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日付 種目

若菜　敬(3) 11.40 鷹箸　颯太(2) 11.62 糸数　昌穂(3) 11.66 髙金　翔(3) 11.74 福田　知隼(2) 11.76 佐藤　空河(2) 11.78 藤田　駿(3) 11.78 亀田　桜介(3) 11.92
下都賀・大平中 日　光・今市中 那　須・大田原中 下都賀・桑中 宇　河・横川中 宇　河・一条中 塩　谷・矢板中 鹿　沼・鹿沼東中
若菜　敬(3) 22.87 佐藤　空河(2) 23.74 吉田　都亜(3) 23.82 藤田　駿(3) 23.86 渡邊　将己(3) 24.10 髙金　翔(3) 24.37 福島　月冴(3) 24.46 印南　智史(3) 24.46
下都賀・大平中 宇　河・一条中 宇　河・田原中 塩　谷・矢板中 下都賀・桑中 下都賀・桑中 宇　河・宇大附属中 *T 下都賀・国分寺中
印南　智史(3) 53.67 三好　秀明(3) 54.48 石川　楊介(3) 54.96 佐藤　陽介(3) 55.09 川上　知椰(2) 55.73 畠田　隼佑(3) 56.04 南木　優斗(3) 56.57 北村　康平(3) 56.73
下都賀・国分寺中 宇　河・田原中 芳　賀・中村中 宇　河・宇大附属中 宇　河・清原中 那　須・大田原中 宇　河・明治中 宇　河・陽南中
梅原　俊太(2) 2:03.94 奈良　優生(3) 2:07.79 蓮實　瞭仁(3) 2:09.11 蓮實　仁貴(3) 2:10.69 藤井　優人(3) 2:12.04 立石　晟唯(3) 2:12.06 石川　大雅(3) 2:13.88
下都賀・間々田中 那　須・西那須野中 那　須・日新中 那　須・日新中 下都賀・大平南中 宇　河・旭中 足　利・坂西中
森尻　悠翔(3) 4:10.05 田島　絆成(3) 4:17.28 立石　晟唯(3) 4:17.33 武末　朔(3) 4:18.60 髙久　拓己(2) 4:18.83 篠田　将智(3) 4:23.99 髙坂　心乃(3) 4:24.03 岩上　貴徳(3) 4:24.78
下都賀・栃木東陽中 宇　河・一条中 宇　河・旭中 下都賀・大平南中 下都賀・栃木西中 鹿　沼・鹿沼北中 下都賀・大谷中 足　利・足利西中
石川　湧史(3) 8:54.34 森尻　悠翔(3) 9:01.71 田島　絆成(3) 9:08.33 髙久　拓己(2) 9:09.14 岩上　貴徳(3) 9:10.05 鈴木　千尋(3) 9:25.92 五月女　誠人(3) 9:28.09 大島　一馬(3) 9:33.02
下都賀・大平南中 下都賀・栃木東陽中 宇　河・一条中 下都賀・栃木西中 足　利・足利西中 芳　賀・市貝中 宇　河・若松原中 芳　賀・市貝中
神永　昂季(3) 15.63 吉里　礼(3) 15.71 高橋　樹(3) 15.75 壹岐　翼(3) 15.88 八木　陽輝(3) 16.52 平沼　拓海(3) 16.93 原田　絆伶(3) 17.12 市村　太一(3) 17.24
宇　河・若松原中 宇　河・清原中 芳　賀・中村中 宇　河・瑞穂野中 宇　河・陽南中 下都賀・大谷中 下都賀・大谷中 塩　谷・矢板中
芳　賀・中村中 44.91 那　須・大田原中 45.00 鹿　沼・鹿沼東中 45.84 下都賀・大平中 45.95 下都賀・桑中 46.24 那　須・日新中 46.48 下都賀・栃木西中 46.52 宇　河・田原中 47.98
高橋　樹(3) 大森　煌生(3) 石原　杏優(3) 堀江　兜気(3) 増山　裕介(3) 八木澤　瑞月(2) 日向野　虎之介(3) 岩田　修真(3)
石見　だいや(3) 糸数　昌穂(3) 安形　恋(3) 舘野　夢叶(2) 髙金　翔(3) 中島　郁哉(3) 蓼沼　悠翔(3) 石戸　隆貴(3)
吉田　賢人(3) 溝口　蒼太(3) 狐塚　颯汰(2) 小久保　理央(2) 山中　翔穏(3) 蓮實　仁貴(3) 寺内　昊輝(3) 三好　秀明(3)
小倉　哲也(3) 渋谷　勇次(3) 亀田　桜介(3) 若菜　敬(3) 渡邊　将己(3) 蓮實　瞭仁(3) 髙橋　大輝(2) 松本　溜凪(3)
石見　だいや(3) 1m75 武藤　丈也(3) 1m70 月井　仁(3) 1m65 彦素　瑶紀(3) 1m65 吉里　礼(3) 1m60 石巻　直斗(3) 1m60 川端　秀明(3) 1m60 椎名　優斗(3) 1m60
芳　賀・中村中 宇　河・横川中 宇　河・宇大附属中 宇　河・姿川中 宇　河・清原中 芳　賀・真岡東中 宇　河・一条中 下都賀・南犬飼中
大森　煌生(3) 2m70 三柴　瑠貴也(3) 2m50 竹田　ロドゼン(3) 2m10
那　須・大田原中 下都賀・小山城南中 那　須・大田原中
渋谷　勇次(3) 6m00(+0.3) 秋山　幸輝(3) 6m00(+0.5) 篠原　紀啓(3) 5m91(+0.4) 岡村　泰知(3) 5m84(+0.4) 中島　郁哉(3) 5m69(+2.0) 石原　杏優(3) 5m65(-0.1) コマツ　コエチ(2) 5m57(+0.1) 大吉　悠斗(3) 5m54(+0.4)
那　須・大田原中 芳　賀・茂木中 日　光・落合中 足　利・協和中 那　須・日新中 鹿　沼・鹿沼東中 那　須・大田原中 鹿　沼・鹿沼東中
加藤　唯人(3) 12m68 野口　晴也(3) 12m68 篠崎　侍世(3) 11m65 長谷川　悠季(3) 11m00 嶋田　玲二(3) 10m80 内村　慶吾(3) 10m58 鯉沼　透音(3) 10m51 小池　紘人(2) 10m36
鹿　沼・鹿沼北中 宇　河・若松原中 宇　河・若松原中 下都賀・小山二中 下都賀・小山城南中 下都賀・小山城南中 宇　河・旭中 宇　河・若松原中
神永　昂季(3) 2381点 壹岐　翼(3) 2179点 八木　陽輝(3) 1893点 大垣　武仁(2) 1671点 宗景　桜大(3) 1607点 青木　大河(3) 1536点 椎名　優斗(3) 1496点 大田　耶麻斗(2) 797点
宇　河・若松原中 宇　河・瑞穂野中 宇　河・陽南中 宇　河・瑞穂野中 宇　河・一条中 宇　河・瑞穂野中 下都賀・南犬飼中 宇　河・若松原中

藤田　実優(3) 12.99 岩崎　吉江(3) 13.05 吉田　楓(3) 13.15 手塚　雫(3) 13.17 荒井　結梨(2) 13.21 高橋　愛茉(2) 13.29 村上　珠梨(3) 13.40
下都賀・栃木西中 芳　賀・真岡中 宇　河・陽東中 宇　河・宮の原中 下都賀・野木中 下都賀・国分寺中 宇　河・豊郷中
岩崎　吉江(3) 27.26 吉田　楓(3) 27.66 安島　向日葵(2) 27.72 谷﨑　理七子(2) 28.22 岡田　愛生(2) 28.31 町井　ひな(3) 28.31 菅野　心愛(3) 28.55
芳　賀・真岡中 宇　河・陽東中 宇　河・瑞穂野中 宇　河・宇大附属中 那　須・西那須野中 *T 佐　野・田沼東中 佐　野・田沼東中
大竹　音々(3) 2:22.30 田邉　風歌(3) 2:24.70 中野　結咲(2) 2:26.48 大金　ゆい(3) 2:26.58 長島　彩音(1) 2:29.03 田島　美姫(3) 2:29.25 中郷　美希(2) 2:30.09 今村　由佳里(2) 2:35.65
足　利・足利二中 下都賀・栃木西中 芳　賀・市貝中 宇　河・鬼怒中 芳　賀・真岡中 下都賀・栃木西中 下都賀・壬生中 宇　河・上三川中
中野　結咲(2) 4:55.16 塚原　深結(2) 4:55.25 大金　ゆい(3) 4:57.71 山口　彩華(2) 4:59.71 前沢　汐璃(2) 5:02.18 枝野　光里(3) 5:03.98 石下　瑠華(3) 5:04.98 吉村　心花(2) 5:06.46
芳　賀・市貝中 芳　賀・長沼中 宇　河・鬼怒中 芳　賀・真岡中 栃　木・栃木陸協 芳　賀・市貝中 宇　河・瑞穂野中 宇　河・上三川中
山本　実希(3) 14.79 安島　向日葵(2) 15.19 樋山　凛花(3) 15.66 宮澤　亜実(2) 16.02 上野　那乃羽(3) 16.19 齋藤　はな(3) 16.24 本田　雅(3) 16.40 横山　永奈(3) 16.89
足　利・足利二中 宇　河・瑞穂野中 下都賀・栃木東陽中 足　利・足利二中 宇　河・瑞穂野中 宇　河・旭中 宇　河・陽東中 日　光・今市中
下都賀・栃木東陽中A 51.59 宇　河・陽東中 51.72 下都賀・栃木西中 51.87 足　利・足利二中 52.30 那　須・大田原中 52.44 下都賀・国分寺中A 52.75 下都賀・大谷中 52.94 宇　河・瑞穂野中 55.43
須田　優衣(2) 吉田　楓(3) 森　さあや(3) 厚木　ひまり(1) 石川　結菜(3) 渡辺　琉月(3) 稲葉　玲奈(3) 上野　那乃羽(3)
松本　かんな(3) 本田　雅(3) 藤田　実優(3) 山本　実希(3) 石川　実鈴(3) 高橋　愛茉(2) 稲葉　優奈(3) 中山　真緒(3)
樋山　凛花(3) 松林　美羽(3) 飯村　柚葉(2) 宮澤　亜実(2) 堀中　みなみ(3) 石﨑　希(3) 篠原　悠起子(3) 田﨑　千尋(2)
鶴見　妃菜(3) 里井　知咲(3) 髙岩　瑞由(2) 島野　桜(1) 櫻岡　和佳奈(2) 小野寺　泰江(3) 石井　美来(3) 安島　向日葵(2)
相馬　七海(3) 1m51 石原　南菜(1) 1m48 濱野　若葉(3) 1m40 廣長　夢彩(2) 1m35 大野　美空(3) 1m30 厚木　ひまり(1) 1m30
那　須・西那須野中 足　利・足利二中 宇　河・上三川中 日　光・大沢中 鹿　沼・北押原中 足　利・足利二中

里井　知咲(3) 1m48 菊池　結衣(2) 1m30
宇　河・陽東中 宇　河・瑞穂野中

山本　実希(3) 5m37(-0.2) 谷　飛香里(3) 5m17(-1.2) 手塚　祐奈(3) 5m11(+1.2) 宮澤　亜実(2) 4m98(+0.7) 上野　那乃羽(3) 4m89(-0.1) 諸橋　空(3) 4m78(-0.1) 茂呂　果南(3) 4m64(+0.6) 川越　愛留(3) 4m55(-1.2)
足　利・足利二中 佐　野・佐野西中 宇　河・泉が丘中 足　利・足利二中 宇　河・瑞穂野中 宇　河・陽東中 下都賀・栃木南中 下都賀・国分寺中
伊藤　知以子(3) 12m26 中山　真緒(3) 11m02 清水　忍(3) 10m54 川田　咲奈(3) 9m83 中田　希望(3) 9m80 田﨑　千尋(2) 9m42 齋藤　愛生(2) 9m35 今野　環(3) 9m30
宇　河・旭中 宇　河・瑞穂野中 宇　河・若松原中 鹿　沼・鹿沼西中 鹿　沼・鹿沼西中 宇　河・瑞穂野中 宇　河・若松原中 宇　河・陽東中
石原　南菜(1) 2865点 髙橋　玲緒(3) 2397点 清水　忍(3) 2322点 中山　真緒(3) 2196点 安達　萌美(3) 2089点 髙井　瑞祈(3) 2060点 知花　愛(3) 1990点 飯田　あおい(3) 1966点
足　利・足利二中 GR 宇　河・清原中 宇　河・若松原中 宇　河・瑞穂野中 那　須・大田原中 宇　河・横川中 宇　河・宇大附属中 宇　河・清原中

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし *T:着差あり

第67回栃木県春季陸上競技大会兼国体第一次選考会（中学） 【21090001】
栃木県総合運動公園陸上競技場 【91020】
2021/04/17 ～ 2021/04/18

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

4月18日
中学男子100m

風：-0.9

4月17日
中学男子200m

風：+0.5

4月18日 中学男子400m

4月17日 中学男子800m

4月18日 中学男子1500m

4月17日 中学男子3000m

4月18日
中学男子110mH(0.914m)

風：+0.9

4月18日 中学男子4X100mR

4月18日 中学男子走高跳

17.03(-1.0)-7m79-1m55-57.77 18.72(-1.0)-8m22-1m60-1:01.26

4月17日 中学男子棒高跳

4月17日 中学男子走幅跳

4月18日 中学男子砲丸投(5.000kg)

19.58(-0.7)-9m84-1m40-59.48 20.12(-1.0)-10m67-1m50-1:04.21 19.82(-0.7)-8m30-1m55-1:02.82 21.12(-0.7)-7m27-NM-1:06.92

4月17日
中学女子100m

風：+0.7

15.91(-1.0)-11m49-1m60-54.99

4月17日 中学男子四種競技

16.32(-1.0)-11m34-1m60-58.89

4月18日
中学女子200m

風：-0.5

4月18日 中学女子800m

4月17日 中学女子1500m

4月17日
中学女子100mH(0.762m)

風：+0.7

4月18日 中学女子4X100mR

4月17日 中学女子走高跳

4月18日 中学女子走幅跳

4月17日 中学女子砲丸投(2.721kg)

14.90(+0.4)-1m57-11m37-27.27(+2.5)

4月18日 中学女子四種競技

17.98(+0.4)-1m46-8m22-29.97(+2.5)15.53(+0.4)-1m46-8m16-27.92(+2.5) 16.23(+0.4)-1m35-10m93-28.59(+2.5) 16.46(+0.4)-1m30-10m67-28.99(+2.5) 16.92(-0.3)-1m43-8m57-29.71(+2.5) 17.05(-1.6)-1m43-7m56-29.00(+2.5) 16.91(+0.4)-1m25-9m80-29.63(+2.5)


