
栃木県中学校駅伝競走大会　選手一覧

No 学校[地区] 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 1)市貝[芳賀] 薄根　大河(3) 五味渕　結斗(3) 鈴木　柊太(3) 小林　圭吾(2) 足立　開生(3) 横田　銀牙(3)

2 2)真岡[芳賀] 栗原　周平(3) 落合　翔太(2) メソネス　ディエゴ(3) 大山　慧人(3) 安住　祥汰(2) 増川　一颯(2)

3 3)真岡東[芳賀] 前田　真徳(3) 石川　悠斗(2) 鈴木　大空(3) 大内　康平(3) 髙松　京真(2) 泉　星地(3)

5 5)阿久津[塩谷] 浅井　悠斗(3) 髙石　拓海(3) 伊藤　圭輝(3) 齋藤　哉仁(3) 山田　将吾(3) 小川　心優(3)

6 6)氏家[塩谷] 宮本　錬(2) 齋藤　翔太(3) 青山　竜太朗(1) 笠原　颯太(2) 小川　心徠(1) 手塚　陽人(3)

7 7)塩谷[塩谷] 藤井　達希(3) 斎藤　海翔(3) 片山　雄斗(1) 栗原　大嘉(2) 阿部　優樹(2) 諏訪　真央(3)

9 9)馬頭[南那須] 佐藤　綾亮(3) 五味渕　司(2) 鈴木　望生(3) 鈴木　悠人(2) 小林　未大(3) 深澤　晴(1)

10 10)南那須[南那須] 湯家谷　怜央(3) 吉葉　倖太(3) 阿久津　昊汰(2) 永野　滉太(2) 佐藤　京太朗(2) 平間　丈翔(2)

13 13)鹿沼東[鹿沼] 早乙女　良真(3) 阿久津　撞樹(3) 駒場　真宏(3) 野澤　涼太(3) 向井　凜太郎(2) 松本　一心(3)

14 14)鹿沼西[鹿沼] 神田　颯太(2) 廣田　陽稀(3) 桜井　陽仁(3) 石川　莉士(2) 鯉沼　大和(2) 石川　蒼(2)

15 15)鹿沼北[鹿沼] 阿久津　宗大(3) 齋藤　夢志(3) 市川　結基(2) 有馬　拓海(3) 石川　英輝(1) 長田　直彦(3)

17 17)若松原[宇河] 山﨑　一吹(3) 𠮷澤　諒(3) 中村　峻輔(3) 吉田　道(3) 高橋　遥斗(2) 宮川　秀成(2)

18 18)陽南[宇河] 藤田　篤史(2) 佐藤　広能(2) 月橋　温音(2) 渡邉　勇利(1) 山中　吏翔(2) 加藤　陽人(3)

19 19)旭[宇河] 長谷川　凌太(2) 中尾　勇太(2) 入江　陽(2) 小山田　恵剛(2) 立石　晟唯(1) 鈴木　茜丸(2)

21 21)大沢[日光] 金子　悠生(2) 小又　琉神(2) 中根　隆之介(3) 手塚　大斗(2) 山口　拓夢(3) 阿久津　太希(3)

22 22)落合[日光] 齋藤　吏己(3) 金田　レオ(2) 山本　拓未(2) 福田　駈(1) 福田　新(2) 栁田　晃汰(3)

23 23)今市[日光] 野澤　侑矢(3) 大瀧　涼(3) 小嶋　優巴(3) 渡辺　寛人(3) 上野　達也(2) 沼尾　健太郎(3)

25 25)栃木東陽[下都賀] 行平　向来(3) 森尻　悠翔(1) 影山　正空(3) 宇賀神　善希(1) 大垣　昊佑(3) 永島　遙介(3)

26 26)国分寺[下都賀] 石井　達也(3) 海老原　智陽(2) 江田　圭汰(3) 西松　涼介(3) 井元　瑞穂(3) 斎藤　諒(2)

27 27)桑[下都賀] 井沢　北斗(3) 関　凌佑(2) 大越　鼓太郎(2) 岡田　隼人(3) 大音　颯太(3) 河又　翔空(3)

29 29)田沼東[佐野] 兵藤　圭悟(2) 松島　将吾(3) 関　嵩将(3) 中島　久雅(2) 瀬尾　奏多(3) 兵藤　颯太(3)

30 30)佐野南[佐野] 中田　悠人(2) 福田　誉仁(2) 江原　主真(2) 水野　駿介(2) 恩田　陸斗(1) 新井　颯斗(1)

31 31)城東[佐野] 阿部　寿希也(2) 澤田　聡太(2) 荒井　雅人(3) 増田　宗和(2) 藤沼　虎亜(1) 諏訪　慶(1)

33 33)足利二[足利] 山口　彰太(3) 津久井　菖太(3) 亀田　岳(2) 齋藤　海空(3) 吉田　歩夢(3) 山口　聡太(3)

34 34)協和[足利] 大沼　広季(3) 小此木　凱晟(3) 沖山　創太(3) 吉澤　脩(2) 日野　凌空(2) 毒島　龍也(3)

35 35)毛野[足利] 飯塚　秋澄(3) 荻原　誠仁(2) 荒木　智大(2) 岩松　海輝(2) 多部田　凌真(3) 茂木　琉貴(2)

37 37)三島[那須] 竹内　酉行(2) 藤田　翔大(3) 阿久津　乙瑠(3) 福島　悠叶(2) 大貫　遥久(3) 益子　裕雅(2)

38 38)西那須野[那須] 三森　悠真(3) 山﨑　豪(3) 横山　成(3) 齊藤　吏玖(3) 宮本　大心(2) テ　フェイルス(3)

39 39)厚崎[那須] 増子　陽季(3) 中野　由之承(3) 菊地　純平(3) 大島　福(1) 菊地　琉音(3) 前田　琉司(3)

40 40)大田原[那須] 岩城　考雲(3) 藤田　凰雅(2) 鈴木　諒士(3) 大野　陽希(3) 山岸　智明(3) 矢吹　丈(3)

41 41)日新[那須] 國井　飛慎(2) 國井　楓慎(2) 高根澤　歩(3) 蓮實　瞭仁(1) 竹内　琉斗(3) 大野　煌太(2)

42 42)黒磯北[那須] 横山　慶太郎(3) 磯　琉空(2) 紙本　康平(3) 原賀　諒(2) 佐藤　瑠祐(3) 平野　温大(2)



栃木県中学校女子駅伝競走大会　選手一覧

No 学校[地区] 女子１区 女子２区 女子３区 女子４区 女子５区

1 1)市貝[芳賀] 枝野　光里(1) 國井　あかり(2) 鈴木　絵理奈(1) 長嶋　彩奈(3) 野村　心結(3)

2 2)真岡[芳賀] 長島　結衣(2) 中田　晴菜(3) 馬場　日菜多(2) 小林　美憂(3) 古賀　宥莉(2)

3 3)真岡東[芳賀] 黒子　蓮花(1) 竹井　巴菜(2) 髙波　眞妃(2) 後明　美虹(2) 鈴木　咲良(2)

5 5)氏家[塩谷] 五味田　那奈(3) 豊田　雪羅(1) 坂本　七春(3) 久保田　百香(2) 豊田　瑠沙(3)

6 6)北高根沢[塩谷] 寺田　芽依奈(1) 瀧　萠華(3) 齋藤　由咲(3) 寺田　紗彩(2) 村上　果蓮(2)

7 7)矢板[塩谷] 長久保　心愛(1) 土屋　蝶羽(3) 山崎　心春(1) 菅野　胡桃(2) 船山　みずほ(3)

9 9)南那須[南那須] 吉葉　咲良(2) 猪野　樹莉(2) 内藤　瑠奈(3) 岡　彩夏(2) 滝口　日桜凛(1)

10 10)烏山[南那須] 山内　綾乃(1) 檜山　晴加(1) 前沢　歌歩(1) 寺澤　花梨(3) 高田　心花(1)

13 13)鹿沼東[鹿沼] 阿久津　心和(2) 上野　愛美(3) 吉田　乃彩(2) 伊藤　凜香(3) 地島　美颯(3)

14 14)鹿沼西[鹿沼] 篠崎　真緒(2) 松本　結愛(1) 青木　心乃花(1) 設楽　南星莉(2) 石塚　紗羅(3)

15 15)鹿沼北[鹿沼] 犬井　慶香(3) 金子　眞利奈(3) 大島　萌華(3) 菅井　遙(2) 岩井　香友理(3)

17 17)瑞穂野[宇河] 粕谷　雫(2) 大島　涼葉(3) 関口　実花(2) 佐藤　凜花(3) 平子　遙夏(2)

18 18)若松原[宇河] 山田　桃子(2) 田中　綾女(2) 倉澤　実玖(3) 岡本　夏奈(1) 福井　紅音(2)

19 19)姿川[宇河] 蓬田　梨世蘭(3) 村山　翠美怜(2) 儘田　智美(3) 高木　彩奈(3) 鈴木　初音(3)

21 21)今市[日光] 大久保　遥(2) 斎藤　未怜(3) 斉藤　優歌(2) 長島　葵衣(2) 野澤　朋加(3)

22 22)大沢[日光] 大内　心愛(1) 朝日　凜(2) 森山　蘭(3) 小野崎　向(1) 若田　奈々(2)

25 25)栃木東陽[下都賀] 渡邉　来愛(2) 宇賀神　向日葵(3) 吉濱　小羽音(1) 永島　梓(1) 立川　千聖(3)

26 26)栃木西[下都賀] 岡本　可蓮(2) 田島　美姫(1) 伊藤　香菊(2) 吉𣘺　唯萊(1) 田邉　風歌(1)

27 27)小山三[下都賀] 大嶋　妃奈乃(2) 戸倉　瑚凛(2) 間中　美結(2) 間彦　優唯(2) 淺野　凪咲(2)

29 29)田沼東[佐野] 石澤　実苗(2) 奥澤　れもん(1) 関口　莉緒(1) 小堀　美空(3) 横田　唯楽(1)

30 30)佐野北[佐野] 澤井　望乃(3) 山﨑　有未里(2) 荒川　玲奈(2) ボカネグラ　ルシアナ(1) 細川　愛莉(1)

31 31)田沼西[佐野] 細野　双葉(2) 藤田　真帆(2) 塚原　梛奈心(2) 伊藤　音羽(2) 小野　千歳(3)

33 33)足利二[足利] 横倉　紹(3) 山本　実希(1) 笠井　蓮月(3) 安藤　優夏(2) 大竹　音々(1)

34 34)協和[足利] 海老原　雪音(3) 山田　優衣(2) 稲葉　姫依(2) 小野里　姫花(2) 石坂　彩羽(3)

35 35)足利北[足利] 小角　楓(2) 中山　柚音(2) 飯嶋　春楓(3) 岡崎　ゆみ(2) 山﨑　愛優華(3)

37 37)大田原[那須] 深澤　雫月(2) 渡邊　奈菜(1) 豊島　夏季(3) 小野　心寧(2) 佐藤　あいり(3)

38 38)三島[那須] 木村　華音(2) 小林　咲那(3) 吉田　芹梨(3) 阿久津　奈都美(1) 西田　真花(3)

39 39)厚崎[那須] 髙久　虹彩(2) 後藤　莉乃愛(3) 八木澤　歩香(2) 大森　あかね(3) 小森　后琴(3)

40 40)西那須野[那須] 田中　美羽(2) 奥山　颯莉(3) 柏﨑　美月(3) 平山　碧彩(1) 田村　美彩(2)

41 41)黒磯[那須] 添田　樹(2) 室井　英代(3) 星野　まひろ(1) 平山　友唯(1) 甚内　優那(3)

42 42)日新[那須] 遠藤　佑李(2) 関根　唯(3) 髙久　真夢(3) 菊地　優来(2) 薄井　千紗(1)


