久津　昊汰(3) 池尻　千騎(2) 佐藤　京太朗(3)

18 26)国分寺中[下都賀] 海老原　智陽(3) 福永　廉(2) 横松　誠也(3) 佐藤　煌牙(2) 齋藤　諒(3) 印南　智史(2)

19 14)鹿沼東中[鹿　沼] 柏﨑　大知(3) 岩本　由輝(2) 小藤　唯斗(3) 武村　佳祐(3) 狐塚　颯汰(1) 向井　凛太朗(3)

20 30)城東中[佐　野] 阿部　寿希也(3) 澤田　聡太(3) 藤沼　虎亜(2) 小島　康暉(2) 増田　宗和(3) 兵藤　舜(3)

21 38)西那須野中[那　須] 宮本　大心(3) 國井　歩(3) 池之上　響(3) 小山　義将(3) 石坂　蒼太(3) 本橋　大希(3)



栃木県中学校女子駅伝競走大会　選手一覧

レーン №)学校名[地区名] 女子１区 女子２区 女子３区 女子４区 女子５区

1 34)足利二中[足　利] 大竹　音々(2) 山本　実希(2) 安藤　優夏(3) 後藤　瀬里葉(1) 人見　芽依(1)

2 2)市貝中[芳　賀] 枝野　光里(2) 中野　結咲(1) 綱川　七愛(2) 羽生　真心(2) 國井　あかり(3)

3 21)大沢中[日　光] 大内　心愛(2) 朝日　凜(3) 廣長　夢彩(2) 若田　奈々(3) 金田　凛々(1)

4 25)栃木西中[下都賀] 田邉　風歌(2) 岡本　可蓮(3) 吉田　千桜(1) 山下　真央(1) 田島　美姫(2)

5 5)矢板中[塩　谷] 長久保　心愛(2) 山崎　心春(2) 菅野　胡桃(3) 菅野　桜心(2) 齋藤　遥花(2)

6 29)佐野南中[佐　野] 菅　万結子(2) 佐藤　心花(2) 齋藤　麻優(2) 野澤　萠愛(1) 増田　菜々(2)

7 9)馬頭中[南那須] 関谷　依舞季(3) 大森　千璃(1) 荒井　玲望(1) 小堀　翠夏(1) 佐藤　寧祢(2)

8 33)足利一中[足　利] 田沼　華(1) 津久井　実佑(1) 谷川　舞華(1) 對比地　瑠那(3) 富田　心菜(1)

9 39)黒磯北中[那　須] 磯　陽向(1) 益子　奈々(2) 小澤　美夕(1) 君島　七明(3) 福田　美緒(2)

10 17)瑞穂野中[宇　河] 粕谷　雫(3) 荒井　ひなこ(1) 池田　結菜(3) 関口　実花(3) 冨田　翔子(3)

11 1)真岡東中[芳　賀] 黒子　蓮花(2) 鈴木　咲良(3) 加藤　幸(1) 髙波　眞妃(3) 松本　瑠莉(1)

12 37)大田原中[那　須] 渡邊　奈菜(2) 渡邊　怜菜(2) 岩城　花蓮(1) 大江　愛唯(2) 深澤　雫月(3)

13 38)西那須野中[那　須] 前沢　汐璃(1) 関口　夏海(1) 星　遥陽(2) 田村　美彩(3) 田中　美羽(3)

14 6)北高根沢中[塩　谷] 寺田　芽依奈(2) 鈴木　夏音(2) 村上　果蓮(3) 堺　明璃(3) 寺田　紗彩(3)

15 18)若松原中[宇　河] 山田　桃子(3) 岡本　夏奈(2) 福井　紅音(3) 鈴木　咲幸(1) 田中　綾女(3)

16 30)あそ野学園[佐　野] 細野　双葉(9) 飯田　真生(7) 大貫　陽菜(7) 塚原　梛奈心(9) 田中　のん(7)

17 14)鹿沼北中[鹿　沼] 田濤　真央(2) 加藤　緋乃(1) 小松崎　花菜(1) 関口　朋花(1) 福田　花音(2)

18 22)今市中[日　光] 金城　桃(1) 高森　優萌(3) 吉田　聖奈(1) 町田　琴美(2) 大久保　遥(3)

19 26)栃木東陽中[下都賀] 吉濱　小羽音(2) 永島　梓(2) 杉浦　万菜(1) 五十嵐　華菜(1) 田中　七夢(1)

20 10)南那須中[南那須] 福田　姫愛(1) 吉葉　咲良(3) 猪野　樹莉(3) 滝口　桃子(1) 滝口　日桜凛(2)

21 13)鹿沼東中[鹿　沼] 阿久津　心和(3) 吉田　乃彩(3) 石塚　真世(1) 市原　叶美(1) 岡部　星來(2)


