
日付 種目

松本　涼 (2) 11.45 野口　祐叶 (3) 11.60 鶴見　光 (3) 11.75 松嶋　伶弥 (2) 11.76 大根田　翔 (2) 11.83 荒川　貴郁 (3) 11.85 小宮　俊浩 (3) 11.85 久保　翼 (3) 11.94

下都・小山三中 +0.3 那須・厚崎中 +0.3 下都・小山城南中 +0.4 下都・小山三中 +0.4 宇河・鬼怒中 +0.5 下都・栃木西中 +0.7 下都・小山城南中 +0.5 宇河・陽西中 +0.3

ｶﾄﾗﾙ　ﾆｰﾙ　ﾏｲｹﾙ (3) 23.02 関根　功織 (3) 23.76 柳　拓己 (3) 23.97 廣田　大希 (2) 24.36 佐藤　優希 (2) 24.39 太田　冴翔 (3) 24.51 大森　至恩 (3) 24.53 星野　尚哉 (3) 24.55

塩谷・阿久津中 -3.9 下都・栃木南中 -3.9 宇河・瑞穂野中 -3.9 鹿沼・鹿沼西中 -3.9 塩谷・氏家中 -1.7 宇河・瑞穂野中 -1.7 鹿沼・鹿沼東中 -1.7 那須・厚崎中 -3.9

鈴木　拓人 (3) 52.64 笠原　洋和 (3) 54.30 山下　駿斗 (2) 54.78 大塚　皓介 (3) 54.79 青栁　永規 (3) 54.99 斉藤　正真 (3) 55.21 井上　一希 (3) 56.03 鈴木　凱登 (3) 56.63

鹿沼・鹿沼東中 那須・大田原中 下都・小山城南中 宇河・宮の原中 宇河・宇大附属中 下都・大谷中 下都・栃木西中 那須・西那須野中

桑原　築希 (3) 2.05.06 小島　大河 (3) 2.06.69 池田　瑠偉 (3) 2.08.25 渡部　晶夫 (3) 2.08.82 中岡　慎太郎 (2) 2.09.10 近藤　和希 (3) 2.09.28 宮田　真優 (3) 2.09.54 猪瀬　歩睦 (3) 2.10.01

塩谷・矢板中 下都・栃木西中 塩谷・片岡中 鹿沼・鹿沼東中 宇河・姿川中 下都・小山三中 下都・桑中 下都・栃木南中

工藤　巧夢 (3) 4.10.21 愛沢　誠也 (3) 4.15.88 藤田　翔 (3) 4.24.52 鈴木　太陽 (2) 4.25.85 町田　直紀 (3) 4.25.87 酒井　遼介 (3) 4.26.87 山口　彰太 (1) 4.27.44 伊藤　優 (2) 4.27.47

那須・大田原中 下都・小山城南中 那須・大田原中 宇河・姿川中 那須・大田原中 那須・西那須野中 足利・足利二中 塩谷・氏家中

風間　銀河 (3) 9.21.59 橋屋　憂典 (3) 9.25.40 齊藤　太軌 (3) 9.26.81 加藤　拓海 (2) 9.28.44 菊池　涼 (3) 9.30.44 小林　凌真 (2) 9.35.26 亀井　大生 (2) 9.36.65 大澤　瑠海 (3) 9.40.88

宇河・横川中 芳賀・真岡中 宇河・宇大附属中 塩谷・阿久津中 那須・西那須野中 那須・三島中 宇河・宇大附属中 塩谷・矢板中

豊後　滉輔 (3) 16.11 遠藤　駿 (3) 16.11 棚瀨　雄斗 (3) 16.35 髙根沢　楽 (3) 16.49 篠田　凌一 (3) 16.91 大樹　一仁 (3) 16.92 松本　潤哉 (3) 17.25 片柳　創 (2) 17.36

宇河・若松原中 -2.6 鹿沼・鹿沼東中 -2.6 塩谷・阿久津中 -2.6 那須・厚崎中 -2.6 下都・大谷中 -2.6 塩谷・氏家中 -2.6 那須・三島中 -1.0 下都・栃木南中 -2.3

新井　甲斐 (3) 1m80 川田　晴之 (3) 1m80 手塚　大地 (3) 1m75 佐山　寛人 (3) 1m70 滝田　和真 (3) 1m70 川久保　翼 (2) 1m70 柿沼　隼人 (3) 1m70 有江　祥真 (3) 1m70

佐野・佐野南中 鹿沼・鹿沼西中 塩谷・塩谷中 下都・栃木東陽中 下都・小山三中 下都・栃木東陽中 5位 塩谷・塩谷中 5位 宇河・瑞穂野中

北村　卓巳 (3) 1m70

宇河・泉が丘中

及川　蒼貴 (3) 3m50 須藤　正希 (3) 3m40 小笠原　涼介 (2) 3m20 諏訪　貴也 (3) 3m10 若林　昂己 (3) 3m00 甲斐　晴輝 (3) 2m90 飯田　要 (3) 2m70 木村　圭汰 (2) 2m60

宇河・上三川中 那須・三島中 宇河・上三川中 芳賀・真岡中 那須・大田原中 下都・小山城南中 芳賀・真岡東中 宇河・上三川中

田中　翔馬 (3) 5m89 伊勢川　真生 (3) 5m86 古川　尊 (3) 5m76 佐藤　瞭真 (3) 5m75 藤平　隼人 (2) 5m74 大氣　司 (3) 5m58 松木　悠眞 (2) 5m58 秋山　峻登 (3) 5m57

足利・協和中 +1.0 塩谷・氏家中 -0.9 佐野・佐野高附属中 +1.5 宇河・陽北中 +1.5 下都・栃木西中 +1.5 塩谷・片岡中 -1.2 宇河・旭中 +1.6　6位 芳賀・真岡中 0.0

齋藤　永遠 (3) 12m70 大塚　誠也 (3) 12m21 嶋田　裕二 (3) 12m16 岸　龍永 (3) 11m39 鈴木　海 (3) 11m26 梅山　純音 (2) 10m93 関山　洸哉 (2) 10m86 長井　尚紀 (3) 10m78

宇河・横川中 宇河・雀宮中 下都・小山城南中 下都・小山中 宇河・若松原中 下都・小山城南中 下都・小山城南中 宇河・若松原中

野城　杏奈 (3) 12.88 倉澤　みはな (2) 12.98 福田　蒼依 (1) 13.04 加藤　奏花 (3) 13.14 田中　玖留実 (3) 13.22 西巻　陽万葵 (3) 13.33 米田　凛音 (1) 13.34 荒井　麻帆 (3) 13.35

佐野・佐野北中 +1.3 鹿沼・北犬飼中 +1.3 塩谷・矢板中 +1.3 宇河・陽北中 +1.3 宇河・泉が丘中 +1.3 塩谷・氏家中 +0.8 芳賀・中村中 +0.3 鹿沼・鹿沼北中 +1.3

仁野平　千怜 (2) 26.24 菊地　晴日 (3) 26.46 伏木　ひより (2) 26.94 田村　莉麻 (3) 27.04 山口　優芽 (2) 27.15 角野　來春 (3) 27.69 加藤　砂羽 (3) 27.72 渡邉　咲妃 (3) 27.81

塩谷・阿久津中 +0.2 塩谷・阿久津中 +0.2 下都・栃木西中 +0.2 下都・栃木西中 +0.2 芳賀・真岡中 +0.4 宇河・陽西中 +0.2 下都・南犬飼中 +0.2 鹿沼・鹿沼東中 +0.4

飯塚　遥香 (3) 2.22.04 片寄　帆香 (3) 2.24.30 山崎　瑠杏 (2) 2.24.65 大金　未歩 (2) 2.25.23 阿久津　奈那 (3) 2.25.83 島田　愛香 (2) 2.26.31 福島　綾菜 (3) 2.26.93 小林　咲那 (1) 2.27.11

下都・桑中 宇河・上三川中 下都・小山三中 那須・西那須野中 鹿沼・鹿沼西中 足利・足利二中 宇河・明治中 那須・三島中

渡辺　凛花 (2) 4.41.34 千葉　彩良 (3) 4.41.62 木村　桜華 (3) 4.44.34 齋藤　彩夢 (3) 4.50.30 藤原　唯奈 (3) 4.50.62 竹澤　綾花 (2) 4.57.63 神永　七海 (2) 4.58.42 福井　凜 (2) 4.59.11

那須・厚崎中 那須・大田原中 下都・国分寺中 宇河・姿川中 芳賀・真岡中 宇河・姿川中 下都・小山城南中 那須・三島中

木村　朱伽 (3) 15.45 田口　真悠 (2) 15.59 中里　百葉 (1) 15.66 菊地　真菜 (3) 15.90 樋口　萌佳 (3) 16.12 瀬川　琴音 (2) 16.74 佐藤　友佳 (2) 16.89 竹久保　智美 (3) 16.90

下都・小山城南中 -1.4 宇河・姿川中 -1.4 佐野・田沼東中 -0.2 足利・足利二中 -1.4 那須・大田原中 -1.4 塩谷・氏家中 -1.0 下都・栃木南中 -1.4 下都・栃木南中 -1.0

加藤　海咲 (2) 1m55 渡邉　里咲 (3) 1m55 寺内　優 (3) 1m50 桂　貴美子 (2) 1m45 伊藤　理恵 (3) 1m40 加納　汐夏 (2) 1m40 但野　愛果 (3) 1m40 遠藤　咲音 (3) 1m40

那須・西那須野中 宇河・一条中 1位 下都・栃木西中 足利・足利二中 宇河・鬼怒中 佐野・城東中 5位 下都・小山城南中 宇河・一条中

善林　優里奈 (3) 1m40

鹿沼・鹿沼東中

野田　楓 (2) 4m86 桑田　愛佳理 (2) 4m75 倉上　世蘭 (2) 4m73 岩﨑　悠花 (3) 4m72 高村　うらら (3) 4m65 塩谷　優奈 (3) 4m61 天野　日菜子 (2) 4m61 犬飼　真緒 (3) 4m60

芳賀・真岡中 -3.9 那須・西那須野中 -0.5 鹿沼・鹿沼東中 -0.5 宇河・泉が丘中 -4.3 鹿沼・鹿沼東中 -3.9 那須・日新中 -0.5 宇河・姿川中 -1.2 塩谷・阿久津中 -0.5

佐藤　理永 (3) 11m91 髙堀　葵 (3) 11m83 中村　安佑実 (3) 11m27 鈴木　憧子 (3) 10m77 永井　彩花 (3) 10m46 長　来海 (3) 10m37 関口　朋子 (3) 10m23 中村　千春 (3) 10m13

下都・小山城南中 宇河・旭中 宇河・若松原中 下都・小山二中 宇河・若松原中 鹿沼・鹿沼東中 鹿沼・鹿沼西中 宇河・泉が丘中
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