
平成30年11月3日（土・祝）9:50スタート　佐野市運動公園陸上競技場周辺周回コース　7区間42.195km

学　校　名 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

距離　（km） 10 3 8.1075 8.0875 3 5 5

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ色 白 赤 黄 青 緑 橙 桃

  ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲｶﾞ   ｻｲﾄｳ ﾀｲｷ   ｶｻﾞﾏ ｷﾞﾝｶﾞ   ﾃﾙｳﾁ ｱﾂﾄｼ   ﾊﾞﾙｶﾞｽ ｱﾙﾏﾝﾄﾞ   ｲｼﾊﾏ ﾕｳﾏ   ﾅｶﾐﾁ ﾕｳﾀ

 平山 大雅(2)  齊藤 太軌(1)  風間 銀河(1)  照内 淳和(2)  ﾊﾞﾙｶﾞｽ ｱﾙﾏﾝﾄﾞ(2)  石濵 佑真(1)  中道 悠太(1)

  ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾖｳ   ﾖｼｵｶ ﾊﾔﾄ   ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀｶｼ   ｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ   ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾏ   ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ   ｱﾍﾞ ﾕｳｷ

 清水 太陽(2)  吉岡 勇人(1)  平出 喬士(3)  江田 和真(2)  田村 渉馬(1)  西澤 真翔(1)  阿部 裕希(1)

  ｲﾜｲ ｺｳｽｹ   ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ   ｻﾄｳ ｶﾞｸﾄ   ﾇﾏﾆｭｳ ﾕｳｷ   ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ   ﾆｼｲ ﾕｳﾏ   ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ

 岩井 康祐(1)  上林 一晴(2)  佐藤 覚斗(2)  沼生 雄紀(1)  斎藤 昌宏(1)  西井 悠真(1)  鈴木 涼太(1)

  ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ   ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙｷ   ﾌﾙｻﾜ ﾕｳｷ   ｱｶﾊﾞﾈ ﾃﾙ   ｳｽｲ ﾊﾔﾄ   ﾅﾝﾓｸ ﾀｲﾁ   ﾜｷ ﾕｳﾔ

 市川 勇希(2)  篠崎 陽葵(1)  古澤 勇希(1)  赤羽 顕(2)  臼井 隼人(1)  南木 太智(1)  和氣 裕哉(1)

  ｻｶﾓﾄ ﾀﾕｳ   ｾｷﾔ ｱｽﾞﾐ   ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵｷ   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ   ﾅｶﾔﾏ ﾌﾐﾄ   ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ   ﾔﾏﾓﾄ ﾖﾘﾀｶ

 坂本 太佑(1)  関谷 明澄(1)  富山 直紀(2)  渡辺 直大(2)  中山 文富(1)  小林 拓未(2)  山本 頼鳳(2)

  ｲﾁﾑﾗ ｼｭﾝ   ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ   ﾛﾍﾟｽ ｾｲｲﾁ   ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ   ｲｲﾉ ﾐｽﾞｷ   ｲｼﾊﾞｼ ｾﾞﾝ   ｶﾈｺ ﾉﾘﾋｻ

 市村 駿(3)  髙橋 輝多(3)  呂比須 聖一(3)  松本 大地(3)  飯野 瑞樹(3)  石橋 禅(1)  金子 典永(2)

  ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｽｹ   ｱｲｻﾞﾜ ｾｲﾔ   ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ   ｵｵﾂ ﾖｼｷ   ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ   ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｸﾏ   ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ

 町田 恒介(1)  愛沢 誠也(1)  森 隼涼(2)  大津 由生(1)  齋藤 貴大(1)  古平 拓磨(1)  近藤 和希(1)

  ﾋﾛｻﾜ ﾕｳﾄ   ｱｸﾂ ｾｲｲﾁﾛｳ   ﾎﾘｴ ﾕｳﾔ   ｲｲﾀ ｼﾝｼﾞ   ﾌｾ ﾀﾂｷ   ｳｴｷ ﾀﾞｲｽｹ   ｵﾘﾊﾗ ﾖｳﾀ

 廣澤 優斗(3)  阿久津 成一朗(1)  堀江 優也(3)  飯田 真至(3)  布施 達基(2)  植木 大介(2)  折原 陽太(3)

  ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ   ｷｸｼﾏ ﾀｸﾄ   ｵｶﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ   ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ   ﾁﾊﾞ ﾘｮｳ   ｲｼｼﾞﾏ ｴﾘｱ   ﾋｼﾇﾏ ﾅﾙ

 荒井 佑輔(3)  菊島 拓人(3)  岡田 光広(1)  小林 諒弥(2)  千葉 亮(3)  石嶋 瑛璃弥(3)  菱沼 生(2)

  ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ   ﾋﾄﾐ ﾘｭｳﾀ   ｵｶｻﾞｷ ｶﾅﾀ   ﾂﾕｸﾎﾞ ｷｮｳﾔ   ｵｵﾜ ﾀｸﾔ   ｶﾜﾜ ﾕｳﾀﾛｳ   ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ

 馬場 昌大(3)  人見 龍太(3)  岡崎 かなた(2)  露久保 杏弥(3)  大輪 拓也(1)  川匂 佑汰朗(2)  川野辺 涼(3)

  ｲﾄｳ ｱｷﾃﾙ   ｲﾄｳ ﾊﾔﾃ   ｸﾞﾝｼﾞ ｱﾂﾔ   ｺﾞﾄｳ ｼｮｳ   ｻｸﾗｵｶ ﾕｳ   ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳ   ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ

 伊藤 明輝(3)  伊藤 颯(2)  郡司 純也(3)  後藤 頌(2)  櫻岡 悠(2)  村上 心優(1)  齋藤 翔哉(2)

  ｵﾉ ｹｲｼｭｳ   ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾑ   ﾌｶｲ ﾘｭｳｾｲ   ｷｸﾁ ｹｲﾀ   ｴﾋﾞｻﾜ ｹﾝｼﾝ   ｲﾄｳ ｽﾊﾞﾙ   ﾏｼｺ　ｼｮｳﾀﾛｳ

 小野 恵崇(3)  工藤 巧夢(1)  深井 琉聖(2)  菊地 圭太(2)  海老沢 憲伸(1)  伊藤 昴(3)  益子 翔太郎(3)

  ﾖｼﾅｶ ﾀﾞｲｷ   ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ   ｳｴﾉ ｹｲｽｹ   ﾄｷﾆﾜ ｶﾂﾓﾄ   ｱﾐ ﾋﾛﾑ   ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳﾀ   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ

 吉中 大樹(2)  吉田 蓮(3)  上野 慶典(2)  時庭 勝元(1)  阿美 広夢(2)  中島 脩汰(2)  渡邉 陽斗(3)

  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ   ﾑﾛｲ ｿｳﾀ   ｵｵﾂｶ ﾀｸﾐ   ﾀｷｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ   ｳｶｼﾞ ｻﾄﾔ   ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ   ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾄ

 渡邊 海人(2)  室井 颯太(2)  大塚 拓実(2)  滝口 智弘(2)  宇梶 聡也(1)  鈴木 琢真(2)  高田 雅人(3)

  ｲｹﾀﾞ ｱｵｲ   ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ   ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ   ｶﾏﾀ ｱﾕﾑ   ｸﾞﾝｼﾞ ﾖｼｱｷ   ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ   ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾋﾃﾞ

 池田 碧生(3)  藤原 広翔(2)  松本 翼(3)  鎌田 歩夢(2)  郡司 義晶(3)  齋藤 駿斗(2)  前田 晃秀(2)

  ﾏﾀﾞﾃ ｺｳﾀﾛｳ   ﾀｶﾈｻﾞﾜ ﾕｳ   ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ   ﾓﾘｻﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ   ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ   ｽｽﾞｷ ｶｲ   ﾜｶﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ

 馬立 航太朗(3)  髙根沢 悠(2)  山崎 涼太(3)  森澤 俊平(2)  後藤 亮介(1)  鈴木 魁(3)  若田 宗一郎(2)

  ｲﾜｻｷ ﾀｲﾍｲ   ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ   ｱｲﾉ ｲﾂｷ   ﾀﾅｶ ｼｲﾔ   ﾒﾊﾗ ｱﾕﾑ   ｷﾀﾑﾗ ﾂﾖｼ   ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ

 岩﨑 泰平(2)  小澤 晴翔(2)  愛野 一希(1)  田中 海也(1)  目原 歩(2)  北村 剛志(1)  松本 開渡(2)

  ｽｽﾞｷ  ｹｲﾄ   ｻｲﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ   ｵﾉ  ｺｳｷ   ｲｹﾀﾞ  ﾘｮｳﾏ   ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ   ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳ   ﾋﾗﾏ  ﾕｳｲﾁ

 鈴木 景仁(2)  斎藤 誠一郎(3)  小野 浩輝(2)  池田 竜馬(3)  加藤 翼(1)  小野寺 遼(1)  平間 悠一(3)

  ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ   ｲｹｿﾞｴ ﾀｶｼ   ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙﾄ   ﾏｽﾁ ﾖｳｾｲ   ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳｺﾞ   ｳﾌﾞｶﾀ ｼｭﾝﾔ   ｶﾒﾀﾞ ｺｳｷ

 樋口 翔太(3)  池添 崇(3)  栗原 遼大(2)  益地 陽生(2)  松村 匡悟(3)  生方 竣也(3)  亀田 航希(2)

  ｶｼﾜｷﾞ ｺｳﾍｲ   ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ   ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｾｲ   ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ   ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ   ﾉﾅｶ ﾀｸﾐ   ｺｳﾀ ﾄﾓﾋﾛ

 柏木 滉平(3)  山﨑 凜太郎(3)  町田 康誠(3)  齋藤 健太郎(3)  関口 大祐(1)  野中 拓海(3)  幸田 智裕(3)

  ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ   ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ   ｲｼｶﾜ ｵｵｿﾞﾗ   ｲｼｲ ｼｮｳﾀ   ﾓﾄﾊｼ ﾏｻｷ   ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ   ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

 佐々木 遼太(3)  松元 優斗(2)  石川 大空(3)  石井 翔大(2)  本橋 優綺(1)  齋藤 祥(1)  小林 稜(3)

2018/11/3  8:30

91  中部  棄権

69  佐野日本大

73  白鷗大足利

79  小山高専

63  文星芸術大附

65  宇都宮短大附

67  國學院栃木

56  黒磯

59  矢板東

62  作新学院

47  烏山

49  大田原

53  那須拓陽

25  栃木

41  真岡

46  茂木

9  宇都宮工業

11  鹿沼

21  小山南

4  宇都宮北

平成30年度 男子 第71回栃木県高等学校駅伝競走大会　スタートリスト

1  宇都宮

3  宇都宮南

　　　当資料に関する問合せ：　tochigi-records2018@outlook.jp



平成30年11月3日（土・祝）13:00スタート　佐野市運動公園陸上競技場周辺周回コース　5区間21.0975km

学　校　名 1区 2区 3区 4区 5区

距離　（km） 6 4.0975 3 3 5

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ色 白 赤 黄 青 緑

  ｲｼｶﾜ ﾐｸ   ｶﾝﾉ ｻｵﾘ   ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ   ｷﾐｼﾏ ﾘｮｳ   ﾌｸｼﾏ ｱﾔﾅ

 石川 美来(3)  菅野 沙織(1)  高橋 佑奈(1)  君島 涼(1)  福島 綾菜(1)

  ｶﾈﾀﾞ ﾁﾋﾛ   ｶﾄｳ ﾕﾅ   ｶﾄｳ ｾﾅ   ﾖｼﾉ ﾕｳｺ   ｵｶ ﾅﾂｷ

 金田 智尋(2)  加藤 由菜(1)  加藤 世菜(1)  吉野 由布子(2)  岡 捺稀(2)

  ﾋﾗﾔﾏ ﾓｴｶ   ｻｶｲ ﾕｳﾅ   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲﾅ   ｱｷﾔ ｲｽﾞﾐ   ﾉｸﾞﾁ ﾁｶｺ

 平山 萌花(1)  酒井 優菜(2)  渡邉 結菜(2)  秋谷 いずみ(1)  野口 周子(2)

  ｶﾀﾖｾ ﾎﾉｶ   ｲｼｶﾜ ﾁﾌﾐ   ｲｼｻﾞｶ ﾏﾅ   ｱｵｷ ﾏﾅｶ   ｶﾜﾏﾀ ﾋﾅｺ

 片寄 帆香(1)  石川 千文美(1)  石坂 真那(2)  青木 愛佳(1)  川俣 日奈子(3)

  ﾀｹﾉｲ ｱﾔｶ   ｺﾏﾂ ｱｲﾐ   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾘ   ｽｶﾞﾜﾗ ﾓｶ   ﾄﾋﾞﾀ ﾕｲ

 竹野井 朱夏(3)  小松 あいみ(3)  渡辺 柚璃(2)  菅原 萌香(2)  飛田 優依(2)

  ｲｼﾔﾏ ﾙｲ   ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙｶ   ﾓﾛﾈ ﾊﾙﾉ   ｱｸﾂ ﾅﾅ   ｵｵｶﾜ ｻｸﾗｺ

 石山 留衣(2)  黒田 遥花(1)  諸根 陽乃(1)  阿久津 奈那(1)  大川 櫻子(1)

  ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｻﾄ   ﾃﾂﾗ ﾄﾓｶ   ｱﾗｲ ﾙｶ   ﾅｲﾄｳ ﾐﾕ   ﾑﾗｶﾐ ｻﾔｶ

 中川 千聡(2)  鉄羅 朋佳(1)  新井 瑠夏(3)  内藤 未唯(1)  村上 小夜香(2)

  ｽｽﾞｷ ﾙｶ   ｵｵﾈﾀﾞ ｶﾅｴ   ｳﾂｷﾞ ｱｲ   ﾑﾗﾀ ｱｵｲ   ﾄﾖﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ

 鈴木 瑠花(1)  大根田 叶(2)  宇津木 彩衣(1)  村田 葵(1)  豊田 美月(2)

  ﾁﾊﾞ ｻﾗ   ｶﾄﾞｲ ﾕｳｶ   ﾋｺﾞ ﾄﾓｴ   ｵｵｼﾏ ｱﾕ   ｻﾄｳ ﾓﾓｶ

 千葉 彩良(1)  門井 佑加(1)  比護 友恵(3)  大島 愛夢(1)  佐藤 萌々香(2)

  ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾘｱ   ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ   ｳｴﾉ ﾘﾘｶ   ﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ   ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ

 平山 凜々亜(1)  小林 遥香(2)  上野 璃々香(1)  野沢 悠(1)  鈴木 来実(2)

  ｸｻｶﾍﾞ ﾏｻｴ   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅ   ﾋﾛｾ ｱﾝﾅ   ﾍﾝﾐ ｻｸﾗ   ｺﾔﾅｷﾞ ﾐﾋﾛ

 日下部 正恵(1)  渡邊 緋夏(2)  廣瀬 杏奈(2)  邉見 さくら(2)  小栁 美尋(1)

  ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾒﾙ   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ   ｲﾄｳ ﾙｶ   ﾅﾝｸﾓ ﾙｶ   ﾄｷﾜ ｱｽｶ

 豊田 緋萌瑠(2)  渡辺 千晴(1)  伊藤 瑠花(1)  南雲 瑠華(1)  常盤 飛翔(2)

  ｵﾉｻﾞｷ ｱﾝ   ｷﾑﾗ ｻｸﾗ   ﾀｶﾋﾃﾞ ｱﾔｶ   ｽｽﾞｷ ｼﾎ   ﾎｼﾉ ﾘﾝ

 小野崎 杏(2)  木村 桜華(1)  高秀 歩花(1)  鈴木 志歩(2)  星野 凜(1)

  ﾊｾﾐ ｻｸﾗ   ﾅﾙｾ ｶﾅｴ   ｱｶﾇﾏ ﾘｶｺ   ﾀｶﾊｼ  ﾓｴ   ﾔﾏﾈ ﾐﾕｳ

 長谷見 桜花(3)  成瀬 叶(2)  赤沼 里和子(1)  髙橋 萌(3)  山根 翠優(1)

  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ   ﾌﾙﾊｼ ｶﾅ   ｳﾒﾑﾗ ﾋｶﾘ   ﾋﾗﾀ ﾘｺ   ﾏｽｺ ﾓｴ

 藤原 唯奈(1)  古橋 佳奈(2)  梅村 光理(2)  平田 梨恋(2)  増子 萌絵(3)

2018/11/3  8:30

64  宇都宮文星女

67  國學院栃木

73  白鷗大足利

53  那須拓陽

56  黒磯

60  高根沢

19  石橋

42  真岡女

50  大田原女

7  宇都宮中央女

8  宇都宮白楊

11  鹿沼

6  宇都宮女

平成30年度 女子 第33回栃木県高等学校駅伝競走大会　スタートリスト

3  宇都宮南

5  宇都宮清陵

　　　当資料に関する問合せ：　tochigi-records2018@outlook.jp


