
ト ラ ッ ク 審 判 長 小竹 和之

ス タ ー ト 審 判 長 藤本 裕也

跳 躍 審 判 長 川田 浩司
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記 録 主 任 林 達也

日付 種目

齊藤 直彦(3) 10.92(+0.3) マデロ ケンジ(2) 10.94(+0.3) 古島 匠稀(3) 11.06(+0.3) 小林 祐介 11.16(+0.3) 粕尾 悠人(3) 11.20(-1.3) 小菅 悠理(3) 11.21(+0.3) 石井 浩哉(4) 11.23(-1.3) ブルガ アリエル(1) 11.24(-1.3)
白鴎大 作新学院高 作新学院高 滝沢ハム 宇都宮南高 青藍泰斗高 埼玉・高崎経済大 作新学院高
小野 悠人(3) 11.54(+0.4) 斎藤 寛樹(2) 11.69(-0.6) 須藤 史結(3) 11.72(+0.4) 山本 莉久(3) 11.91(-0.6) 齋藤 星音斗(3) 12.03(-0.7) 鈴木 大空(3) 12.03(+0.4) 阪口 銀雅(3) 12.08(+0.4) 須藤 涼佑(2) 12.13(+0.4)
佐野高附中 今市中 佐野南中 今市中 今市中 真岡東中 佐野北中 佐野南中
関沼 柊斗(6) 14.36(-0.5) 齋藤 虎珀(6) 14.75(-0.3) 北川 陽大(6) 14.99(-0.3) 須藤 聖斗(5) 15.18(-0.5) 森戸 康介(4) 16.50(-0.3) 高橋 悠来(5) 16.53(-0.3) 阿部 冬梧(4) 16.75(-0.5) 新井 隆也(4) 17.29(-0.3)
足利陸上教室 コウロクＪｒ 足利陸上教室 界小 田沼小 足利陸上教室 田沼小 田沼小

日向野 英介(3) 8.69 高澤 文太朗(3) 8.76 藤本 凌也(3) 8.79 小鷹 煌生(2) 8.96 小林 凉空(3) 9.03 中田 雄太(3) 9.25 富樫 真絆(2) 9.68 佐藤 陽生(1) 9.87
田沼小 足利陸上教室 足利陸上教室 埼玉・飯能クラブｊｒ 犬伏東小 新田小 那須塩原南小 犬伏東小
丸山 将 49.68 山本 駿(2) 52.72 出居 時(3) 52.84 細川 奈於(1) 53.76 高橋 俊樹 53.98 戸﨑 景太(1) 55.60 山根 有翔 55.63 山田 祐樹 57.27
OCOSITEI 白鴎大 佐野東高 獨協医大 栃木陸協 宇都宮高 栃木陸協 栃木陸協
山中 太耀(6) 3:24.92 小角 利宇(5) 3:28.29 遠藤 秀征(5) 3:40.98 岩上 由仁(5) 3:42.35 高橋 悠来(5) 3:43.88 廣瀬 翔和(6) 3:49.48
足利陸上教室 足利陸上教室 足利陸上教室 足利陸上教室 足利陸上教室 足利陸上教室
堀江 優也(1) 4:08.56 野上 善弘 4:09.84 高橋 俊樹 4:20.08 細川 奈於(1) 4:21.49 島田 敦史 4:22.84 篠﨑 隆英(2) 4:22.93 大嶋 義昭 4:23.27 大畑 秀平 4:28.68

順天堂大 NINE TC 栃木陸協 獨協医大 Honda栃木 上三川高 小山向野JC NINE TC
大瀧 涼(3) 4:30.50 渡辺 寛人(3) 4:31.89 飯塚 秋登(3) 4:33.87 森尻 悠翔(1) 4:34.44 亀山 翔成(2) 4:34.85 髙野 航希(2) 4:39.38 福田 誉仁(2) 4:40.70 江原  主真(2) 4:41.62
今市中 今市中 足利陸上教室 栃木東陽中 足利陸上教室 小山三中 佐野南中 佐野南中
堀口 優人(2) 9:48.37 原 慎太郎(2) 10:16.70 沼尾 健太郎(3) 10:46.99 湯沢 想太(2) 11:49.11
落合中 落合中 今市中 佐野高附中
野上 善弘 16:25.89 牛田 美樹 16:29.94 岩井 康祐(2) 17:14.86 田村 悠貴 17:50.60 飯嶋 知彦 18:00.68 俵 淳 18:06.89
NINE TC 群馬・館林クラブ 宇都宮北高 NINE TC NINE TC 茨城・BTP

町田 光輝(2) 15.78 伊藤 優眞(1) 15.84 大山 幹生(1) 17.90
小山西高 小山西高 宇都宮高
石川 京史(3) 16.10 櫻井 大介(3) 16.88 飯塚 遥人(2) 18.73 玉谷 慶愛(2) 19.06
今市中 真岡東中 佐野高附中 今市中
真岡北陵高 47.77
中里 峻輔(2)
松本 篤哉(2)

山岸 元輝(2)
畠井 涼真(2)
今市中A 45.79 真岡東中 47.08 田沼西中 53.62 今市中B 53.77
齋藤 星音斗(3) 鈴木 大空(3) 串田 咲斗(1) 渡辺 寛人(3)
斎藤 寛樹(2) 市村 大樹(3) 松島 龍之介(1) 大瀧 涼(3)
石川 京史(3) 柴山 青空(3) 亀山 瑠巳(1) 沼尾 健太郎(3)

山本 莉久(3) 櫻井 大介(3) 森戸 雄介(1) 齋藤 将人(1)
能手 宣拓(4) 1m85 高橋 雅也 1m85 吉武 真人 1m80
平成国際大 SAC 栃木陸協
阿久津 飛来(3) 1m70 上吉原 將能(2) 1m50 飯塚 遥人(2) 1m45
今市中 今市中 佐野高附中
吉澤 尚哉 6m94(0.0) 大島 一晟(1) 6m88(-0.3) 関口 治希(3) 6m46(+0.2) 高津戸 堅太(1) 6m00(-1.2) 坂元 泰(2) 5m97(+0.5) 添田 絋平(3) 5m95(+0.6) 落合 悠真(1) 5m86(-0.1) 阿部 拓斗(1) 5m79(-0.3)
滝沢ハム 平成国際大 白鴎大 作新学院高 宇都宮高 白鴎大 佐野松桜高 福島・作新学院大

尾花 陸斗(3) 5m60(-0.8) 石川 京史(3) 5m57(+0.4) 宮崎 知裕(3) 5m44(-0.7) 篠原 紀啓(1) 5m23(0.0) 関谷  彰太(2) 5m16(0.0) 唯木 奏翔(2) 4m86(-0.3) 上岡 優樹(3) 4m83(-1.2) 片見 楓(1) 4m73(+0.5)
佐野南中 今市中 佐野西中 落合中 佐野南中 佐野北中 佐野北中 コウロクＪｒ

齋藤 虎珀(6) 4m22(+0.2) 関沼 柊斗(6) 4m21(+0.9) 北川 陽大(6) 4m06(+1.7) 本間 匠人(5) 3m88(+1.1) 坂元 悠(5) 3m39(+1.7) 亀山 桂汰(4) 3m09(+0.1) 倉本 青空(6) 2m54(+1.3)
コウロクＪｒ 足利陸上教室 足利陸上教室 宇大附属小 宇大附属小 吾妻小 吾妻小

小林 凉空(3) 2m92(+0.5) 小鷹 煌生(2) 2m47(+0.9) 富樫 真絆(2) 2m24(+1.5)
犬伏東小 埼玉・飯能クラブｊｒ 那須塩原南小
竹澤 海斗 13m00 内山 直彦 12m45

SAC 栃木TFC

藤田 天史(3) 15m84 嶋田 裕二(2) 14m00 関山 洸哉(1) 13m21 高久 雄飛(2) 8m87
青藍泰斗高 青藍泰斗高 小山西高 小山北桜高
永澤 良太(3) 10m60 吉原 航太郎(3) 10m29 須藤 壮琉(2) 7m25
佐野北中 コウロクＪｒ 佐野南中

第4回佐野市ナイター陸上競技記録会 【19090711】
佐野市運動公園陸上競技場 【92030】
2019/08/18 ～ 2019/08/18

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月18日 高校一般男子100m

8月18日 小学4～6年男子100m

8月18日 中学男子100m

8月18日 高校一般男子1500m

8月18日 中学男子1500m

8月18日 高校一般男子400m

8月18日 小学4～6年男子1000m

8月18日
高校一般男子

110mH(106.7cm) 風：+2.6

8月18日 中学男子3000m

8月18日 高校一般男子5000m

8月18日 高校一般男子4X100mR

8月18日 中学男子4X100mR

8月18日
中学男子110mH(91.4cm) 

風：+1.9

8月18日 中学男子走幅跳

8月18日 高校一般男子走高跳

8月18日 中学男子走高跳

8月18日 中学男子砲丸投(5.0kg)

8月18日 高校男子砲丸投(6.0kg)

8月18日 高校一般男子走幅跳

8月18日 小学1～3年男子走幅跳

8月18日 小学4～6年男子走幅跳

8月18日
小学1～3年男子50m 

風：+1.5

8月18日 一般男子砲丸投(7.26kg)



ト ラ ッ ク 審 判 長 小竹 和之

ス タ ー ト 審 判 長 藤本 裕也

跳 躍 審 判 長 川田 浩司

投 て き 審 判 長 前田 芳久

記 録 主 任 林 達也

日付 種目

第4回佐野市ナイター陸上競技記録会 【19090711】
佐野市運動公園陸上競技場 【92030】
2019/08/18 ～ 2019/08/18

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

井上 翼玖 56m58 藤田 天史(3) 53m64 永野 友斗(3) 50m29 蓼沼 大輝(3) 47m80 今井 颯太(2) 45m72 金井 祐寛(1) 43m78 豊後 滉輔(2) 39m81 茂木 慶(2) 39m05
栃木陸協 青藍泰斗高 白鴎大足利高 足利大附高 埼玉・小鹿野高 作新学院高 作新学院高 足利大附高
神戸 寛人(3) 45m24 永澤 良太(3) 39m95 佐々木 徠斗(3) 39m69 吉原 航太郎(3) 30m68
真岡東中 佐野北中 落合中 コウロクＪｒ
山田 怜音(5) 38m59 川田 健惺(5) 37m95 坂元 悠(5) 33m40 亀山 桂汰(4) 32m39 本間 匠人(5) 25m72
田沼小 吾妻小 宇大附属小 吾妻小 宇大附属小

倉澤 みはな(1) 12.52(+0.4) 山口 優芽(1) 12.53(+0.4) 髙橋 小夜 13.31(+0.4) 齋藤 理沙(1) 13.42(+0.4) 清水 優美(3) 13.63(-0.5) 松本 明莉(1) 14.11(-0.5) 熊倉 千佳(1) 14.37(-0.5) 熊倉 千波(1) 14.43(-0.5)
作新学院高 作新学院高 華陵クラブ 青藍泰斗高 小山南高 小山南高 小山南高 小山南高
岡田 真尋(3) 13.32(+0.2) 朝日 凛(2) 13.80(-0.3) 阿部 百花(3) 13.81(+0.2) 飯野 梨央奈(2) 13.87(-0.3) 松本 かんな(1) 13.89(+0.2) 鶴見 妃菜(1) 14.06(+0.2) 羽田 結愛(2) 14.08(+0.2) 関谷 亜夢(2) 14.10(-0.3)
佐野南中 コウロクＪｒ 佐野北中 今市中 栃木東陽中 栃木東陽中 足利陸上教室 コウロクＪｒ
石原 南菜(5) 14.05(-1.6) 日向野 優心(6) 14.90(-1.6) 八下田 愛(6) 14.97(-2.8) 髙橋 悠 15.00(-2.8) 松本 凛(5) 15.15(-1.6) 飯塚 彩子(5) 15.17(-1.6) 高橋 佳那(6) 15.23(-1.6) 菅野 楓愛(6) 15.23(-1.6)
足利陸上教室 田沼小 田沼小 華陵クラブ 大宮南小 宇大附属小 西原小 田沼小
佐藤 葵(3) 8.87 山田 莉央(3) 9.22 髙橋 結仁(2) 9.69 福嶋 心寧(3) 10.04

犬伏東小 犬伏東小 天明小 埼玉・飯能クラブｊｒ
小林 レオナ(1) 1:12.45
小山北桜高
片柳 沙弥(1) 2:39.88
佐野東高
小角 楓(2) 2:32.41 間中 美結(2) 2:34.97 斎藤 未怜(3) 2:37.34 小野 心愛(3) 2:38.04 荒川 玲奈(2) 2:42.41 淺野 凪咲(2) 2:43.46 上原 美咲(2) 2:47.38 町田 琴美(1) 3:03.60
足利陸上教室 小山三中 今市中 佐野南中 佐野北中 小山三中 佐野北中 今市中

長島 彩音(5) 3:21.76 高橋 佳那(6) 3:21.77 人見 芽依(6) 3:33.64 山田 文音(6) 3:38.99 遠藤 瑞生(6) 3:41.61 高橋 瑞奈(4) 3:47.04 松崎 莉子(4) 3:47.89 相子 奈々果(4) 4:16.33
もおかスポーツ 西原小 足利陸上教室 田沼小 吾妻小 西原小 足利陸上教室 犬伏東小
三橋 桃花(1) 12:02.85 鈴木 歌菫(3) 12:17.14
小山南高 高崎経済大
澤井 望乃(3) 11:36.10 淺野 凪咲(2) 11:44.30
佐野北中 小山三中
津久井 華(1) 15.42 横塚 愛結(2) 20.91

青藍泰斗高 佐野松桜高
朝日 凛(2) 15.04 丸山 楓佳(3) 15.63 羽田 結愛(2) 15.67 福地 岬(3) 16.00 高森 優萌(2) 16.22 長原 美唯(3) 16.80 樋山 凛花(1) 16.92 熊倉 千夏(3) 22.02
コウロクＪｒ 小山三中 足利陸上教室 佐野高附中 今市中 今市中 栃木東陽中 佐野高附中
小山南高 54.88
熊倉 千波(1)
松本 明莉(1)

唐澤 里菜(1)
熊倉 千佳(1)
田沼小A 59.57 毛野南小 1:04.22 田沼小B 1:08.17
菅野 楓愛(6) 丸山 莉羽(4) 佐藤 由菜(5)
八下田 愛(6) 宮澤 亜実(6) 木本 歩華(5)
山田 文音(6) 落合 柚妃(6) 金原 埜乃(5)
日向野 優心(6) 長島 色(6) 山越 眞由子(5)

栃木東陽 53.95 佐野南中 54.33 今市中 54.68
小口 希羽(1) 新井 美羽(3) 中村 凛(3)

松本 かんな(1) 岡田 真尋(3) 梶原 麻未(3)
樋山 凛花(1) 栗原 菜々美(3) 阿久津 星羽(3)

鶴見 妃菜(1) 新井 美月(3) 町田 珠実(3)
唐澤 里菜(1) 1m45
小山南高

佐久間 裕か(3) 1m45

小山南高
町田 珠実(3) 1m50 山本 実希(1) 1m40 熊倉 千夏(3) 1m40 熊井 優(2) 1m40 新井 美羽(3) 1m35 椎名 好香(2) 1m35 福地 岬(3) 1m30
今市中 足利陸上教室 佐野高附中 落合中 佐野南中 小山三中 佐野高附中

鶴見 妃菜(1) 1m30

栃木東陽中

8月18日
小学4～6年男子
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

8月18日 中学男子ジャベリックスロー

8月18日 高校一般男子やり投(800g)

8月18日 高校一般女子100m

8月18日 小学4～6年女子100m

8月18日 中学女子100m

8月18日 中学女子800m

8月18日 小学4～6年女子1000m

8月18日 高校一般女子400m

8月18日 高校一般女子800m

8月18日
高校一般女子

100mH(83.8cm) 
風：+2.8

8月18日 高校一般女子3000m

8月18日 中学女子3000m

8月18日 高校一般女子4X100mR

8月18日 小学校女子4X100mR

8月18日
中学女子100mH(76.2cm) 

風：+1.1

8月18日 中学女子4X100mR

8月18日 中学女子走高跳

8月18日 高校一般女子走高跳

8月18日
小学1～3年女子50m 

風：+1.5
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第4回佐野市ナイター陸上競技記録会 【19090711】
佐野市運動公園陸上競技場 【92030】
2019/08/18 ～ 2019/08/18

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

犬飼 真緒(2) 5m03(-0.4) 渡辺 鈴葉(1) 4m99(-0.3) 桂 貴美子(1) 4m89(+0.2) 岩上 樹(1) 4m53(+0.1) 小堀 奈津実(2) 4m42(-0.4) 亀山 菫(1) 4m18(+0.4) 小林 レオナ(1) 3m85(0.0)
作新学院高 作新学院高 白鴎大足利高 佐野東高 佐野東高 佐野松桜高 小山北桜高
新井 美月(3) 4m95(+0.1) 関谷 亜夢(2) 4m84(+0.4) 鹿野 璃子(2) 4m76(+0.3) 中村 真衣佳(2) 4m75(+0.2) 山本 実希(1) 4m62(-0.1) 阿部 百花(3) 4m57(+0.5) 青柳 沙良(3) 4m57(-0.3) 阿久津 星羽(3) 4m44(-1.0)
佐野南中 コウロクＪｒ 小山三中 佐野北中 足利陸上教室 佐野北中 佐野北中 今市中
石原 南菜(5) 4m53(-0.9) 飯塚 彩子(5) 3m83(-0.2) 松本 凛(5) 3m59(0.0) 厚木 ひまり(5) 3m53(-0.3) 鈴木 佑依(6) 3m52(-1.3) 島野 桜(5) 3m46(-0.4) 佐藤 由菜(5) 3m40(-0.7) 斉藤 由真(6) 3m39(0.0)
足利陸上教室 宇大附属小 大宮南小 足利陸上教室 天明小 足利陸上教室 田沼小 足利陸上教室

福嶋 心寧(3) 2m62(0.0)
埼玉・飯能クラブｊｒ
吉成 美羽(1) 10m70
青藍泰斗高
梶原 麻未(3) 10m33 青木 藍花(2) 8m06
今市中 佐野高附中
津久井 夢(3) 46m06 近藤 衣里唯(1) 27m24

青藍泰斗高 小山西高
阿部 夢愛(5) 38m65 長島 色(6) 30m73 木本 歩華(5) 17m85
吾妻小 毛野南小 田沼小

凡例 

8月18日 高校一般女子走幅跳

8月18日 小学1～3年女子走幅跳

8月18日 小学4～6年女子走幅跳

8月18日 中学女子走幅跳

8月18日
小学4～6年女子
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

8月18日 高校一般女子やり投(600g)

8月18日 中学女子砲丸投(2.721kg)

8月18日 高校一般女子砲丸投(4.0kg)



コンディション情報

大会総務 石塚 勇 トラック審判長 小竹 和之

跳躍審判長 川田 浩司 投てき審判長 前田 芳久

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2019/08/18 16:00 曇 34.3 59.0 南東 1.2

17:00 曇 32.4 61.0 南東 2.3

18:00 曇 29.3 64.0 北 1.2

19:00 曇 26.5 62.0 北北東 1.4

20:00 曇 26.6 68.0 北 0.5

21:00 曇 26.3 75.0 北 1.4

4 / 57



高校一般男子100m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 18:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 (風:+0.3) 2組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ 栃木 ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木

1 7 7068 齊藤 直彦(3) 白鴎大 10.92 1 6 4296 粕尾 悠人(3) 宇都宮南高 11.20

ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 栃木 ｲｼｲ ﾋﾛﾔ 埼玉

2 6 3022 マデロ ケンジ(2) 作新学院高 10.94 2 2 4927 石井 浩哉(4) 高崎経済大 11.23

ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 栃木 ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ 栃木

3 3 4050 古島 匠稀(3) 作新学院高 11.06 3 9 5037 ブルガ アリエル(1) 作新学院高 11.24

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 栃木 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 栃木

4 1 8080 小林 祐介 滝沢ハム 11.16 4 7 8081 坂本 将希 滝沢ハム 11.27

ｺｽｹﾞ ﾕｳﾘ 栃木 ｵｵｷ ﾘｮｳ 栃木

5 9 4328 小菅 悠理(3) 青藍泰斗高 11.21 5 3 8175 大木 涼 栃木TFC 11.37

ｲｼｾﾞｷ ﾕｳｽｹ 栃木 ﾌﾙﾔ ﾏﾋﾛ 栃木

6 2 7067 石関 佑介(3) 白鴎大 11.45 6 5 7101 降矢 稀祐(1) 作新学院大 11.38

ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ 栃木 ｱｵｷ ﾏｵ 栃木

4 1595 藤田 祥平(3) 順天堂大 DNS 7 4 7172 青木 慎央(1) 仙台大 11.40

ｼｲﾅ ﾘｮｳ 栃木 ﾎﾘｷﾘ ｵｳｷ 埼玉

5 7027 椎名 竜(4) 作新学院大 DNS 8 8 4983 堀切 王貴(3) 早大本庄 11.47

ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 茨城 ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞｷ 栃木

8 7104 稲垣 広弥(1) 作新学院大 DNS 1 7083 高松 克輝(2) 白鴎大 DNS

3組 (風:-0.3) 4組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃木 ﾄﾏﾂ ｱｷﾗ 栃木

1 9 8041 丸山 将 OCOSITEI 11.34 1 7 8119 外松 章 真岡東中 11.59

ｸﾎﾞ ｼｮｳ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 栃木

2 4 7100 久保 翔(1) 作新学院大 11.45 2 5 8171 高橋 優希 SAC 11.62

ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｷ 栃木 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｲﾁ 埼玉

3 5 8128 前田 俊貴 栃木TFC 11.52 3 2 465 濵田 敬一(2) 小鹿野高 11.69

ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 栃木 ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ 栃木

4 7 3218 上田 康介(2) 作新学院高 11.53 4 1 8046 新井 真秀 SAC 11.79

ﾃﾂﾞｶ ｼｵﾝ 栃木 ｾｷﾔ ﾀﾂｷ 栃木

5 8 8124 手塚 嗣音 栃木TFC 11.53 5 3 8050 関谷 樹 SAC 11.87

ﾅｸﾞﾓ ﾄﾓﾅﾘ 栃木 ｶﾜﾅﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 栃木

6 1 8172 南雲 智成 SAC 11.68 6 4 8029 川並 慎太郎 OCOSITEI 11.88

ﾓﾄﾖｼ ﾋﾛﾑ 茨城 ｵｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 栃木

7 3 2677 本吉 広武 茨苑AC 11.71 7 9 3066 岡村 大輝(2) 佐野東高 11.95

ﾎﾘｺｼ ﾋﾅﾀ 栃木 ﾌﾞﾝｺﾞ ｺｳｽｹ 栃木

8 2 3163 堀越 日向(2) 宇都宮高 11.72 8 6 3026 豊後 滉輔(2) 作新学院高 12.24

ｵｵﾉ ｿﾗ 栃木 ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 栃木

9 6 4182 大野 大空(3) 宇都宮商業高 11.78 8 7069 関口 治希(3) 白鴎大 DNS

5組 (風:-1.1) 6組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｷﾞﾜﾗ ﾋｶﾙ 栃木 ｵｵﾇｷ ﾘｮｳｶﾞ 栃木

1 8 8121 荻原 光 栃木TFC 11.78 1 5 3223 大貫 凌雅(2) 佐野東高 11.83

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾁ 栃木 ｱﾍﾞ ｱｷﾖｼ 栃木

2 9 5466 山﨑 泰知(2) 秀明大 11.80 2 2 8045 阿部 朗佳 SAC 11.91

ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ 栃木

3 3 5272 村上 兼太郎(1) 作新学院高 11.91 3 7 7102 井上 一真(1) 作新学院大 12.03

ｱｲｶﾜ ﾊﾙﾄ 栃木 ｷﾑﾗ ｼｭｳ 栃木

4 7 5335 相川 青澄(1) 作新学院高 12.01 4 3 4259 木村 珠祐(3) 栃木工業高 12.30

ﾀｶﾂﾄ ｹﾝﾀ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｻｸ 栃木

5 5 5032 高津戸 堅太(1) 作新学院高 12.20 4 8043 渡邉 晋作 OCOSITEI DNS

ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 栃木 ｲﾜﾀ ﾕｳﾏ 栃木

2 8039 林 拓己 OCOSITEI DNS 6 3219 岩田 優真(2) 作新学院高 DNS

ｻｶﾓﾄ ﾀｲ 栃木 ﾓﾃｷ ｼｭﾝ 埼玉

4 3057 坂元 泰(2) 宇都宮高 DNS 8 464 茂木 駿(1) 小鹿野高 DNS

ｾｷ ﾅｵﾔ 栃木 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 栃木

6 8034 関 直也 OCOSITEI DNS 9 7084 山本 翔真(2) 白鴎大 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子100m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 18:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 (風:+0.5) 8組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 栃木 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 栃木

1 6 8396 夘月 裕也 落合中 11.88 1 4 7130 田中 一希(2) 獨協医大 11.52

ﾃﾗｳﾁ ﾕｳﾔ 栃木 ﾃﾗﾑﾗ ｴｲｼﾞﾛｳ 栃木

2 7 4370 寺内 裕哉(3) 栃農高 12.37 2 6 7131 寺村 英次郎(4) 獨協医大 11.59

ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｼｭﾝ 栃木 ﾊﾀｲ ﾘｮｳﾏ 栃木

3 4 4301 泉田 舜(3) 栃木商業高 12.70 3 2 3267 畠井 涼真(2) 真岡北陵高 12.08

ｶﾈﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 栃木 ﾅｶｻﾞﾄ ｼｭﾝｽｹ 栃木

4 2 4302 金村 大智(3) 栃木商業高 12.85 4 9 3268 中里 峻輔(2) 真岡北陵高 12.43

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ 栃木

5 9 3260 山本 翔太(2) 小山北桜高 13.09 5 3 7082 鈴木 亮真(2) 白鴎大 12.63

ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 栃木 ﾔﾏｷﾞｼ ｹﾞﾝｷ 栃木

6 8 8364 塩澤 弘司 栃木陸協 13.39 6 7 3385 山岸 元輝(2) 真岡北陵高 12.64

ｵｵﾇｷ ﾀｶｼ 栃木 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ 栃木

7 3 3237 大貫 孝 華陵クラブ 13.78 7 5 3269 松本 篤哉(2) 真岡北陵高 12.65

ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 栃木 ｲｼﾂﾞｶ ﾉﾘﾕｷ 栃木

5 8181 佐藤 慎太郎 栃木TFC DNS 8 7125 石塚 紀行(OB) 獨協医大 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ 栃木

1 7068 齊藤 直彦(3) 白鴎大 10.92 +0.3
ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 栃木

2 3022 マデロ ケンジ(2) 作新学院高 10.94 +0.3
ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 栃木

3 4050 古島 匠稀(3) 作新学院高 11.06 +0.3
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 栃木

4 8080 小林 祐介 滝沢ハム 11.16 +0.3
ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木

5 4296 粕尾 悠人(3) 宇都宮南高 11.20 -1.3
ｺｽｹﾞ ﾕｳﾘ 栃木

6 4328 小菅 悠理(3) 青藍泰斗高 11.21 +0.3
ｲｼｲ ﾋﾛﾔ 埼玉

7 4927 石井 浩哉(4) 高崎経済大 11.23 -1.3
ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ 栃木

8 5037 ブルガ アリエル(1) 作新学院高 11.24 -1.3

凡例  DNS:欠場



高校一般男子400m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 16:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃木 ﾎｿｶﾜ ﾅｵ 栃木

1 4 8041 丸山 将 OCOSITEI 49.68 1 6 7136 細川 奈於(1) 獨協医大 53.76

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 栃木 ﾄｻｷ ｹｲﾀ 栃木

2 6 7086 山本 駿(2) 白鴎大 52.72 2 9 5055 戸﨑 景太(1) 宇都宮高 55.60

ｲﾃﾞｲ ﾄｷ 栃木 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 栃木

3 7 4312 出居 時(3) 佐野東高 52.84 3 3 8299 山田 祐樹 栃木陸協 57.27

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ 栃木 ｶﾈﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 栃木

4 8 8365 高橋 俊樹 栃木陸協 53.98 4 8 4302 金村 大智(3) 栃木商業高 58.28

ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ 栃木 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 栃木

5 2 5156 山根 有翔 栃木陸協 55.63 5 7 5338 中川 響(1) 小山北桜高 1:05.11

ﾏﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀﾛｳ 栃木 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 栃木

6 3 7156 馬立 涼太郎(1) 作新学院大 59.50 6 5 3260 山本 翔太(2) 小山北桜高 1:09.65

ﾕﾓﾄ ｺｳｼﾞ 栃木 ｲｲﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 栃木

5 7032 湯本 光司(4) 作新学院大 DNS 4 7081 飯村 慶次朗(2) 白鴎大 DNS

ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 栃木

9 8039 林 拓己 OCOSITEI DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃木

1 8041 丸山 将 OCOSITEI 49.68
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 栃木

2 7086 山本 駿(2) 白鴎大 52.72
ｲﾃﾞｲ ﾄｷ 栃木

3 4312 出居 時(3) 佐野東高 52.84
ﾎｿｶﾜ ﾅｵ 栃木

4 7136 細川 奈於(1) 獨協医大 53.76
ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ 栃木

5 8365 高橋 俊樹 栃木陸協 53.98
ﾄｻｷ ｹｲﾀ 栃木

6 5055 戸﨑 景太(1) 宇都宮高 55.60
ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ 栃木

7 5156 山根 有翔 栃木陸協 55.63
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 栃木

8 8299 山田 祐樹 栃木陸協 57.27

凡例  DNS:欠場



高校一般男子1500m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 19:45 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘｴ ﾕｳﾔ 栃木

1 9 7213 堀江 優也(1) 順天堂大 4:08.56

ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木

2 11 8233 野上 善弘 NINE TC 4:09.84

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ 栃木

3 6 8365 高橋 俊樹 栃木陸協 4:20.08

ﾎｿｶﾜ ﾅｵ 栃木

4 8 7136 細川 奈於(1) 獨協医大 4:21.49

ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 栃木

5 15 8090 島田 敦史 Honda栃木 4:22.84

ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ 栃木

6 1 3303 篠﨑 隆英(2) 上三川高 4:22.93

ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 栃木

7 10 8096 大嶋 義昭 小山向野JC 4:23.27

ｵｵﾊﾀ ｼｭｳﾍｲ 栃木

8 2 8313 大畑 秀平 NINE TC 4:28.68

ﾖｼﾊﾞ ﾘｮｳ 栃木

9 13 3179 吉羽 涼(2) 栃木商業高 4:32.68

ﾋﾗｻﾜ ﾄｼｶｽﾞ 栃木

10 4 8304 平澤 俊和 栃木陸協 4:33.28

ﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ 茨城

11 12 4238 永木 友成(2) 鬼怒商高 4:45.94

ﾊﾔｶﾜ ｿﾗ 栃木

3 3272 早川 空(2) 佐野松桜高 DNS

ﾋﾗｲ ｼｭﾝ 栃木

5 3382 平井 駿(2) 黒磯南高 DNS

ﾓﾘ ｱﾂﾋﾛ 栃木

7 4939 森 淳弘(3) 高崎経済大 DNS

ﾋﾗｵｶ ﾀﾂﾔ 栃木

14 8264 平岡 達哉 佐野市陸協 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子5000m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 20:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 栃木

1 3 8233 野上 善弘 NINE TC 16:25.89

ｳｼﾀﾞ ﾐｷ 群馬

2 2 416 牛田 美樹 館林クラブ 16:29.94

ｲﾜｲ ｺｳｽｹ 栃木

3 4 3139 岩井 康祐(2) 宇都宮北高 17:14.86

ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 栃木

4 1 8112 田村 悠貴 NINE TC 17:50.60

ｲｲｼﾞﾏ ﾄﾓﾋｺ 栃木

5 6 8179 飯嶋 知彦 NINE TC 18:00.68

ﾀﾜﾗ ｱﾂｼ 茨城

6 5 6078 俵 淳 BTP 18:06.89



高校一般男子110mH(106.7cm)
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 16:20 決　勝

決　勝　

(風:+2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｷ 栃木

1 5 3146 町田 光輝(2) 小山西高 15.78

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 栃木

2 7 5043 伊藤 優眞(1) 小山西高 15.84

ｵｵﾔﾏ ﾐｷｵ 栃木

3 6 5050 大山 幹生(1) 宇都宮高 17.90



高校一般男子4X100mR
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 20:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 真岡北陵高 3268 中里 峻輔(2) ﾅｶｻﾞﾄ ｼｭﾝｽｹ 47.77
3269 松本 篤哉(2) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ
3385 山岸 元輝(2) ﾔﾏｷﾞｼ ｹﾞﾝｷ
3267 畠井 涼真(2) ﾊﾀｲ ﾘｮｳﾏ

7 SAC DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般男子走高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：林 達也

8月18日 17:30 決　勝    

決　勝　

ﾉﾃ ﾉﾌﾞﾋﾛ 栃木 ○ － － － × ○ × × ×

1 2 7113 能手 宣拓(4) 平成国際大 1m85
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ 栃木 － － × × ○ × ○ × ○ × × ×

2 5 8051 高橋 雅也 SAC 1m85
ﾖｼﾀｹ ﾏｻﾄ 栃木 － － ○ × ○ × × ×

3 3 8207 吉武 真人 栃木陸協 1m80
ｶﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木 － － － × × ×

1 5068 金井 祐寛(1) 作新学院高 NM
ﾌｸﾁ ﾘｮｳｽｹ 栃木 × × ×

4 8294 福地 亮介 栃木陸協 NM
ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 栃木 × × ×

6 5098 落合 悠真(1) 佐野松桜高 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｺﾒﾝﾄ
1m80 1m85 1m90

記録所属
1m65 1m70 1m75

凡例  NM:記録なし



高校一般男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：林 達也

8月18日 19:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 栃木 6m94 × － － － － 6m94

1 16 8083 吉澤 尚哉 滝沢ハム 0.0 0.0
ｵｵｼﾏ ｲｯｾｲ 栃木 6m88 6m53 × 6m75 6m70 × 6m88

2 15 7088 大島 一晟(1) 平成国際大 -0.3 -0.2 0.0 -0.5 -0.3
ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 栃木 6m23 × 5m96 × × 6m46 6m46

3 12 7069 関口 治希(3) 白鴎大 -0.2 -0.2 +0.2 +0.2
ﾀｶﾂﾄ ｹﾝﾀ 栃木 5m88 5m94 × 5m89 6m00 × 6m00

4 14 5032 高津戸 堅太(1) 作新学院高 -0.3 -0.1 +0.1 -1.2 -1.2
ｻｶﾓﾄ ﾀｲ 栃木 5m83 5m97 4m73 3m99 － － 5m97

5 13 3057 坂元 泰(2) 宇都宮高 -0.6 +0.5 -0.3 -0.1 +0.5
ｿｴﾀ ｺｳﾍｲ 栃木 5m85 5m68 5m73 5m95 5m90 5m95 5m95

6 10 7073 添田 絋平(3) 白鴎大 -0.8 +0.4 -0.3 +0.6 +0.1 -0.5 +0.6
ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 栃木 5m73 5m27 5m86 5m55 5m60 5m50 5m86

7 6 5098 落合 悠真(1) 佐野松桜高 -0.5 0.0 -0.1 -0.6 0.0 -0.1
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 福島 5m65 5m21 5m79 － － － 5m79

8 9 7124 阿部 拓斗(1) 作新学院大 -0.4 0.0 -0.3 -0.3
ﾅｶﾉ ｴｲｼﾝ 栃木 5m78 5m70 5m52 5m78

9 5 5142 中野 瑛心(1) 宇都宮高 -0.5 +0.2 +0.4 -0.5
ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾀ 栃木 4m73 4m87 4m89 4m89

10 1 5175 石川 柊太(1) 佐野松桜高 -0.3 0.0 -0.4 -0.4
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 栃木 × 4m51 4m72 4m72

11 3 5338 中川 響(1) 小山北桜高 -0.2 -0.4 -0.4
ﾊﾀｲ ﾘｮｳﾏ 栃木

2 3267 畠井 涼真(2) 真岡北陵高 DNS
ｵｵﾇｷ ﾀｶｼ 栃木

4 3237 大貫 孝 華陵クラブ DNS
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 千葉

7 7106 山田 稜晟(1) 作新学院大 DNS
ｿｴﾀ ﾕｳﾏ 栃木

8 8004 添田 悠真(1) 白鴎大 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 栃木

11 7084 山本 翔真(2) 白鴎大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子砲丸投(7.26kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

8月18日 19:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹｻﾞﾜ ｶｲﾄ 栃木

1 2 8052 竹澤 海斗 SAC × × 12m71 12m71 12m96 13m00 × 13m00

ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾋｺ 栃木

2 1 8120 内山 直彦 栃木TFC 11m72 11m98 12m45 12m45 12m34 × × 12m45



高校男子砲丸投(6.0kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

8月18日 19:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 栃木

1 4 4326 藤田 天史(3) 青藍泰斗高 15m13 15m45 15m54 15m54 15m84 15m63 15m66 15m84

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 栃木

2 2 3007 嶋田 裕二(2) 青藍泰斗高 × × 13m13 13m13 × 13m60 14m00 14m00

ｾｷﾔﾏ ｺｳﾔ 栃木

3 3 5042 関山 洸哉(1) 小山西高 13m15 12m51 12m86 13m15 13m21 12m69 × 13m21

ﾀｶｸ ﾕｳﾄ 栃木

4 1 3261 高久 雄飛(2) 小山北桜高 8m87 8m05 × 8m87 8m36 7m56 8m84 8m87



高校一般男子やり投(800g)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

8月18日 18:10 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｳｴ ﾀｽｸ 栃木

1 11 8390 井上 翼玖 栃木陸協 52m41 × 56m58 56m58 51m09 50m08 51m95 56m58

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 栃木

2 12 4326 藤田 天史(3) 青藍泰斗高 51m54 53m62 53m64 53m64 51m90 × × 53m64

ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾄ 栃木

3 9 4082 永野 友斗(3) 白鴎大足利高 46m62 44m80 46m54 46m62 49m59 48m30 50m29 50m29

ﾀﾃﾇﾏ ﾀﾞｲｷ 栃木

4 4 4041 蓼沼 大輝(3) 足利大附高 47m80 × 47m00 47m80 × × 45m76 47m80

ｲﾏｲ ｿｳﾀ 埼玉

5 10 455 今井 颯太(2) 小鹿野高 42m69 45m15 44m26 45m15 44m45 45m67 45m72 45m72

ｶﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木

6 2 5068 金井 祐寛(1) 作新学院高 41m89 39m50 43m78 43m78 40m16 41m79 40m78 43m78

ﾌﾞﾝｺﾞ ｺｳｽｹ 栃木

7 7 3026 豊後 滉輔(2) 作新学院高 × 38m81 35m54 38m81 × 39m81 38m19 39m81

ﾓﾃｷﾞ ｹｲ 栃木

8 5 3361 茂木 慶(2) 足利大附高 39m05 34m03 × 39m05 38m90 × 34m53 39m05

ｶﾂﾇﾏ ﾚｵ 栃木

9 8 8170 勝沼 怜央 SAC × 38m21 37m64 38m21 38m21

ｽﾅｶﾞ ﾘｸﾄ 栃木

10 1 3365 須永 陸斗(2) 足利大附高 37m30 32m25 34m77 37m30 37m30

ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 栃木

11 6 5348 遠藤 壮琉(1) 青藍泰斗高 36m95 32m60 27m46 36m95 36m95

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ 栃木

3 3269 松本 篤哉(2) 真岡北陵高 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 18:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:+0.4) 2組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾉ ﾕｳﾄ 栃木 ｻｻｷ ｺｳﾀ 栃木

1 6 7522 小野 悠人(3) 佐野高附中 11.54 1 5 155 佐々木 幌太(2) 田沼西中 12.29

ｽﾄｳ  ｼｭｳ 栃木 ｼﾊﾞﾔﾏ ｿﾗ 栃木

2 5 7301 須藤 史結(3) 佐野南中 11.72 2 4 1305 柴山 青空(3) 真岡東中 12.31

ｽｽﾞｷ ﾀｸ 栃木 ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ 栃木

3 8 1306 鈴木 大空(3) 真岡東中 12.03 3 8 7263 橋本 駿(2) 佐野西中 12.45

ｻｶｸﾞﾁ ｷﾞﾝｶﾞ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ 栃木

4 4 1472 阪口 銀雅(3) 佐野北中 12.08 4 6 421 髙橋 暖空(2) 佐野北中 12.69

ｽﾄｳ  ﾘｮｳｽｹ 栃木 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 栃木

5 7 7336 須藤 涼佑(2) 佐野南中 12.13 5 7 8475 源田 竜生(3) 坂西中 12.86

ｲﾁﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 栃木 ｻｶﾞﾜ ｵｳｶﾞ 栃木

6 1 1300 市村 大樹(3) 真岡東中 12.13 6 3 154 佐川 桜雅(2) 田沼西中 12.97

ﾁｶｻﾞﾜ ﾘｷ 栃木 ﾎﾘｴ ﾘｵ 栃木

7 2 158 近澤 力(2) 田沼西中 12.26 7 9 8479 堀江 莉央(3) 坂西中 12.98

ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｾｲ 栃木 ｵﾁｱｲ ｹｲｽｹ 栃木

8 9 1470 村田 龍世(3) 佐野北中 12.27 8 2 419 落合 恵介(2) 佐野北中 13.06

ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 栃木

9 3 7303 鈴木 和翔(3) 佐野南中 12.54

3組 (風:-0.1) 4組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾉﾊﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 栃木 ｻｲﾄｳ ｾﾈﾄ 栃木

1 8 2001 篠原 紀啓(1) 落合中 13.21 1 2 5004 齋藤 星音斗(3) 今市中 12.03

ｻｻｷ ﾗｲﾄ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 栃木

2 3 1523 佐々木 徠斗(3) 落合中 13.24 2 4 5006 福田 龍斗(3) 今市中 12.80

ｶﾀﾐ ｶｴﾃﾞ 栃木 ｸｷﾞｼ ｸﾗﾝ 栃木

3 2 6 片見 楓(1) コウロクＪｒ 13.28 3 8 5005 根岸 蒼空(3) 今市中 12.90

ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾔ 栃木 ｸｽﾞﾇｷ ｼｭﾝｽｹ 栃木

4 7 7202 秋山 拓也(1) 佐野西中 13.51 4 5 151 葛貫 俊介(2) 田沼西中 13.22

ｶﾐｵｶ ﾕｳｷ 栃木 ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ 栃木

5 9 1473 上岡 優樹(3) 佐野北中 13.73 5 3 7352 新井 颯斗(1) 佐野南中 13.38

ｳｴｷ ﾐｻｷ 栃木 ﾓﾘﾄ ﾕｳｽｹ 栃木

6 4 5 植木 美冴輝(1) コウロクＪｒ 13.83 6 9 2074 森戸 雄介(1) 田沼西中 13.86

ｴﾀﾞ ｼｭｳ 栃木 ｽﾄｳ  ﾀｹﾙ 栃木

5 33 江田 修(2) 落合中 DNS 7 6 7335 須藤 壮琉(2) 佐野南中 14.21

ﾃﾗｳﾁ ｲｵ 栃木 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 栃木

6 6781 寺内 癒音(1) 國學院栃木中 DNS 8 7 2075 松島 龍之介(1) 田沼西中 14.30

5組 (風:-0.6) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 栃木 ｵﾉ ﾕｳﾄ 栃木

1 5 5012 斎藤 寛樹(2) 今市中 11.69 1 7522 小野 悠人(3) 佐野高附中 11.54 +0.4

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 栃木

2 9 5007 山本 莉久(3) 今市中 11.91 2 5012 斎藤 寛樹(2) 今市中 11.69 -0.6

ｶﾐﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 栃木 ｽﾄｳ  ｼｭｳ 栃木

3 7 5010 上吉原 將能(2) 今市中 12.60 3 7301 須藤 史結(3) 佐野南中 11.72 +0.4

ﾀﾏﾀﾆ ｹｲﾘ 栃木 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ 栃木

4 3 5011 玉谷 慶愛(2) 今市中 12.81 4 5007 山本 莉久(3) 今市中 11.91 -0.6

ｸｼﾀﾞ ｻｷﾄ 栃木 ｻｲﾄｳ ｾﾈﾄ 栃木

5 8 2071 串田 咲斗(1) 田沼西中 13.92 5 5004 齋藤 星音斗(3) 今市中 12.03 -0.7

ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾀｸ 栃木

6 6 7351 高橋 幸希(1) 佐野南中 13.98 6 1306 鈴木 大空(3) 真岡東中 12.03 +0.4

ｶﾒﾔﾏ ﾙｲ 栃木 ｻｶｸﾞﾁ ｷﾞﾝｶﾞ 栃木

7 2 2066 亀山 瑠巳(1) 田沼西中 14.66 7 1472 阪口 銀雅(3) 佐野北中 12.08 +0.4

ｻﾄｳ ﾘｭｳ 栃木 ｽﾄｳ  ﾘｮｳｽｹ 栃木

8 4 2072 佐藤 龍(1) 田沼西中 15.19 8 7336 須藤 涼佑(2) 佐野南中 12.13 +0.4

凡例  DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 19:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀｷ ﾘｮｳ 栃木 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ 栃木

1 9 5003 大瀧 涼(3) 今市中 4:30.50 1 5 6734 森尻 悠翔(1) 栃木東陽中 4:34.44

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 栃木 ﾀｶﾉ ｺｳｷ 栃木

2 4 5008 渡辺 寛人(3) 今市中 4:31.89 2 7 376 髙野 航希(2) 小山三中 4:39.38

ｲｲﾂﾞｶ ｼｭｳﾄ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ 栃木

3 5 64 飯塚 秋登(3) 足利陸上教室 4:33.87 3 9 7337 福田 誉仁(2) 佐野南中 4:40.70

ｶﾒﾔﾏ ｼｮｳｾｲ 栃木 ｲｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 栃木

4 3 8508 亀山 翔成(2) 足利陸上教室 4:34.85 4 2 8563 石川 大雅(1) 坂西中 4:56.40

ｴﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 栃木 ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 栃木

5 10 7331 江原  主真(2) 佐野南中 4:41.62 5 1 380 山田 哲平(2) 小山三中 4:58.76

ｵﾉ ﾙｲ 栃木 ｲﾜｶﾐ ﾀｶﾉﾘ 栃木

6 8 8540 小野 塁(1) 足利陸上教室 4:45.14 6 12 8542 岩上 貴徳(1) 足利陸上教室 5:02.92

ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 栃木

7 7 5014 齋藤 将人(1) 今市中 4:56.92 7 11 379 高橋 勇(2) 小山三中 5:09.08

ﾉﾑﾗ ｺｳｷ 栃木 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾚﾝ 栃木

8 6 7262 野村 晃暉(2) 佐野西中 4:56.93 8 4 2076 松平 蓮(1) 田沼西中 5:17.79

ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾔ 栃木 ﾖｼﾊﾗ ﾕｳｷ 栃木

9 11 7529 川上 統也(2) 佐野高附中 4:57.87 9 3 5013 吉原 侑希(2) 今市中 5:21.67

ﾐﾂｲ ﾅｵﾔ 栃木 ﾖｼﾊﾗ ｼｭｳﾔ 栃木

10 2 377 三井 南央也(2) 小山三中 5:03.78 10 10 5016 吉原 周哉(1) 今市中 5:21.92

ﾔﾏﾅｶ ﾚｲﾄ 栃木 ﾊﾔｼ ｾｲﾔ 栃木

11 1 2067 山中 羚冬(1) 田沼西中 5:06.21 11 13 7206 林 靖也(1) 佐野西中 5:31.29

ﾀｲﾗ ﾘｮｳﾀﾞｲ 栃木 ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀ 栃木

12 12 5015 平 凌大(1) 今市中 5:08.59 6 7528 湯沢 想太(2) 佐野高附中 DNS

ｸｷﾞｼ ｸﾗﾝ 栃木

8 5005 根岸 蒼空(3) 今市中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀｷ ﾘｮｳ 栃木

1 5003 大瀧 涼(3) 今市中 4:30.50
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 栃木

2 5008 渡辺 寛人(3) 今市中 4:31.89
ｲｲﾂﾞｶ ｼｭｳﾄ 栃木

3 64 飯塚 秋登(3) 足利陸上教室 4:33.87
ﾓﾘｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ 栃木

4 6734 森尻 悠翔(1) 栃木東陽中 4:34.44
ｶﾒﾔﾏ ｼｮｳｾｲ 栃木

5 8508 亀山 翔成(2) 足利陸上教室 4:34.85
ﾀｶﾉ ｺｳｷ 栃木

6 376 髙野 航希(2) 小山三中 4:39.38
ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ 栃木

7 7337 福田 誉仁(2) 佐野南中 4:40.70
ｴﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 栃木

8 7331 江原  主真(2) 佐野南中 4:41.62

凡例  DNS:欠場



中学男子3000m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 17:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 栃木

1 4 34 堀口 優人(2) 落合中 9:48.37

ﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 栃木

2 2 35 原 慎太郎(2) 落合中 10:16.70

ﾇﾏｵ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木

3 1 5001 沼尾 健太郎(3) 今市中 10:46.99

ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀ 栃木

4 3 7528 湯沢 想太(2) 佐野高附中 11:49.11



中学男子110mH(91.4cm)
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 16:15 決　勝

決　勝　

(風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ｹｲｼ 栃木

1 4 5009 石川 京史(3) 今市中 16.10

ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 栃木

2 5 1302 櫻井 大介(3) 真岡東中 16.88

ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 栃木

3 7 7530 飯塚 遥人(2) 佐野高附中 18.73

ﾀﾏﾀﾆ ｹｲﾘ 栃木

4 6 5011 玉谷 慶愛(2) 今市中 19.06



中学男子4X100mR
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 20:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 今市中A 5004 齋藤 星音斗(3) ｻｲﾄｳ ｾﾈﾄ 45.79
5012 斎藤 寛樹(2) ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ
5009 石川 京史(3) ｲｼｶﾜ ｹｲｼ
5007 山本 莉久(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ

2 5 真岡東中 1306 鈴木 大空(3) ｽｽﾞｷ ﾀｸ 47.08
1300 市村 大樹(3) ｲﾁﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
1305 柴山 青空(3) ｼﾊﾞﾔﾏ ｿﾗ
1302 櫻井 大介(3) ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ

3 4 田沼西中 2071 串田 咲斗(1) ｸｼﾀﾞ ｻｷﾄ 53.62
2075 松島 龍之介(1) ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
2066 亀山 瑠巳(1) ｶﾒﾔﾏ ﾙｲ
2074 森戸 雄介(1) ﾓﾘﾄ ﾕｳｽｹ

4 3 今市中B 5008 渡辺 寛人(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 53.77
5003 大瀧 涼(3) ｵｵﾀｷ ﾘｮｳ
5001 沼尾 健太郎(3) ﾇﾏｵ ｹﾝﾀﾛｳ
5014 齋藤 将人(1) ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ



中学男子走高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：林 達也

8月18日 17:30 決　勝    

決　勝　

ｱｸﾂ ﾋﾗｲ 栃木 － － ○ × ○ ○ × × － ×

1 2 5002 阿久津 飛来(3) 今市中 1m70
ｶﾐﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 栃木 － ○ × × ×

2 4 5010 上吉原 將能(2) 今市中 1m50
ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 栃木 × ○ × × ×

3 3 7530 飯塚 遥人(2) 佐野高附中 1m45
ｵｵﾇｷ ｻｸﾐ 栃木 × × ×

1 36 大貫 朔弥(2) 落合中 NM

1m50 1m60
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m65 1m70 1m75 1m80
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m45

凡例  NM:記録なし



中学男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：林 達也

8月18日 19:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾊﾞﾅ ﾘｸﾄ 栃木 5m29 5m38 5m40 5m34 5m21 5m60 5m60

1 12 7302 尾花 陸斗(3) 佐野南中 -0.5 -0.4 -0.3 +0.2 -0.5 -0.8 -0.8
ｲｼｶﾜ ｹｲｼ 栃木 5m45 5m57 × － － － 5m57

2 1 5009 石川 京史(3) 今市中 -0.6 +0.4 +0.4
ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 栃木 5m33 × 5m13 × × 5m44 5m44

3 13 7257 宮崎 知裕(3) 佐野西中 0.0 -0.5 -0.7 -0.7
ｼﾉﾊﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 栃木 5m10 4m89 4m88 5m23 5m14 4m92 5m23

4 11 2001 篠原 紀啓(1) 落合中 0.0 -0.2 -0.2 0.0 -0.6 +0.8 0.0
ｾｷﾔ ｼｮｳﾀ 栃木 4m49 5m00 × 4m92 5m16 × 5m16

5 9 7333 関谷  彰太(2) 佐野南中 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0
ﾀﾀｷ ｶﾅﾄ 栃木 × 4m16 × 4m86 4m83 × 4m86

6 8 423 唯木 奏翔(2) 佐野北中 -0.1 -0.3 -0.8 -0.3
ｶﾐｵｶ ﾕｳｷ 栃木 × 4m53 4m81 4m58 × 4m83 4m83

7 6 1473 上岡 優樹(3) 佐野北中 +0.5 -0.1 -0.3 -1.2 -1.2
ｶﾀﾐ ｶｴﾃﾞ 栃木 4m72 4m62 4m59 4m58 × 4m73 4m73

8 3 6 片見 楓(1) コウロクＪｒ -0.3 +0.4 -0.1 -0.5 +0.5 +0.5
ﾌｸﾀﾞ ﾖﾋﾄ 栃木 4m72 × 4m43 4m72

9 4 7337 福田 誉仁(2) 佐野南中 +0.1 +0.5 +0.1
ｳｴｷ ﾐｻｷ 栃木 3m89 × 4m72 4m72

10 7 5 植木 美冴輝(1) コウロクＪｒ +0.2 -0.3 -0.3
ｲﾄｳ ﾚﾂ 栃木 3m95 4m70 4m60 4m70

11 10 7531 伊藤 烈(2) 佐野高附中 +0.2 -0.2 -0.2 -0.2
ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 栃木 4m49 4m48 4m45 4m49

12 5 380 山田 哲平(2) 小山三中 +0.1 +0.2 0.0 +0.1
ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 栃木 3m50 3m64 3m66 3m66

13 2 161 髙橋 颯来(2) 田沼西中 -0.3 +0.5 +0.4 +0.4



中学男子砲丸投(5.0kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

8月18日 16:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ 栃木

1 3 1471 永澤 良太(3) 佐野北中 9m93 10m60 9m48 10m60 10m60

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 栃木

2 4 4 吉原 航太郎(3) コウロクＪｒ 9m62 9m18 10m29 10m29 10m29

ｽﾄｳ  ﾀｹﾙ 栃木

3 2 7335 須藤 壮琉(2) 佐野南中 × 7m25 × 7m25 7m25

ｸｽﾞﾇｷ ｼｭﾝｽｹ 栃木

1 151 葛貫 俊介(2) 田沼西中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子ジャベリックスロー
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

8月18日 17:10 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾍﾞ ﾋﾛﾄ 栃木

1 3 1301 神戸 寛人(3) 真岡東中 40m67 45m24 20m70 45m24 40m05 38m54 39m58 45m24

ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ 栃木

2 1 1471 永澤 良太(3) 佐野北中 × 26m40 24m27 26m40 39m95 25m77 38m36 39m95

ｻｻｷ ﾗｲﾄ 栃木

3 2 1523 佐々木 徠斗(3) 落合中 36m30 39m69 33m31 39m69 35m32 38m10 34m05 39m69

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 栃木

4 4 4 吉原 航太郎(3) コウロクＪｒ 18m72 23m04 27m61 27m61 29m76 28m11 30m68 30m68



小学4～6年男子100m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 17:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.3) 2組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ｺﾊｸ 栃木 ｾｷﾇﾏ ｼｭｳﾄ 栃木

1 7 7 齋藤 虎珀(6) コウロクＪｒ 14.75 1 5 312 関沼 柊斗(6) 足利陸上教室 14.36

ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 栃木 ｽﾄｳ ﾏｻﾄ 栃木

2 5 328 北川 陽大(6) 足利陸上教室 14.99 2 7 10 須藤 聖斗(5) 界小 15.18

ﾓﾘﾄ ｺｳｽｹ 栃木 ｱﾍﾞ ﾄｳｺﾞ 栃木

3 6 1403 森戸 康介(4) 田沼小 16.50 3 6 1406 阿部 冬梧(4) 田沼小 16.75

ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 栃木 ﾆｲｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 栃木

4 3 76 高橋 悠来(5) 足利陸上教室 16.53 4 4 1007 新島 健太(4) 吾妻小 17.43

ｱﾗｲ ﾘｭｳﾔ 栃木 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝ 栃木

5 4 14 新井 隆也(4) 田沼小 17.29 5 3 18 宮澤 舜(4) 毛野南小 18.29

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷﾇﾏ ｼｭｳﾄ 栃木

1 312 関沼 柊斗(6) 足利陸上教室 14.36 -0.5
ｻｲﾄｳ ｺﾊｸ 栃木

2 7 齋藤 虎珀(6) コウロクＪｒ 14.75 -0.3
ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 栃木

3 328 北川 陽大(6) 足利陸上教室 14.99 -0.3
ｽﾄｳ ﾏｻﾄ 栃木

4 10 須藤 聖斗(5) 界小 15.18 -0.5
ﾓﾘﾄ ｺｳｽｹ 栃木

5 1403 森戸 康介(4) 田沼小 16.50 -0.3
ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 栃木

6 76 高橋 悠来(5) 足利陸上教室 16.53 -0.3
ｱﾍﾞ ﾄｳｺﾞ 栃木

7 1406 阿部 冬梧(4) 田沼小 16.75 -0.5
ｱﾗｲ ﾘｭｳﾔ 栃木

8 14 新井 隆也(4) 田沼小 17.29 -0.3



小学1～3年男子50m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 17:25 決　勝

決　勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｶﾞﾉ ｴｲｽｹ 栃木

1 3 12 日向野 英介(3) 田沼小 8.69

ﾀｶｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ 栃木

2 4 65 高澤 文太朗(3) 足利陸上教室 8.76

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 栃木

3 8 73 藤本 凌也(3) 足利陸上教室 8.79

ｵﾀﾞｶ ｺｳｷ 埼玉

4 1 17 小鷹 煌生(2) 飯能クラブｊｒ 8.96

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｱ 栃木

5 9 3 小林 凉空(3) 犬伏東小 9.03

ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 栃木

6 5 11 中田 雄太(3) 新田小 9.25

ﾄｶﾞｼ 栃木

7 2 15 富樫 真絆(2) 那須塩原南小 9.68

ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 栃木

8 7 2 佐藤 陽生(1) 犬伏東小 9.87

ﾌｸｼﾏ ﾊﾔﾄ 埼玉

6 16 福嶋 駿仁(1) 飯能クラブｊｒ DNS

凡例  DNS:欠場



小学4～6年男子1000m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 19:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾅｶ ﾀｲﾖｳ 栃木

1 1 67 山中 太耀(6) 足利陸上教室 3:24.92

ｺｽﾐ ﾘｳ 栃木

2 3 326 小角 利宇(5) 足利陸上教室 3:28.29

ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 栃木

3 6 71 遠藤 秀征(5) 足利陸上教室 3:40.98

ｲﾜｶﾐ ﾖｼﾋﾄ 栃木

4 2 68 岩上 由仁(5) 足利陸上教室 3:42.35

ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 栃木

5 5 76 高橋 悠来(5) 足利陸上教室 3:43.88

ﾋﾛｾ ﾄﾜ 栃木

6 4 66 廣瀬 翔和(6) 足利陸上教室 3:49.48



小学4～6年男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：林 達也

8月18日 16:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ｺﾊｸ 栃木 3m90 4m10 × 4m22 4m22 × 4m22

1 2 7 齋藤 虎珀(6) コウロクＪｒ +0.6 +1.7 +0.2 +1.7 +0.2
ｾｷﾇﾏ ｼｭｳﾄ 栃木 × 4m18 4m21 3m96 4m07 4m20 4m21

2 3 312 関沼 柊斗(6) 足利陸上教室 +1.5 +0.9 +1.2 +1.0 +2.5 +0.9
ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 栃木 3m90 × 3m84 3m72 4m06 3m84 4m06

3 1 328 北川 陽大(6) 足利陸上教室 +1.0 +1.2 +1.1 +1.7 +1.1 +1.7
ﾎﾝﾏ ﾀｸﾄ 栃木 3m88 × 3m59 3m83 3m56 3m45 3m88

4 6 8 本間 匠人(5) 宇大附属小 +1.1 +0.7 +0.1 +1.4 +1.1 +1.1
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙ 栃木 3m15 3m08 × 3m29 3m39 3m39 3m39

5 4 9 坂元 悠(5) 宇大附属小 +0.4 +1.1 +1.0 +1.7 +3.7 +1.7
ｶﾒﾔﾏ ｹｲﾀ 栃木 × 2m96 × 3m09 2m76 3m01 3m09

6 7 1006 亀山 桂汰(4) 吾妻小 +0.6 +0.1 +1.3 +0.4 +0.1
ｸﾗﾓﾄ ｿﾗ 栃木 × 2m54 2m52 2m54 － － 2m54

7 5 1002 倉本 青空(6) 吾妻小 +1.3 +2.1 +1.4 +1.3



小学1～3年男子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：林 達也

8月18日 16:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｱ 栃木 2m92 2m83 2m70 2m92

1 3 3 小林 凉空(3) 犬伏東小 +0.5 +1.2 +1.2 +0.5
ｵﾀﾞｶ ｺｳｷ 埼玉 2m20 2m31 2m47 2m47

2 2 17 小鷹 煌生(2) 飯能クラブｊｒ +0.3 +1.3 +0.9 +0.9
ﾄｶﾞｼ 栃木 1m94 2m24 2m21 2m24

3 1 15 富樫 真絆(2) 那須塩原南小 -0.5 +1.5 +1.8 +1.5
ﾌｸｼﾏ ﾊﾔﾄ 埼玉

4 16 福嶋 駿仁(1) 飯能クラブｊｒ DNS

凡例  DNS:欠場



小学4～6年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

8月18日 16:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｵﾝ 栃木

1 3 13 山田 怜音(5) 田沼小 33m03 36m80 38m59 38m59 38m59

ｶﾜﾀﾞ ｹﾝｾｲ 栃木

2 1 1005 川田 健惺(5) 吾妻小 32m34 37m95 35m47 37m95 37m95

ｻｶﾓﾄ ﾊﾙ 栃木

3 2 9 坂元 悠(5) 宇大附属小 29m11 × 33m40 33m40 33m40

ｶﾒﾔﾏ ｹｲﾀ 栃木

4 5 1006 亀山 桂汰(4) 吾妻小 28m06 31m68 32m39 32m39 32m39

ﾎﾝﾏ ﾀｸﾄ 栃木

5 4 8 本間 匠人(5) 宇大附属小 22m20 23m42 25m72 25m72 25m72



高校一般女子100m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 18:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.4) 2組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 栃木 ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ 栃木

1 4 5033 倉澤 みはな(1) 作新学院高 12.52 1 8 4180 清水 優美(3) 小山南高 13.63

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 栃木 ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ 栃木

2 6 5031 山口 優芽(1) 作新学院高 12.53 2 7 5049 松本 明莉(1) 小山南高 14.11

ﾀｶﾊｼ ｻﾖ 栃木 ｸﾏｸﾗ ﾁｶ 栃木

3 8 8113 髙橋 小夜 華陵クラブ 13.31 3 4 5044 熊倉 千佳(1) 小山南高 14.37

ｻｲﾄｳ ﾘｻ 栃木 ｸﾏｸﾗ ﾁﾅ 栃木

4 5 5014 齋藤 理沙(1) 青藍泰斗高 13.42 4 5 5048 熊倉 千波(1) 小山南高 14.43

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 栃木 ｶﾔｼﾏ ｱｲﾅ 栃木

7 3011 小林 伽苗(2) 白鴎大足利高 DNS 6 5155 茅島 愛奈(1) 佐野東高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾗｻﾜ ﾐﾊﾅ 栃木

1 5033 倉澤 みはな(1) 作新学院高 12.52 +0.4
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 栃木

2 5031 山口 優芽(1) 作新学院高 12.53 +0.4
ﾀｶﾊｼ ｻﾖ 栃木

3 8113 髙橋 小夜 華陵クラブ 13.31 +0.4
ｻｲﾄｳ ﾘｻ 栃木

4 5014 齋藤 理沙(1) 青藍泰斗高 13.42 +0.4
ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ 栃木

5 4180 清水 優美(3) 小山南高 13.63 -0.5
ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ 栃木

6 5049 松本 明莉(1) 小山南高 14.11 -0.5
ｸﾏｸﾗ ﾁｶ 栃木

7 5044 熊倉 千佳(1) 小山南高 14.37 -0.5
ｸﾏｸﾗ ﾁﾅ 栃木

8 5048 熊倉 千波(1) 小山南高 14.43 -0.5

凡例  DNS:欠場



高校一般女子400m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 16:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵﾅ 栃木

1 7 5180 小林 レオナ(1) 小山北桜高 1:12.45



高校一般女子800m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 19:35 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｻﾔ 栃木

1 7 5152 片柳 沙弥(1) 佐野東高 2:39.88

ﾄｳﾅｼ ｱｲ 栃木

6 7082 唐梨子 安惟(1) 白鴎大 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般女子3000m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 16:45 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾂﾊｼ ﾓﾓ 栃木

1 2 5045 三橋 桃花(1) 小山南高 12:02.85

ｽｽﾞｷ ｶｽﾐ 栃木

2 1 9419 鈴木 歌菫(3) 高崎経済大 12:17.14

ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝ 栃木

3 3161 前田 凛(2) 佐野松桜高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般女子100mH(83.8cm)
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 16:05 決　勝

決　勝　

(風:+2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｸｲ ﾊﾅ 栃木

1 5 5013 津久井 華(1) 青藍泰斗高 15.42

ﾖｺﾂｶ ｱﾑ 栃木

2 7 3159 横塚 愛結(2) 佐野松桜高 20.91

ｱﾗｲ ﾐﾉﾘ 茨城

6 4030 新井 みのり(2) 館一 DNS

凡例  DNS:欠場



高校一般女子4X100mR
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 20:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 小山南高 5048 熊倉 千波(1) ｸﾏｸﾗ ﾁﾅ 54.88
5049 松本 明莉(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ
5043 唐澤 里菜(1) ｶﾗｻﾜ ﾘﾅ
5044 熊倉 千佳(1) ｸﾏｸﾗ ﾁｶ



高校一般女子走高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：林 達也

8月18日 16:00 決　勝    

決　勝　

ｶﾗｻﾜ ﾘﾅ 栃木 － ○ ○ ○ × × ×

1 1 5043 唐澤 里菜(1) 小山南高 1m45
ｻｸﾏ ﾕｶ 栃木 － － － ○ × × ×

1 2 4182 佐久間 裕か(3) 小山南高 1m45

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
1m45 1m50

記録 ｺﾒﾝﾄ所属
1m30 1m35 1m40



高校一般女子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：林 達也

8月18日 17:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾇｶｲ ﾏｵ 栃木 × 5m03 × 4m90 4m88 4m82 5m03

1 7 3018 犬飼 真緒(2) 作新学院高 -0.4 +0.2 0.0 0.0 -0.4
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ 栃木 × 4m98 4m91 4m88 4m99 × 4m99

2 5 5032 渡辺 鈴葉(1) 作新学院高 +0.2 +0.6 +0.6 -0.3 -0.3
ｶﾂﾗ ｷﾐｺ 栃木 × × 3m07 4m65 4m89 × 4m89

3 6 5026 桂 貴美子(1) 白鴎大足利高 -0.2 -1.8 +0.2 +0.2
ｲﾜｶﾐ ｲﾂｷ 栃木 4m49 × 4m48 4m50 × 4m53 4m53

4 1 5153 岩上 樹(1) 佐野東高 +0.6 -0.5 +1.2 +0.1 +0.1
ｺﾎﾞﾘ ﾅﾂﾐ 栃木 × 4m42 4m36 4m27 4m33 4m25 4m42

5 4 3118 小堀 奈津実(2) 佐野東高 -0.4 +1.0 +0.7 -0.4 +0.1 -0.4
ｶﾒﾔﾏ ｽﾐﾚ 栃木 4m05 3m93 4m18 3m94 4m18 3m98 4m18

6 2 5148 亀山 菫(1) 佐野松桜高 +0.1 -0.9 +0.4 +0.6 +0.5 +0.4 +0.4
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵﾅ 栃木 2m71 × 3m85 × 2m37 × 3m85

7 3 5180 小林 レオナ(1) 小山北桜高 -0.5 0.0 +0.5 0.0



高校一般女子砲丸投(4.0kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

8月18日 19:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾅﾘ ﾐｳ 栃木

1 1 8080 吉成 美羽(1) 青藍泰斗高 10m43 10m70 10m63 10m70 10m41 10m69 10m44 10m70



高校一般女子やり投(600g)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

8月18日 18:10 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｸｲ ﾕﾒ 栃木

1 3 4172 津久井 夢(3) 青藍泰斗高 46m06 44m59 43m80 46m06 43m12 43m91 44m61 46m06

ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘｲ 栃木

2 1 5080 近藤 衣里唯(1) 小山西高 19m92 25m44 27m24 27m24 25m48 26m19 24m69 27m24

ｵﾉ ｼﾞｭﾝﾅ 栃木

2 3202 小野 純菜(2) 白鴎大足利高 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 17:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+0.2) 2組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ 栃木 ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 栃木

1 5 7315 岡田 真尋(3) 佐野南中 13.32 1 5 7314 新井 美月(3) 佐野南中 14.25

ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 栃木 ｶﾉ ﾘｺ 栃木

2 4 1071 阿部 百花(3) 佐野北中 13.81 2 6 375 鹿野 璃子(2) 小山三中 14.40

ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ 栃木 ﾐｽﾞﾏ ｻﾗ 栃木

3 7 6748 松本 かんな(1) 栃木東陽中 13.89 3 9 7254 水間 彩愛(2) 佐野西中 14.60

ﾂﾙﾐ ﾋﾅ 栃木 ｺﾀｹ ｼﾎ 栃木

4 9 6745 鶴見 妃菜(1) 栃木東陽中 14.06 4 8 2053 小竹 志歩(1) 田沼西中 15.17

ﾊﾀ ﾕｳｱ 栃木 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾐ 栃木

5 8 8422 羽田 結愛(2) 足利陸上教室 14.08 5 4 7255 飯塚 祐心(2) 佐野西中 15.56

ｱｵﾔｷﾞ ｻﾗ 栃木 ｶﾈｺ ｲﾁﾙ 栃木

6 6 1076 青柳 沙良(3) 佐野北中 14.22 6 3 2052 金子 一琉(1) 田沼西中 15.90

ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ 栃木 ｺｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 栃木

7 3 379 間中 美結(2) 小山三中 14.34 7 6744 小口 希羽(1) 栃木東陽中

3組 (風:-0.3) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻﾋ ﾘﾝ 栃木 ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ 栃木

1 8 3 朝日 凛(2) コウロクＪｒ 13.80 1 7315 岡田 真尋(3) 佐野南中 13.32 +0.2

ｲｲﾉ ﾘｵﾅ 栃木 ｱｻﾋ ﾘﾝ 栃木

2 3 5007 飯野 梨央奈(2) 今市中 13.87 2 3 朝日 凛(2) コウロクＪｒ 13.80 -0.3

ｾｷﾔ ｱﾑ 栃木 ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 栃木

3 5 4 関谷 亜夢(2) コウロクＪｒ 14.10 3 1071 阿部 百花(3) 佐野北中 13.81 +0.2

ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅ 栃木 ｲｲﾉ ﾘｵﾅ 栃木

4 9 5012 横山 永奈(1) 今市中 15.32 4 5007 飯野 梨央奈(2) 今市中 13.87 -0.3

ｹﾞﾝﾀﾞ ｺｺﾐ 栃木 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ 栃木

5 4 8475 源田 心美(1) 坂西中 16.32 5 6748 松本 かんな(1) 栃木東陽中 13.89 +0.2

ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 栃木 ﾂﾙﾐ ﾋﾅ 栃木

6 7 7201 高橋 侑来(1) 佐野西中 16.65 6 6745 鶴見 妃菜(1) 栃木東陽中 14.06 +0.2

ｵﾉ ｺｺｱ 栃木 ﾊﾀ ﾕｳｱ 栃木

6 7312 小野 心愛(3) 佐野南中 7 8422 羽田 結愛(2) 足利陸上教室 14.08 +0.2
ｾｷﾔ ｱﾑ 栃木

8 4 関谷 亜夢(2) コウロクＪｒ 14.10 -0.3



中学女子800m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 19:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｽﾐ ﾌｳ 栃木

1 7 8437 小角 楓(2) 足利陸上教室 2:32.41

ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ 栃木

2 5 379 間中 美結(2) 小山三中 2:34.97

ｻｲﾄｳ ﾐﾚｲ 栃木

3 4 5002 斎藤 未怜(3) 今市中 2:37.34

ｵﾉ ｺｺｱ 栃木

4 1 7312 小野 心愛(3) 佐野南中 2:38.04

ｱﾗｶﾜ ﾚｲﾝ 栃木

5 9 407 荒川 玲奈(2) 佐野北中 2:42.41

ｱｻﾉ ﾅｷﾞｻ 栃木

6 8 370 淺野 凪咲(2) 小山三中 2:43.46

ｳｴﾊﾗ ﾐｻｷ 栃木

7 6 405 上原 美咲(2) 佐野北中 2:47.38

ﾏﾁﾀﾞ ｺﾄﾐ 栃木

8 2 5011 町田 琴美(1) 今市中 3:03.60

ｵｵｼﾏ ﾋﾅﾉ 栃木

3 374 大嶋 妃奈乃(2) 小山三中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子3000m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 16:45 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾜｲ ﾉﾉ 栃木

1 2 1079 澤井 望乃(3) 佐野北中 11:36.10

ｱｻﾉ ﾅｷﾞｻ 栃木

2 3 370 淺野 凪咲(2) 小山三中 11:44.30

ｵｵｼﾏ ﾋﾅﾉ 栃木

1 374 大嶋 妃奈乃(2) 小山三中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子100mH(76.2cm)
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 16:00 決　勝

決　勝　

(風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻﾋ ﾘﾝ 栃木

1 7 3 朝日 凛(2) コウロクＪｒ 15.04

ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ 栃木

2 4 1411 丸山 楓佳(3) 小山三中 15.63

ﾊﾀ ﾕｳｱ 栃木

3 6 8422 羽田 結愛(2) 足利陸上教室 15.67

ﾌｸﾁ ﾐｻｷ 栃木

4 5 7521 福地 岬(3) 佐野高附中 16.00

ﾀｶﾓﾘ ﾕﾒ 栃木

5 3 5010 高森 優萌(2) 今市中 16.22

ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｲ 栃木

6 2 5006 長原 美唯(3) 今市中 16.80

ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ 栃木

7 8 6747 樋山 凛花(1) 栃木東陽中 16.92

ｸﾏｸﾗ ﾁﾅﾂ 栃木

8 9 7520 熊倉 千夏(3) 佐野高附中 22.02



中学女子4X100mR
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 20:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 栃木東陽 6744 小口 希羽(1) ｺｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 53.95
6748 松本 かんな(1) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ
6747 樋山 凛花(1) ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ
6745 鶴見 妃菜(1) ﾂﾙﾐ ﾋﾅ

2 4 佐野南中 7311 新井 美羽(3) ｱﾗｲ ﾐｳ 54.33
7315 岡田 真尋(3) ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ
7313 栗原 菜々美(3) ｸﾘﾊﾗ ﾅﾅﾐ
7314 新井 美月(3) ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ

3 6 今市中 5005 中村 凛(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ 54.68
5001 梶原 麻未(3) ｶｼﾞﾊﾗ ｱｻﾐ
5004 阿久津 星羽(3) ｱｸﾂ ﾘﾊ
5003 町田 珠実(3) ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾏﾐ



中学女子走高跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：林 達也

8月18日 16:00 決　勝    

決　勝　

ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾏﾐ 栃木 － － － － － ○ × ○ ○

1 4 5003 町田 珠実(3) 今市中 ○ × × ○ × × × 1m50
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 栃木 － － － ○ ○ ○ ○ r

2 11 8469 山本 実希(1) 足利陸上教室 1m40
ｸﾏｸﾗ ﾁﾅﾂ 栃木 － － － － ○ ○ × ○ × × ×

3 14 7520 熊倉 千夏(3) 佐野高附中 1m40
ｸﾏｲ ﾕｳ 栃木 － － － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 10 100 熊井 優(2) 落合中 1m40
ｱﾗｲ ﾐｳ 栃木 － － － ○ ○ ○ × × ×

5 8 7311 新井 美羽(3) 佐野南中 1m35
ｼｲﾅ ｺﾉｶ 栃木 － － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

6 7 377 椎名 好香(2) 小山三中 1m35
ﾌｸﾁ ﾐｻｷ 栃木 － － － ○ ○ × × ×

7 12 7521 福地 岬(3) 佐野高附中 1m30
ﾂﾙﾐ ﾋﾅ 栃木 － － － ○ ○ × × ×

7 13 6745 鶴見 妃菜(1) 栃木東陽中 1m30
ﾀｶﾓﾘ ﾕﾒ 栃木 － － ○ ○ × ○ × × ×

9 2 5010 高森 優萌(2) 今市中 1m30
ｼｲﾅ ﾐﾕ 栃木 － － ○ ○ × ○ × × ×

9 9 368 椎名 美友(2) 小山三中 1m30
ｸﾘﾊﾗ ﾅﾅﾐ 栃木 － － ○ × × ×

11 6 7313 栗原 菜々美(3) 佐野南中 1m20
ｽｶﾞ ﾏﾕｺ 栃木 ○ ○ × ○ × × ×

12 3 7356 菅 万結子(1) 佐野南中 1m20
ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅ 栃木 － ○ × × ○ × × ×

13 1 5012 横山 永奈(1) 今市中 1m20
ｱｵｷ ｱｲｶ 栃木

5 7526 青木 藍花(2) 佐野高附中 DNS

所属
1m10

1m48

1m15

1m50
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｺﾒﾝﾄ

1m35 1m40 1m45
記録

1m20

1m53

1m25 1m30

凡例  DNS:欠場



中学女子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：林 達也

8月18日 17:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 栃木 4m95 4m41 4m43 4m32 × 4m27 4m95

1 20 7314 新井 美月(3) 佐野南中 +0.1 -1.1 +0.6 +0.2 +0.3 +0.1
ｾｷﾔ ｱﾑ 栃木 4m63 4m84 4m67 4m77 4m77 × 4m84

2 21 4 関谷 亜夢(2) コウロクＪｒ +0.5 +0.4 -0.9 +0.1 0.0 +0.4
ｶﾉ ﾘｺ 栃木 4m76 4m59 4m61 4m33 4m63 4m70 4m76

3 17 375 鹿野 璃子(2) 小山三中 +0.3 +0.8 +0.4 -0.7 +0.4 +0.3 +0.3
ﾅｶﾑﾗ ﾏｲｶ 栃木 4m45 × 4m72 4m51 4m17 4m75 4m75

4 22 408 中村 真衣佳(2) 佐野北中 +0.2 +0.7 -0.2 +0.1 +0.2 +0.2
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 栃木 4m62 4m55 4m44 4m59 4m46 4m47 4m62

5 18 8469 山本 実希(1) 足利陸上教室 -0.1 -0.3 +0.1 +0.5 -0.1 0.0 -0.1
ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 栃木 4m54 4m57 4m57 4m47 4m40 4m40 4m57

6 19 1071 阿部 百花(3) 佐野北中 +0.2 +0.5 +0.1 +0.2 +0.1 -0.8 +0.5
ｱｵﾔｷﾞ ｻﾗ 栃木 4m57 4m22 3m71 × 4m11 4m04 4m57

7 16 1076 青柳 沙良(3) 佐野北中 -0.3 +0.7 +0.7 +0.2 -0.1 -0.3
ｱｸﾂ ﾘﾊ 栃木 4m44 4m33 4m25 4m42 4m35 4m41 4m44

8 4 5004 阿久津 星羽(3) 今市中 -1.0 -0.3 -0.5 -0.2 +0.5 +0.2 -1.0
ﾆｲｼﾞﾏ ｱｲｼｬ 栃木 4m24 × × 4m24

9 15 7322 新島 愛衣紗(2) 佐野南中 +0.9 +0.9
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ 栃木 4m10 3m52 3m71 4m10

10 13 6748 松本 かんな(1) 栃木東陽中 +0.5 +0.4 +0.5 +0.5
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ 栃木 3m91 × 4m09 4m09

11 5 5005 中村 凛(3) 今市中 -1.3 -0.7 -0.7
ﾋﾗｺ ﾏｲ 栃木 3m74 4m06 4m00 4m06

12 6 7533 平子 真衣(1) 佐野南中 -0.8 -1.4 0.0 -1.4
ﾐｽﾞﾏ ｻﾗ 栃木 × 2m98 4m04 4m04

13 11 7254 水間 彩愛(2) 佐野西中 0.0 -0.1 -0.1
ｱﾗｲ ﾅｺ 栃木 3m77 3m72 3m96 3m96

14 10 7519 新井 菜子(3) 佐野高附中 -1.7 -0.6 -0.5 -0.5
ｺﾊﾞﾔｼ ﾈﾈ 栃木 × 3m75 3m87 3m87

15 12 376 小林 音々(2) 小山三中 -0.2 +0.9 +0.9
ｱｵｷ ﾐﾕｳ 栃木 × 2m67 3m83 3m83

16 7 7253 青木 美夕(2) 佐野西中 -1.4 +0.4 +0.4
ｲｹﾀﾞ ｻﾗﾅ 栃木 3m79 3m59 3m60 3m79

17 2 5008 池田 咲良菜(2) 今市中 -1.1 +0.1 -0.6 -1.1
ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾐ 栃木 × 3m76 3m77 3m77

18 9 7255 飯塚 祐心(2) 佐野西中 -0.9 +0.9 +0.9
ｹﾞﾝﾀﾞ ｺｺﾐ 栃木 3m27 × × 3m27

19 3 8475 源田 心美(1) 坂西中 -1.9 -1.9
ﾀｶﾑﾗ ﾉｱ 栃木 2m96 × 2m83 2m96

20 1 5009 高村 望愛(2) 今市中 -0.8 +0.3 -0.8
ｺｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 栃木

8 6744 小口 希羽(1) 栃木東陽中 DNS
ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 栃木

14 7522 加藤 瞳(3) 佐野高附中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

8月18日 16:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｼﾞﾊﾗ ｱｻﾐ 栃木

1 1 5001 梶原 麻未(3) 今市中 9m62 9m31 10m33 10m33 10m33

ｱｵｷ ｱｲｶ 栃木

2 2 7526 青木 藍花(2) 佐野高附中 × × 8m06 8m06 8m06



小学4～6年女子100m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 17:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-1.6) 2組 (風:-2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃木 ﾔｹﾞﾀ ｱｲ 栃木

1 6 686 石原 南菜(5) 足利陸上教室 14.05 1 5 15 八下田 愛(6) 田沼小 14.97

ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾛ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 栃木

2 5 16 日向野 優心(6) 田沼小 14.90 2 8 8 髙橋 悠 華陵クラブ 15.00

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝ 栃木 ｼﾏﾉ ｻｸﾗ 栃木

3 8 13 松本 凛(5) 大宮南小 15.15 3 4 69 島野 桜(5) 足利陸上教室 15.84

ｲｲﾂﾞｶ ｱﾔｺ 栃木 ｱﾂｷﾞ ﾋﾏﾘ 栃木

4 4 7 飯塚 彩子(5) 宇大附属小 15.17 4 6 693 厚木 ひまり(5) 足利陸上教室 16.28

ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 栃木 ｵﾁｱｲ ﾕｽﾞｷ 栃木

5 3 11 高橋 佳那(6) 西原小 15.23 5 3 28 落合 柚妃(6) 毛野南小 16.79

ｶﾝﾉ ﾌｱ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾕﾏ 栃木

6 7 17 菅野 楓愛(6) 田沼小 15.23 6 7 68 斉藤 由真(6) 足利陸上教室 17.07

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 栃木 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾅ 栃木

7 9 26 宮澤 亜実(6) 毛野南小 15.35 7 9 72 藤本 優奈(5) 足利陸上教室 17.18

3組 (風:+0.4) 4組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔﾈ 栃木 ﾔﾏｺｼ ﾏﾕｺ 栃木

1 5 6 長島 彩音(5) もおかスポーツ 15.58 1 8 22 山越 眞由子(5) 田沼小 16.23

ﾄﾐﾀ ﾘｺ 栃木 ｻﾄｳ ﾕﾅ 栃木

2 4 5 富田 莉子(5) コウロクＪｒ 17.04 2 5 19 佐藤 由菜(5) 田沼小 17.00

ﾀｶﾊｼ ﾀﾏﾅ 栃木 ﾊｽﾐ ﾘﾘｶ 栃木

3 8 12 高橋 瑞奈(4) 西原小 17.09 3 6 1003 羽角 莉里花(6) 吾妻小 17.52

ｾｷﾇﾏ ｱﾐ 栃木 栃木

4 6 67 関沼 亜美(4) 足利陸上教室 17.39 4 3 8002 相子 奈々果(4) 犬伏東小 17.56

ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾊﾈ 栃木 ﾉﾓﾄ ﾒｲｶ 栃木

5 7 30 丸山 莉羽(4) 毛野南小 17.41 5 9 1008 野本 芽花(4) 吾妻小 18.02

ﾑﾛｵｶ ﾉｿﾞﾐ 栃木 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 栃木

6 9 24 室岡 希実(4) 毛野南小 18.42 6 4 1009 丸山 結菜(4) 吾妻小 18.78

ﾊｼﾓﾄ ｴﾅ 栃木 ﾅｶﾀﾞ ﾏｵ 栃木

7 3 27 橋本 恵那(4) 毛野南小 18.49 7 10 中田 真緒(5) 新田小 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃木

1 686 石原 南菜(5) 足利陸上教室 14.05 -1.6
ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾛ 栃木

2 16 日向野 優心(6) 田沼小 14.90 -1.6
ﾔｹﾞﾀ ｱｲ 栃木

3 15 八下田 愛(6) 田沼小 14.97 -2.8
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 栃木

4 8 髙橋 悠 華陵クラブ 15.00 -2.8
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝ 栃木

5 13 松本 凛(5) 大宮南小 15.15 -1.6
ｲｲﾂﾞｶ ｱﾔｺ 栃木

6 7 飯塚 彩子(5) 宇大附属小 15.17 -1.6
ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 栃木

7 11 高橋 佳那(6) 西原小 15.23 -1.6
ｶﾝﾉ ﾌｱ 栃木

8 17 菅野 楓愛(6) 田沼小 15.23 -1.6

凡例  DNS:欠場



小学1～3年女子50m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 17:15 決　勝

決　勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ｱｵｲ 栃木

1 5 1 佐藤 葵(3) 犬伏東小 8.87

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 栃木

2 7 9 山田 莉央(3) 犬伏東小 9.22

ﾀｶﾊｼ ﾕﾆ 栃木

3 4 201 髙橋 結仁(2) 天明小 9.69

ﾌｸｼﾏ ｺｺﾈ 埼玉

4 6 23 福嶋 心寧(3) 飯能クラブｊｒ 10.04



小学4～6年女子1000m
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 19:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔﾈ 栃木

1 5 6 長島 彩音(5) もおかスポーツ 3:21.76

ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 栃木

2 6 11 高橋 佳那(6) 西原小 3:21.77

ﾋﾄﾐ ﾒｲ 栃木

3 1 712 人見 芽依(6) 足利陸上教室 3:33.64

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ 栃木

4 4 18 山田 文音(6) 田沼小 3:38.99

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 栃木

5 2 1001 遠藤 瑞生(6) 吾妻小 3:41.61

ﾀｶﾊｼ ﾀﾏﾅ 栃木

6 8 12 高橋 瑞奈(4) 西原小 3:47.04

ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ 栃木

7 3 71 松崎 莉子(4) 足利陸上教室 3:47.89

栃木

8 7 8002 相子 奈々果(4) 犬伏東小 4:16.33



小学校女子4X100mR
審 判 長：小竹 和之

記録主任：林 達也

8月18日 20:35 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 9 田沼小A 17 菅野 楓愛(6) ｶﾝﾉ ﾌｱ 59.57
15 八下田 愛(6) ﾔｹﾞﾀ ｱｲ
18 山田 文音(6) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ
16 日向野 優心(6) ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾛ

2 8 毛野南小 30 丸山 莉羽(4) ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾊﾈ 1:04.22

26 宮澤 亜実(6) ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ
28 落合 柚妃(6) ｵﾁｱｲ ﾕｽﾞｷ
29 長島 色(6) ﾅｶﾞｼﾏ ｼｷ

3 7 田沼小B 19 佐藤 由菜(5) ｻﾄｳ ﾕﾅ 1:08.17

21 木本 歩華(5) ｷﾓﾄ ﾎﾉｶ
20 金原 埜乃(5) ｶﾅﾊﾗ ﾉﾉ
22 山越 眞由子(5) ﾔﾏｺｼ ﾏﾕｺ



小学4～6年女子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：林 達也

8月18日 17:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃木 4m35 4m53 3m96 4m44 4m41 4m47 4m53

1 16 686 石原 南菜(5) 足利陸上教室 0.0 -0.9 -0.6 0.0 +0.5 0.0 -0.9
ｲｲﾂﾞｶ ｱﾔｺ 栃木 3m63 3m65 3m67 3m83 3m77 3m56 3m83

2 6 7 飯塚 彩子(5) 宇大附属小 +0.2 0.0 +0.2 -0.2 +0.4 +0.7 -0.2
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝ 栃木 3m48 3m27 3m10 3m42 3m17 3m59 3m59

3 10 13 松本 凛(5) 大宮南小 0.0 0.0 +0.2 0.0 +1.5 0.0 0.0
ｱﾂｷﾞ ﾋﾏﾘ 栃木 3m50 3m14 × 3m34 3m53 × 3m53

4 14 693 厚木 ひまり(5) 足利陸上教室 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 栃木 3m52 3m08 2m99 3m29 3m15 3m17 3m52

5 13 14 鈴木 佑依(6) 天明小 -1.3 -1.7 +0.2 0.0 +0.3 +0.4 -1.3
ｼﾏﾉ ｻｸﾗ 栃木 3m45 3m09 3m46 × 3m03 3m29 3m46

6 11 69 島野 桜(5) 足利陸上教室 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.9 -0.4
ｻﾄｳ ﾕﾅ 栃木 3m25 3m40 3m05 × 3m08 2m82 3m40

7 3 19 佐藤 由菜(5) 田沼小 -0.9 -0.7 0.0 0.0 +0.5 -0.7
ｻｲﾄｳ ﾕﾏ 栃木 3m38 3m38 3m26 3m19 3m00 3m39 3m39

8 12 68 斉藤 由真(6) 足利陸上教室 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
ﾔｹﾞﾀ ｱｲ 栃木 3m34 3m03 3m20 3m34

9 5 15 八下田 愛(6) 田沼小 0.0 0.0 +0.4 0.0
ｱﾍﾞ ﾕﾒｱ 栃木 × 3m17 3m26 3m26

10 4 1004 阿部 夢愛(5) 吾妻小 -0.7 -0.1 -0.1
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 栃木 3m24 × 3m23 3m24

11 15 8 髙橋 悠 華陵クラブ +0.1 -0.6 +0.1
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾅ 栃木 3m03 2m83 2m81 3m03

12 9 72 藤本 優奈(5) 足利陸上教室 0.0 0.0 -0.2 0.0
ﾄﾐﾀ ﾘｺ 栃木 × 2m97 2m99 2m99

13 7 5 富田 莉子(5) コウロクＪｒ -0.7 +0.4 +0.4
ｶﾅﾊﾗ ﾉﾉ 栃木 2m54 2m78 2m72 2m78

14 8 20 金原 埜乃(5) 田沼小 -1.9 -1.7 -0.1 -1.7
ｷﾓﾄ ﾎﾉｶ 栃木 2m51 2m69 2m68 2m69

15 1 21 木本 歩華(5) 田沼小 0.0 -1.3 +0.8 -1.3
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 栃木 2m51 2m60 2m59 2m60

16 2 25 斎藤 優衣(4) 毛野南小 -1.1 -0.8 +0.9 -0.8



小学1～3年女子走幅跳
審 判 長：川田 浩司

記録主任：林 達也

8月18日 17:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸｼﾏ ｺｺﾈ 埼玉 2m62 2m52 2m40 2m62

1 1 23 福嶋 心寧(3) 飯能クラブｊｒ 0.0 0.0 0.0 0.0



小学4～6年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

8月18日 16:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾍﾞ ﾕﾒｱ 栃木

1 2 1004 阿部 夢愛(5) 吾妻小 38m65 34m80 37m60 38m65 38m65

ﾅｶﾞｼﾏ ｼｷ 栃木

2 1 29 長島 色(6) 毛野南小 30m73 × × 30m73 30m73

ｷﾓﾄ ﾎﾉｶ 栃木

3 3 21 木本 歩華(5) 田沼小 17m85 16m34 16m52 17m85 17m85


