
開催日: 平成21年1月25日（日）
往　路

順位 チーム名
30.01km

1 足利市 1:34'17" <5> 9.00 <13> 18.26 <1> 24.14 <18> 9.47 <2> 32.50
<7> 27.26 <3> 51.40 <3> 1.01.27 <1> 1.34.17

2 那須塩原市A 1:34'18" <9> 9.22 <1> 17.07 <2> 24.46 <2> 8.53 <11> 34.10
<2> 26.29 <1> 51.15 <1> 1.00.08 <2> 1.34.18

3 芳賀郡A 1:34'54" <3> 8.52 <3> 17.33 <13> 26.04 <6> 9.21 <3> 33.04
<1> 26.25 <5> 52.29 <4> 1.01.50 <3> 1.34.54

4 真岡市A 1:35'37" <4> 8.58 <5> 17.45 <3> 24.52 <4> 9.17 <15> 34.45
<4> 26.43 <2> 51.35 <2> 1.00.52 <4> 1.35.37

5 小山市 1:35'49" <13> 9.26 <11> 18.14 <12> 26.02 <9> 9.26 <1> 32.41
<8> 27.40 <10> 53.42 <9> 1.03.08 <5> 1.35.49

6 大田原市A 1:36'08" <17> 9.42 <2> 17.23 <7> 25.41 <10> 9.29 <7> 33.53
<6> 27.05 <6> 52.46 <5> 1.02.15 <6> 1.36.08

7 那須町A 1:36'34" <2> 8.52 <4> 17.41 <5> 25.38 <24> 10.14 <10> 34.09
<3> 26.33 <4> 52.11 <6> 1.02.25 <7> 1.36.34

8 佐野市A 1:37'02" <24> 10.03 <10> 18.11 <5> 25.38 <4> 9.17 <7> 33.53
<18> 28.14 <14> 53.52 <10> 1.03.09 <8> 1.37.02

9 鹿沼市 1:37'10" <10> 9.23 <18> 18.42 <18> 27.10 <1> 8.50 <4> 33.05
<16> 28.05 <16> 55.15 <15> 1.04.05 <9> 1.37.10

10 さくら市 1:37'17" <18> 9.43 <9> 18.05 <17> 26.56 <7> 9.22 <5> 33.11
<10> 27.48 <15> 54.44 <16> 1.04.06 <10> 1.37.17

11 塩谷郡 1:37'18" <12> 9.25 <12> 18.17 <8> 25.51 <23> 10.09 <6> 33.36
<9> 27.42 <8> 53.33 <14> 1.03.42 <11> 1.37.18

12 宇都宮市A 1:37'22" <7> 9.10 <19> 18.45 <10> 25.53 <15> 9.41 <7> 33.53
<13> 27.55 <13> 53.48 <12> 1.03.29 <12> 1.37.22

13 栃木市 1:37'45" <1> 8.51 <6> 17.55 <15> 26.55 <19> 9.49 <12> 34.15
<5> 26.46 <9> 53.41 <13> 1.03.30 <13> 1.37.45

14 日光市 1:38'03" <21> 9.57 <7> 17.57 <4> 25.33 <11> 9.35 <17> 35.01
<12> 27.54 <7> 53.27 <7> 1.03.02 <14> 1.38.03

15 佐野市B 1:39'18" <11> 9.24 <16> 18.32 <8> 25.51 <13> 9.39 <22> 35.52
<14> 27.56 <12> 53.47 <11> 1.03.26 <15> 1.39.18

16 芳賀郡B 1:39'59" <19> 9.47 <8> 18.02 <11> 25.55 <7> 9.22 <25> 36.53
<11> 27.49 <11> 53.44 <8> 1.03.06 <16> 1.39.59

17 真岡市B 1:39'59" <22> 9.57 <17> 18.34 <15> 26.55 <21> 10.02 <13> 34.31
<19> 28.31 <17> 55.26 <17> 1.05.28 <17> 1.39.59

18 那須塩原市B 1:40'21" <14> 9.35 <14> 18.28 <24> 28.05 <17> 9.42 <13> 34.31
<15> 28.03 <18> 56.08 <18> 1.05.50 <18> 1.40.21

19 下野市 1:41'45" <8> 9.14 <22> 19.31 <20> 27.35 <26> 10.22 <18> 35.03
<20> 28.45 <21> 56.20 <21> 1.06.42 <19> 1.41.45

19 那須塩原市C 1:41'45" <15> 9.36 <15> 18.31 <25> 28.11 <13> 9.39 <21> 35.48
<17> 28.07 <19> 56.18 <19> 1.05.57 <19> 1.41.45

21 下都賀郡 1:41'58" <26> 10.30 <21> 18.58 <19> 27.24 <22> 10.07 <16> 34.59
<22> 29.28 <22> 56.52 <22> 1.06.59 <21> 1.41.58

22 宇都宮市B 1:42'32" <27> 10.36 <20> 18.54 <14> 26.50 <12> 9.38 <24> 36.34
<23> 29.30 <20> 56.20 <20> 1.05.58 <22> 1.42.32

23 矢板市 1:43'00" <6> 9.01 <23> 19.53 <23> 28.03 <25> 10.21 <20> 35.42
<21> 28.54 <23> 56.57 <23> 1.07.18 <23> 1.43.00

24 大田原B 1:44'01" <16> 9.40 <26> 20.35 <21> 27.46 <15> 9.41 <23> 36.19
<25> 30.15 <24> 58.01 <25> 1.07.42 <24> 1.44.01

25 南那須 1:44'45" <25> 10.09 <25> 20.12 <22> 27.53 <3> 9.12 <26> 37.19
<26> 30.21 <25> 58.14 <24> 1.07.26 <25> 1.44.45

26 上三川町 1:46'48" <20> 9.49 <24> 20.03 <26> 29.28 <20> 10.00 <27> 37.28
<24> 29.52 <26> 59.20 <26> 1.09.20 <26> 1.46.48

27 那須町B 1:47'13" <23> 9.59 <27> 21.29 <27> 29.53 <27> 10.47 <19> 35.05
<27> 31.28 <27> 1.01.21 <27> 1.12.08 <27> 1.47.13

壬生西高谷歩道橋～
5 区　男子　10.42km

栃木県庁～
壬生西高谷歩道橋

中央公園～ グランディ科学ランド～ 壬生運動場～
1 区　女子　2.70km 2 区　男子　5.76km 3 区　男子　8.13km 4 区　中学男子　3.0km

栃木市総合運動公園

柴﨑 妃乙美（白鷗大足利高3） 山中 祐人（足利中央養教） 西田 隆維（JALｸﾞﾗﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ）F 英木 昌人（協和中3） 渡邊 公志（白鷗大足利高3）

中央公園 グランディわくわく科学ランド 壬生運動場

伊藤 潤（三菱自動車岡崎）F

高野 満美（白鷗大） 綱川 智哉（東京農業大） 鈴木 崇大（佐野日大高3） 豊田 大志（芳賀中2） 阿久津 尚ニ（富士通）F

高久 ひとみ（那須拓陽高3） 郡司 貴大（那須拓陽高2） 手塚 佳宏（那須拓陽高3） 武田 智志（西那須野中3）

大谷 卓也（佐野日大高1）

中里 絵美（白鷗大足利高2） 小野 栄大（作新学院高2） 上岡 正太（東京電力茨城）F 渡邊 準也（小山三中3） 高見 諒（東洋大）F

川又 千聖（真岡女子高3） 日向野 聖隆（佐野日大高2） 横松 優（佐野日大高3） 大塚 卓也（大内中2）

渡邊 紀人（柳河精機）F

鈴木 美香（日本体育大） 後藤 広行（那須拓陽高3） 吉田 悠太（那須拓陽高3） 小泉 亮和（黒田原中3） 小高 悠馬（順天堂大）

岩間 晴香（白鷗大） 阿久津 丞治（那須拓陽高3） 星 孟宏（専修大） 君島 亮太（大田原中3）

恩田 峻之（城西大）

臼井 沙織（文星女子高2） 福田 幸太（豊岡中教員） 大門 友也（佐野日大高1） 横手 健（鹿沼西中3） 瀬崎 裕次（専修大）

川﨑 明日香（佐野南中2） 三膳 直弥（佐野日大高2） 菊地 晋平（白鷗大足利高3） 桐原 翔太（佐野北中2）

岩崎 耕三（明治大）

神山 ゆり（文星女子高1） 塚原 芳典（日光東照宮） 加藤 宏之（城西大） 小滝 和（塩谷中3） 山口 裕岐（東洋大）

福井 智未（大田原女子高1） 神山 祐太（法政大） 碓氷 竜太（作新学院高3） 浅石 祐史（氏家中2）

木村 祐一郎（神奈川大）

鈴木 詩恵里（白鷗大足利高3） 青柳 竜馬（白鷗大足利高1） 大澤 大祐（國學院栃木高2） 金子 拓矢（栃木西中2） 栗林 将也（國學院大）

阿部 沙香（那須拓陽高1） 坂本 貴亮（宇都宮高2） 溝上 翔太（作新学院高3） 佐藤 哲也（横川中3）

神山 卓也（亜細亜大）

田中 那未（栃木女子高1） 川村 佑貴（佐野日大高1） 奥澤 匠（東京経済大） 阿部 泰久（佐野北中1） 小曽根 寛（白鷗大足利高2）

倉澤 ありさ（文星女子高1） 黒子 利樹（作新学院高1） 林 秀行（ホンダ栃木） 吉原 大輔（今市中3）

山口 栄由（流通経済大）

阿久津 愛海（真岡女子高2） 岩倉 僚（茂木高1） 上野 杏太（佐野日大高2） 町井 宏行（真岡中1） 大森　孝芳

加藤 美幸（真岡女子高1） 竹石 淳（栃電社） 五十嵐 将人（作新学院高1） 岩﨑 翔（七井中2）

八木沢 直也（東洋大）

生井 香緒里（白鷗大足利高2） 渡辺 大地（栃木高1） 橋本 智輝（早稲田大） 諏訪 悠斗（国分寺中2） 岩松 雅文（国分寺特学教）

月井 誉（黒磯北中3） 西澤 大生（那須拓陽高1） 木澤 裕明（東京農業大） 本間 春樹（三島中3）

藤田 義敬（金子メディックス）

大畠 夕佳（大平中2） 大橋 陽（栃木翔南高2） 高畑 武（日本郵便佐野） 栃木 渡（大平中1） 舘野 聡（栃木信金）

高嶋 美空（三島中2） 藤田 達也（大田原高2） 猪瀬 洸樹（大田原高1） 郡司 真大（西那須野中2）

渡邊 俊之（作斬学院高3）

下門 美春（那須拓陽高3） 河内 直樹（矢板東高1） 鈴木 敦之（作新学院高1） 印南 崇光（泉中2） 村上 利雅（塩谷中教員）

南 千尋（清原中1） 山口 裕一郎（ホンダ栃木） 横松 丈周（宇都宮高1） 高橋 煕（陽東中2）

塩谷 桂大（荒川中3） 高林 大樹（烏山高1）

深澤 綾乃（作新学院高2） 津久井 健雄（消防署） 佐藤 圭介（那須拓陽高2） 桜岡 駿（金田北中2）

大島 愛実（那須拓陽高2） 後藤 洸史（黒磯南高1） 斉藤 貴祥（大田原高2） 押元 涼太（那須中1） 高久 康明（JAなすの）

川上 直美（真岡女子高1） 馬場 淳司（宇都宮南高3） 谷中 貴夫（前田工業） 野口 将志（上三川中2）

於　栃木県庁～栃木市総合運動公園陸上競技場

第50回 栃木県郡市町対抗駅伝競走大会 往路 成績一覧

宇津木 宗光（東部興業）

岩間 文吾（フジノン）

田澤 咲絵（白鷗大） 佐藤 光（烏山高3） 渡辺 貴好（烏山高2）



開催日: 平成21年1月25日（日）
復　路 往　復

順位 チーム名
30.01km 順位 チーム名 総合タイム

1 芳賀郡A 1:32'15" <1> 31.17 <3> 10.26 <3> 24.40 <1> 17.36 <3> 8.16 1 芳賀郡A 3:07'09"
<2> 41.43 <2> 1.06.23 <1> 1.23.59 <1> 1.32.15

2 真岡市A 1:32'37" <4> 32.15 <1> ◎9:41 <1> 24.14 <2> 17.55 <13> 8.32 2 真岡市A 3:08'14"
<3> 41.56 <1> 1.06.10 <2> 1.24.05 <2> 1.32.37

3 宇都宮市A 1:34'51" <3> 32.00 <19> 11.10 <4> 24.41 <6> 18.18 <20> 8.42 3 那須塩原市A 3:10'01"
<4> 43.10 <3> 1.07.51 <3> 1.26.09 <3> 1.34.51

4 那須塩原市A 1:35'43" <2> 31.31 <2> ◎9:46 <25> 27.50 <8> 18.25 <2> 8.11 4 足利市 3:10'34"
<1> 41.17 <5> 1.09.07 <4> 1.27.32 <4> 1.35.43

5 佐野市B 1:36'14" <13> 33.37 <5> 10.35 <6> 25.18 <7> 18.24 <4> 8.20 5 宇都宮市A 3:12'13"
<8> 44.12 <6> 1.09.30 <6> 1.27.54 <5> 1.36.14

6 足利市 1:36'17" <7> 33.01 <15> 10.52 <8> 25.47 <5> 18.10 <7> 8.27 6 小山市 3:13'34"
<7> 43.53 <7> 1.09.40 <5> 1.27.50 <6> 1.36.17

7 佐野市A 1:36'52" <12> 33.36 <7> 10.36 <4> 24.41 <21> 19.32 <7> 8.27 7 佐野市A 3:13'54"
<9> 44.12 <4> 1.08.53 <7> 1.28.25 <7> 1.36.52

8 小山市 1:37'45" <16> 33.48 <4> 10.28 <11> 26.10 <12> 18.43 <16> 8.36 8 鹿沼市 3:15'17"
<10> 44.16 <8> 1.10.26 <8> 1.29.09 <8> 1.37.45

9 芳賀郡B 1:37'47" <15> 33.47 <16> 11.01 <9> 25.59 <10> 18.37 <5> 8.23 9 佐野市B 3:15'32"
<13> 44.48 <9> 1.10.47 <9> 1.29.24 <9> 1.37.47

10 鹿沼市 1:38'07" <14> 33.39 <19> 11.10 <13> 26.25 <13> 18.45 <1> 8.08 10 塩谷郡 3:15'55"
<14> 44.49 <12> 1.11.14 <11> 1.29.59 <10> 1.38.07

11 日光市 1:38'32" <6> 32.48 <10> 10.41 <21> 27.25 <17> 19.09 <10> 8.29 11 大田原市A 3:16'18"
<6> 43.29 <10> 1.10.54 <13> 1.30.03 <11> 1.38.32

12 塩谷郡 1:38'37" <8> 33.07 <27> 11.44 <14> 26.26 <13> 18.45 <15> 8.35 12 日光市 3:16'35"
<15> 44.51 <13> 1.11.17 <12> 1.30.02 <12> 1.38.37

13 栃木市 1:38'59" <18> 34.11 <11> 10.42 <15> 26.28 <9> 18.34 <24> 9.04 13 栃木市 3:16'44"
<16> 44.53 <14> 1.11.21 <10> 1.29.55 <13> 1.38.59

14 那須塩原市B 1:39'28" <22> 35.09 <9> 10.38 <16> 26.33 <11> 18.41 <7> 8.27 14 さくら市 3:17'06"
<21> 45.47 <19> 1.12.20 <14> 1.31.01 <14> 1.39.28

15 南那須 1:39'34" <19> 34.16 <25> 11.31 <12> 26.18 <15> 18.56 <14> 8.33 15 芳賀郡B 3:17'46"
<22> 45.47 <16> 1.12.05 <15> 1.31.01 <15> 1.39.34

16 宇都宮市B 1:39'46" <21> 34.57 <14> 10.43 <20> 27.19 <4> 18.03 <21> 8.44 16 那須町A 3:18'42"
<20> 45.40 <23> 1.12.59 <16> 1.31.02 <16> 1.39.46

17 さくら市 1:39'49" <5> 32.37 <11> 10.42 <24> 27.47 <24> 20.04 <19> 8.39 17 那須塩原市B 3:19'49"
<5> 43.19 <11> 1.11.06 <17> 1.31.10 <17> 1.39.49

18 那須塩原市C 1:39'51" <20> 34.20 <5> 10.35 <18> 27.09 <18> 19.10 <17> 8.37 18 真岡市B 3:20'54"
<18> 44.55 <15> 1.12.04 <18> 1.31.14 <18> 1.39.51

19 大田原市A 1:40'10" <27> 37.17 <11> 10.42 <2> 24.26 <19> 19.20 <6> 8.25 19 那須塩原市C 3:21'36"
<25> 47.59 <20> 1.12.25 <20> 1.31.45 <19> 1.40.10

20 下都賀郡 1:40'40" <10> 33.27 <25> 11.31 <17> 27.08 <22> 19.40 <23> 8.54 20 宇都宮市B 3:22'18"
<19> 44.58 <17> 1.12.06 <21> 1.31.46 <20> 1.40.40

21 真岡市B 1:40'55" <24> 35.31 <17> 11.04 <7> 25.44 <19> 19.20 <26> 9.16 21 下都賀郡 3:22'38"
<24> 46.35 <18> 1.12.19 <19> 1.31.39 <21> 1.40.55

22 上三川町 1:41'41" <17> 33.49 <7> 10.36 <26> 28.11 <25> 20.36 <10> 8.29 22 南那須 3:24'19"
<11> 44.25 <21> 1.12.36 <22> 1.33.12 <22> 1.41.41

23 那須町A 1:42'08" <26> 37.08 <18> 11.05 <10> 26.03 <16> 19.07 <22> 8.45 23 下野市 3:25'16"
<27> 48.13 <26> 1.14.16 <24> 1.33.23 <23> 1.42.08

23 大田原B 1:42'08" <23> 35.18 <21> 11.11 <22> 27.27 <23> 19.41 <12> 8.31 24 矢板市 3:25'32"
<23> 46.29 <25> 1.13.56 <25> 1.33.37 <23> 1.42.08

25 矢板市 1:42'32" <25> 36.34 <24> 11.30 <19> 27.15 <3> 18.02 <25> 9.11 25 大田原B 3:26'09"
<26> 48.04 <27> 1.15.19 <23> 1.33.21 <25> 1.42.32

26 下野市 1:43'31" <9> 33.20 <23> 11.22 <27> 28.51 <26> 21.20 <18> 8.38 26 上三川町 3:28'29"
<12> 44.42 <24> 1.13.33 <27> 1.34.53 <26> 1.43.31

27 那須町B 1:43'42" <11> 33.34 <22> 11.21 <23> 27.44 <26> 21.20 <27> 9.43 27 那須町B 3:30'55"
<17> 44.55 <22> 1.12.39 <26> 1.33.59 <27> 1.43.42

上段:区間成績　下段:累計成績 ◎区間新

熊倉 和樹（日本大）

荒川 智大（流通経済大）

皆川 雄太（法政大）

薄葉 聖太郎（東京農業大）

上野 大地（亜細亜大）

鮎ケ瀬 直樹（流通経済大）

鈴木 哲郎（ブリヂストン）

郡司 成次（東京電力）

時庭 崇（東京経済大）

小堀 佑真（神奈川大）

神山 優（作新学院高1）

大森 一輝（那須拓陽高3）

阿久津 浩三（竹井新聞店）

伊藤　雅治

赤星 貴久（小山向野JC）

上野 充（城西大）

黒川 翔矢（作新学院高1）

小野 恭平（関東学院大）

見形 駿介（亜細亜大）

小藤 渉（日本大）

岡本 美沙季（那須中2） 平山 朋弘（若草中教員） 伊藤 研人（大田原高1） 後藤 駿（高久中3）

金子 純也（専修大）

島田 敦史（ホンダ栃木）

小林 光二（中央学院大）

小指 徹也（佐野日大高2）

伏島 祐介（白鷗大足利高3）

入澤 啓介（佐野日大高1）

坂主 加奈（矢板中2） 青木 勇人（日本大） 小山 強志（京福会） 田城 祥（泉中2）

山田 和海（国分寺中1） 高橋 健太郎（東京外国語大） 矢田部 康平（石橋高1） 丸茂 恭徳（国分寺中1）

矢野 遥（那須中3） 大森 和樹（那須拓陽高3） 藤田 祐弥（那須拓陽高1） 榮田 雄飛（東陽中2）

益子 美沙希（川西中1） 水沼 貴大（那須拓陽高3） 菊池 徹（ブリヂストン） 舟山 皐太（大田原中3）

栗原 唯（真岡東中2） 赤上 怜佑（佐野日大高2） 篠崎 和雄（小山向野JC） 町井 孝行（真岡中1）

小林 悠華（上三川中1） 開沼 和紀（真岡高1） 田中 康秀（日産自動車） 上野 雄都（上三川中2）

志賀 亜樹美（大田原中2） 磯 将弥（中央学院大） 謝花 大介（那須拓陽高2） 島田 直人（大田原中3）

松本 里沙（大平中2） 栃木 祐輝（佐野日大高1） 鈴木 信彦（小山高2） 生澤 佑樹（大平中2）

平田 朱音（氏家中2） 大井川 岳（大田原高2） 岡田 晃平（さくら清修高2） 伴 雄介（氏家中1）

和久 夢来（三島中1） 西村 俊亮（大田原高1） 越沼 克実（東芝） 平山 友也（黒磯北中3）

大森 理沙子（馬頭中3） 塩田 翔平（作新学院高3） 高野 寛（大田原高2） 高田 竜平（下江川中1）

平野 里奈（宇大付属中2） 渡邉 拓也（東京大） 松村 紀幸（ホンダ栃木） 蒲地 耕太朗（横川中3）

福冨 愛奈（栃木西中3） 赤坂 拓哉（小山西高2） 山田 竜平（佐野高1） 青木 貴寛（栃木西中3）

山田 凜（三島中1） 豊島 聡（東芝） 佐藤 怜（那須拓陽高1） 松本 昂洋（厚崎中2）

沼尾 優香（今市中2） 川又 慎也（作新学院高2） 八木澤 悠太（鹿沼高2） 田中 雄也（今市中3）

手塚 花奈子（塩谷中2） 小池 啓介（作新学院高1） 坂本 貴宏（文星芸大附高2） 大内 悠也（塩谷中2）

古田土 実和（中川中2） 高津戸 拓実（白鷗大） 平野 裕紀（茂木高1） 大桃 歩夢（芳賀中3）

加藤 彩（鹿沼東中3） 瀬崎 雅則（宇都宮東高教員） 岩本 直晃（今市高2） 黒田 智士（粟野中3）

茂木 瑠衣（佐野北中3） 原田 直樹（白鷗大足利高3） 賣野 大貴（佐野日大高1） 小林 竜馬（佐野北中2）

井坂 瑞希（小山城南中1） 木村 建太（白鷗大足利高2） 橋本 憲一（白鷗大） 木下川 湧（小山城南中2）

島田 幸穂（佐野北中1） 池澤 暁（日本大） 石川 祐也（拓殖大） 八下田 弘輝（葛生中3）

上武 志穂（足利一中2） 飯島 聡（上武大） 半田 徹（白鷗大足利高2） 上村 純也（足利西中2）

山中 都（瑞穂野中1） 鈴木 健太郎（ホンダ栃木） 平石 直樹（作新学院高2） 樋山 智昭（清原中2）

菊池 文茄（三島中3） 松本 ―人（国士舘大） 田中 直樹（大田原高1） 吉成 祐人（西那須野中3）

早乙女 夏紀（作新学院高3）

栃木県庁

羽田 智香（中村中3） 横松 徹（佐野日大高3） 関口 祏（日本大） 田中 義孝（中村中2）

中央公園～
10 区　中学男子　2.70km

浅野 友哉（市貝中3）

壬生西高谷歩道橋 壬生運動場 グランディ科学ランド 中央公園

佐藤 慎悟（日清食品）F 青柳 美樹（芳賀中1） 横山 築（拓殖大）

9 区　男子　5.76km
グランディわくわく科学ランド～

6 区　男子　10.42km
栃木市総合運動公園～

7 区　中学女子　3.0km
壬生西高谷歩道橋～

8 区　男子　8.13km
壬生運動場～

於　栃木市総合運動公園陸上競技場～栃木県庁
総合成績

第50回 栃木県郡市町対抗駅伝競走大会 復路 成績一覧


