
日付 種目

熊倉　直希 (1) 12.41 江田　圭汰 (1) 12.79 木村　駆 (1) 12.83 星野　蒼太 (1) 12.87 小林　啓剛 (1) 12.91 棚瀨　朝斗 (1) 13.04 飯嶋　那王 (1) 13.05 長谷川　慶伍 (1) 13.10

佐野・田沼西中 下都・国分寺中 那須・那須中 那須・東那須野中 足利・山辺中 塩谷・阿久津中 鹿沼・鹿沼東中 那須・黒磯北中

松本　涼 (2) 11.46 小森　雄斗 (2) 11.56 土屋　歩夢 (2) 11.62 松嶋　伶弥 (2) 11.68 佐藤　優希 (2) 11.73 厚木　晴光 (2) 11.82 廣田　大希 (2) 11.91   

下都・小山三中 宇河・鬼怒中 那須・三島中 下都・小山三中 塩谷・氏家中 下都・小山城南中 鹿沼・鹿沼西中  

マデロ　ケンジ (3) 11.25 石川　翼 (3) 11.41 野口　祐叶 (3) 11.49 柳　拓己 (3) 11.50 大根田　翼 (3) 11.52 山本　弥希 (3) 11.55 笠原　丈都 (3) 11.66 村井　仁 (3) 11.79

佐野・城東中 下都・小山中 那須・厚崎中 宇河・瑞穂野中 宇河・鬼怒中 塩谷・塩谷中 芳賀・真岡中 芳賀・山前中

マデロ　ケンジ (3) 22.78 石川　翼 (3) 23.08 上田　康介 (3) 23.13 野口　祐叶 (3) 23.44 村井　仁 (3) 23.73 関根　啓雅 (3) 23.75 山本　弥希 (3) 23.93 久保　翼 (3) 24.11

佐野・城東中 下都・小山中 塩谷・阿久津中 那須・厚崎中 芳賀・山前中 下都・大平中 塩谷・塩谷中 宇河・陽西中

渡邊　勇汰郎 (3) 52.10 鈴木　拓人 (3) 53.01 吉岡　勇人 (3) 53.34 大關　祐樹 (3) 54.04 大塚　皓介 (3) 55.14 笠原　洋和 (3) 55.43 田中　琉希 (3) 56.65 熊倉　唯希 (3) 58.82

那須・三島中 鹿沼・鹿沼東中 宇河・瑞穂野中 宇河・宇大附属中 宇河・宮の原中 那須・大田原中 那須・那須中央中 佐野・田沼西中

愛沢　誠也 (3) 2.01.94 宮田　真優 (3) 2.03.85 斎藤　昌宏 (3) 2.05.57 大澤　瑠海 (3) 2.05.83 上杉　悠真 (3) 2.06.57 藤田　翔 (3) 2.07.26 渡部　晶夫 (3) 2.07.81 佐藤　祐輔 (3) 2.07.96

下都・小山城南中 下都・桑中 塩谷・塩谷中 塩谷・矢板中 佐野・赤見中 那須・大田原中 鹿沼・鹿沼東中 芳賀・七井中

山口　彰太 (1) 4.25.86 海老原　悠生 (1) 4.35.93 長岡　蓮人 (1) 4.39.68 早乙女　良真 (1) 4.41.28 松島　将吾 (1) 4.45.92 河原　蒼 (1) 4.46.80 髙久　歌生人 (1) 4.47.91 佐藤　瑠祐 (1) 4.49.36

足利・足利二中 大会記録 芳賀・物部中 芳賀・益子中 鹿沼・鹿沼東中 佐野・田沼東中 南那・烏山中 日光・小林中 那須・黒磯北中

工藤　巧夢 (3) 4.11.37 海老澤　憲伸 (3) 4.15.72 藤田　翔 (3) 4.17.97 小藤　颯人 (3) 4.18.03 風間　銀河 (3) 4.21.05 大田和　一斗 (3) 4.22.83 宮田　真優 (3) 4.25.27 佐藤　祐輔 (3) 4.26.82

那須・大田原中 芳賀・益子中 那須・大田原中 下都・栃木東陽中 宇河・横川中 芳賀・大内中 下都・桑中 芳賀・七井中

海老澤　憲伸 (3) 8.53.08 工藤　巧夢 (3) 9.01.51 大田和　一斗 (3) 9.06.30 滝澤　愛弥 (2) 9.11.05 町田　直紀 (3) 9.19.26 前田　健心 (3) 9.19.58 橋屋　憂典 (3) 9.26.49 村上　心優 (3) 9.26.85

芳賀・益子中 那須・大田原中 芳賀・大内中 日光・藤原中 那須・大田原中 足利・協和中 芳賀・真岡中 那須・三島中

有江　祥真 (3) 15.50 笠原　丈都 (3) 15.70 遠藤　駿 (3) 15.92 髙根沢　楽 (3) 15.94 篠田　凌一 (3) 16.12 町田　光輝 (3) 16.14 塩野目　友都 (3) 16.57 北村　卓巳 (3) 16.98

宇河・瑞穂野中 芳賀・真岡中 鹿沼・鹿沼東中 那須・厚崎中 下都・大谷中 下都・小山中 南那・烏山中 宇河・泉が丘中

那須・三島中 44.25 塩谷・阿久津中 44.86 下都・小山中 45.18 那須・厚崎中 45.19 宇河・瑞穂野中 45.80 宇河・鬼怒中 46.63 佐野・田沼西中 46.92 塩谷・氏家中 47.20

塩井　理玖 (3) 山下　楓眞 (3) 髙橋　純平 (3) 髙根沢　楽 (3) 有江　祥真 (3) 大根田　翔 (2) 岩下　侑斗 (3) 中里　伊吹 (3)

渡邊　勇汰郎 (3) ｶﾄﾗﾙ　ﾆｰﾙ　ﾏｲｹﾙ (3) 石川　翼 (3) 野口　祐叶 (3) 太田　冴翔 (3) 小森　雄斗 (2) 大鷲　駿 (3) 佐藤　優希 (2)

毛塚　隆斗 (3) 棚瀨　雄斗 (3) 速水　翔吾 (3) 星野　尚哉 (3) 吉岡　勇人 (3) 野澤　太紀 (3) 大貫　凌雅 (3) 伊勢川　真生 (3)

土屋　歩夢 (2) 上田　康介 (3) 町田　光輝 (3) 渡邉　榛輝 (2) 柳　拓己 (3) 大根田　翼 (3) 熊倉　唯希 (3) 大樹　一仁 (3)

佐山　寛人 (3) 1m82 鈴木　淳太 (3) 1m79 新井　甲斐 (3) 1m76 川田　晴之 (3) 1m76 阿見　凜人 (2) 1m73 柿沼　隼人 (3) 1m73 長濵　愛斗 (3) 1m70 川久保　翼 (2) 1m65

下都・栃木東陽中 芳賀・真岡西中 佐野・佐野南中 鹿沼・鹿沼西中 那須・西那須野中 塩谷・塩谷中 下都・間々田中 下都・栃木東陽中

成田　響 (3) 1m65

宇河・陽南中

五月女　柊斗 (3) 3m60 須藤　正希 (3) 3m40 諏訪　貴也 (3) 3m00 渡邉　樹 (2) 2m90 若林　昂己 (3) 2m80 生塩　勝道 (3) 2m60

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

ｶﾄﾗﾙ　ﾆｰﾙ　ﾏｲｹﾙ (3) 6m63 田中　翔馬 (3) 6m10 石川　智寛 (3) 6m09 秋山　峻登 (3) 6m06 田代　紘大 (3) 6m05 江守　駿人 (2) 5m97 坂元　泰 (3) 5m95 佐藤　瞭真 (3) 5m95

塩谷・阿久津中 -1.2 足利・協和中 0.0 下都・國學院栃木中 +1.4 芳賀・真岡中 +1.0 芳賀・市貝中 -0.9 芳賀・芳賀中 0.0 宇河・宇大附属中 -0.5 宇河・陽北中 +0.2

齋藤　永遠 (3) 14m04 鈴木　海 (3) 12m76 嶋田　裕二 (3) 12m56 大塚　誠也 (3) 12m01 岸　龍永 (3) 11m83 中島　亮 (3) 11m56 関山　洸哉 (2) 11m35 小野口　廉 (3) 10m80

宇河・横川中 宇河・若松原中 下都・小山城南中 宇河・雀宮中 下都・小山中 那須・那須中央中 下都・小山城南中 鹿沼・北犬飼中

鈴木　海 (3) 2548点 有江　祥真 (3) 2397点 長井　尚紀 (3) 2231点 宇梶　聡也 (3) 2157点 髙田　伸行 (3) 2152点 柴田　大輝 (3) 1976点 豊後　滉輔 (3) 1973点 篠田　凌一 (3) 1925点

宇河・若松原中 宇河・瑞穂野中 宇河・若松原中 那須・大田原中 宇河・姿川中 下都・壬生中 宇河・若松原中 下都・大谷中

地区別対抗 下都賀 108.5点 那須 108点 宇河 83.5点

学校対抗 那須・大田原中 35点 那須・三島中 30点 下都・小山中 27点

審 判 長

ト ラ ッ ク 審 判 長

フィールド審判長
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共通男子砲丸投

(5.000kg)

6/2 共通男子3000m
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共通男子110mH

(0.914m)
風:-1.5

6/2 共通男子4X100mR

共通男子1500m

1位 2位 3位

6/2 共通男子四種競技 

6/2 共通男子棒高跳

共通男子走高跳6/2

福 﨑 悠 平

2年男子100m
風：+0.2

5位 6位 7位 8位4位

三 田 進
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6/2 1年男子1500m

6/2 共通男子800m
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3年男子100m

風：-1.7
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共通男子200m

風：-0.8

6/2 共通男子400m
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1年男子100m

風：-4.1
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