
記 録 主 任 林　達也

日付 種目

ﾌﾞﾙｶﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ(1) 12.48 栁田 聖大(1) 13.09 秋山 拓也(1) 13.35 岡村 泰知(1) 13.55 萩原 歩夢(1) 13.68 小島 康暉(1) 13.89 大塚 亮人(1) 13.89 佐野 桜成(1) 14.48
城東中 足利陸上教室 佐野西中 協和中 佐野西中 城東中 城東中 葛生中
渡辺 伸吾(2) 12.20 髙橋 暖空(2) 12.59 橋本 駿(2) 12.68 影山 空大(2) 12.96 唯木 奏翔(2) 13.01 田中 太一郎(2) 13.08 落合 恵介(2) 13.11 内山 瑛翔(2) 13.15
城東中 佐野北 佐野西中 佐野北 佐野北 城東中 佐野北 城東中
津野 遥輝(4) 15.89 大坂 宏幸(4) 15.90 上田 敢太(4) 15.94 石井 柚希(4) 16.06 岩﨑 駿斗(4) 16.07 ﾃﾞﾃﾞﾙ ｶﾒﾛﾝ(4) 16.25 尾花 大翔(4) 16.36 阿部 冬悟(4) 16.40
犬伏小 赤見小 石塚小 石塚小 山形小 毛野南小 犬伏東小 田沼小
髙橋 龍空(5) 14.46 須藤 聖斗(5) 14.79 五十畑 裕太(5) 15.31 野城 怜(5) 15.48 篠﨑 悟(5) 15.58 五箇 彩人(5) 15.62 小林 奏汰(5) 15.64 塩田 瑠(5) 15.92
犬伏小 界小 佐野小 石塚小 界小 界小 閑馬小 田沼小
関沼 柊斗(6) 14.07 新島 真叶(6) 14.15 ﾆｼﾊﾗ ｷｴﾃﾃﾂﾔ (6) 14.16 栗原 月輝(6) 14.57 茂手木 彩貴(6) 14.67 熊倉 壮琉(6) 14.75 鈴木 作夢(6) 14.83 馬田 拓実(6) 15.16
足利陸上教室 植野小 犬伏小 閑馬小 犬伏小 植野小 佐野小 佐野小
ﾌﾞﾙｶﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ(1) 25.52 松原 隆之介(1) 28.41 小島 康暉(1) 28.83 矢島 笙太郎(1) 29.27 松崎 琉生(1) 29.64 川田 舜(1) 29.69 小林 千乃(1) 30.09
城東中 葛生中 城東中 葛生中 葛生中 葛生中 城東中
髙橋 暖空(2) 25.00 影山 空大(2) 25.63 落合 恵介(2) 26.65 田中 太一郎(2) 27.31
佐野北 佐野北 佐野北 城東中
小角 利宇(5) 3:27.18 谷 颯真(5) 3:29.70 萩野 雄介(5) 3:31.18 髙橋 悠来(5) 3:32.17 岩上 由仁(5) 3:34.65 遠藤 秀征(5) 3:43.28 亀山 日和(5) 3:45.64 須藤 聖斗(5) 3:47.22
足利陸上教室 足利陸上教室 赤見小 山形小 足利陸上教室 足利陸上教室 三好小 界小
山中 太耀(6) 3:14.61 ﾆｼﾊﾗ ｷｴﾃﾃﾂﾔ (6) 3:19.88 上岡 駿斗(6) 3:21.03 押山 虎生(6) 3:27.80 福島 来輝( 6) 3:30.04 落合 由征(6) 3:33.78 野口 雄台(6) 3:37.23 平井 奏多(6) 3:38.70
足利陸上教室 犬伏小 界小 毛野南小 吉水小 植野小 植野小 佐野小
山鹿 快琉(1) 4:40.79 小野 塁(1) 4:43.81 岩上 貴徳(1) 4:49.01 石川 大雅(1) 4:50.34 大塚 幸希(1) 4:51.55 萩原 歩夢(1) 4:52.81 兵藤 崇人(1) 4:58.97 松原 隆之介(1) 5:05.13
足利陸上教室 足利陸上教室 足利陸上教室 足利陸上教室 佐野北 佐野西中 佐野高附中 葛生中
阿部 寿希也(2) 9:27.90 澤田 聡太(2) 9:29.52 亀山 翔成(2) 10:17.01 野村 晃輝(2) 10:25.36 湯沢 想太(2) 10:31.89 川上 統也(2) 10:40.68
城東中 城東中 足利陸上教室 佐野西中 佐野高附中 佐野高附中
五箇 彩人(5) 15.89 溝口 舜大(5) 17.76 武田 和真(5) 19.49 林 光輝(5) 19.66
界小 犬伏小 三好小 犬伏小
田所 利悠(6) 13.57(-1.4) 野口 侑我(6) 14.76(-1.7) 島田 琉睦(6) 15.68(-1.7) 茂木 脩真(6) 15.87(-1.7) 菊地 悠眞(6) 16.04(-1.4) 平井 奏多(6) 16.06(-1.7) 石川 聖梛(6) 16.18(-1.7) 中井 教尊(6) 16.45(-1.4)
出流原小 植野小 赤見小 毛野南小 毛野南小 佐野小 常盤小 旗川小
川上 流誠(1) 19.54 初谷 凌(1) 21.33 伊藤 凜人(1) 21.58 荒川 冬唯(1) 21.90 佐野 桜成(1) 22.22
佐野高附中 佐野高附中 城東中 葛生中 葛生中
渡辺 伸吾(2) 15.32
城東中
佐野北 49.08 城東中 49.31 佐野西中 51.68 葛生中 54.80
唯木 奏翔(2) 田中 太一郎(2) 萩原 歩夢(1) 広瀬 勇太(2)
影山 空大(2) 渡辺 伸吾(2) 橋本 駿(2) 松原 隆之介(1)
落合 恵介(2) 内山 瑛翔(2) 野村 晃輝(2) 種谷 璃輝(1)
髙橋 暖空(2) ﾌﾞﾙｶﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ(1) 秋山 拓也(1) 川田 舜(1)
植野小A 57.91 佐野小A 58.91 毛野南小A 59.43 赤見小A 59.76 閑馬小 1:00.96 界小A 1:01.23 山形小A 1:01.59 城北小A 1:01.96
新島 真叶(6) 島崎 涼凪(6) 押山 虎生(6) 島田 琉睦(6) 小林 奏汰(5) 須藤 聖斗(5) 岡部 潤大(5) 三田 悠貴(6)
加藤 遼大(6) 鈴木 作夢(6) 亀山 遼樹(6) 田村 銀士(6) 菅原 蓮太(6) 上岡 駿斗(6) 石川 蓮(6) 山口 潤希也(6)
落合 由征(6) 平井 奏多(6) 茂木 脩真(6) 星野 皓洋(6) 三浦 大誓(6) 五箇 彩人(5) 川島 功雅(6) 牛久保 皓大(6)
熊倉 壮琉(6) 馬田 拓実(6) 寺平 智裕(6) 早川 陽翔(6) 栗原 月輝(6) 篠﨑 悟(5) 髙橋 悠来(5) 立川 和真(5)
種谷 璃輝(1) 1m40 酒本 大雅(1) 1m30 荒川 冬唯(1) 1m30
葛生中 佐野高附中 葛生中
飯塚 遥人(2) 1m50
佐野高附中
立川 和真(5) 1m20 岡部 潤大(5) 1m15 佐久本 華斗(5) 1m10 浦島 武尊(5) 1m10
城北小 山形小 城北小 城北小
本島 隆成(6) 1m30 寺平 智裕(6) 1m25 三島 潤也(6) 1m20 山口 潤希也(6) 1m15 斎藤 尚輝(6) 1m15 牛久保 皓大(6) 1m10
栃本小 毛野南小 佐野小 城北小 毛野南小 城北小

清水 利也(6) 1m25 田部井 賢太(6) 1m20 岩﨑 一心(6) 1m10
戸奈良小 犬伏小 犬伏小

栁田 聖大(1) 5m44(+1.5) 岡村 泰知(1) 5m05(+1.4) 仁木 育(1) 4m45(+1.5) 大塚 亮人(1) 4m20(+0.2) 寺内 慎(1) 3m72(+1.3) 種谷 璃輝(1) 3m66(+0.7) 相澤 想来(1) 3m65(+1.5) 西澤 直希(1) 3m52(+0.2)
足利陸上教室 協和中 佐野高附中 城東中 葛生中 葛生中 葛生中 城東中
伊藤 烈(2) 5m47(+1.0) 唯木 奏翔(2) 5m07(+0.5) 広瀬 勇太(2) 4m60(+0.7) 野村 晃輝(2) 4m58(+1.2) 内山 瑛翔(2) 4m36(+1.4) 小堀 知広(2) 4m26(-0.2) 鈴木 裕貴(2) 4m01(+0.9) 太田 煌生(2) 3m67(+0.1)
佐野高附中 佐野北 葛生中 佐野西中 城東中 城東中 城東中 佐野北
立川 和真(5) 3m73(+1.4) 大島 実結(5) 3m66(+1.2) 野口 蒼太(5) 3m61(+0.5) 髙橋 龍空(5) 3m59(+0.7) 岡部 潤大(5) 3m44(-0.8) 小林 奏汰(5) 3m31(-2.4) 片野 心(5) 3m27(+1.2) 美濃島 恢翔(5) 3m26(-1.4)
城北小 赤見小 城北小 犬伏小 山形小 閑馬小 赤見小 田沼小
関沼 柊斗(6) 4m30(-1.3) 清水 利也(6) 4m02(-0.8) 蓼沼 叶夢(6) 3m83(+1.1) 水谷 至温(6) 3m70(+0.3) 島田 琉睦(6) 3m61(+0.8) 石川 蓮(6) 3m53(0.0) 岩井 佑斗(6) 3m47(-2.3) 岩﨑 一心(6) 3m45(-2.4)
足利陸上教室 戸奈良小 植野小 出流原小 赤見小 山形小 田沼小 犬伏小
伊藤 凜人(1) 6m67 大塚 幸希(1) 6m57 佐野 黎明(1) 5m65 村樫 柾重(1) 5m57 島田 悠叶(1) 5m02 小島 凰楽(1) 4m35
城東中 佐野北 葛生中 葛生中 城東中 城東中
荒井 勇飛(1) 20m34
佐野西中
阿部 寿希也(2) 32m97 澤田 聡太(2) 27m92
城東中 城東中

8位

11月4日
中学1年男子100m 

風：-1.3

11月4日
中学2年男子100m 

風：-1.8

第44回佐野市秋季奨励陸上競技大会 【19090708】 
佐野市運動公園陸上競技場 【92030】 
2019/11/04 ～ 2019/11/04

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

11月4日
小学6年男子100m 

風：-0.4

11月4日
中学1年男子200m 

風：-2.4

11月4日
小学4年男子100m 

風：-0.3

11月4日
小学5年男子100m 

風：-0.7

11月4日 小学6年男子1000m

11月4日 中学1年男子1500m

11月4日
中学2年男子200m 

風：-2.3

11月4日 小学5年男子1000m

11月4日 小学6年男子80mH

11月4日
中学1年男子110mH 

風：-0.9

11月4日 中学2年男子3000m

11月4日
小学5年男子80mH 

風：-4.0

11月4日 小学男子4X100mR

11月4日 中学1年男子走高跳

11月4日
中学2年男子110mH 

風：-0.9

11月4日 中学共通男子4X100mR

11月4日 小学6年男子走高跳

11月4日 中学2年男子走高跳

11月4日 小学5年男子走高跳

11月4日 小学5年男子走幅跳

11月4日 小学6年男子走幅跳

11月4日 中学1年男子走幅跳

11月4日 中学2年男子走幅跳

11月4日
中学2年男子

ジャベリックスロｰ

11月4日 中学1年男子砲丸投

11月4日
中学1年男子

ジャベリックスロｰ



記 録 主 任 林　達也

日付 種目 8位

第44回佐野市秋季奨励陸上競技大会 【19090708】 
佐野市運動公園陸上競技場 【92030】 
2019/11/04 ～ 2019/11/04

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

菅野 心愛(1) 13.53 関口 はな(1) 14.07 小此木 麻耶(1) 14.11 山田 暖和(1) 14.66 山根 百合愛(1) 15.04 谷津 聖子(1) 15.05 齋藤 麗央奈(1) 15.37 齋藤 陽依(1) 15.53
田東中 佐野北 協和中 城東中 佐野高附中 佐野高附中 協和中 佐野西中
坂本 澪(2) 14.01 石川 莉琉(2) 14.15 堀江 愛月(2) 14.18 中村 真衣佳(2) 14.22 早川 涼風(2) 14.67 関谷 沙也加(2) 15.71
田東中 佐野北 協和中 佐野北 佐野北 協和中
栃木 恵子(4) 16.12 木村 佳瑚(4) 16.21 早川 日菜(4) 16.42 松島 花暖(4) 16.61 永井 磨李(4) 16.83 丸山 莉羽(4) 17.01 新井 柚妃(4) 17.03 稲葉 心優(4) 17.16
界小 田沼小 石塚小 田沼小 赤見小 毛野南小 田沼小 佐野小
石原 南菜(5) 14.64 戸坂 梨花(5) 15.07 田邉 史絵(5) 15.09 加藤 咲(5) 15.43 小沼 彩愛(5) 15.46 厚木 ひまり(5) 15.64 侘美 志萌(5) 15.81 阿部 希空(5) 15.87
足利陸上教室 常盤小 界小 佐野小 足利陸上教室 足利陸上教室 赤見小 城北小
宮澤 亜実(6) 14.61 柿沼 咲愛(6) 14.61 日向野 優心(6) 14.98 古川 美歩(6) 15.11 菅野 楓愛(6) 15.17 新里 真央(6) 15.40 横井 美那(6) 15.50 五月女 望有(6) 15.62
毛野南小 多田小 田沼小 城北小 田沼小 栃本小 佐野小 城北小
山本 実希(1) 28.56 大竹 音々(1) 29.16 谷 飛香里(1) 30.05 稲原 優心(1) 33.02
足利陸上教室 足利陸上教室 佐野西中 葛生中
羽田 結愛(2) 28.74 堀江 愛月(2) 29.13 坂本 澪(2) 29.99 石川 莉琉(2) 30.03 小野里 姫花(2) 30.04 水間 彩愛(2) 30.46 早川 涼風(2) 30.77
足利陸上教室 協和中 田東中 佐野北 協和中 佐野西中 佐野北
大竹 音々(1) 2:21.80 細川 愛莉(1) 2:35.24 横田 唯楽(1) 2:41.76 ﾎﾞｶﾈｸﾞﾗ ﾙｼｱﾅ(1) 2:44.86 ﾎﾞｶﾈｸﾞﾗ ﾍﾞﾚﾝ(1) 2:48.58 藤原 奈々(1) 2:58.32 稲原 優心(1) 2:58.75
足利陸上教室 佐野北 田東中 佐野北 佐野北 田東中 葛生中
小角 楓(2) 2:27.91 荒川 玲奈(2) 2:35.04 松村 唯愛(2) 2:35.41 上原 美咲(2) 2:38.20 山田 優衣(2) 2:40.15 松井 舞(2) 2:47.20
足利陸上教室 佐野北 佐野高附中 佐野北 協和中 協和中
田邉 史絵(5) 2:47.02 佐取 明奈(5) 2:49.56 松崎 莉子(5) 2:50.20 田村 綺音(5) 2:56.35 渡邉 眞子(5) 2:59.52 新門 リアーナ(5) 3:01.08 稲葉 優愛(5) 3:01.31
界小 毛野南小 足利陸上教室 界小 足利陸上教室 城北小 佐野小

岡部 心春(5) 2:59.52
犬伏小

八下田 愛(6) 2:41.32 山田 文音(6) 2:41.73 田中 のん(6) 2:44.57 谷 美羽(6) 2:49.79 飯田 真生(6) 2:51.01 遠藤 瑞生(6) 2:51.48 横井 美那(6) 2:52.14 石岡 唱(6) 2:52.33
田沼小 田沼小 山形小 植野小 戸奈良小 吾妻小 佐野小 犬伏東小
石原 南菜(5) 13.42(+0.4) 島野 桜(5) 14.32(+0.9) 秋草 遥香(5) 17.22(+0.9) 佐藤 由菜(5) 17.57(+0.4) 林 志音(5) 18.19(+0.9) 涌井 美緒(5) 18.25(+0.4) 寺﨑 麗実(5) 19.01(+0.9) 上野 紗輝(5) 19.51(+0.4)
足利陸上教室 足利陸上教室 佐野小 田沼小 毛野南小 石塚小 石塚小 毛野南小
山田 文音(6) 15.15(+0.3) 飯塚 煌彩(6) 15.54(-1.2) 駒形 梓(6) 15.86(-1.2) 松村 夢依(6) 15.88(-1.2) 久保 琳愛(6) 15.92(+0.3) 坂本 蒼生(6) 16.50(-1.2) 岩井 愛來(6) 16.63(-1.2) 三田 遙花(6) 17.09(+0.3)
田沼小 毛野南小 葛生小 閑馬小 犬伏小 田沼小 田沼小 城北小
山本 実希(1) 16.09 坂本 妃織(1) 20.01 大束 友衣菜(1) 20.65
足利陸上教室 佐野高附中 佐野西中
羽田 結愛(2) 16.08 吉田 菜々(2) 20.20
足利陸上教室 佐野高附中
佐野北 54.86 協和中A 56.06 佐野西中 56.55
石川 莉琉(2) 小此木 麻耶(1) 青木 美夕(2)
中村 真衣佳(2) 関谷 沙也加(2) 谷 飛香里(1)
早川 涼風(2) 小野里 姫花(2) 飯塚 祐心(2)
関口 はな(1) 堀江 愛月(2) 水間 彩愛(2)
田沼小A 57.96 足利陸上教室A 57.99 毛野南小A 58.68 城北小A 1:00.70 佐野小A 1:00.96 界小A 1:02.10 赤見小A 1:02.62 石塚小A 1:03.11
菅野 楓愛(6) 厚木 ひまり(5) 飯塚 煌彩(6) 五月女 望有(6) 加藤 咲(5) 関根 琉月(5) 三村 美空(6) 石井 結花(6)
八下田 愛(6) 小沼 彩愛(5) 宮澤 亜実(6) 新門 ｱﾝｼﾞｪﾘｶ(5) 久村 葵衣(6) 田邉 史絵(5) 瀧川 幸音(6) 尾崎 莉依子(6)
山田 文音(6) 島野 桜(5) 小竹 桃花(6) 佐藤 結衣奈(6) 今西 暖乃(5) 田村 綺音(5) 志賀 千紗都(6) 涌井 美緒(5)
日向野 優心(6) 石原 南菜(5) 長島 色(6) 古川 美歩(6) 横井 美那(6) 田中 美羽(5) 石田 海久(6) 内田 美優(6)
齋藤 陽依(1) 1m20 山田 暖和(1) 1m15
佐野西中 城東中
島野 桜(5) 1m20 岡部 心春(5) 1m15 田中 さつき(5) 1m15 田中 美羽(5) 1m10 川島 優愛(5) 1m05 石井 絢菜(5) 1m05
足利陸上教室 犬伏小 山形小 界小 城北小 戸奈良小

根岸 奈々(5) 1m05
城北小
山菅 愛理(5) 1m05
戸奈良小

内田 美優(6) 1m25 長島 色(6) 1m15 田中 里佳(6) 1m15 髙橋 麻莉(6) 1m15 佐山ゆりあ (6) 1m15 宮原 沙和(6) 1m10 江田 莉奈(6) 1m10 羽角 莉里花(6) 1m05
石塚小 毛野南小 植野小 毛野南小 犬伏小 犬伏小 毛野南小 吾妻小
谷 飛香里(1) 4m63(+0.6) 大束 友衣菜(1) 3m98(+1.7) 塩野 綾香(1) 3m66(+0.6) 福島 萌奈(1) 3m62(+1.5) 飯野 聖蘭(1) 3m51(+1.7)
佐野西中 佐野西中 佐野高附中 佐野北 佐野北
中村 真衣佳(2) 4m98(+1.9) 小野里 姫花(2) 4m42(+0.5) 関谷 沙也加(2) 4m15(+0.8) 飯塚 祐心(2) 4m05(+0.1) 青木 美夕(2) 3m46(+0.4)
佐野北 協和中 協和中 佐野西中 佐野西中
石原 南菜(5) 4m82(-0.7) 厚木 ひまり(5) 3m72(+0.8) 柳澤 希南(5) 3m54(+0.2) 新門 リアーナ(5) 3m46(-0.1) 齋川 陽咲(5) 3m43(+0.7) 山中 柚楠(5) 3m43(+0.6) 佐藤 由菜(5) 3m35(+1.1) 勝本 菜央(5) 3m28(0.0)
足利陸上教室 足利陸上教室 城北小 城北小 犬伏小 犬伏小 田沼小 佐野小
斉藤 由真(6) 3m71(+0.7) 岩井 愛來(6) 3m58(+1.1) 鈴木 ゆみ(6) 3m58(+0.4) 飯塚 侑希(6) 3m57(+0.2) 文山 友姫(6) 3m52(+0.1) 小竹 桃花(6) 3m43(-0.2) 坂本 蒼生(6) 3m40(+0.4) 鶴見 碧衣(6) 3m38(+0.1)
足利陸上教室 田沼小 毛野南小 栃本小 城北小 毛野南小 田沼小 犬伏小
佐山 天彩(1) 5m90 高橋 侑来(1) 4m95 川﨑 響(1) 4m79 打木 三聡(1) 4m31
佐野西中 佐野西中 城東中 佐野北
青木 藍花(2) 9m33
佐野高附中
佐山 天彩(1) 15m23
佐野西中

凡例 

11月4日
中学1年女子100m 

風：-0.5

11月4日
小学5年女子100m 

風：-2.3

11月4日
小学6年女子100m 

風：-2.5

11月4日
中学2年女子100m 

風：-2.0

11月4日
小学4年女子100m 

風：-1.8

11月4日 中学1年女子800m

11月4日 中学2年女子800m

11月4日
中学1年女子200m 

風：-2.5

11月4日
中学2年女子200m 

風：-2.8

11月4日 小学6年女子800m

11月4日 小学5年女子80mH

11月4日 小学5年女子800m

11月4日
中学2年女子100mH 

風：-1.5

11月4日 中学共通女子4X100mR

11月4日 小学6年女子80mH

11月4日
中学1年女子100mH 

風：-1.5

11月4日 小学5年女子走高跳

11月4日 小学女子4X100mR

11月4日 中学1年女子走高跳

11月4日 中学2年女子走幅跳

11月4日 小学5年女子走幅跳

11月4日 小学6年女子走高跳

11月4日 中学1年女子走幅跳

11月4日 中学2年女子砲丸投

11月4日
中学1年女子

ジャベリックスロｰ

11月4日 小学6年女子走幅跳

11月4日 中学1年女子砲丸投



中学1年男子100m

予　選　2組0着＋8

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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 栃　木 ﾌﾞﾙｶﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ 栃　木

1 4 1412 栁田 聖大(1) 足利陸上教室 12.81 q 1 5 7066 ﾌﾞﾙｶﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ(1) 城東中 12.16 q
ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾔ 栃　木 ｵｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 栃　木

2 6 7202 秋山 拓也(1) 佐野西中 13.14 q 2 4 8562 岡村 泰知(1) 協和中 13.08 q
ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ 栃　木 ｵｵﾂｶ ｱｷﾋﾄ 栃　木

3 7 7061 小島 康暉(1) 城東中 13.26 q 3 2 7060 大塚 亮人(1) 城東中 13.35 q
ｶﾜﾀﾞ ｼｭﾝ 栃　木 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 栃　木

4 8 7752 川田 舜(1) 葛生中 13.96 4 7 7205 萩原 歩夢(1) 佐野西中 13.54 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾉ 栃　木 ｻﾉ ｵｳｾｲ 栃　木

5 5 7068 小林 千乃(1) 城東中 14.21 5 3 7753 佐野 桜成(1) 葛生中 13.90 q
ﾃﾗｳﾁ ﾏｺﾄ 栃　木 ｱｲｻﾞﾜ ｿﾗ 栃　木

6 2 7757 寺内 慎(1) 葛生中 14.72 6 8 7750 相澤 想来(1) 葛生中 14.41
ﾋﾗﾂｶ ﾑﾂｷ 栃　木 ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ 栃　木

7 9 8558 平塚 睦槻(1) 協和中 15.12 6 7352 新井 颯斗(1) 佐野南中 DNS
ｺﾎﾞﾘ ﾄﾓﾋﾛ 栃　木

3 7045 小堀 知広(2) 城東中 DNS

決　勝　

(風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾞﾙｶﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ 栃　木

1 4 7066 ﾌﾞﾙｶﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ(1) 城東中 12.48
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 栃　木

2 6 1412 栁田 聖大(1) 足利陸上教室 13.09
ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾔ 栃　木

3 5 7202 秋山 拓也(1) 佐野西中 13.35
ｵｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 栃　木

4 7 8562 岡村 泰知(1) 協和中 13.55
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 栃　木

5 3 7205 萩原 歩夢(1) 佐野西中 13.68
ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ 栃　木

6 8 7061 小島 康暉(1) 城東中 13.89
ｵｵﾂｶ ｱｷﾋﾄ 栃　木

7 9 7060 大塚 亮人(1) 城東中 13.89
ｻﾉ ｵｳｾｲ 栃　木

8 2 7753 佐野 桜成(1) 葛生中 14.48

凡例  DNS:欠場

中学1年男子200m

決　勝　

(風:-2.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾞﾙｶﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ 栃　木

1 6 7066 ﾌﾞﾙｶﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ(1) 城東中 25.52
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 栃　木

2 8 7760 松原 隆之介(1) 葛生中 28.41
ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ 栃　木

3 4 7061 小島 康暉(1) 城東中 28.83
ﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 栃　木

4 7 7763 矢島 笙太郎(1) 葛生中 29.27
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 栃　木

5 3 7759 松崎 琉生(1) 葛生中 29.64
ｶﾜﾀﾞ ｼｭﾝ 栃　木

6 5 7752 川田 舜(1) 葛生中 29.69
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾉ 栃　木

7 2 7068 小林 千乃(1) 城東中 30.09



中学1年男子1500m

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｶﾞ ｶｲﾙ 栃　木

1 15 91 山鹿 快琉(1) 足利陸上教室 4:40.79
ｵﾉ ﾙｲ 栃　木

2 5 8540 小野 塁(1) 足利陸上教室 4:43.81
ｲﾜｶﾐ ﾀｶﾉﾘ 栃　木

3 1 8542 岩上 貴徳(1) 足利陸上教室 4:49.01
ｲｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 栃　木

4 7 8563 石川 大雅(1) 足利陸上教室 4:50.34
ｵｵﾂｶ ｺｳｷ 栃　木

5 2 7431 大塚 幸希(1) 佐野北 4:51.55
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 栃　木

6 6 7205 萩原 歩夢(1) 佐野西中 4:52.81
ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 栃　木

7 9 7517 兵藤 崇人(1) 佐野高附中 4:58.97
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 栃　木

8 14 7760 松原 隆之介(1) 葛生中 5:05.13
ﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 栃　木

9 10 7763 矢島 笙太郎(1) 葛生中 5:08.88
ﾊﾔｼ ｾｲﾔ 栃　木

10 13 7206 林 靖也(1) 佐野西中 5:24.47
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 栃　木

11 8 7759 松崎 琉生(1) 葛生中 5:29.30
ｺｼﾞﾏ ｵｳﾗ 栃　木

12 4 7064 小島 凰楽(1) 城東中 5:31.37
ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 栃　木

13 11 7065 西澤 直希(1) 城東中 5:56.90
ｱﾗｲ ﾕｳﾋ 栃　木

14 3 7204 荒井 勇飛(1) 佐野西中 6:03.25
ﾂｸｲ ﾕｲﾏﾙ 栃　木

12 7062 津久井 結丸(1) 城東中 DNS

凡例  DNS:欠場

中学1年男子110mH

決　勝　

(風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳｾｲ 栃　木

1 4 7516 川上 流誠(1) 佐野高附中 19.54
ﾊﾂｶﾞｲ ﾘｮｳ 栃　木

2 6 7519 初谷 凌(1) 佐野高附中 21.33
ｲﾄｳ ﾘﾝﾄ 栃　木

3 3 7063 伊藤 凜人(1) 城東中 21.58
ｱﾗｶﾜ ﾄｵｲ 栃　木

4 5 7751 荒川 冬唯(1) 葛生中 21.90
ｻﾉ ｵｳｾｲ 栃　木

5 2 7753 佐野 桜成(1) 葛生中 22.22



中学1年男子走高跳

決　勝　

ﾀﾈﾔ ﾘｷ 栃　木 × ○ ○ ○ ○ × × ×

1 5 7756 種谷 璃輝(1) 葛生中 1m40
ｻｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 栃　木 × ○ × ○ × × ×

2 2 7518 酒本 大雅(1) 佐野高附中 1m30
ｱﾗｶﾜ ﾄｵｲ 栃　木 × × ○ × × ○ × × ×

3 3 7751 荒川 冬唯(1) 葛生中 1m30
ﾂｸｲ ﾕｲﾏﾙ 栃　木

1 7062 津久井 結丸(1) 城東中 DNS
ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 栃　木

4 7517 兵藤 崇人(1) 佐野高附中 DNS

記録 ｺﾒﾝﾄ所属
1m25 1m30 1m35

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
1m40 1m45

凡例  DNS:欠場

中学1年男子走幅跳

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

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 栃　木 × 5m23 5m10 5m44 4m95 × 5m44
1 1 1412 栁田 聖大(1) 足利陸上教室 +1.3 +0.6 +1.5 -0.5 +1.5

ｵｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 栃　木 5m04 × × × 5m00 5m05 5m05
2 12 8562 岡村 泰知(1) 協和中 +1.0 0.0 +1.4 +1.4

ﾆｯｷ ｲｸﾑ 栃　木 4m45 4m44 4m37 × 4m02 × 4m45
3 11 7520 仁木 育(1) 佐野高附中 +1.5 +0.4 +0.5 +0.1 +1.5

ｵｵﾂｶ ｱｷﾋﾄ 栃　木 4m17 3m98 4m17 4m20 3m83 3m90 4m20
4 9 7060 大塚 亮人(1) 城東中 +0.8 +0.8 +0.4 +0.2 +0.6 +0.9 +0.2

ﾃﾗｳﾁ ﾏｺﾄ 栃　木 3m54 3m65 3m53 3m49 3m72 3m64 3m72
5 4 7757 寺内 慎(1) 葛生中 +0.1 +1.4 +0.1 +1.3 +1.3 +0.5 +1.3

ﾀﾈﾔ ﾘｷ 栃　木 × 3m64 3m54 3m40 3m66 × 3m66
6 10 7756 種谷 璃輝(1) 葛生中 -0.1 +0.3 +1.2 +0.7 +0.7

ｱｲｻﾞﾜ ｿﾗ 栃　木 3m38 × 3m40 3m52 × 3m65 3m65
7 8 7750 相澤 想来(1) 葛生中 +1.4 +0.2 +2.2 +1.5 +1.5

ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 栃　木 3m52 3m40 3m22 3m50 3m40 3m34 3m52
8 5 7065 西澤 直希(1) 城東中 +0.2 +0.5 -0.1 +0.6 +0.7 +0.9 +0.2

ﾑﾗｶｼ ﾏｻｼｹﾞ 栃　木 3m31 2m15 × 3m31
9 2 7761 村樫 柾重(1) 葛生中 +0.9 +0.7 +0.9

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 栃　木 × 2m98 3m13 3m13
10 3 7067 島田 悠叶(1) 城東中 +1.4 +1.0 +1.0

ｻﾉ ﾚｲﾒｲ 栃　木 3m11 3m11 2m98 3m11
11 6 7754 佐野 黎明(1) 葛生中 -0.7 +0.7 -0.3 -0.7

ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾔ 栃　木

7 7202 秋山 拓也(1) 佐野西中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学1年男子砲丸投

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

ｲﾄｳ ﾘﾝﾄ 栃　木 〇 〇 〇 〇 〇

1 6 7063 伊藤 凜人(1) 城東中 6m67 6m67 6m67

ｵｵﾂｶ ｺｳｷ 栃　木 〇

2 2 7431 大塚 幸希(1) 佐野北 5m56 5m92 6m02 6m02 6m03 6m57 6m57

ｻﾉ ﾚｲﾒｲ 栃　木 〇

3 5 7754 佐野 黎明(1) 葛生中 × 5m65 5m65 － － － 5m65

ﾑﾗｶｼ ﾏｻｼｹﾞ 栃　木 〇 〇

4 3 7761 村樫 柾重(1) 葛生中 5m57 5m57 － － － 5m57

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 栃　木 〇

5 4 7067 島田 悠叶(1) 城東中 4m97 5m02 5m02 － － － 5m02

ｺｼﾞﾏ ｵｳﾗ 栃　木 〇 〇

6 1 7064 小島 凰楽(1) 城東中 3m83 4m14 4m22 4m22 4m35 4m35

中学1年男子ジャベリックスロｰ

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 ﾕｳﾋ 栃　木 〇 〇 〇 〇

1 1 7204 荒井 勇飛(1) 佐野西中 × 20m34 20m34 20m34



中学2年男子100m

予　選　2組0着＋8

1組 (風:+2.0) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 栃　木 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ 栃　木

1 2 7051 渡辺 伸吾(2) 城東中 11.69 q 1 5 7425 髙橋 暖空(2) 佐野北 12.31 q
ｶｹﾞﾔﾏ ｿﾗﾀ 栃　木 ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ 栃　木

2 5 7429 影山 空大(2) 佐野北 12.61 q 2 6 7263 橋本 駿(2) 佐野西中 12.36 q
ﾀﾀﾞｷ ｶﾅﾄ 栃　木 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ 栃　木

3 3 7428 唯木 奏翔(2) 佐野北 12.64 q 3 2 7048 内山 瑛翔(2) 城東中 12.75 q
ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ 栃　木 ｵﾁｱｲ ｹｲｽｹ 栃　木

4 6 7043 鈴木 裕貴(2) 城東中 13.41 4 3 7423 落合 恵介(2) 佐野北 12.86 q
ﾋﾛｾ ﾕｳﾀ 栃　木 ﾀﾅｶ ﾀｲﾁﾛｳ 栃　木

5 7 7766 広瀬 勇太(2) 葛生中 13.56 5 4 7044 田中 太一郎(2) 城東中 12.88 q
ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 栃　木 ｺﾎﾞﾘ ﾄﾓﾋﾛ 栃　木

4 7265 田中 翔琉(2) 佐野西中 DNS 6 7 7045 小堀 知広(2) 城東中 14.03

決　勝　

(風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 栃　木

1 6 7051 渡辺 伸吾(2) 城東中 12.20
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ 栃　木

2 7 7425 髙橋 暖空(2) 佐野北 12.59
ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ 栃　木

3 4 7263 橋本 駿(2) 佐野西中 12.68
ｶｹﾞﾔﾏ ｿﾗﾀ 栃　木

4 5 7429 影山 空大(2) 佐野北 12.96
ﾀﾀﾞｷ ｶﾅﾄ 栃　木

5 9 7428 唯木 奏翔(2) 佐野北 13.01
ﾀﾅｶ ﾀｲﾁﾛｳ 栃　木

6 2 7044 田中 太一郎(2) 城東中 13.08
ｵﾁｱｲ ｹｲｽｹ 栃　木

7 3 7423 落合 恵介(2) 佐野北 13.11
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ 栃　木

8 8 7048 内山 瑛翔(2) 城東中 13.15

凡例  DNS:欠場

中学2年男子200m

決　勝　

(風:-2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ 栃　木

1 6 7425 髙橋 暖空(2) 佐野北 25.00
ｶｹﾞﾔﾏ ｿﾗﾀ 栃　木

2 5 7429 影山 空大(2) 佐野北 25.63
ｵﾁｱｲ ｹｲｽｹ 栃　木

3 3 7423 落合 恵介(2) 佐野北 26.65
ﾀﾅｶ ﾀｲﾁﾛｳ 栃　木

4 4 7044 田中 太一郎(2) 城東中 27.31



中学2年男子3000m

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾍﾞ ｼﾞｭｷﾔ 栃　木

1 4 7042 阿部 寿希也(2) 城東中 9:27.90
ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ 栃　木

2 6 7050 澤田 聡太(2) 城東中 9:29.52
ｶﾒﾔﾏ ｼｮｳｾｲ 栃　木

3 1 8508 亀山 翔成(2) 足利陸上教室 10:17.01

ﾉﾑﾗ ｺｳｷ 栃　木

4 3 7262 野村 晃輝(2) 佐野西中 10:25.36

ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀ 栃　木

5 2 7528 湯沢 想太(2) 佐野高附中 10:31.89

ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾔ 栃　木

6 5 7529 川上 統也(2) 佐野高附中 10:40.68

中学2年男子110mH

決　勝　

(風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 栃　木

1 8 7051 渡辺 伸吾(2) 城東中 15.32
ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 栃　木

7 7530 飯塚 遥人(2) 佐野高附中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学2年男子走高跳

決　勝　

ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 栃　木 － － × ○ ○ × × ×

1 1 7530 飯塚 遥人(2) 佐野高附中 1m50

記録 ｺﾒﾝﾄ所属
1m35 1m40 1m45

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
1m50 1m55

中学2年男子走幅跳

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

ｲﾄｳ ﾚﾂ 栃　木 5m16 5m32 5m47 5m47 5m47 5m40 5m47
1 1 7531 伊藤 烈(2) 佐野高附中 +0.5 +1.0 +1.0 +1.9 +1.0 +1.6 +1.0

ﾀﾀﾞｷ ｶﾅﾄ 栃　木 4m98 × × 5m07 × × 5m07
2 9 7428 唯木 奏翔(2) 佐野北 +1.3 +0.5 +0.5

ﾋﾛｾ ﾕｳﾀ 栃　木 × 4m08 × 4m23 4m60 3m98 4m60
3 6 7766 広瀬 勇太(2) 葛生中 0.0 +0.2 +0.7 +1.6 +0.7

ﾉﾑﾗ ｺｳｷ 栃　木 4m10 4m28 3m70 4m31 × 4m58 4m58
4 2 7262 野村 晃輝(2) 佐野西中 +0.6 +1.7 +0.5 +1.0 +1.2 +1.2

ｳﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ 栃　木 4m27 4m28 × 4m36 × × 4m36
5 5 7048 内山 瑛翔(2) 城東中 +1.4 -0.2 +1.4 +1.4

ｺﾎﾞﾘ ﾄﾓﾋﾛ 栃　木 3m82 4m26 4m21 × × 3m93 4m26
6 3 7045 小堀 知広(2) 城東中 +0.3 -0.2 +0.7 +1.5 -0.2

ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ 栃　木 3m95 3m94 4m01 3m93 4m00 3m97 4m01
7 7 7043 鈴木 裕貴(2) 城東中 +0.9 +0.1 +0.9 +1.2 +0.1 +1.8 +0.9

ｵｵﾀ ｺｳｾｲ 栃　木 × 3m67 3m17 3m01 3m48 3m30 3m67
8 4 7414 太田 煌生(2) 佐野北 +0.1 +1.6 +1.3 -0.8 +1.6 +0.1

ｼﾉｻﾞｷ ｺｳｷ 栃　木

8 7261 篠﨑 恒輝(2) 佐野西中 DNS
ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 栃　木

10 7265 田中 翔琉(2) 佐野西中 DNS

凡例  DNS:欠場

中学2年男子ジャベリックスロｰ

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 ｼﾞｭｷﾔ 栃　木 〇 〇 〇 〇 〇

1 2 7042 阿部 寿希也(2) 城東中 32m97 32m97 32m97

ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ 栃　木 〇 〇 〇 〇

2 1 7050 澤田 聡太(2) 城東中 26m19 26m19 27m92 27m92



中学共通男子4X100mR

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 2 佐野北 7428 唯木 奏翔(2) ﾀﾀﾞｷ ｶﾅﾄ 49.08
7429 影山 空大(2) ｶｹﾞﾔﾏ ｿﾗﾀ
7423 落合 恵介(2) ｵﾁｱｲ ｹｲｽｹ
7425 髙橋 暖空(2) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｸ

2 5 城東中 7044 田中 太一郎(2) ﾀﾅｶ ﾀｲﾁﾛｳ 49.31
7051 渡辺 伸吾(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ
7048 内山 瑛翔(2) ｳﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ
7066 ﾌﾞﾙｶﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ(1) ﾌﾞﾙｶﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ

3 3 佐野西中 7205 萩原 歩夢(1) ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 51.68
7263 橋本 駿(2) ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ
7262 野村 晃輝(2) ﾉﾑﾗ ｺｳｷ
7202 秋山 拓也(1) ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾔ

4 4 葛生中 7766 広瀬 勇太(2) ﾋﾛｾ ﾕｳﾀ 54.80
7760 松原 隆之介(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ
7756 種谷 璃輝(1) ﾀﾈﾔ ﾘｷ
7752 川田 舜(1) ｶﾜﾀﾞ ｼｭﾝ



小学4年男子100m

予　選　9組0着＋8

1組 (風:+2.3) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 栃　木 ｶﾒﾔﾏ ﾕｳﾀ 栃　木

1 7 1223 上田 敢太(4) 石塚小 15.54 q 1 8 2702 亀山 雄太(4) 氷室小 15.85
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 栃　木 ｺﾝﾄﾞｳ ﾙｲ 栃　木

2 4 1136 竹内 優斗(4) 赤見小 16.12 2 3 714 近藤 瑠偉(4) 城北小 15.98
ｶﾒﾔﾏ ｹｲﾀ 栃　木 ﾄｸﾊﾗ ﾘｵﾄ 栃　木

3 3 1007 亀山 桂汰(4) 吾妻小 16.24 3 2 1611 徳原 莉緒斗(4) 栃本小 16.03
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 栃　木 ﾌｼﾞｸﾗ ﾘｷ 栃　木

4 5 90 藤本 凌也(4) 足利陸上教室 16.45 4 9 1142 藤倉 理暉(4) 赤見小 16.04
ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀｲｷ 栃　木 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙ 栃　木

5 8 515 栁川 泰輝(4) 犬伏小 16.85 5 6 1225 澤田 陽(4) 石塚小 17.07
ﾖｺﾀ ｱｵｲ 栃　木 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｾｲ 栃　木

6 6 1428 横田 葵(4) 田沼小 16.88 6 4 1426 福田 悠惺(4) 田沼小 17.39
ｵｵﾀｹ ﾊﾙﾄ 栃　木 ﾏｴﾊﾗ ﾄｱ 栃　木

7 9 420 大竹 晴渡(4) 界小 17.49 7 5 1816 前原 翔歩(4) 戸奈良小 17.45
ﾆｲｶﾄﾞ ﾏｻｵ 栃　木 ﾋﾛｾ ﾄｳﾏ 栃　木

8 2 739 新門 正雄(4) 城北小 20.26 7 514 廣瀬 斗真(4) 犬伏小 DNS

3組 (風:+1.1) 4組 (風:+0.8)

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

ﾂﾉ ﾊﾙｷ 栃　木 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｺﾞ 栃　木

1 5 504 津野 遥輝(4) 犬伏小 15.38 q 1 6 419 山崎 颯冴(4) 界小 16.33
ﾃﾞﾃﾞﾙ ｶﾒﾛﾝ 栃　木 ﾄｶﾉ ﾄｱ 栃　木

2 4 109 ﾃﾞﾃﾞﾙ ｶﾒﾛﾝ(4) 毛野南小 15.48 q 2 2 1232 戸叶 翔空(4) 石塚小 16.59
ｱﾍﾞ ﾄｳｺﾞ 栃　木 ｺﾏｶﾞﾀ ｾﾞﾝ 栃　木

3 8 1422 阿部 冬悟(4) 田沼小 15.74 q 3 5 1814 駒形 禪(4) 戸奈良小 16.86
ｲﾜｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ 栃　木 ﾌｸｼﾏ ｿｳﾀ 栃　木

4 7 2011 岩﨑 駿斗(4) 山形小 15.81 q 4 9 2405 福島 颯大(4) 葛生小 16.87
ﾆｲｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 栃　木 ｲｼﾔﾏ ﾘｸﾀ 栃　木

5 3 1011 新島 健太(4) 吾妻小 16.01 5 7 2601 石山 琳玖太(4) 常盤小 17.02
ｵｻﾞｷ ﾙｷｱ 栃　木 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵｷ 栃　木

6 2 715 尾崎 琉希海(4) 城北小 16.27 6 8 1008 川村 直輝(4) 吾妻小 17.13
ﾏｼﾓ ｺｳｾｲ 栃　木 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 栃　木

7 6 1143 真下 光生(4) 赤見小 16.39 7 3 717 関口 航輔(4) 城北小 17.31
ｶﾒﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 栃　木 ｾﾝﾊﾞ ﾀﾂｷ 栃　木

8 9 1230 亀山 純平(4) 石塚小 17.95 4 1430 仙波 達貴(4) 田沼小 DNS

5組 (風:+1.2) 6組 (風:+0.5)

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

ｵﾊﾞﾅ ﾀﾞｲﾄ ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾛｳ 栃　木

1 7 640 尾花 大翔(4) 犬伏東小 15.57 q 1 4 1815 清水 聖士朗(4) 戸奈良小 16.83
ｵｶ ﾅｵﾄ 栃　木 ﾄｶﾞｼ ｼｭｲ 栃　木

2 6 1813 岡 直杜(4) 戸奈良小 16.15 2 5 1425 富樫 珠愛(4) 田沼小 16.89
ﾌﾅｷ ｼｭﾝ 栃　木 ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾔ 栃　木

3 3 422 舩木 駿(4) 界小 16.62 3 6 713 高橋 柊也(4) 城北小 17.42
ﾅﾙｾ ﾋｶﾙ 栃　木 ﾅﾑﾗ ﾀｲﾁ 栃　木

4 4 511 成瀬 光(4) 犬伏小 16.66 4 7 1228 名村 太一(4) 石塚小 18.15
ｱﾗｲ ﾘｭｳﾔ 栃　木 ﾋﾗﾉ ｲﾂｷ 栃　木

5 8 1420 新井 隆也(4) 田沼小 16.87 5 9 513 平野 樹(4) 犬伏小 18.28
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾖｼﾋﾄ 栃　木 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 栃　木

6 5 2603 澤柳 義人(4) 常盤小 17.71 6 8 2013 吉田 有斗(4) 山形小 19.77
ﾇﾏｵ ﾚﾝ 栃　木 ﾅｶﾞﾀｹ ﾕｳﾄ 栃　木

7 9 1140 沼尾 蓮(4) 赤見小 17.86 3 1139 長竹 悠至(4) 赤見小 DNS
ｱｻﾉ ﾚﾂ 栃　木

8 2 2010 浅野 烈(4) 山形小 17.95

凡例  DNS:欠場



小学4年男子100m

予　選　9組0着＋8

7組 (風:+0.2) 8組 (風:+2.0)

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

ｲｼｲ ﾕｽﾞｷ 栃　木 ｵｵｻｶ ﾋﾛﾕｷ 栃　木

1 5 1222 石井 柚希(4) 石塚小 15.80 q 1 7 1135 大坂 宏幸(4) 赤見小 15.43 q
ｽｽﾞｷ ﾄｳﾑ 栃　木 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｶﾞ 栃　木

2 6 134 鈴木 登夢(4) 佐野小 15.89 2 5 2602 小松原 優雅(4) 常盤小 16.64
ｷﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 栃　木 ｲﾜﾓﾄ ﾗｲﾄ 栃　木

3 4 1427 木本 晟慈(4) 田沼小 16.83 3 4 1424 岩本 莱音(4) 田沼小 16.70
ｶﾈｺ ﾘｮｳｽｹ 栃　木 ｵｸｻﾞﾜ ﾖｳ 栃　木

4 8 415 兼子 凌輔(4) 界小 16.91 4 8 1421 奥澤 葉(4) 田沼小 16.92
ｲｼｶﾜ ﾊﾙｷ 栃　木 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾏ 栃　木

5 3 716 石川 春樹(4) 城北小 16.94 5 3 417 町田 将真(4) 界小 16.99
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 栃　木 ｲﾘｴ ｿｳﾙ 栃　木

6 9 1137 田中 優汰(4) 赤見小 17.91 6 9 1311 入江 奏瑠(4) 出流原小 17.09
ｵｵﾑﾛ ｱｵﾄ 栃　木 ｵｵﾀﾆ ｿﾗ

7 2 512 大室 蒼叶(4) 犬伏小 18.00 7 6 641 大谷 青空(4) 犬伏東小 17.46
ﾀｶｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ 栃　木 ﾌｼﾞﾅﾐ ｺｳﾉｽｹ 栃　木

7 86 髙澤 文太朗(4) 足利陸上教室 8 2 1013 藤波 幸之介(4) 吾妻小 18.09

9組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾂﾎﾞｸ ｼｮｳ 栃　木

1 8 1231 津保久 翔(4) 石塚小 16.19
ﾓﾃｷﾞ ﾊﾔﾄ 栃　木

2 3 2604 茂木 颯翔(4) 常盤小 16.27
ﾓﾘﾄ ｺｳｽｹ 栃　木

3 4 1423 森戸 康介(4) 田沼小 16.44
ｲｲﾀﾞ ﾉﾜ 栃　木

4 7 1812 飯田 乃羽(4) 戸奈良小 16.47
ﾔﾂ ﾘｭｳｲﾁ 栃　木

5 6 136 八津 龍一(4) 佐野小 16.83
ｺｼﾀﾞｶ ｿﾗ 栃　木

6 9 712 腰高 蒼空(4) 城北小 16.91
ｶﾜｼﾏ ﾄｳﾔ 栃　木

7 5 2012 川島 統矢(4) 山形小 17.15
ｵｵｶﾜ ﾋﾞｾﾞﾝ 栃　木

8 2 414 大川 弥善(4) 界小 17.75

決　勝　

(風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂﾉ ﾊﾙｷ 栃　木

1 4 504 津野 遥輝(4) 犬伏小 15.89
ｵｵｻｶ ﾋﾛﾕｷ 栃　木

2 6 1135 大坂 宏幸(4) 赤見小 15.90
ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 栃　木

3 7 1223 上田 敢太(4) 石塚小 15.94
ｲｼｲ ﾕｽﾞｷ 栃　木

4 3 1222 石井 柚希(4) 石塚小 16.06
ｲﾜｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ 栃　木

5 2 2011 岩﨑 駿斗(4) 山形小 16.07
ﾃﾞﾃﾞﾙ ｶﾒﾛﾝ 栃　木

6 5 109 ﾃﾞﾃﾞﾙ ｶﾒﾛﾝ(4) 毛野南小 16.25
ｵﾊﾞﾅ ﾀﾞｲﾄ

7 9 640 尾花 大翔(4) 犬伏東小 16.36
ｱﾍﾞ ﾄｳｺﾞ 栃　木

8 8 1422 阿部 冬悟(4) 田沼小 16.40

凡例  DNS:欠場



小学5年男子100m

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+0.9) 2組 (風:+0.9)

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

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｸ 栃　木 ｽﾄｳ ﾏｻﾄ 栃　木

1 7 517 髙橋 龍空(5) 犬伏小 14.09 q 1 4 408 須藤 聖斗(5) 界小 14.41 q
ｼﾉｻﾞｷ ｻﾄﾙ 栃　木 ｲｶﾊﾀ ﾕｳﾀ 栃　木

2 5 403 篠﨑 悟(5) 界小 15.02 q 2 3 117 五十畑 裕太(5) 佐野小 14.72 q
ｶﾐﾔﾏ ｺｳｷ 栃　木 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ 栃　木

3 3 1130 神山 煌生(5) 赤見小 15.76 3 6 2104 小林 奏汰(5) 閑馬小 15.03 q
ｶﾒﾔﾏ ﾚﾝﾄ 栃　木 ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ 栃　木

4 2 1804 亀山 蓮人(5) 戸奈良小 16.01 4 2 705 野口 蒼太(5) 城北小 15.35
ﾋﾗﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 栃　木 ﾐﾉｼﾏ ﾋﾛﾄ 栃　木

5 6 129 平田 龍ノ介(5) 佐野小 16.78 5 7 1404 美濃島 恢翔(5) 田沼小 16.21
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｾｲ 栃　木 ﾗｻﾞ ｻﾐﾙ 栃　木

4 740 石田 雄星(5) 城北小 DNS 6 5 519 ラザ サミル(5) 犬伏小 17.19
ｻｸﾗｲ ﾊﾔﾄ 栃　木

8 1213 櫻井 颯人(5) 石塚小 DNS

3組 (風:+2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾉｼﾛ ﾚｲ 栃　木

1 6 1219 野城 怜(5) 石塚小 14.71 q
ｺﾞｶ ｱﾔﾄ 栃　木

2 4 407 五箇 彩人(5) 界小 14.88 q
ｼｵﾀﾞ ﾙｲ 栃　木

3 5 1402 塩田 瑠(5) 田沼小 15.00 q
ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 栃　木

4 7 2004 髙橋 悠来(5) 山形小 15.16
ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 栃　木

5 3 710 古川 広大(5) 城北小 15.36
ﾋﾗﾀ ﾄﾗﾉｽｹ 栃　木

6 2 121 平田 虎ノ介(5) 佐野小 15.57

決　勝　

(風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｸ 栃　木

1 4 517 髙橋 龍空(5) 犬伏小 14.46
ｽﾄｳ ﾏｻﾄ 栃　木

2 5 408 須藤 聖斗(5) 界小 14.79
ｲｶﾊﾀ ﾕｳﾀ 栃　木

3 7 117 五十畑 裕太(5) 佐野小 15.31
ﾉｼﾛ ﾚｲ 栃　木

4 6 1219 野城 怜(5) 石塚小 15.48
ｼﾉｻﾞｷ ｻﾄﾙ 栃　木

5 3 403 篠﨑 悟(5) 界小 15.58
ｺﾞｶ ｱﾔﾄ 栃　木

6 9 407 五箇 彩人(5) 界小 15.62
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ 栃　木

7 2 2104 小林 奏汰(5) 閑馬小 15.64
ｼｵﾀﾞ ﾙｲ 栃　木

8 8 1402 塩田 瑠(5) 田沼小 15.92

凡例  DNS:欠場



小学5年男子1000m

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｽﾐ ﾘｳ 栃　木

1 15 82 小角 利宇(5) 足利陸上教室 3:27.18
ﾀﾆ ｿｳﾏ 栃　木

2 1 87 谷 颯真(5) 足利陸上教室 3:29.70
ﾊｷﾞﾉ ﾕｳｽｹ 栃　木

3 7 1109 萩野 雄介(5) 赤見小 3:31.18
ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 栃　木

4 4 2004 髙橋 悠来(5) 山形小 3:32.17
ｲﾜｶﾐ ﾖｼﾋﾄ 栃　木

5 8 83 岩上 由仁(5) 足利陸上教室 3:34.65
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 栃　木

6 6 84 遠藤 秀征(5) 足利陸上教室 3:43.28
ｶﾒﾔﾏ ﾋﾖﾘ 栃　木

7 10 1910 亀山 日和(5) 三好小 3:45.64
ｽﾄｳ ﾏｻﾄ 栃　木

8 5 408 須藤 聖斗(5) 界小 3:47.22
ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 栃　木

9 3 409 齊藤 正悟(5) 界小 3:56.21
ｵｵﾓﾘ ｾｲﾀ 栃　木

10 13 126 大森 晴太(5) 佐野小 3:57.47
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾄ 栃　木

11 9 704 原田 侑斗(5) 城北小 3:57.69
ｵｵﾃﾞ ﾋﾅﾀ 栃　木

12 12 1803 大出 陽太(5) 戸奈良小 4:07.26
ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 栃　木

13 2 1912 武田 和真(5) 三好小 4:08.27
ﾖｺﾂﾞｶ ｼｭﾝｽｹ 栃　木

14 11 813 横塚 駿介(5) 旗川小 4:20.17
ｶﾜｶﾐ ｼｵﾝ 栃　木

15 14 2403 川上 嗣苑(5) 葛生小 4:23.65

小学5年男子80mH

決　勝　

(風:-4.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾞｶ ｱﾔﾄ 栃　木

1 5 407 五箇 彩人(5) 界小 15.89
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ 栃　木

2 2 520 溝口 舜大(5) 犬伏小 17.76
ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 栃　木

3 3 1912 武田 和真(5) 三好小 19.49
ﾊﾔｼ ｺｳｷ 栃　木

4 4 501 林 光輝(5) 犬伏小 19.66



小学5年男子走高跳

決　勝　

ﾀﾁｶﾜ ｶｽﾞﾏ 栃　木 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 3 709 立川 和真(5) 城北小 1m20
ｵｶﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 栃　木 － ○ ○ ○ × × ×

2 8 2003 岡部 潤大(5) 山形小 1m15
ｻｸﾓﾄ ﾊﾙﾄ 栃　木 ○ ○ ○ × × ×

3 1 706 佐久本 華斗(5) 城北小 1m10
ｳﾗｼﾏ ﾀｹﾙ 栃　木 ○ × ○ × ○ × × ×

4 5 711 浦島 武尊(5) 城北小 1m10
ｷﾑﾗ ｶｵﾙ 栃　木 × × ×

4 2106 木村 薫(5) 閑馬小 NM
ｶﾘﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 栃　木 × × ×

7 119 狩野 慎太朗(5) 佐野小 NM
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 栃　木

2 1218 長山 竜也(5) 石塚小 DNS
ﾖｼﾉ ﾄｳﾏ 栃　木

6 2111 吉野 暢真(5) 閑馬小 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m00 1m05 1m10

ｺﾒﾝﾄ
1m15 1m20 1m25

記録

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



小学5年男子走幅跳

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

ﾀﾁｶﾜ ｶｽﾞﾏ 栃　木 3m73 3m53 3m55 3m73
1 7 709 立川 和真(5) 城北小 +1.4 -4.2 -0.4 +1.4

ｵｵｼﾏ ﾐﾕ 栃　木 3m30 3m47 3m66 3m66
2 11 1128 大島 実結(5) 赤見小 -1.0 -2.6 +1.2 +1.2

ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ 栃　木 3m21 3m43 3m61 3m61
3 10 705 野口 蒼太(5) 城北小 +1.2 -1.9 +0.5 +0.5

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｸ 栃　木 3m51 3m59 3m54 3m59
4 9 517 髙橋 龍空(5) 犬伏小 +1.2 +0.7 -0.2 +0.7

ｵｶﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 栃　木 3m44 3m17 3m33 3m44
5 23 2003 岡部 潤大(5) 山形小 -0.8 -1.7 +0.4 -0.8

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ 栃　木 3m17 × 3m31 3m31
6 5 2104 小林 奏汰(5) 閑馬小 +0.2 -2.4 -2.4

ｶﾀﾉ ｼﾝ 栃　木 × 2m90 3m27 3m27
7 13 1129 片野 心(5) 赤見小 +2.5 +1.2 +1.2

ﾐﾉｼﾏ ﾋﾛﾄ 栃　木 × 2m59 3m26 3m26
8 21 1404 美濃島 恢翔(5) 田沼小 +0.4 -1.4 -1.4

ｳﾗｼﾏ ﾀｹﾙ 栃　木 3m03 2m05 3m23 3m23
9 19 711 浦島 武尊(5) 城北小 +0.5 -3.0 +0.1 +0.1

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾄ 栃　木 3m11 2m85 3m06 3m11
10 15 704 原田 侑斗(5) 城北小 -0.9 -0.1 +0.4 -0.9

ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｷ 3m10 × 3m01 3m10
11 1 2605 稲田 友喜(5) 常盤小 +1.5 0.0 +1.5

ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 栃　木 2m50 2m62 3m09 3m09
12 20 409 齊藤 正悟(5) 界小 +0.3 -0.3 -0.2 -0.2

ｼｵﾀﾞ ﾙｲ 栃　木 3m00 3m05 2m65 3m05
13 14 1402 塩田 瑠(5) 田沼小 -2.1 -0.1 -0.1 -0.1

ｵｵﾃﾞ ﾋﾅﾀ 栃　木 3m05 2m97 × 3m05
14 12 1803 大出 陽太(5) 戸奈良小 -1.4 +0.3 -1.4

ｼﾉｻﾞｷ ｻﾄﾙ 栃　木 2m48 3m03 2m64 3m03
15 3 403 篠﨑 悟(5) 界小 -0.4 +1.7 +0.8 +1.7

ｷﾑﾗ ｶｵﾙ 栃　木 3m02 2m80 2m91 3m02
16 18 2106 木村 薫(5) 閑馬小 -0.5 -1.4 0.0 -0.5

ﾀﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 栃　木 × 2m99 × 2m99
17 22 707 田山 響貴(5) 城北小 -2.8 -2.8

ｶﾒﾔﾏ ﾚﾝﾄ 栃　木 × 2m86 2m92 2m92
18 8 1804 亀山 蓮人(5) 戸奈良小 -5.0 -1.7 -1.7

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｵﾝ 栃　木 × 2m84 2m85 2m85
19 24 1405 山田 怜音(5) 田沼小 +0.2 0.0 0.0

ｵｵｼﾏ ｺｳｾｲ 栃　木 2m70 2m56 2m38 2m70
20 4 1127 大島 康聖(5) 赤見小 -1.2 -0.2 +0.1 -1.2

ｽﾄｳ ﾄﾓﾔ 栃　木 × × 2m28 2m28
21 16 1214 須藤 智哉(5) 石塚小 +0.5 +0.5

ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ

2 1234 片柳 潤紀(5) 石塚小 DNS
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｾｲ 栃　木

6 740 石田 雄星(5) 城北小 DNS
ｶﾝﾉ ｻｸﾀﾛｳ 栃　木

17 1911 菅野 朔太郎(5) 三好小 DNS

凡例  DNS:欠場



小学6年男子100m

予　選　4組0着＋8

1組 (風:-0.6) 2組 (風:0.0)

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

ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ 栃　木 ﾓﾃｷﾞ ｻｲｷ 栃　木

1 2 310 加藤 遼大(6) 植野小 14.48 1 8 503 茂手木 彩貴(6) 犬伏小 14.29 q
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾘｭｳ 栃　木 ｸﾏｸﾗ ﾀｹﾙ 栃　木

2 6 1310 田所 利悠(6) 出流原小 14.51 2 4 309 熊倉 壮琉(6) 植野小 14.42 q
ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛﾄ 栃　木 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾅ 栃　木

3 8 1120 早川 陽翔(6) 赤見小 14.52 3 7 112 島崎 涼凪(6) 佐野小 14.61
ﾐﾀ ﾕｳｷ 栃　木 ﾔﾏﾅｶ ﾀｲﾖｳ 栃　木

4 3 702 三田 悠貴(6) 城北小 15.31 4 6 89 山中 太耀(6) 足利陸上教室 14.73
ｸﾘｻｷ ﾀｲｾｲ 栃　木 ｱﾜﾀﾞ ﾊﾙﾀ 栃　木

5 4 110 栗崎 泰成(6) 佐野小 15.65 5 2 1501 粟田 陽太( 6) 吉水小 14.93
ｶｸﾀﾞ ｿｳﾀ 栃　木 ｺｸｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 栃　木

6 5 108 角田 創汰(6) 毛野南小 15.74 6 3 2609 石澤 柚稀(6) 常盤小 15.88
ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾅﾀ 栃　木 ﾅﾙｾ ﾋｶﾙ 栃　木

7 7 510 影山 陽大(6) 犬伏小 16.01 5 1208 成瀬 輝(6) 石塚小 DNS

3組 (風:+1.1) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾆｼﾊﾗｷｴﾃﾃﾂﾔ 栃　木 ｾｷﾇﾏ ｼｭｳﾄ 栃　木

1 7 508 ﾆｼﾊﾗ ｷｴﾃﾃﾂﾔ (6) 犬伏小 13.86 q 1 6 81 関沼 柊斗(6) 足利陸上教室 13.79 q
ﾆｲｼﾞﾏ ﾏﾅﾄ 栃　木 ｽｽﾞｷ ｻﾑ 栃　木

2 5 301 新島 真叶(6) 植野小 13.87 q 2 4 104 鈴木 作夢(6) 佐野小 14.24 q
ｸﾘﾊﾗ ﾙｷ 栃　木 ﾄｶﾉ ｾｲﾔ 栃　木

3 3 2101 栗原 月輝(6) 閑馬小 14.10 q 3 8 2612 戸叶 晴也(6) 常盤小 14.42
ｳﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 栃　木 ｶﾐｵｶ ﾊﾔﾄ 栃　木

4 2 109 馬田 拓実(6) 佐野小 14.21 q 4 3 401 上岡 駿斗(6) 界小 14.75
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ 栃　木 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 栃　木

5 8 700 山口 潤希也(6) 城北小 14.74 5 5 308 野口 雄台(6) 植野小 14.78
ｶﾒﾔﾏ ﾊﾙｷ 栃　木 ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｷ 栃　木

6 6 105 亀山 遼樹(6) 毛野南小 14.75 6 2 2401 亀山 雄暉(6) 葛生小 14.91
ｶﾒﾔﾏ ﾂﾖｼ 栃　木 ﾀﾃﾞﾇﾏ ﾄﾑ 栃　木

7 4 1205 亀山 剛志(6) 石塚小 15.37 7 7 304 蓼沼 叶夢(6) 植野小 15.40

決　勝　

(風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷﾇﾏ ｼｭｳﾄ 栃　木

1 6 81 関沼 柊斗(6) 足利陸上教室 14.07
ﾆｲｼﾞﾏ ﾏﾅﾄ 栃　木

2 4 301 新島 真叶(6) 植野小 14.15
ﾆｼﾊﾗｷｴﾃﾃﾂﾔ 栃　木

3 7 508 ﾆｼﾊﾗ ｷｴﾃﾃﾂﾔ (6) 犬伏小 14.16
ｸﾘﾊﾗ ﾙｷ 栃　木

4 5 2101 栗原 月輝(6) 閑馬小 14.57
ﾓﾃｷﾞ ｻｲｷ 栃　木

5 3 503 茂手木 彩貴(6) 犬伏小 14.67
ｸﾏｸﾗ ﾀｹﾙ 栃　木

6 2 309 熊倉 壮琉(6) 植野小 14.75
ｽｽﾞｷ ｻﾑ 栃　木

7 9 104 鈴木 作夢(6) 佐野小 14.83
ｳﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 栃　木

8 8 109 馬田 拓実(6) 佐野小 15.16

凡例  DNS:欠場



小学6年男子1000m

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 11 89 山中 太耀(6) 足利陸上教室 3:14.61
ﾆｼﾊﾗｷｴﾃﾃﾂﾔ 栃　木

2 8 508 ﾆｼﾊﾗ ｷｴﾃﾃﾂﾔ (6) 犬伏小 3:19.88
ｶﾐｵｶ ﾊﾔﾄ 栃　木

3 4 401 上岡 駿斗(6) 界小 3:21.03
ｵｼﾔﾏ ｺｳ 栃　木

4 13 104 押山 虎生(6) 毛野南小 3:27.80
ﾌｸｼﾏ ﾗｲｷ 栃　木

5 6 1502 福島 来輝( 6) 吉水小 3:30.04
ｵﾁｱｲ ﾕｲﾄ 栃　木

6 15 306 落合 由征(6) 植野小 3:33.78
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 栃　木

7 14 308 野口 雄台(6) 植野小 3:37.23
ﾋﾗｲ ｶﾅﾀ 栃　木

8 18 115 平井 奏多(6) 佐野小 3:38.70
ﾐﾀ ﾕｳｷ 栃　木

9 2 702 三田 悠貴(6) 城北小 3:39.44
ﾋﾛｾ ﾄﾜ 栃　木

10 12 85 広瀨 翔和(6) 足利陸上教室 3:40.47
ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ 栃　木

11 16 701 飯田 晟継(6) 城北小 3:44.20
ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 栃　木

12 10 311 福田 陽仁(6) 植野小 3:44.74
ｶﾜｼﾏ ｺｳｶﾞ 栃　木

13 7 2002 川島 功雅(6) 山形小 3:48.16
ﾅｶｲ ﾕｷﾀｶ 栃　木

14 17 811 中井 教尊(6) 旗川小 3:48.50
ﾎｼﾉ ｺｳﾖｳ 栃　木

15 1 1107 星野 皓洋(6) 赤見小 3:48.52
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 栃　木

16 9 2611 福田 悠人(6) 常盤小 3:59.51
ﾓﾘﾉ ｹﾞﾝ 栃　木

3 106 森野 還(6) 佐野小 DNS
ｸﾘﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 栃　木

5 402 栗原 大河(6) 界小 DNS

凡例  DNS:欠場



小学6年男子80mH

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-1.4) 2組 (風:-1.7)

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

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾘｭｳ 栃　木 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 栃　木

1 6 1310 田所 利悠(6) 出流原小 13.57 1 5 303 野口 侑我(6) 植野小 14.76
ｷｸﾁ ﾕｳﾏ 栃　木 ｼﾏﾀﾞ ﾙﾙﾄ 栃　木

2 3 103 菊地 悠眞(6) 毛野南小 16.04 2 6 1117 島田 琉睦(6) 赤見小 15.68
ﾅｶｲ ﾕｷﾀｶ 栃　木 ﾓﾃｷﾞ ｼｭｳﾏ 栃　木

3 5 811 中井 教尊(6) 旗川小 16.45 3 3 107 茂木 脩真(6) 毛野南小 15.87
ｷﾑﾗ ｹｲﾄ 栃　木 ﾋﾗｲ ｶﾅﾀ 栃　木

4 7 1002 木村 渓斗(6) 吾妻小 17.35 4 2 115 平井 奏多(6) 佐野小 16.06
ﾋｼﾇﾏ ﾚﾝﾔ 栃　木 ｲｼｶﾜ ｾﾅ 栃　木

2 509 菱沼 蓮弥(6) 犬伏小 DNS 5 4 2608 石川 聖梛(6) 常盤小 16.18
ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛﾄ 栃　木

4 1120 早川 陽翔(6) 赤見小 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

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾘｭｳ 栃　木

1 1310 田所 利悠(6) 出流原小 13.57 -1.4
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 栃　木

2 303 野口 侑我(6) 植野小 14.76 -1.7
ｼﾏﾀﾞ ﾙﾙﾄ 栃　木

3 1117 島田 琉睦(6) 赤見小 15.68 -1.7
ﾓﾃｷﾞ ｼｭｳﾏ 栃　木

4 107 茂木 脩真(6) 毛野南小 15.87 -1.7
ｷｸﾁ ﾕｳﾏ 栃　木

5 103 菊地 悠眞(6) 毛野南小 16.04 -1.4
ﾋﾗｲ ｶﾅﾀ 栃　木

6 115 平井 奏多(6) 佐野小 16.06 -1.7
ｲｼｶﾜ ｾﾅ 栃　木

7 2608 石川 聖梛(6) 常盤小 16.18 -1.7
ﾅｶｲ ﾕｷﾀｶ 栃　木

8 811 中井 教尊(6) 旗川小 16.45 -1.4

凡例  DNS:欠場



小学6年男子走高跳

決　勝　

ﾓﾄｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 栃　木 － － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 7 1601 本島 隆成(6) 栃本小 1m30
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ﾁﾋﾛ 栃　木 － ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 6 102 寺平 智裕(6) 毛野南小 1m25
ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾔ 栃　木 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 9 1802 清水 利也(6) 戸奈良小 1m25
ﾐｼﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 栃　木 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

4 2 105 三島 潤也(6) 佐野小 1m20
ﾀﾍﾞｲ ｹﾝﾀ 栃　木 － ○ ○ ○ ○ × × ×

4 5 506 田部井 賢太(6) 犬伏小 1m20
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ 栃　木 ○ ○ ○ × ○ × × ×

6 13 700 山口 潤希也(6) 城北小 1m15
ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 栃　木 ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

7 3 106 斎藤 尚輝(6) 毛野南小 1m15
ｳｼｸﾎﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃　木 ○ ○ ○ × × ×

8 11 703 牛久保 皓大(6) 城北小 1m10
ｲﾜｻﾞｷ ｲｯｼﾝ 栃　木 － ○ ○ × × ×

8 15 507 岩﨑 一心(6) 犬伏小 1m10
ｽｶﾞﾜﾗ ﾚﾝﾀ 栃　木 ○ × ○ × ○ × × ×

10 1 2102 菅原 蓮太(6) 閑馬小 1m10
ｽｽﾞｷ ｻﾑ 栃　木 ○ × ○ × × ○ × × ×

11 8 104 鈴木 作夢(6) 佐野小 1m10
ﾓﾘﾉ ｹﾞﾝ 栃　木 ○ × × ○ × × ×

12 12 106 森野 還(6) 佐野小 1m05
ｻﾝﾄﾞﾊﾞﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 栃　木 ○ × × ○ × × ×

12 14 102 ｻﾝﾄﾞﾊﾞﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ(6) 佐野小 1m05
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾘ 栃　木 × × ×

4 1014 松村 樹璃(6) 吾妻小 NM
ﾀﾑﾗ ｷﾞﾝｼﾞ 栃　木 × × ×

10 1112 田村 銀士(6) 赤見小 NM

1m35
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m15 1m20 1m25 1m30
所属

1m00 1m05 1m10
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

凡例  NM:記録なし



小学6年男子走幅跳

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

ｾｷﾇﾏ ｼｭｳﾄ 栃　木 4m30 4m22 4m11 4m30
1 17 81 関沼 柊斗(6) 足利陸上教室 -1.3 +0.5 -1.2 -1.3

ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾔ 栃　木 3m97 3m62 4m02 4m02
2 11 1802 清水 利也(6) 戸奈良小 -0.5 +0.7 -0.8 -0.8

ﾀﾃﾞﾇﾏ ﾄﾑ 栃　木 3m83 3m64 3m49 3m83
3 3 304 蓼沼 叶夢(6) 植野小 +1.1 +2.0 -0.9 +1.1

ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｵﾝ × 3m70 2m98 3m70
4 1 1314 水谷 至温(6) 出流原小 +0.3 -0.5 +0.3

ｼﾏﾀﾞ ﾙﾙﾄ 栃　木 3m61 3m54 3m38 3m61
5 4 1117 島田 琉睦(6) 赤見小 +0.8 -2.0 -1.1 +0.8

ｲｼｶﾜ ﾚﾝ 栃　木 3m32 3m53 3m39 3m53
6 20 2001 石川 蓮(6) 山形小 0.0 0.0 -1.1 0.0

ｲﾜｲ ﾕｳﾄ 栃　木 3m47 3m42 3m04 3m47
7 7 1401 岩井 佑斗(6) 田沼小 -2.3 +0.2 0.0 -2.3

ｲﾜｻﾞｷ ｲｯｼﾝ 栃　木 3m33 3m21 3m45 3m45
8 16 507 岩﨑 一心(6) 犬伏小 -0.8 -0.4 -2.4 -2.4

ﾋｼﾇﾏ ﾚﾝﾔ 栃　木 2m93 3m42 3m35 3m42
9 9 509 菱沼 蓮弥(6) 犬伏小 -4.5 +0.7 -2.2 +0.7

ﾀﾑﾗ ｷﾞﾝｼﾞ 栃　木 3m24 × 3m36 3m36
10 22 1112 田村 銀士(6) 赤見小 -1.9 +0.1 +0.1

ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｷ 栃　木 2m64 3m34 2m62 3m34
11 19 2401 亀山 雄暉(6) 葛生小 -2.0 +0.5 -1.1 +0.5

ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ 栃　木 3m30 × 3m28 3m30
12 6 701 飯田 晟継(6) 城北小 -1.2 +0.1 -1.2

ﾐｳﾗ ﾀｲｾｲ 栃　木 3m27 3m23 2m96 3m27
13 23 2103 三浦 大誓(6) 閑馬小 -2.6 +0.5 -1.8 -2.6

ｳｼｸﾎﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃　木 × 3m24 × 3m24
14 12 703 牛久保 皓大(6) 城北小 -1.7 -1.7

ﾔﾏｶﾐ ﾏｻﾀｶ 栃　木 2m96 2m74 2m80 2m96
15 18 1015 山上 聖隆(6) 吾妻小 -1.2 +1.2 -0.5 -1.2

ｻｲﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 栃　木 2m84 2m69 × 2m84
16 21 111 齋藤 慶次郎(6) 佐野小 +0.2 +0.2 +0.2

ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾅ 栃　木 × 2m80 × 2m80
17 15 112 島崎 涼凪(6) 佐野小 -0.9 -0.9

ｷﾑﾗ ｺｳ 栃　木 2m53 2m79 2m75 2m79
18 14 1801 木村 幸生(6) 戸奈良小 +0.2 +1.0 -2.6 +1.0

ﾊﾔｶﾜ ｶｲﾄ 栃　木 2m37 × 2m75 2m75
19 10 1119 早川 海翔(6) 赤見小 -0.9 -1.5 -1.5

ｸﾘｻｷ ﾀｲｾｲ 栃　木 2m61 2m61 2m54 2m61
20 5 110 栗崎 泰成(6) 佐野小 -0.6 +0.1 +0.1 -0.6

ｸﾗﾓﾄ ｿﾗ 栃　木 2m25 2m33 2m60 2m60
21 13 1003 倉本 青空(6) 吾妻小 +0.5 +0.9 -0.6 -0.6

ｶﾄｳ ﾕｳｷ 栃　木

2 100 加藤 勇樹(6) 佐野小 DNS
ｸﾘﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 栃　木

8 402 栗原 大河(6) 界小 DNS

凡例  DNS:欠場



小学男子4X100mR

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
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 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 植野小A 301 新島 真叶(6) ﾆｲｼﾞﾏ ﾏﾅﾄ 57.91 1 3 佐野小A 112 島崎 涼凪(6) ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾅ 58.91
310 加藤 遼大(6) ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ 104 鈴木 作夢(6) ｽｽﾞｷ ｻﾑ
306 落合 由征(6) ｵﾁｱｲ ﾕｲﾄ 115 平井 奏多(6) ﾋﾗｲ ｶﾅﾀ
309 熊倉 壮琉(6) ｸﾏｸﾗ ﾀｹﾙ 109 馬田 拓実(6) ｳﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ

2 6 毛野南小A 104 押山 虎生(6) ｵｼﾔﾏ ｺｳ 59.43 2 7 界小A 408 須藤 聖斗(5) ｽﾄｳ ﾏｻﾄ 1:01.23

105 亀山 遼樹(6) ｶﾒﾔﾏ ﾊﾙｷ 401 上岡 駿斗(6) ｶﾐｵｶ ﾊﾔﾄ
107 茂木 脩真(6) ﾓﾃｷﾞ ｼｭｳﾏ 407 五箇 彩人(5) ｺﾞｶ ｱﾔﾄ
102 寺平 智裕(6) ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ﾁﾋﾛ 403 篠﨑 悟(5) ｼﾉｻﾞｷ ｻﾄﾙ

3 3 閑馬小 2104 小林 奏汰(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ 1:00.96 3 4 植野小B 308 野口 雄台(6) ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 1:02.48

2102 菅原 蓮太(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾚﾝﾀ 303 野口 侑我(6) ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ
2103 三浦 大誓(6) ﾐｳﾗ ﾀｲｾｲ 304 蓼沼 叶夢(6) ﾀﾃﾞﾇﾏ ﾄﾑ
2101 栗原 月輝(6) ｸﾘﾊﾗ ﾙｷ 311 福田 陽仁(6) ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋﾄ

4 8 城北小A 702 三田 悠貴(6) ﾐﾀ ﾕｳｷ 1:01.96 4 2 毛野南小B 109 ﾃﾞﾃﾞﾙ ｶﾒﾛﾝ(4) ﾃﾞﾃﾞﾙ ｶﾒﾛﾝ 1:03.15

700 山口 潤希也(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ 108 角田 創汰(6) ｶｸﾀﾞ ｿｳﾀ
703 牛久保 皓大(6) ｳｼｸﾎﾞ ｺｳﾀﾞｲ 103 菊地 悠眞(6) ｷｸﾁ ﾕｳﾏ
709 立川 和真(5) ﾀﾁｶﾜ ｶｽﾞﾏ 106 斎藤 尚輝(6) ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ

5 2 赤見小B 1127 大島 康聖(5) ｵｵｼﾏ ｺｳｾｲ 1:05.53 5 6 田沼小A 1402 塩田 瑠(5) ｼｵﾀﾞ ﾙｲ 1:03.36

1128 大島 実結(5) ｵｵｼﾏ ﾐﾕ 1404 美濃島 恢翔(5) ﾐﾉｼﾏ ﾋﾛﾄ
1130 神山 煌生(5) ｶﾐﾔﾏ ｺｳｷ 1405 山田 怜音(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾚｵﾝ
1109 萩野 雄介(5) ﾊｷﾞﾉ ﾕｳｽｹ 1401 岩井 佑斗(6) ｲﾜｲ ﾕｳﾄ

6 4 石塚小C 1225 澤田 陽(4) ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙ 1:06.47 6 5 石塚小A 1219 野城 怜(5) ﾉｼﾛ ﾚｲ 1:07.11

1222 石井 柚希(4) ｲｼｲ ﾕｽﾞｷ 1228 名村 太一(4) ﾅﾑﾗ ﾀｲﾁ
1231 津保久 翔(4) ﾂﾎﾞｸ ｼｮｳ 1214 須藤 智哉(5) ｽﾄｳ ﾄﾓﾔ
1223 上田 敢太(4) ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 1205 亀山 剛志(6) ｶﾒﾔﾏ ﾂﾖｼ

7 5 吾妻小 1002 木村 渓斗(6) ｷﾑﾗ ｹｲﾄ 1:10.33

1003 倉本 青空(6) ｸﾗﾓﾄ ｿﾗ
1014 松村 樹璃(6) ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾘ
1015 山上 聖隆(6) ﾔﾏｶﾐ ﾏｻﾀｶ

3組
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 赤見小A 1117 島田 琉睦(6) ｼﾏﾀﾞ ﾙﾙﾄ 59.76
1112 田村 銀士(6) ﾀﾑﾗ ｷﾞﾝｼﾞ
1107 星野 皓洋(6) ﾎｼﾉ ｺｳﾖｳ
1120 早川 陽翔(6) ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛﾄ

2 4 山形小A 2003 岡部 潤大(5) ｵｶﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 1:01.59

2001 石川 蓮(6) ｲｼｶﾜ ﾚﾝ
2002 川島 功雅(6) ｶﾜｼﾏ ｺｳｶﾞ
2004 髙橋 悠来(5) ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ

3 7 城北小B 706 佐久本 華斗(5) ｻｸﾓﾄ ﾊﾙﾄ 1:02.18

710 古川 広大(5) ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ
701 飯田 晟継(6) ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ
705 野口 蒼太(5) ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ

4 6 常盤小 2609 石澤 柚稀(6) ｺｸｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 1:02.94

2612 戸叶 晴也(6) ﾄｶﾉ ｾｲﾔ
2611 福田 悠人(6) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ
2608 石川 聖梛(6) ｲｼｶﾜ ｾﾅ

5 3 戸奈良小 1803 大出 陽太(5) ｵｵﾃﾞ ﾋﾅﾀ 1:05.23

1804 亀山 蓮人(5) ｶﾒﾔﾏ ﾚﾝﾄ
1801 木村 幸生(6) ｷﾑﾗ ｺｳ
1802 清水 利也(6) ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾔ

6 2 界小B 415 兼子 凌輔(4) ｶﾈｺ ﾘｮｳｽｹ 1:10.63

419 山崎 颯冴(4) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｺﾞ
422 舩木 駿(4) ﾌﾅｷ ｼｭﾝ
409 齊藤 正悟(5) ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

8 石塚小B DNS

凡例  DNS:欠場



小学男子4X100mR

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 植野小A 446 新島 真叶(6) ﾆｲｼﾞﾏ ﾏﾅﾄ 57.91
加藤 遼大(6) ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ
落合 由征(6) ｵﾁｱｲ ﾕｲﾄ
熊倉 壮琉(6) ｸﾏｸﾗ ﾀｹﾙ

2 佐野小A 667 島崎 涼凪(6) ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾅ 58.91
鈴木 作夢(6) ｽｽﾞｷ ｻﾑ
平井 奏多(6) ﾋﾗｲ ｶﾅﾀ
馬田 拓実(6) ｳﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ

3 毛野南小A 376 押山 虎生(6) ｵｼﾔﾏ ｺｳ 59.43
亀山 遼樹(6) ｶﾒﾔﾏ ﾊﾙｷ
茂木 脩真(6) ﾓﾃｷﾞ ｼｭｳﾏ
寺平 智裕(6) ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ﾁﾋﾛ

4 赤見小A 786 島田 琉睦(6) ｼﾏﾀﾞ ﾙﾙﾄ 59.76
田村 銀士(6) ﾀﾑﾗ ｷﾞﾝｼﾞ
星野 皓洋(6) ﾎｼﾉ ｺｳﾖｳ
早川 陽翔(6) ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛﾄ

5 閑馬小 526 小林 奏汰(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ 1:00.96

菅原 蓮太(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾚﾝﾀ
三浦 大誓(6) ﾐｳﾗ ﾀｲｾｲ
栗原 月輝(6) ｸﾘﾊﾗ ﾙｷ

6 界小A 504 須藤 聖斗(5) ｽﾄｳ ﾏｻﾄ 1:01.23

上岡 駿斗(6) ｶﾐｵｶ ﾊﾔﾄ
五箇 彩人(5) ｺﾞｶ ｱﾔﾄ
篠﨑 悟(5) ｼﾉｻﾞｷ ｻﾄﾙ

7 山形小A 743 岡部 潤大(5) ｵｶﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 1:01.59

石川 蓮(6) ｲｼｶﾜ ﾚﾝ
川島 功雅(6) ｶﾜｼﾏ ｺｳｶﾞ
髙橋 悠来(5) ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ

8 城北小A 414 三田 悠貴(6) ﾐﾀ ﾕｳｷ 1:01.96

山口 潤希也(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ
牛久保 皓大(6) ｳｼｸﾎﾞ ｺｳﾀﾞｲ
立川 和真(5) ﾀﾁｶﾜ ｶｽﾞﾏ

凡例  DNS:欠場



中学1年女子100m

予　選　2組0着＋8

1組 (風:-0.2) 2組 (風:0.0)

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

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ 栃　木 ｶﾝﾉ ｺｱ 栃　木

1 5 7070 山田 暖和(1) 城東中 14.68 q 1 2 7997 菅野 心愛(1) 田東中 13.47 q
ﾔﾏﾈ ﾕﾘｱ 栃　木 ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾅ 栃　木

2 4 7518 山根 百合愛(1) 佐野高附中 14.77 q 2 6 7438 関口 はな(1) 佐野北 13.76 q
ｻｲﾄｳ ﾚｵﾅ 栃　木 ｵｺﾉｷﾞ ﾏﾔ 栃　木

3 7 8474 齋藤 麗央奈(1) 協和中 15.37 q 3 4 8472 小此木 麻耶(1) 協和中 14.00 q
ｵｵｶﾜ ｶﾉﾝ 栃　木 ﾔﾂ ｼｮｳｺ 栃　木

4 6 7204 大川 叶夢(1) 佐野西中 15.67 4 3 7516 谷津 聖子(1) 佐野高附中 14.69 q
ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 栃　木 ｻｲﾄｳ ﾋﾖﾘ 栃　木

5 8 7201 高橋 侑来(1) 佐野西中 16.14 5 7 7203 齋藤 陽依(1) 佐野西中 15.40 q
ｽｶﾞﾔ ﾘﾘｺ 栃　木 ｶﾜｻｷ ｵﾄ 栃　木

2 7072 菅谷 莉々子(1) 城東中 DNS 6 8 7071 川﨑 響(1) 城東中 15.77
ﾓﾒﾝ ﾐｵﾘ 栃　木 ﾏﾂﾔﾏ ﾁﾊﾅ 栃　木

3 7754 木綿 澪李(1) 葛生中 DNS 5 7753 松山 知花(1) 葛生中 DNS

決　勝　

(風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾉ ｺｱ 栃　木

1 7 7997 菅野 心愛(1) 田東中 13.53
ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾅ 栃　木

2 4 7438 関口 はな(1) 佐野北 14.07
ｵｺﾉｷﾞ ﾏﾔ 栃　木

3 6 8472 小此木 麻耶(1) 協和中 14.11
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ 栃　木

4 5 7070 山田 暖和(1) 城東中 14.66
ﾔﾏﾈ ﾕﾘｱ 栃　木

5 8 7518 山根 百合愛(1) 佐野高附中 15.04
ﾔﾂ ｼｮｳｺ 栃　木

6 9 7516 谷津 聖子(1) 佐野高附中 15.05
ｻｲﾄｳ ﾚｵﾅ 栃　木

7 2 8474 齋藤 麗央奈(1) 協和中 15.37
ｻｲﾄｳ ﾋﾖﾘ 栃　木

8 3 7203 齋藤 陽依(1) 佐野西中 15.53

凡例  DNS:欠場

中学1年女子200m

決　勝　

(風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 栃　木

1 5 8469 山本 実希(1) 足利陸上教室 28.56
ｵｵﾀｹ ﾈﾈ 栃　木

2 8 8468 大竹 音々(1) 足利陸上教室 29.16
ﾀﾆ ﾋｶﾘ 栃　木

3 4 7207 谷 飛香里(1) 佐野西中 30.05
ｲﾅﾊﾗ ｺｺﾛ 栃　木

4 7 7750 稲原 優心(1) 葛生中 33.02
ｶﾝﾉ ｺｱ 栃　木

2 7997 菅野 心愛(1) 田東中
ﾏﾂﾔﾏ ﾁﾊﾅ 栃　木

3 7753 松山 知花(1) 葛生中
ｽｶﾞﾔ ﾘﾘｺ 栃　木

6 7072 菅谷 莉々子(1) 城東中



中学1年女子800m

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀｹ ﾈﾈ 栃　木

1 5 8468 大竹 音々(1) 足利陸上教室 2:21.80
ﾎｿｶﾜ ｱｲﾘ 栃　木

2 4 7432 細川 愛莉(1) 佐野北 2:35.24
ﾖｺﾀ ﾕﾗ 栃　木

3 9 7910 横田 唯楽(1) 田東中 2:41.76
ﾎﾞｶﾈｸﾞﾗ ﾙｼｱﾅ 栃　木

4 6 7431 ﾎﾞｶﾈｸﾞﾗ ﾙｼｱﾅ(1) 佐野北 2:44.86
ﾎﾞｶﾈｸﾞﾗ ﾍﾞﾚﾝ 栃　木

5 2 7435 ﾎﾞｶﾈｸﾞﾗ ﾍﾞﾚﾝ(1) 佐野北 2:48.58
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ 栃　木

6 3 7999 藤原 奈々(1) 田東中 2:58.32
ｲﾅﾊﾗ ｺｺﾛ 栃　木

7 1 7750 稲原 優心(1) 葛生中 2:58.75
ｵﾘﾀ ﾋﾒﾅ 栃　木

7 7996 折田 姫菜(1) 田東中 DNS
ﾋﾞﾄｳ ﾕｲ 栃　木

8 7073 尾藤 由依(1) 城東中 DNS

凡例  DNS:欠場

中学1年女子100mH

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

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 栃　木

1 2 8469 山本 実希(1) 足利陸上教室 16.09
ｻｶﾓﾄ ﾋｵﾘ 栃　木

2 3 7515 坂本 妃織(1) 佐野高附中 20.01
ｵｵﾂｶ ﾕｲﾅ 栃　木

3 4 7202 大束 友衣菜(1) 佐野西中 20.65
ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 栃　木

5 7751 加藤 佑菜(1) 葛生中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学1年女子走高跳

決　勝　

ｻｲﾄｳ ﾋﾖﾘ 栃　木 ○ × × ○ × × ×

1 2 7203 齋藤 陽依(1) 佐野西中 1m20
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ 栃　木 ○ × × ×

2 1 7070 山田 暖和(1) 城東中 1m15

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記録 ｺﾒﾝﾄ所属
1m15 1m20 1m25

中学1年女子走幅跳

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

ﾀﾆ ﾋｶﾘ 栃　木 4m45 4m52 4m59 4m16 4m37 4m63 4m63
1 8 7207 谷 飛香里(1) 佐野西中 +0.9 +0.9 +0.7 +0.2 +0.1 +0.6 +0.6

ｵｵﾂｶ ﾕｲﾅ 栃　木 × 3m63 3m98 3m84 3m81 3m77 3m98
2 2 7202 大束 友衣菜(1) 佐野西中 +1.2 +1.7 +0.2 +0.8 +0.8 +1.7

ｼｵﾉ ｱﾔｶ 栃　木 3m52 3m50 3m66 3m53 3m26 3m27 3m66
3 7 7517 塩野 綾香(1) 佐野高附中 +0.1 +1.1 +0.6 -0.3 +0.8 +1.2 +0.6

ﾌｸｼﾏ ﾓｴﾅ 栃　木 3m16 3m39 3m25 3m44 3m55 3m62 3m62
4 4 7434 福島 萌奈(1) 佐野北 +0.2 +0.5 +1.4 -0.1 +1.6 +1.5 +1.5

ｲｲﾉ ｾﾗ 栃　木 × 3m11 3m40 3m42 3m38 3m51 3m51
5 1 7433 飯野 聖蘭(1) 佐野北 +2.5 +0.6 -0.4 +1.1 +1.7 +1.7

ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 栃　木

3 7751 加藤 佑菜(1) 葛生中 DNS
ﾓﾒﾝ ﾐｵﾘ 栃　木

5 7754 木綿 澪李(1) 葛生中 DNS
ﾋﾞﾄｳ ﾕｲ 栃　木

6 7073 尾藤 由依(1) 城東中 DNS
ｵｵｶﾜ ｶﾉﾝ 栃　木 × × ×

9 7204 大川 叶夢(1) 佐野西中 NM

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

中学1年女子砲丸投

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

ｻﾔﾏ ｱｻ 栃　木 〇 〇

1 4 7205 佐山 天彩(1) 佐野西中 5m30 5m23 5m90 5m90 5m87 5m90

ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 栃　木 〇 〇 〇 〇

2 2 7201 高橋 侑来(1) 佐野西中 4m95 4m64 4m95 4m95

ｶﾜｻｷ ｵﾄ 栃　木 〇 〇 〇 〇

3 3 7071 川﨑 響(1) 城東中 4m62 4m79 4m79 4m79

ｳﾂｷﾞ ﾐｻﾄ 栃　木 〇

4 1 7436 打木 三聡(1) 佐野北 3m70 3m92 4m15 4m15 4m31 4m26 4m31



中学1年女子ジャベリックスロｰ

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

ｻﾔﾏ ｱｻ 栃　木 〇 〇 〇 〇 〇

1 1 7205 佐山 天彩(1) 佐野西中 15m23 15m23 15m23



中学2年女子100m

決　勝　

(風:-2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾓﾄ ﾐｵ 栃　木

1 5 7990 坂本 澪(2) 田東中 14.01
ｲｼｶﾜ ﾘﾙ 栃　木

2 7 7423 石川 莉琉(2) 佐野北 14.15
ﾎﾘｴ ｱｲﾙ 栃　木

3 3 8444 堀江 愛月(2) 協和中 14.18
ﾅｶﾑﾗ ﾏｲｶ 栃　木

4 4 7424 中村 真衣佳(2) 佐野北 14.22
ﾊﾔｶﾜ ｽｽﾞｶ 栃　木

5 2 7425 早川 涼風(2) 佐野北 14.67
ｾｷﾔ ｻﾔｶ 栃　木

6 8 8440 関谷 沙也加(2) 協和中 15.71
ｱｷｸｻ ｲｵﾘ 栃　木

6 8441 秋草 衣織(2) 協和中

中学2年女子200m

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

ﾊﾀ ﾕｳｱ 栃　木

1 8 8422 羽田 結愛(2) 足利陸上教室 28.74
ﾎﾘｴ ｱｲﾙ 栃　木

2 5 8444 堀江 愛月(2) 協和中 29.13
ｻｶﾓﾄ ﾐｵ 栃　木

3 2 7990 坂本 澪(2) 田東中 29.99
ｲｼｶﾜ ﾘﾙ 栃　木

4 6 7423 石川 莉琉(2) 佐野北 30.03
ｵﾉｻﾄ ﾋﾒｶ 栃　木

5 3 8443 小野里 姫花(2) 協和中 30.04
ﾐｽﾞﾏ ｻﾗ 栃　木

6 7 7254 水間 彩愛(2) 佐野西中 30.46
ﾊﾔｶﾜ ｽｽﾞｶ 栃　木

7 4 7425 早川 涼風(2) 佐野北 30.77

中学2年女子800m

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 6 8437 小角 楓(2) 足利陸上教室 2:27.91
ｱﾗｶﾜ ﾚﾅ 栃　木

2 5 7422 荒川 玲奈(2) 佐野北 2:35.04
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｱ 栃　木

3 4 7524 松村 唯愛(2) 佐野高附中 2:35.41
ｳｴﾊﾗ ﾐｻｷ 栃　木

4 1 7420 上原 美咲(2) 佐野北 2:38.20
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 栃　木

5 2 8446 山田 優衣(2) 協和中 2:40.15
ﾏﾂｲ ﾏｲ 栃　木

6 3 8445 松井 舞(2) 協和中 2:47.20



中学2年女子100mH

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

ﾊﾀ ﾕｳｱ 栃　木

1 6 8422 羽田 結愛(2) 足利陸上教室 16.08
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅ 栃　木

2 7 7523 吉田 菜々(2) 佐野高附中 20.20

中学共通女子4X100mR

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 佐野北 7423 石川 莉琉(2) ｲｼｶﾜ ﾘﾙ 54.86
7424 中村 真衣佳(2) ﾅｶﾑﾗ ﾏｲｶ
7425 早川 涼風(2) ﾊﾔｶﾜ ｽｽﾞｶ
7438 関口 はな(1) ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾅ

2 2 協和中A 8472 小此木 麻耶(1) ｵｺﾉｷﾞ ﾏﾔ 56.06
8440 関谷 沙也加(2) ｾｷﾔ ｻﾔｶ
8443 小野里 姫花(2) ｵﾉｻﾄ ﾋﾒｶ
8444 堀江 愛月(2) ﾎﾘｴ ｱｲﾙ

3 3 佐野西中 7253 青木 美夕(2) ｱｵｷ ﾐﾕｳ 56.55
7207 谷 飛香里(1) ﾀﾆ ﾋｶﾘ
7255 飯塚 祐心(2) ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾐ
7254 水間 彩愛(2) ﾐｽﾞﾏ ｻﾗ

4 田東中 7908 町井 ひな(1) ﾏﾁｲ ﾋﾅ DNS
7997 菅野 心愛(1) ｶﾝﾉ ｺｱ
7901 大串 樹奈(1) ｵｵｸﾞｼ ｼﾞｭﾅ
7910 横田 唯楽(1) ﾖｺﾀ ﾕﾗ

6 城東中 DNS

7 葛生中 DNS



中学2年女子走幅跳

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

ﾅｶﾑﾗ ﾏｲｶ 栃　木 2m34 3m36 4m93 4m79 4m98 × 4m98
1 4 7424 中村 真衣佳(2) 佐野北 +0.5 +1.3 +2.0 +0.4 +1.9 +1.9

ｵﾉｻﾄ ﾋﾒｶ 栃　木 4m39 4m37 4m26 4m31 4m42 4m32 4m42
2 1 8443 小野里 姫花(2) 協和中 +2.0 +0.7 +0.6 +0.2 +0.5 +0.5 +0.5

ｾｷﾔ ｻﾔｶ 栃　木 4m15 × 4m13 4m01 × 4m07 4m15
3 5 8440 関谷 沙也加(2) 協和中 +0.8 +0.3 +0.6 +0.1 +0.8

ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾐ 栃　木 3m90 × 4m05 3m77 3m96 × 4m05
4 2 7255 飯塚 祐心(2) 佐野西中 +1.5 +0.1 +0.4 +0.5 +0.1

ｱｵｷ ﾐﾕｳ 栃　木 × × 3m43 × 3m46 × 3m46
5 3 7253 青木 美夕(2) 佐野西中 +1.8 +0.4 +0.4

中学2年女子砲丸投

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

ｱｵｷ ｱｲｶ 栃　木 〇 〇 〇 〇

1 1 7526 青木 藍花(2) 佐野高附中 9m33 × 9m33 9m33



小学4年女子100m

予　選　6組0着＋8

1組 (風:0.0) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂｼﾏ ｶﾉﾝ 栃　木 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾅ 栃　木

1 5 1431 松島 花暖(4) 田沼小 16.11 q 1 9 1233 早川 日菜(4) 石塚小 16.08 q
ｵﾊﾞﾅ ｱｲｶ 栃　木 ｾｷﾈ ﾕｶ 栃　木

2 8 96 尾花 娃香(4) 足利陸上教室 16.49 2 3 1313 関根 由夏(4) 出流原小 16.69
ｾｵ ﾋﾖﾘ 栃　木 ｱｲｺ ﾅﾅｶ

3 3 1609 瀬尾 ひより(4) 栃本小 17.08 3 6 629 相子 奈々果(4) 犬伏東小 16.71
ﾆｯｻﾄ ﾘﾉﾝ ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 栃　木

4 6 634 新里 凛音(4) 犬伏東小 17.25 4 2 1009 齊藤 凛(4) 吾妻小 17.18
ｿﾊﾗ ｱｵｲ 栃　木 ｱﾂｷﾞ ｱﾔｻ 栃　木

5 4 141 蘓原 紺衣(4) 佐野小 18.20 5 4 98 厚木 彩佐(4) 足利陸上教室 17.32
ｸﾘﾊﾗ ﾅﾅ 栃　木 ｼﾉｻﾞｷ ﾅﾅ 栃　木

6 7 2015 栗原 奈々(4) 山形小 18.73 6 5 133 篠崎 菜々(4) 佐野小 17.49
ｵｵｱｼ ｱｵｲ 栃　木 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 栃　木

2 1224 大芦 葵(4) 石塚小 DNS 7 7 101 斎藤 優衣(4) 毛野南小 17.87
ｵﾊﾞﾅ ﾕｱ 栃　木 ｷﾑﾗ ｱﾔｶ 栃　木

9 1435 尾花 優杏(4) 田沼小 DNS 8 1432 木村 彩花(4) 田沼小 DNS

3組 (風:-0.1) 4組 (風:+0.2)

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

ﾄﾁｷﾞ ｹｲｺ 栃　木 ｷﾑﾗ ｶｺ 栃　木

1 6 416 栃木 恵子(4) 界小 15.48 q 1 2 1436 木村 佳瑚(4) 田沼小 15.86 q
ｾｷﾇﾏ ｱﾐ 栃　木 ﾅｶﾞｲ ﾏﾘｲ 栃　木

2 3 84 関沼 亜美(4) 足利陸上教室 16.54 2 5 1138 永井 磨李(4) 赤見小 16.33 q
ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 栃　木 ｳﾁﾀﾞ ｻﾄﾐ 栃　木

3 2 1226 清水 麻衣(4) 石塚小 16.69 3 3 140 内田 吏美(4) 佐野小 16.83
ｱｶﾎﾞﾘ ｱﾔﾈ 栃　木 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾔ 栃　木

4 5 102 赤堀 綾音(4) 毛野南小 16.86 4 8 738 山田 花綾(4) 城北小 17.17
ﾋﾞﾄｳ ｶﾅ 栃　木 ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ 栃　木

5 4 144 尾藤 佳奈(4) 佐野小 17.54 5 4 1227 髙橋 亜里沙(4) 石塚小 17.35
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 栃　木 ﾓﾘﾉ ｿﾗ 栃　木

6 9 321 山口 理桜(4) 植野小 17.74 6 7 135 森野 空(4) 佐野小 17.63
ｸﾘｻｷ ｱﾏﾈ 栃　木 ﾀﾄﾞｺﾛ ｼﾞｭﾘ 栃　木

7 7 132 栗崎 天寧(4) 佐野小 17.92 7 9 1312 田所 樹里(4) 出流原小 18.18
ｱｻﾉ ﾄｷｱ 栃　木 ｼﾐｽﾞ ｶｺ 栃　木

8 1433 浅野 翔希愛(4) 田沼小 DNS 8 6 1817 清水 賀子(4) 戸奈良小 18.99

5組 (風:0.0) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾊﾈ 栃　木 ｸﾏｸﾗ ﾕｲ 栃　木

1 4 103 丸山 莉羽(4) 毛野南小 16.28 q 1 5 2404 熊倉 結衣(4) 葛生小 16.69
ｲﾅﾊﾞ ﾐﾕ 栃　木 ﾔｹﾞﾀ ｱｲﾘ 栃　木

2 6 139 稲葉 心優(4) 佐野小 16.29 q 2 7 1437 八下田 愛理(4) 田沼小 16.97
ｱﾗｲ ﾕｽﾞｷ 栃　木 ｵｵｶﾜ ｺｺﾐ 栃　木

3 9 1429 新井 柚妃(4) 田沼小 16.38 q 3 8 421 大川 心実(4) 界小 17.06
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｱ ｲｼｶﾜ ﾘﾝ 栃　木

4 7 636 小林 柚愛(4) 犬伏東小 16.58 4 4 2014 石川 凛(4) 山形小 17.24
ﾉﾓﾄ ﾒｲｶ 栃　木 ﾀﾊﾞ ｱｲﾘ 栃　木

5 3 1012 野本 芽花(4) 吾妻小 16.61 5 2 142 田場 アイリ(4) 佐野小 17.93
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｵﾅ 栃　木 ｻﾄﾘ ﾏﾐ 栃　木

6 8 1134 安藤 理央奈(4) 赤見小 17.24 6 9 1010 佐取 茉実(4) 吾妻小 18.15
ﾏﾂﾓﾄ ｱｷ 栃　木 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｷｮｳｶ 栃　木

7 2 318 松本 彩希(4) 植野小 17.94 7 3 1434 今泉 京香(4) 田沼小 18.45
ﾔﾏｶﾜ ｱｵｲ 栃　木 ﾉﾊﾗ ﾅﾅﾐ 栃　木

8 5 418 山川 蒼依(4) 界小 18.34 8 6 1229 野原 菜々美(4) 石塚小 18.70

凡例  DNS:欠場



小学4年女子100m

決　勝　

(風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾁｷﾞ ｹｲｺ 栃　木

1 5 416 栃木 恵子(4) 界小 16.12
ｷﾑﾗ ｶｺ 栃　木

2 7 1436 木村 佳瑚(4) 田沼小 16.21
ﾊﾔｶﾜ ﾋﾅ 栃　木

3 4 1233 早川 日菜(4) 石塚小 16.42
ﾏﾂｼﾏ ｶﾉﾝ 栃　木

4 6 1431 松島 花暖(4) 田沼小 16.61
ﾅｶﾞｲ ﾏﾘｲ 栃　木

5 3 1138 永井 磨李(4) 赤見小 16.83
ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾊﾈ 栃　木

6 8 103 丸山 莉羽(4) 毛野南小 17.01
ｱﾗｲ ﾕｽﾞｷ 栃　木

7 2 1429 新井 柚妃(4) 田沼小 17.03
ｲﾅﾊﾞ ﾐﾕ 栃　木

8 9 139 稲葉 心優(4) 佐野小 17.16

凡例  DNS:欠場



小学5年女子100m

予　選　4組0着＋8

1組 (風:+2.1) 2組 (風:-0.3)

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

ﾀﾅﾍﾞ ｼｴ 栃　木 ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃　木

1 2 405 田邉 史絵(5) 界小 14.42 q 1 7 82 石原 南菜(5) 足利陸上教室 13.96 q
ﾄｻｶ ﾘｶ 栃　木 ﾀｸﾐ ｼﾎ 栃　木

2 7 2607 戸坂 梨花(5) 常盤小 14.65 q 2 3 1113 侘美 志萌(5) 赤見小 15.16 q
ｱﾂｷﾞ ﾋﾏﾘ 栃　木 ｱﾍﾞ ﾉｱ 栃　木

3 8 83 厚木 ひまり(5) 足利陸上教室 14.91 q 3 8 732 阿部 希空(5) 城北小 15.33 q
ﾆｲｶﾄﾞ ｱﾝｼﾞｪﾘｶ 栃　木 ﾔﾏｺｼ ﾏﾕｺ 栃　木

4 9 729 新門 ｱﾝｼﾞｪﾘｶ(5) 城北小 15.50 4 5 1418 山越 眞由子(5) 田沼小 15.46
ｱｷｸｻ ﾊﾙｶ 栃　木 ﾊﾘｶﾞｲ ｱｲﾊ 栃　木

5 5 116 秋草 遥香(5) 佐野小 15.83 5 6 107 針ヶ谷 愛羽(5) 毛野南小 15.81
ﾔﾏﾈ ﾕｲ 栃　木 ｱﾍﾞ ﾕﾒｱ 栃　木

6 6 1132 山根 佑惟(5) 赤見小 15.85 6 2 1006 阿部 夢愛(5) 吾妻小 16.37
ｲｼｲ ｱﾔﾅ 栃　木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺ 栃　木

7 4 1808 石井 絢菜(5) 戸奈良小 15.95 7 4 94 渡邉 眞子(5) 足利陸上教室 16.43
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｲﾈ 栃　木

8 3 1417 長澤 愛寧(5) 田沼小 16.82

3組 (風:-0.3) 4組 (風:+0.8)

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

ｺﾇﾏ ｻﾗ 栃　木 ｶﾄｳ ｻｷ 栃　木

1 4 85 小沼 彩愛(5) 足利陸上教室 15.17 q 1 2 128 加藤 咲(5) 佐野小 14.62 q
ｹﾂﾞｶ ｼｽﾞｸ 栃　木 ｾｷﾈ ﾙｶ 栃　木

2 9 2008 毛塚 雫(5) 山形小 15.48 2 4 410 関根 琉月(5) 界小 15.42
ｻｲｶﾜ ﾋｻｷ 栃　木 ﾏｽﾀﾞ ｻﾗ

3 3 527 齋川 陽咲(5) 犬伏小 15.71 3 3 628 増田 紗羅(5) 犬伏東小 15.57
ｲﾏﾆｼ ﾉﾝﾉ 栃　木 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾏｲ 栃　木

4 8 125 今西 暖乃(5) 佐野小 16.27 4 5 111 舟橋 麻衣(5) 毛野南小 15.96
ﾔｽﾗｵｶ ｼﾞｭﾘ 栃　木 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾅ 栃　木

5 5 1924 安良岡 樹梨(5) 三好小 16.49 5 6 97 藤本 優奈(5) 足利陸上教室 16.33
ﾊﾔｶﾜ ｶﾎ 栃　木 ｲｼﾔﾏ ﾘﾉ 栃　木

6 6 108 早川 夏穂(5) 毛野南小 16.54 6 7 1923 石山 凛乃(5) 三好小 16.59
ｶﾜｼﾏ ﾕｱ 栃　木 ｼﾏﾀﾞ ｱｽｶ 栃　木

7 2 731 川島 優愛(5) 城北小 16.56 7 9 1413 島田 明佳(5) 田沼小 16.60
ﾀｶﾊｼ ﾙﾅ 栃　木 ﾀｸﾞﾁ ﾗｲｶ 栃　木

7 2606 髙橋 瑠那(5) 常盤小 DNS 8 8 1216 田口 莉香(5) 石塚小 17.09

決　勝　

(風:-2.3)

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

1 4 82 石原 南菜(5) 足利陸上教室 14.64
ﾄｻｶ ﾘｶ 栃　木

2 5 2607 戸坂 梨花(5) 常盤小 15.07
ﾀﾅﾍﾞ ｼｴ 栃　木

3 6 405 田邉 史絵(5) 界小 15.09
ｶﾄｳ ｻｷ 栃　木

4 7 128 加藤 咲(5) 佐野小 15.43
ｺﾇﾏ ｻﾗ 栃　木

5 3 85 小沼 彩愛(5) 足利陸上教室 15.46
ｱﾂｷﾞ ﾋﾏﾘ 栃　木

6 8 83 厚木 ひまり(5) 足利陸上教室 15.64
ﾀｸﾐ ｼﾎ 栃　木

7 9 1113 侘美 志萌(5) 赤見小 15.81
ｱﾍﾞ ﾉｱ 栃　木

8 2 732 阿部 希空(5) 城北小 15.87

凡例  DNS:欠場



小学5年女子800m

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅﾍﾞ ｼｴ 栃　木

1 20 405 田邉 史絵(5) 界小 2:47.02
ｻﾄﾘ ｱｷﾅ 栃　木

2 13 104 佐取 明奈(5) 毛野南小 2:49.56
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ 栃　木

3 17 92 松崎 莉子(5) 足利陸上教室 2:50.20
ﾀﾑﾗ ｱﾔﾈ 栃　木

4 16 412 田村 綺音(5) 界小 2:56.35
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺ 栃　木

5 6 94 渡邉 眞子(5) 足利陸上教室 2:59.52
ｵｶﾍﾞ ｺﾊﾙ 栃　木

5 10 529 岡部 心春(5) 犬伏小 2:59.52
ﾆｲｶﾄﾞ ﾘｱｰﾅ 栃　木

7 18 736 新門 リアーナ(5) 城北小 3:01.08
ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒ 栃　木

8 5 118 稲葉 優愛(5) 佐野小 3:01.31
ﾊﾈｲｼ ﾕｳﾉ 栃　木

9 9 734 羽石 悠乃(5) 城北小 3:01.55
ｼﾏﾀﾞ ｱｽｶ 栃　木

10 11 1413 島田 明佳(5) 田沼小 3:02.42
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｲﾈ 栃　木

11 4 1417 長澤 愛寧(5) 田沼小 3:06.66
ﾀｸﾐ ｼﾎ 栃　木

11 19 1113 侘美 志萌(5) 赤見小 3:06.66
ﾀﾅｶ ｻﾂｷ 栃　木

13 15 2009 田中 さつき(5) 山形小 3:09.48
ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 栃　木

14 3 1215 髙橋 凜音(5) 石塚小 3:09.99
ﾎﾘｺｼ ｶﾘﾝ 栃　木

15 2 812 堀越 可鈴(5) 旗川小 3:14.55
ﾖｺｸﾗ ｱｲﾊ 栃　木

16 1 406 横倉 愛羽(5) 界小 3:18.24
ｳｽｲｹ ﾏｵ 栃　木

17 12 737 臼池 舞桜(5) 城北小 3:19.60
ﾀﾅｱﾐ ﾐﾕ 栃　木

18 14 404 田名網 愛結(5) 界小 3:25.90
ﾅｶｴｶﾞﾜ ﾁｻﾄ 栃　木

19 8 528 仲江川 千聖(5) 犬伏小 3:39.95
ｲｹﾀﾞ ｻﾖｺ 栃　木

7 124 池田 清子(5) 佐野小 DNS

凡例  DNS:欠場



小学5年女子80mH

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.9) 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

ｼﾏﾉ ｻｸﾗ 栃　木 ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃　木

1 5 91 島野 桜(5) 足利陸上教室 14.32 1 5 82 石原 南菜(5) 足利陸上教室 13.42
ｱｷｸｻ ﾊﾙｶ 栃　木 ｻﾄｳ ﾕﾅ 栃　木

2 8 116 秋草 遥香(5) 佐野小 17.22 2 4 1414 佐藤 由菜(5) 田沼小 17.57
ﾊﾔｼ ｼﾉﾝ 栃　木 ﾜｸｲ ﾐｵ 栃　木

3 6 110 林 志音(5) 毛野南小 18.19 3 7 1221 涌井 美緒(5) 石塚小 18.25
ﾃﾗｻｷ ﾗﾐ 栃　木 ｳｴﾉ ｻｷ 栃　木

4 4 1217 寺﨑 麗実(5) 石塚小 19.01 4 2 109 上野 紗輝(5) 毛野南小 19.51
ｼﾊﾞﾀ ｱﾝﾅ 栃　木 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｷﾅﾐ 栃　木

5 7 730 柴田 杏野(5) 城北小 19.56 5 6 733 柳澤 希南(5) 城北小 19.90
ｱﾍﾞ ﾉｱ 栃　木 ﾅｶｴｶﾞﾜ ﾁｻﾄ 栃　木

6 2 732 阿部 希空(5) 城北小 19.70 6 3 528 仲江川 千聖(5) 犬伏小 23.31
ｷﾓﾄ ﾎﾉｶ 栃　木

7 3 1419 木本 歩華(5) 田沼小 22.89

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 82 石原 南菜(5) 足利陸上教室 13.42 +0.4
ｼﾏﾉ ｻｸﾗ 栃　木

2 91 島野 桜(5) 足利陸上教室 14.32 +0.9
ｱｷｸｻ ﾊﾙｶ 栃　木

3 116 秋草 遥香(5) 佐野小 17.22 +0.9
ｻﾄｳ ﾕﾅ 栃　木

4 1414 佐藤 由菜(5) 田沼小 17.57 +0.4
ﾊﾔｼ ｼﾉﾝ 栃　木

5 110 林 志音(5) 毛野南小 18.19 +0.9
ﾜｸｲ ﾐｵ 栃　木

6 1221 涌井 美緒(5) 石塚小 18.25 +0.4
ﾃﾗｻｷ ﾗﾐ 栃　木

7 1217 寺﨑 麗実(5) 石塚小 19.01 +0.9
ｳｴﾉ ｻｷ 栃　木

8 109 上野 紗輝(5) 毛野南小 19.51 +0.4



小学5年女子走高跳

決　勝　

ｼﾏﾉ ｻｸﾗ 栃　木 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

1 3 91 島野 桜(5) 足利陸上教室 1m20
ｵｶﾍﾞ ｺﾊﾙ 栃　木 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 4 529 岡部 心春(5) 犬伏小 1m15
ﾀﾅｶ ｻﾂｷ 栃　木 ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

3 7 2009 田中 さつき(5) 山形小 1m15
ﾀﾅｶ ﾐｳ 栃　木 ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 5 411 田中 美羽(5) 界小 1m10
ｶﾜｼﾏ ﾕｱ 栃　木 ○ ○ ○ × × ×

5 11 731 川島 優愛(5) 城北小 1m05
ﾈｷﾞｼ ﾅﾅ 栃　木 ○ ○ ○ × × ×

5 14 728 根岸 奈々(5) 城北小 1m05
ﾔﾏｽｹﾞ ｱｲﾘ 栃　木 ○ ○ ○ × × ×

5 15 1811 山菅 愛理(5) 戸奈良小 1m05
ｲｼｲ ｱﾔﾅ 栃　木 ○ × ○ ○ × × ×

8 1 1808 石井 絢菜(5) 戸奈良小 1m05
ﾅｶｻﾞﾄ ﾘﾘｶ 栃　木 ○ ○ × ○ × × ×

9 10 1810 中里 梨吏香(5) 戸奈良小 1m05
ﾋﾛｾ ﾚｲﾅ 栃　木 ○ ○ × × ○ × × ×

10 9 1220 石塚小 1m05
ﾆｲｶﾄﾞ ｱﾝｼﾞｪﾘｶ 栃　木 ○ ○ × × ×

11 13 729 新門 ｱﾝｼﾞｪﾘｶ(5) 城北小 1m00
ﾜｸｲ ﾐｵ 栃　木 × × ○ ○ × × ×

12 2 1221 涌井 美緒(5) 石塚小 1m00
ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 栃　木 ○ × ○ × × ×

13 8 532 岡本 あかり(5) 犬伏小 1m00
ｶｽﾔ ﾐﾕ 栃　木 ○ × × ○ × × ×

14 6 1210 粕谷 実夢(5) 石塚小 1m00
ﾕｲ ｱﾔﾅ 栃　木 ○ × × ×

15 12 2107 油井 彩菜(5) 閑馬小 0m95

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m10 1m15 1m20 1m25

所属
0m95 1m00 1m05

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名



小学5年女子走幅跳

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 4m49 4m64 4m82 4m82
1 27 82 石原 南菜(5) 足利陸上教室 +1.5 +1.3 -0.7 -0.7

ｱﾂｷﾞ ﾋﾏﾘ 栃　木 3m58 3m72 3m63 3m72
2 8 83 厚木 ひまり(5) 足利陸上教室 -0.2 +0.8 +0.9 +0.8

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｷﾅﾐ 栃　木 3m54 3m38 3m51 3m54
3 6 733 柳澤 希南(5) 城北小 +0.2 +0.9 +1.3 +0.2

ﾆｲｶﾄﾞ ﾘｱｰﾅ 栃　木 3m46 × 3m14 3m46
4 3 736 新門 リアーナ(5) 城北小 -0.1 +0.2 -0.1

ｻｲｶﾜ ﾋｻｷ 栃　木 × 3m43 3m30 3m43
5 10 527 齋川 陽咲(5) 犬伏小 +0.7 +0.2 +0.7

ﾔﾏﾅｶ ﾕｽﾞﾅ 栃　木 3m43 3m24 × 3m43
6 4 531 山中 柚楠(5) 犬伏小 +0.6 +0.6 +0.6

ｻﾄｳ ﾕﾅ 栃　木 3m22 3m13 3m35 3m35
7 7 1414 佐藤 由菜(5) 田沼小 -0.1 +0.9 +1.1 +1.1

ｶﾂﾓﾄ ﾅｵ 栃　木 3m28 2m75 3m09 3m28
8 24 127 勝本 菜央(5) 佐野小 0.0 +0.5 -0.8 0.0

ﾀｸﾞﾁ ﾗｲｶ 栃　木 3m22 3m21 3m10 3m22
9 28 1216 田口 莉香(5) 石塚小 +0.2 +0.9 -0.7 +0.2

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾅ 栃　木 3m04 3m15 3m07 3m15
10 19 97 藤本 優奈(5) 足利陸上教室 +0.4 +1.0 +0.2 +1.0

ﾀﾑﾗ ｱﾔﾈ 栃　木 2m80 3m13 2m99 3m13
11 12 412 田村 綺音(5) 界小 -0.4 +1.4 +0.9 +1.4

ｽﾄｳ ｳﾌﾞｷ 栃　木 3m12 2m85 3m04 3m12
12 23 1416 須藤 初姫(5) 田沼小 +0.1 +0.2 +0.1 +0.1

ｶﾜｶﾐ ｺｺﾅ 栃　木 2m59 3m11 2m75 3m11
13 26 735 川上 心那(5) 城北小 +0.7 +1.0 -0.4 +1.0

ﾔﾏﾈ ﾕｲ 栃　木 × 3m09 2m65 3m09
14 15 1132 山根 佑惟(5) 赤見小 +0.1 +0.2 +0.1

ｱﾍﾞ ﾕﾒｱ 栃　木 3m08 2m93 2m82 3m08
15 21 1006 阿部 夢愛(5) 吾妻小 +0.1 +0.5 -0.3 +0.1

ﾎﾘｺｼ ｶﾘﾝ 栃　木 3m04 2m63 × 3m04
16 14 812 堀越 可鈴(5) 旗川小 +0.5 +0.1 +0.5

ｼﾊﾞﾀ ｱﾝﾅ 栃　木 2m83 2m80 2m98 2m98
17 16 730 柴田 杏野(5) 城北小 +0.5 +0.1 +0.1 +0.1

ｾｷﾈ ﾙｶ 栃　木 2m97 × 2m97 2m97
18 9 410 関根 琉月(5) 界小 -0.6 +1.3 -0.6

ﾔﾏｽｹﾞ ｱｲﾘ 栃　木 2m92 2m83 × 2m92
19 2 1811 山菅 愛理(5) 戸奈良小 +0.1 +0.9 +0.1

ﾀﾅｱﾐ ﾐﾕ 栃　木 2m90 2m55 2m67 2m90
20 5 404 田名網 愛結(5) 界小 0.0 +1.0 +1.5 0.0

ﾅｶｻﾞﾄ ﾘﾘｶ 栃　木 2m85 × 2m79 2m85
21 11 1810 中里 梨吏香(5) 戸奈良小 -0.3 +0.2 -0.3

ｷﾓﾄ ﾎﾉｶ 栃　木 2m82 2m73 2m82 2m82
22 20 1419 木本 歩華(5) 田沼小 +0.1 +0.4 +1.0 +0.1

ｶﾜｲ ﾚﾅ 栃　木 2m82 2m62 2m60 2m82
23 22 533 河合 玲奈(5) 犬伏小 -0.3 +0.3 +0.2 -0.3

ﾀﾅｶ ﾐｳ 栃　木 2m51 2m81 2m64 2m81
24 18 411 田中 美羽(5) 界小 +1.0 0.0 +0.2 0.0

ﾑﾄｳ ﾋﾖﾘ 栃　木 × × 2m73 2m73
25 17 1131 武藤 陽愛(5) 赤見小 -0.8 -0.8

ｶﾅﾊﾗ ﾉﾉ 栃　木 2m58 2m60 2m48 2m60
26 30 1415 金原 埜乃(5) 田沼小 +0.8 +0.8 +0.3 +0.8

ﾖｺｸﾗ ｱｲﾊ 栃　木 2m45 2m47 2m52 2m52
27 1 406 横倉 愛羽(5) 界小 -0.2 +0.2 +1.0 +1.0

ｲｲﾀﾞ ｱﾕﾐ 栃　木 2m45 2m04 2m05 2m45
28 25 1126 飯田 亜弓(5) 赤見小 -0.9 +1.8 -0.9 -0.9

ｼﾐｽﾞ ﾕｽﾞｷ 栃　木 × 2m41 2m44 2m44
29 29 1809 清水 柚希(5) 戸奈良小 +0.4 +0.7 +0.7

ﾐﾔｳﾁ ｱﾔﾅ 栃　木

13 123 宮内 綾那(5) 佐野小 DNS

凡例  DNS:欠場



小学6年女子100m

予　選　4組0着＋8

1組 (風:+0.7) 2組 (風:+2.5)

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

ﾆｯｻﾄ ﾏｵ 栃　木 ｶｷﾇﾏ ｻｸﾗ 栃　木

1 5 1607 新里 真央(6) 栃本小 14.78 q 1 4 1702 柿沼 咲愛(6) 多田小 14.21 q
ｼｶﾞ ﾁｻﾄ 栃　木 ｶﾝﾉ ﾌｱ 栃　木

2 2 1115 志賀 千紗都(6) 赤見小 15.25 2 6 1408 菅野 楓愛(6) 田沼小 14.50 q
ｻｲﾄｳ ﾕﾏ 栃　木 ﾖｺｲ ﾐﾅ 栃　木

3 7 95 斉藤 由真(6) 足利陸上教室 15.80 3 7 107 横井 美那(6) 佐野小 14.80 q
ﾌﾐﾔﾏ ﾕｳｷ 栃　木 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕ 栃　木

4 8 725 文山 友姫(6) 城北小 15.91 4 8 1202 内田 美優(6) 石塚小 15.07
ﾎﾝｻﾞﾜ ｺｺﾉ 栃　木 ｶﾒﾔﾏ ｻｸﾗ 栃　木

5 3 315 本沢 心暖(6) 植野小 16.19 5 5 2701 亀山 さくら(6) 氷室小 15.84
ﾔｽﾉ ﾐｳ 栃　木 ｵｵﾀ ﾅﾙﾐ

6 4 1209 安野 実優(6) 石塚小 16.43 6 3 619 太田 成海(6) 犬伏東小 16.05
ｻﾄﾘ ﾐﾐ 栃　木 ﾐﾑﾗ ﾐｸ 栃　木

7 6 1005 佐取 美実(4) 吾妻小 16.66 7 2 1122 三村 美空(6) 赤見小 16.86

3組 (風:+1.2) 4組 (風:+1.2)

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

ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾛ 栃　木 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 栃　木

1 6 1407 日向野 優心(6) 田沼小 14.21 q 1 6 113 宮澤 亜実(6) 毛野南小 14.18 q
ｿｳﾄﾒ ﾐﾕ 栃　木 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ 栃　木

2 7 726 五月女 望有(6) 城北小 14.77 q 2 7 722 古川 美歩(6) 城北小 14.56 q
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾕ 栃　木 ｺﾏｶﾞﾀ ｱｽﾞｻ 栃　木

3 2 2610 小松原 咲優(6) 常盤小 15.42 3 8 2402 駒形 梓(6) 葛生小 15.55
ｼﾐｽﾞ ﾏｵ 栃　木 ﾋｻﾑﾗ ｱｵｲ 栃　木

4 8 322 清水 真央(6) 植野小 15.75 4 2 114 久村 葵衣(6) 佐野小 15.61
ﾀｼﾞﾏ ﾘｱ 栃　木 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 栃　木

5 3 521 田島 莉愛(6) 犬伏小 16.27 5 3 1001 遠藤 瑞生(6) 吾妻小 15.74
ﾂﾎﾞｸ ｻｷ 栃　木 ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｷﾈ 栃　木

6 4 1206 津保久 咲(6) 石塚小 16.88 6 5 1118 瀧川 幸音(6) 赤見小 16.15
ｲｼﾀﾞ ﾐｸ 栃　木 ｲｼｲ ﾕｲｶ 栃　木

5 1114 石田 海久(6) 赤見小 DNS 7 4 1201 石井 結花(6) 石塚小 16.58

決　勝　

(風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 栃　木

1 5 113 宮澤 亜実(6) 毛野南小 14.61
ｶｷﾇﾏ ｻｸﾗ 栃　木

2 4 1702 柿沼 咲愛(6) 多田小 14.61
ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾛ 栃　木

3 6 1407 日向野 優心(6) 田沼小 14.98
ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ 栃　木

4 8 722 古川 美歩(6) 城北小 15.11
ｶﾝﾉ ﾌｱ 栃　木

5 7 1408 菅野 楓愛(6) 田沼小 15.17
ﾆｯｻﾄ ﾏｵ 栃　木

6 2 1607 新里 真央(6) 栃本小 15.40
ﾖｺｲ ﾐﾅ 栃　木

7 3 107 横井 美那(6) 佐野小 15.50
ｿｳﾄﾒ ﾐﾕ 栃　木

8 9 726 五月女 望有(6) 城北小 15.62

凡例  DNS:欠場



小学6年女子800m

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｹﾞﾀ ｱｲ 栃　木

1 11 1406 八下田 愛(6) 田沼小 2:41.32
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ 栃　木

2 6 1409 山田 文音(6) 田沼小 2:41.73
ﾀﾅｶ ﾉﾝ 栃　木

3 8 2007 田中 のん(6) 山形小 2:44.57
ﾀﾆ ﾐﾊﾈ 栃　木

4 3 314 谷 美羽(6) 植野小 2:49.79
ｲｲﾀﾞ ﾏｵ 栃　木

5 7 1806 飯田 真生(6) 戸奈良小 2:51.01
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 栃　木

6 5 1001 遠藤 瑞生(6) 吾妻小 2:51.48
ﾖｺｲ ﾐﾅ 栃　木

7 15 107 横井 美那(6) 佐野小 2:52.14
ｲｼｵｶ ｳﾀ 栃　木

8 17 614 石岡 唱(6) 犬伏東小 2:52.33
ｶﾒﾀﾞ ﾁｶ 栃　木

9 10 718 亀田 千花(6) 城北小 2:53.04
ｻﾔﾏ ﾕﾘｱ 栃　木

10 9 522 佐山ゆりあ (6) 犬伏小 3:02.89
ｱﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ

11 16 613 阿部 希美(6) 犬伏東小 3:06.98
ｶｶﾞﾔ ｹｲ 栃　木

12 4 1204 加賀谷 慧(6) 石塚小 3:07.13
ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ 栃　木

13 13 1200 池田 愛華(6) 石塚小 3:08.60
ﾐﾑﾗ ﾐｸ 栃　木

14 14 1122 三村 美空(6) 赤見小 3:22.36
ｱｻﾉ ﾋﾅﾀ 栃　木

15 1 2005 浅野 陽(6) 山形小 3:47.08
ﾀﾇﾏ ﾊﾅｺ 栃　木

2 80 田沼 華(6) 足利陸上教室 DNS
ﾋﾄﾐ ﾒｲ 栃　木

12 81 人見 芽依(6) 足利陸上教室 DNS

凡例  DNS:欠場



小学6年女子80mH

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.3) 2組 (風:-1.2)

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

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ 栃　木 ｲｲﾂﾞｶ ｺｱ 栃　木

1 4 1409 山田 文音(6) 田沼小 15.15 1 5 114 飯塚 煌彩(6) 毛野南小 15.54
ｸﾎﾞ ﾘﾝﾅ 栃　木 ｺﾏｶﾞﾀ ｱｽﾞｻ 栃　木

2 2 523 久保 琳愛(6) 犬伏小 15.92 2 3 2402 駒形 梓(6) 葛生小 15.86
ﾐﾀ ﾊﾙｶ 栃　木 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｲ 栃　木

3 5 719 三田 遙花(6) 城北小 17.09 3 2 2105 松村 夢依(6) 閑馬小 15.88
ｸﾘﾊﾗ ﾈﾈ 栃　木 ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ 栃　木

4 6 2006 栗原 寧々(6) 山形小 19.30 4 6 1411 坂本 蒼生(6) 田沼小 16.50
ﾊｽﾐ ﾘﾘｶ 栃　木 ｲﾜｲ ｱｲﾗ 栃　木

5 3 1004 羽角 莉里花(6) 吾妻小 20.33 5 4 1410 岩井 愛來(6) 田沼小 16.63

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

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ 栃　木

1 1409 山田 文音(6) 田沼小 15.15 +0.3
ｲｲﾂﾞｶ ｺｱ 栃　木

2 114 飯塚 煌彩(6) 毛野南小 15.54 -1.2
ｺﾏｶﾞﾀ ｱｽﾞｻ 栃　木

3 2402 駒形 梓(6) 葛生小 15.86 -1.2
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｲ 栃　木

4 2105 松村 夢依(6) 閑馬小 15.88 -1.2
ｸﾎﾞ ﾘﾝﾅ 栃　木

5 523 久保 琳愛(6) 犬伏小 15.92 +0.3
ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ 栃　木

6 1411 坂本 蒼生(6) 田沼小 16.50 -1.2
ｲﾜｲ ｱｲﾗ 栃　木

7 1410 岩井 愛來(6) 田沼小 16.63 -1.2
ﾐﾀ ﾊﾙｶ 栃　木

8 719 三田 遙花(6) 城北小 17.09 +0.3



小学6年女子走高跳

決　勝　

ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕ 栃　木 － － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 9 1202 内田 美優(6) 石塚小 1m25
ﾅｶﾞｼﾏ ｼｷ 栃　木 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 6 118 長島 色(6) 毛野南小 1m15
ﾀﾅｶ ﾘｶ 栃　木 ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

3 5 316 田中 里佳(6) 植野小 1m15
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ 栃　木 ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

4 4 117 髙橋 麻莉(6) 毛野南小 1m15
ｻﾔﾏ ﾕﾘｱ 栃　木 ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

5 10 522 佐山ゆりあ (6) 犬伏小 1m15
ﾐﾔﾊﾗ ｻﾜ 栃　木 ○ ○ ○ ○ × × ×

6 7 525 宮原 沙和(6) 犬伏小 1m10
ｴﾀﾞ ﾘﾅ 栃　木 － ○ ○ × ○ × × ×

7 1 116 江田 莉奈(6) 毛野南小 1m10
ﾊｽﾐ ﾘﾘｶ 栃　木 ○ ○ ○ × × ×

8 3 1004 羽角 莉里花(6) 吾妻小 1m05
ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 栃　木 ○ ○ × ○ × × ×

9 11 721 佐藤 結衣奈(6) 城北小 1m05
ﾀｶｾ ﾊﾝﾅﾒｲ 栃　木 ○ ○ × × ×

10 2 313 髙瀬 ﾊﾝﾅ芽生(6) 植野小 1m00
ｷﾀｵｶ ﾐｻｷ 栃　木 × × ×

8 741 北岡 美咲(6) 城北小 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
0m95 1m00 1m05 1m30

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m10 1m15 1m20 1m25

凡例  NM:記録なし



小学6年女子走幅跳

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 ﾕﾏ 栃　木 3m43 3m71 3m69 3m71
1 8 95 斉藤 由真(6) 足利陸上教室 -0.2 +0.7 +1.3 +0.7

ｲﾜｲ ｱｲﾗ 栃　木 3m56 3m58 3m55 3m58
2 12 1410 岩井 愛來(6) 田沼小 +0.1 +1.1 +1.1 +1.1

ｽｽﾞｷ ﾕﾐ 栃　木 3m37 3m58 3m56 3m58
3 14 115 鈴木 ゆみ(6) 毛野南小 +0.3 +0.4 +1.1 +0.4

ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳｷ 栃　木 3m57 3m45 3m42 3m57
4 13 1603 飯塚 侑希(6) 栃本小 +0.2 +0.7 +1.3 +0.2

ﾌﾐﾔﾏ ﾕｳｷ 栃　木 × 3m52 3m45 3m52
5 16 725 文山 友姫(6) 城北小 +0.1 +0.5 +0.1

ｺﾀｹ ﾓﾓｶ 栃　木 3m43 3m40 3m04 3m43
6 6 112 小竹 桃花(6) 毛野南小 -0.2 +1.0 +1.1 -0.2

ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ 栃　木 3m18 3m40 3m33 3m40
7 10 1411 坂本 蒼生(6) 田沼小 -0.4 +0.4 +1.2 +0.4

ﾂﾙﾐ ｱｵｲ 栃　木 3m19 3m38 3m25 3m38
8 1 524 鶴見 碧衣(6) 犬伏小 -0.3 +0.1 +0.3 +0.1

ｶﾂﾏﾀ ﾓﾓｶ 3m31 3m21 3m37 3m37
9 17 615 勝又 桃花(6) 犬伏東小 -0.3 +0.3 +0.6 +0.6

ｶﾈｺ ｱﾔｶ 栃　木 3m29 3m23 2m78 3m29
10 5 317 金子 彩香(6) 植野小 -0.4 +1.0 +1.4 -0.4

ｼｵﾀﾞ ﾓｱﾅ 栃　木 3m14 3m14 3m24 3m24
11 7 1807 塩田 百愛奈(6) 戸奈良小 +0.2 +1.4 +1.5 +1.5

ﾖｺﾂﾞｶ ｱﾝｼﾞｭ 栃　木 3m17 3m11 3m04 3m17
12 2 1412 横塚 杏珠(6) 田沼小 0.0 +0.8 +0.3 0.0

ｵｻﾞｷ ﾘｲｽ 栃　木 3m12 3m02 2m43 3m12
13 21 1203 尾崎 莉依子(6) 石塚小 +0.8 0.0 +0.2 +0.8

ｷﾀｵｶ ﾐｻｷ 栃　木 3m06 2m65 2m51 3m06
14 20 741 北岡 美咲(6) 城北小 +0.9 +0.6 +0.2 +0.9

ﾔｽﾉ ﾐｳ 栃　木 2m98 × × 2m98
15 15 1209 安野 実優(6) 石塚小 -0.2 -0.2

ﾑﾛｵｶ ｱｵｲ 栃　木 2m92 2m76 × 2m92
16 23 119 室岡 向葵(6) 毛野南小 +0.9 +0.9 +0.9

ﾏｴﾊﾗ ｶﾝﾅ 栃　木 × 2m92 × 2m92
17 3 120 前原 柑奈(6) 毛野南小 +0.2 +0.2

ｲｲﾀﾞ ﾏｵ 栃　木 2m88 2m59 2m71 2m88
18 18 1806 飯田 真生(6) 戸奈良小 -0.1 +0.4 +0.6 -0.1

ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｷﾈ 栃　木 2m64 2m37 2m71 2m71
19 4 1118 瀧川 幸音(6) 赤見小 -0.1 +0.7 0.0 0.0

ｼｶﾞ ﾁｻﾄ 栃　木 × 2m60 2m51 2m60
20 9 1115 志賀 千紗都(6) 赤見小 +0.8 +0.9 +0.8

ｽﾄｳ ﾒｲ 栃　木 2m56 2m28 2m43 2m56
21 22 1605 須藤 芽衣(6) 栃本小 +1.1 +0.3 -0.3 +1.1

ｶﾒﾀﾞ ﾘｵ 栃　木 × × 2m51 2m51
22 11 101 亀田 梨央(6) 佐野小 +0.1 +0.1

ｲｼﾀﾞ ﾐｸ 栃　木

19 1114 石田 海久(6) 赤見小 DNS

凡例  DNS:欠場



小学女子4X100mR

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
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 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 田沼小A 1408 菅野 楓愛(6) ｶﾝﾉ ﾌｱ 57.96 1 3 佐野小A 128 加藤 咲(5) ｶﾄｳ ｻｷ 1:00.96

1406 八下田 愛(6) ﾔｹﾞﾀ ｱｲ 114 久村 葵衣(6) ﾋｻﾑﾗ ｱｵｲ
1409 山田 文音(6) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ 125 今西 暖乃(5) ｲﾏﾆｼ ﾉﾝﾉ
1407 日向野 優心(6) ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾛ 107 横井 美那(6) ﾖｺｲ ﾐﾅ

2 3 毛野南小A 114 飯塚 煌彩(6) ｲｲﾂﾞｶ ｺｱ 58.68 2 4 赤見小A 1122 三村 美空(6) ﾐﾑﾗ ﾐｸ 1:02.62

113 宮澤 亜実(6) ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 1118 瀧川 幸音(6) ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｷﾈ
112 小竹 桃花(6) ｺﾀｹ ﾓﾓｶ 1115 志賀 千紗都(6) ｼｶﾞ ﾁｻﾄ
118 長島 色(6) ﾅｶﾞｼﾏ ｼｷ 1114 石田 海久(6) ｲｼﾀﾞ ﾐｸ

3 2 城北小C 736 新門 リアーナ(5) ﾆｲｶﾄﾞ ﾘｱｰﾅ 1:03.23 3 7 城北小B 719 三田 遙花(6) ﾐﾀ ﾊﾙｶ 1:04.21

728 根岸 奈々(5) ﾈｷﾞｼ ﾅﾅ 718 亀田 千花(6) ｶﾒﾀﾞ ﾁｶ
733 柳澤 希南(5) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｷﾅﾐ 725 文山 友姫(6) ﾌﾐﾔﾏ ﾕｳｷ
732 阿部 希空(5) ｱﾍﾞ ﾉｱ 741 北岡 美咲(6) ｷﾀｵｶ ﾐｻｷ

4 7 植野小 322 清水 真央(6) ｼﾐｽﾞ ﾏｵ 1:03.59 4 2 毛野南小B 109 上野 紗輝(5) ｳｴﾉ ｻｷ 1:04.94

313 髙瀬 ﾊﾝﾅ芽生(6) ﾀｶｾ ﾊﾝﾅﾒｲ 115 鈴木 ゆみ(6) ｽｽﾞｷ ﾕﾐ
314 谷 美羽(6) ﾀﾆ ﾐﾊﾈ 116 江田 莉奈(6) ｴﾀﾞ ﾘﾅ
315 本沢 心暖(6) ﾎﾝｻﾞﾜ ｺｺﾉ 120 前原 柑奈(6) ﾏｴﾊﾗ ｶﾝﾅ

5 4 吾妻小 1005 佐取 美実(4) ｻﾄﾘ ﾐﾐ 1:05.05 5 5 田沼小B 1417 長澤 愛寧(5) ﾅｶﾞｻﾜ ｱｲﾈ 1:05.57

1001 遠藤 瑞生(6) ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 1414 佐藤 由菜(5) ｻﾄｳ ﾕﾅ
1006 阿部 夢愛(5) ｱﾍﾞ ﾕﾒｱ 1419 木本 歩華(5) ｷﾓﾄ ﾎﾉｶ
1004 羽角 莉里花(6) ﾊｽﾐ ﾘﾘｶ 1413 島田 明佳(5) ｼﾏﾀﾞ ｱｽｶ

6 5 石塚小C 1217 寺﨑 麗実(5) ﾃﾗｻｷ ﾗﾐ 1:07.16 6 6 石塚小D 1226 清水 麻衣(4) ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 1:08.09

1210 粕谷 実夢(5) ｶｽﾔ ﾐﾕ 1227 髙橋 亜里沙(4) ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ
1220 ﾋﾛｾ ﾚｲﾅ 1229 野原 菜々美(4) ﾉﾊﾗ ﾅﾅﾐ
1216 田口 莉香(5) ﾀｸﾞﾁ ﾗｲｶ 1233 早川 日菜(4) ﾊﾔｶﾜ ﾋﾅ

3組 4組
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 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 3 城北小A 726 五月女 望有(6) ｿｳﾄﾒ ﾐﾕ 1:00.70 1 6 足利陸上教室A 83 厚木 ひまり(5) ｱﾂｷﾞ ﾋﾏﾘ 57.99
729 新門 ｱﾝｼﾞｪﾘｶ(5) ﾆｲｶﾄﾞ ｱﾝｼﾞｪﾘｶ 85 小沼 彩愛(5) ｺﾇﾏ ｻﾗ
721 佐藤 結衣奈(6) ｻﾄｳ ﾕｲﾅ 91 島野 桜(5) ｼﾏﾉ ｻｸﾗ
722 古川 美歩(6) ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ 82 石原 南菜(5) ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ

2 5 界小A 410 関根 琉月(5) ｾｷﾈ ﾙｶ 1:02.10 2 5 毛野南小C 104 佐取 明奈(5) ｻﾄﾘ ｱｷﾅ 1:03.13

405 田邉 史絵(5) ﾀﾅﾍﾞ ｼｴ 107 針ヶ谷 愛羽(5) ﾊﾘｶﾞｲ ｱｲﾊ
412 田村 綺音(5) ﾀﾑﾗ ｱﾔﾈ 108 早川 夏穂(5) ﾊﾔｶﾜ ｶﾎ
411 田中 美羽(5) ﾀﾅｶ ﾐｳ 111 舟橋 麻衣(5) ﾌﾅﾊﾞｼ ﾏｲ

3 7 石塚小A 1201 石井 結花(6) ｲｼｲ ﾕｲｶ 1:03.11 3 4 山形小B 2007 田中 のん(6) ﾀﾅｶ ﾉﾝ 1:04.11

1203 尾崎 莉依子(6) ｵｻﾞｷ ﾘｲｽ 2008 毛塚 雫(5) ｹﾂﾞｶ ｼｽﾞｸ
1221 涌井 美緒(5) ﾜｸｲ ﾐｵ 2009 田中 さつき(5) ﾀﾅｶ ｻﾂｷ
1202 内田 美優(6) ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕ 2006 栗原 寧々(6) ｸﾘﾊﾗ ﾈﾈ

4 6 犬伏小 521 田島 莉愛(6) ﾀｼﾞﾏ ﾘｱ 1:03.77 4 2 石塚小B 1206 津保久 咲(6) ﾂﾎﾞｸ ｻｷ 1:07.78

527 齋川 陽咲(5) ｻｲｶﾜ ﾋｻｷ 1200 池田 愛華(6) ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ
529 岡部 心春(5) ｵｶﾍﾞ ｺﾊﾙ 1204 加賀谷 慧(6) ｶｶﾞﾔ ｹｲ
522 佐山ゆりあ (6) ｻﾔﾏ ﾕﾘｱ 1209 安野 実優(6) ﾔｽﾉ ﾐｳ

5 2 戸奈良小 1810 中里 梨吏香(5) ﾅｶｻﾞﾄ ﾘﾘｶ 1:04.82 5 3 界小B 418 山川 蒼依(4) ﾔﾏｶﾜ ｱｵｲ 1:08.53

1808 石井 絢菜(5) ｲｼｲ ｱﾔﾅ 416 栃木 恵子(4) ﾄﾁｷﾞ ｹｲｺ
1807 塩田 百愛奈(6) ｼｵﾀﾞ ﾓｱﾅ 421 大川 心実(4) ｵｵｶﾜ ｺｺﾐ
1806 飯田 真生(6) ｲｲﾀﾞ ﾏｵ 406 横倉 愛羽(5) ﾖｺｸﾗ ｱｲﾊ

6 4 赤見小B 1138 永井 磨李(4) ﾅｶﾞｲ ﾏﾘｲ 1:09.32

1132 山根 佑惟(5) ﾔﾏﾈ ﾕｲ
1131 武藤 陽愛(5) ﾑﾄｳ ﾋﾖﾘ
1126 飯田 亜弓(5) ｲｲﾀﾞ ｱﾕﾐ
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順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 田沼小A 630 菅野 楓愛(6) ｶﾝﾉ ﾌｱ 57.96
八下田 愛(6) ﾔｹﾞﾀ ｱｲ
山田 文音(6) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ
日向野 優心(6) ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾛ

2 足利陸上教室A 69 厚木 ひまり(5) ｱﾂｷﾞ ﾋﾏﾘ 57.99
小沼 彩愛(5) ｺﾇﾏ ｻﾗ
島野 桜(5) ｼﾏﾉ ｻｸﾗ
石原 南菜(5) ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ

3 毛野南小A 375 飯塚 煌彩(6) ｲｲﾂﾞｶ ｺｱ 58.68
宮澤 亜実(6) ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ
小竹 桃花(6) ｺﾀｹ ﾓﾓｶ
長島 色(6) ﾅｶﾞｼﾏ ｼｷ

4 城北小A 417 五月女 望有(6) ｿｳﾄﾒ ﾐﾕ 1:00.70

新門 ｱﾝｼﾞｪﾘｶ(5) ﾆｲｶﾄﾞ ｱﾝｼﾞｪﾘｶ

佐藤 結衣奈(6) ｻﾄｳ ﾕｲﾅ
古川 美歩(6) ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ

5 佐野小A 668 加藤 咲(5) ｶﾄｳ ｻｷ 1:00.96

久村 葵衣(6) ﾋｻﾑﾗ ｱｵｲ
今西 暖乃(5) ｲﾏﾆｼ ﾉﾝﾉ
横井 美那(6) ﾖｺｲ ﾐﾅ

6 界小A 507 関根 琉月(5) ｾｷﾈ ﾙｶ 1:02.10

田邉 史絵(5) ﾀﾅﾍﾞ ｼｴ
田村 綺音(5) ﾀﾑﾗ ｱﾔﾈ
田中 美羽(5) ﾀﾅｶ ﾐｳ

7 赤見小A 785 三村 美空(6) ﾐﾑﾗ ﾐｸ 1:02.62

瀧川 幸音(6) ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｷﾈ
志賀 千紗都(6) ｼｶﾞ ﾁｻﾄ
石田 海久(6) ｲｼﾀﾞ ﾐｸ

8 石塚小A 275 石井 結花(6) ｲｼｲ ﾕｲｶ 1:03.11

尾崎 莉依子(6) ｵｻﾞｷ ﾘｲｽ
涌井 美緒(5) ﾜｸｲ ﾐｵ
内田 美優(6) ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕ




