
種目

飯島 一翔(6) 13.51 佐波瀬 大翔(6) 13.87 山田 拓海(6) 14.21 武澤 匡希(6) 14.56 坂本 幸嘉(6) 15.11 渡邉 太翔(6) 15.77 市村 友人(6) 16.08
もおかｽﾎﾟｰﾂ 大宮北小 陽南陸上男子部 国分寺RCJr 東光陸上部 菊東小陸上部 矢板市陸上教室
沼尾 敬介(6) 13.83 近藤 壮秀(6) 14.04 津久井 麻仁(6) 14.98 酒巻 祐(6) 15.45 福田 颯哉(6) 15.53 佐野 碧一(6) 15.93 柴崎 悠人(6) 16.14 渡辺 啓介(6) 16.18
今市第二小 国分寺RCJr 清原中央小 栃木第五小 東光陸上部 東光陸上部 大平陸上ｸﾗﾌﾞ みどりが丘
福田 陸翔(6) 13.54 代田 翔琉(6) 14.60 矢野 絢心(6) 14.61 武井 涼我(6) 15.07 濵 英汰(6) 15.10 森田 怜桜(6) 16.20 倉井 諒人(6) 16.53 傍島 大誠(6) 16.96
大室小 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 西が岡小 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 矢板市陸上教室 大宮北小 国分寺RCJr 東光陸上部
鈴木 智也(6) 14.18 覚本 慈瑛結(6) 14.51 谷澤 曜(6) 14.66 浜崎 泰知(6) 14.91 森 翔太(6) 15.08 藤田 將永(6) 15.32 上吉原 立輝(6) 15.53 高橋 侠磨(6) 16.25
NSJr・男子 栃木第五小 今市小 U-CLUB 国分寺RCJr 西が岡小 今市第三小 東光陸上部
渡部 凌士(6) 14.15 高野 広大(6) 14.19 石原 奏翔(6) 15.33 中村 龍心(6) 15.45 若林 治輝(6) 16.34 梁島 玲(6) 16.90
NSJr・男子 栃木第五小 益子JRC 菊東小陸上部 国分寺RCJr 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ
小野 稟之輔(6) 13.15 鈴木 陽心(6) 13.18 伊藤 寛輝(6) 13.52 竹田 渚(6) 14.77 飯笹 陽(6) 14.95 大塚 篤人(6) 14.97 早乙女 裕亮(6) 15.64 林上 晃大(6) 18.99
西が岡小 東光陸上部 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 錦小 国分寺RCJr 真岡小 栃木第五小 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ
増山 颯太(5) 14.67 永井 晴貴(5) 15.35 伊藤 利夢(5) 15.46 深井 真生(5) 15.58 大貫 愛翔(5) 15.68 塚田 隼斗(5) 16.39 小林 晃一朗(5) 17.08
華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 陽南陸上男子部 NSJr・男子 さくら市陸上教室 みどりが丘 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ
小井沼 陸王(5) 14.99 石川 和真(5) 16.25 鈴木 俊介(5) 16.26 海老原 滉斗(5) 16.30 松下 恵大(5) 16.65 東川 大輝(5) 16.66 阿部 皓太郎(5) 17.53
大宮南小 国分寺RCJr 陽南陸上男子部 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 鹿沼市立津田小 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ
天谷 絆人(5) 14.30 尾崎 旬(5) 15.17 米山 煌星(5) 15.20 慶野 隼也(5) 15.76 丸山 颯元(5) 15.84 名村 篤人(5) 16.53 渡邉 泰雅(5) 17.01 小野 鎧斗(5) 17.06
大平陸上ｸﾗﾌﾞ NSJr・男子 陽南陸上男子部 栃木中央小 U-CLUB 東光陸上部 国分寺RCJr 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ
高山 桐矢(5) 14.54 千野根 悠介(5) 15.27 飯野 雄稀(5) 15.59 寺尾 琥太朗(5) 15.65 石田 楓翔(5) 15.77 川口 翔真(5) 15.84 古澤 凌次(5) 16.19
石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 日光市立小百小 東光陸上部 陽南陸上男子部 大田原市立西原小 鹿沼市立津田小
中峯 ﾃｨﾑ(5) 14.63 萩原 螢音(5) 15.16 糸数 夏惟(5) 15.86 林 嵩真(5) 15.99 塚田 悠雅(5) 16.07 杉浦 裕起(5) 16.39 倉浪 八雲(5) 17.57
華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 大田原市立西原小 陽南陸上男子部 みどりが丘 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ
清水 夢琉(6) 2:56.61 阿久津 友希(6) 3:15.53 岩上 由仁(6) 3:16.51 渡辺 章(6) 3:20.70 佐藤 獅士侑(6) 3:24.65 森川 真登(6) 3:32.80 安東 琉翔(6) 3:40.75 石田 健造(6) 3:41.01
芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ *A 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ *A 足利陸上教室 *A 栃木中央小 NSJr・LD *A 大宮北小 *A 鹿沼市立津田小 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ
前田 悠斗(6) 2:59.66 笹森 大那(6) 3:11.18 五月女 翔太(6) 3:16.37 代田 翔琉(6) 3:19.16 綱川 啓斗(6) 3:20.54 松森 昴成(6) 3:22.58 鯨 顕(6) 3:27.36
芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ *A ｽﾎﾟﾙﾄかわち NSJr・LD *A 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ *A 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ *A

池田 瞬(6) 3:22.58
華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ

阿久津 和希(6) 3:00.83 熊倉 武蔵(6) 3:13.73 近藤 壮秀(6) 3:14.66 渡部 凌士(6) 3:17.89 小角 利宇(6) 3:18.13 小林 綾太郎(6) 3:27.45 伊藤 寛輝(6) 3:29.18 青柳 隆之介(6) 3:31.32
芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ *A 石川走友会 *A 国分寺RCJr NSJr・男子 足利陸上教室 大宮北小 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 日光市立大沢小
深井 真生(5) 3:12.10 米山 煌星(5) 3:15.65 入江 佑典(5) 3:21.48 大金 勇翔(5) 3:26.75 田崎 壮太郎(5) 3:26.84 竹内 琉カ(5) 3:27.78 中郷 和真(5) 3:30.13 知花 征希(5) 3:42.65
さくら市陸上教室 陽南陸上男子部 落合陸上ｸﾗﾌﾞ 平石北小 益子JRC NSJr・LD *A 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ *A 壬生町立睦小
若田 大尚(5) 3:05.40 後藤 遥希(5) 3:20.50 石田 楓翔(5) 3:21.06 渡辺 大賀(5) 3:28.40 遠藤 新拓(5) 3:30.03 加藤 心翔(5) 3:36.48 佐藤 奏太(5) 3:38.26 五十嵐 琉晟(5) 3:40.36
落合陸上ｸﾗﾌﾞ *A 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ *A 陽南陸上男子部 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 国分寺RCJr *A NSJr・LD *A ｽﾎﾟﾙﾄかわち 菊東小陸上部
石川 ﾄﾞﾘｴﾝ(5) 3:22.17 田中 里旺(5) 3:28.94 永井 晴貴(5) 3:33.08 上篠 颯太(5) 3:37.48 小井沼 陸王(5) 3:38.82 櫻井 蒼太(5) 3:44.94 高木 蒼太(5) 3:45.97 相澤 嶺馬(5) 3:47.51
芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ NSJr・LD 陽南陸上男子部 *A 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 大宮南小 益子JRC 東光陸上部 菊東小陸上部
長江 陽生(6) 15.11 平山 忠頼(6) 15.22 渡邉 寛(6) 15.53
栃木中央小 NSJr・男子 NSJr・男子
本間 心(6) 4m22(-1.0) 岩本 航成(5) 3m96(+0.1) 高杉 隼斗(6) 3m78(+0.7) 楢 翔太(6) 3m57(-1.9) 渡邉 寛(6) 3m54(-0.5) 小枝 暉琉(6) 3m32(+1.3) 高木 蒼太(5) 3m21(+0.4) 梁島 詠矢(6) 2m66(-0.6)
華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ U-CLUB 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 国分寺RCJr NSJr・男子 みどりが丘 東光陸上部 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ
福田 陸翔(6) 4m68(-0.7) 小野 稟之輔(6) 4m14(-1.7) 鈴木 陽心(6) 4m09(+0.2) 中村 龍心(6) 3m75(-0.5) 福田 颯哉(6) 3m74(+0.1) 坂本 幸嘉(6) 3m69(+1.0) 飯野 雄稀(5) 3m65(+1.8) 森田 怜桜(6) 3m56(+0.5)
大室小 西が岡小 東光陸上部 菊東小陸上部 東光陸上部 東光陸上部 日光市立小百小 大宮北小
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栃木陸上競技協会小学生記録会
栃木県総合運動公園陸上競技場
2020/10/18

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

佐藤 麻里奈(6) 14.07 植野 遥(6) 14.22 小沼 彩愛(6) 14.52 浅野 ひかり(6) 14.83 大柿 杏莉(6) 14.89 平野 菜々(6) 15.05 岩松 怜愛(6) 15.56 木村 雪乃(6) 15.76
陽南陸上女子部 NSJr・女子 足利陸上教室 国分寺RCJr 菊東小陸上部 U-CLUB 栃木第五小 東光陸上部
石原 南菜(6) 13.46 渡邉 心愛(6) 14.39 松本 凛(6) 14.53 土谷 祈星(6) 14.87 遠藤 志峰(6) 15.03 岡田 千那(6) 15.69 渡辺 さくら(6) 15.74 木澤 縁(6) 16.30
足利陸上教室 大宮北小 大宮南小 NSJr・女子 国分寺RCJr 菊東小陸上部 東光陸上部 大平陸上ｸﾗﾌﾞ
星野 心愛 (6) 13.86 厚木 ひまり(6) 14.06 須田 彩希(6) 14.15 金子 なぎさ(6) 14.27 長田 愛梨(6) 14.81 尾村 瑠香(6) 15.46 斎藤 愛未(6) 15.49 臼井 沙和(6) 15.61
大室小 足利陸上教室 大宮北小 NSJr・女子 日光市立南原小 国分寺RCJr 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 菊東小陸上部
島野 桜(6) 14.25 小黒 那奈(6) 14.64 委文 結麻(6) 14.66 丸山 寧々(6) 14.82 代田 未來(6) 15.79 根本 留衣(6) 15.96 千葉 絢咲(6) 16.05 牧田 夏樹(6) 16.88
足利陸上教室 大宮北小 真岡小 泉が丘小 NSJr・女子 大宮南小 益子JRC 栃木第五小
滝川 結央(6) 14.53 佐藤 亜咲(6) 14.57 宮 妃花(6) 14.58 佐藤 いのり(6) 14.60 渡邊 栞里(6) 14.65 初見 あかり(6) 15.50 加藤 愛捺(6) 15.53 廣田 空音(6) 16.72
日光市立轟小 今市第三小 NSJr・女子 真岡小 さくら市陸上教室 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 国分寺RCJr 東光陸上部
中野 莉彩(5) 14.78 渡邉 亜萌(5) 15.06 猪俣 凛子(5) 15.76 今村 瞳(5) 16.79 布袋田 小春(5) 17.05 澤崎 新菜(5) 17.21
栃木中央小 陽南陸上女子部 鹿沼市立津田小 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 東光陸上部
熊倉 有菜(5) 14.56 手塚 心海(5) 15.40 田口 莉子(5) 16.44 須藤 有咲(5) 16.54 君波 咲妃(5) 17.02 山本 美月(5) 17.43
華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 大室小 栃木第五小 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 鹿沼市立津田小 大田原市立西原小
小片 優莉(5) 14.68 片見 響(5) 15.35 中村 真唯(5) 15.95 鈴木 まゆ(5) 16.30 相子 奈々果(5) 16.49 海老原 凛佳(5) 16.63 川田 春宵(5) 17.23
NSJr・女子 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 陽南陸上女子部 矢板市陸上教室 石川走友会 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 鹿沼市立津田小
高橋 悠(5) 14.10 佐山 結季子(5) 14.44 吉村 風香(5) 14.62 樋口 まこ(5) 14.99 小倉 優佳(5) 15.48 坂本 あおば(5) 15.77 及川 美音(5) 17.25
華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 陽南陸上女子部 NSJr・女子 日光市立小林小 小山城東小 上三川小
星野 心菜(5) 15.15 斎藤 海菜(5) 15.45 髙橋 瑞奈(5) 15.92 江田 朋未(5) 16.29 鈴木 愛梨(5) 16.77
NSJr・女子 塩谷町立船生小 陽南陸上女子部 羽川小 国分寺RCJr
石川 愛菜(6) 3:11.03 清水 叶琉(6) 3:29.63 長田 愛梨(6) 3:31.73 中内 芽衣(6) 3:34.05 岡田 姫華(6) 3:34.50 川島 実來(6) 3:35.14 河野 里衣菜(6) 3:39.77 加藤 愛捺(6) 3:43.60
芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ *A 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 日光市立南原小 益子JRC 大宮北小 NSJr・LD 大宮北小 国分寺RCJr
長島 彩音(6) 3:19.36 樋口 結愛(6) 3:25.76 坂本 詩織(6) 3:30.62 浅野 ひかり(6) 3:32.28 中野 遥愛(6) 3:32.87 遠藤 未央(6) 3:33.00 野澤 優里彩(6) 3:35.80 落合 優水(6) 3:41.15
もおかｽﾎﾟｰﾂ 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ *A 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ *A 国分寺RCJr 栃木中央小 益子JRC NSJr・女子 大宮北小
辻 陽花(6) 3:03.67 大橋 空(6) 3:09.04 富永 愛梨(6) 3:18.75 滝川 結央(6) 3:24.57 小黒 那奈(6) 3:25.84 上田 理央(6) 3:30.10 君島 果歩(6) 3:40.07 菅原 佳歩(6) 3:42.82
芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ TER 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ *A 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ *A 日光市立轟小 大宮北小 NSJr・LD NSJr・LD *A NSJr・LD
松崎 莉子(5) 3:25.48 髙橋 瑞奈(5) 3:26.50 小片 優莉(5) 3:29.53 前沢 朱里(5) 3:30.98 相子 奈々果(5) 3:33.97 海老原 凛佳(5) 3:38.71 蛭牟田 理子(5) 3:42.04 清水 くるみ(5) 3:44.70
足利陸上教室 陽南陸上女子部 *A NSJr・女子 NSJr・女子 石川走友会 *A 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 今市第三小 益子JRC
島野 桜(6) 13.37 丸山 寧々(6) 14.58 横張 百音(6) 14.59 渡邉 心愛(6) 14.68 臼井 笑実(6) 15.22 代田 未來(6) 18.04
足利陸上教室 泉が丘小 大宮北小 大宮北小 大宮北小 NSJr・女子
島田 欄(5) 14.08 栃木 千潤(5) 15.34 熊倉 有菜(5) 15.49 神田 真央(5) 15.49 片見 響(5) 16.24 知花 真望(5) 18.05
栃木中央小 大宮南小 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 大宮南小 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 壬生町立睦小
小池 愛理(6) 3m97(+0.1) 五十嵐 菜々(6) 3m83(-0.9) 野澤 優里彩(6) 3m71(-0.3) 宇賀神 美羽(5) 3m69(-0.1) 落合 羅音(6) 3m63(-0.4) 小林 伶衣(5) 3m41(+1.1) 上島 李々耶(6) 3m40(0.0) 上島 桃耶(6) 3m27(-0.3)
栃木中央小 菊東小陸上部 NSJr・女子 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 菊東小陸上部 鹿沼市立津田小 菊東小陸上部 菊東小陸上部
石原 南菜(6) 5m32(+0.4) 須田 彩希(6) 4m37(-0.8) 大柿 杏莉(6) 4m23(+0.6) 佐藤 麻里奈(6) 4m15(-0.2) 星野 心愛 (6) 4m03(-1.2) 吉村 風香(5) 3m99(-0.5) 初見 あかり(6) 3m96(-0.4) 渡邊 栞里(6) 3m91(+0.2)
足利陸上教室 JER 大宮北小 菊東小陸上部 陽南陸上女子部 大室小 陽南陸上女子部 大平陸上ｸﾗﾌﾞ さくら市陸上教室

凡例  *A:厚底シューズ着用 TER:栃木県小学記録 JER:日本小学記録相当（※過去の国内記録集計上）

6年女子100m 
風：-0.1

6年女子100m(2) 
風：0.0

6年女子100m(3) 
風：-0.8

6年女子100m(4) 
風：+0.6

6年女子100m(5) 
風：-1.1

5年女子100m 
風：0.0

5年女子100m(2) 
風：+0.8

5年女子100m(3) 
風：0.0

5年女子100m(4) 
風：+1.7

5年女子100m(5) 
風：+0.1

6年女子1000m

6年女子1000m(2)

6年女子1000m(3)

女子A走幅跳

女子B走幅跳

5年女子1000m

6年女子80mH 
風：+0.5

5年女子80mH 
風：+0.2



栃木陸上競技協会小学生記録会 新・タイ記録一覧表
栃木県総合運動公園陸上競技場
2020/10/18 ～ 2020/10/18

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 10月18日 栃木県小学記録 女 小学 1000m 決　勝 3 1 3:03.67 辻 陽花(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ(栃木)

2 10月18日 日本小学記録相当（※過去の国内記録集計上） 女 小学 走幅跳 決　勝 1 1 5m32 +0.4m/s 石原 南菜(6) 足利陸上教室(栃木)



コンディション情報

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2020/10/18 10:00 晴 19.0 54.0 北東 1.3

11:00 曇 19.0 54.0 西南西 1.2
12:00 晴 20.0 48.0 南南東 1.2
13:00 晴 19.5 54.0 西南西 0.9
14:00 曇 19.0 50.0 南南西 0.5

4 / 21



6年男子100m

決　勝　6組

1組 (風:-0.6) 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

ｲｲｼﾞﾏ ｶｹﾙ 栃木 ﾇﾏｵ ｹｲｽｹ 栃木

1 9 207 飯島 一翔(6) もおかｽﾎﾟｰﾂ 13.51 1 2 86 沼尾 敬介(6) 今市第二小 13.83
ｻﾊﾞｾ ﾋﾛﾄ 栃木 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｼｭｳ 栃木

2 5 123 佐波瀬 大翔(6) 大宮北小 13.87 2 5 136 近藤 壮秀(6) 国分寺RCJr 14.04
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 栃木 ﾂｸｲ ｱｻﾄ 栃木

3 7 6 山田 拓海(6) 陽南陸上男子部 14.21 3 8 29 津久井 麻仁(6) 清原中央小 14.98
ﾀｹｻﾞﾜ ﾏｻｷ 栃木 ｻｶﾏｷ ﾋﾛｼ 栃木

4 8 137 武澤 匡希(6) 国分寺RCJr 14.56 4 3 188 酒巻 祐(6) 栃木第五小 15.45
ｻｶﾓﾄ ｺｳｶﾞ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ｿｳﾔ 栃木

5 6 90 坂本 幸嘉(6) 東光陸上部 15.11 5 4 95 福田 颯哉(6) 東光陸上部 15.53
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ 栃木 ｻﾉ ｱｵｲ 栃木

6 3 63 渡邉 太翔(6) 菊東小陸上部 15.77 6 6 91 佐野 碧一(6) 東光陸上部 15.93
ｲﾁﾑﾗ ﾕｳﾄ 栃木 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 栃木

7 4 250 市村 友人(6) 矢板市陸上教室 16.08 7 7 177 柴崎 悠人(6) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 16.14
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 栃木

8 9 48 渡辺 啓介(6) みどりが丘 16.18

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

ﾌｸﾀﾞ ﾘｸﾄ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 栃木

1 7 88 福田 陸翔(6) 大室小 13.54 1 6 271 鈴木 智也(6) NSJr・男子 14.18
ｼﾛﾀ ｶｹﾙ 栃木 ｶｸﾓﾄ ｼﾞｪｰﾑｽ 栃木

2 2 175 代田 翔琉(6) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 14.60 2 3 187 覚本 慈瑛結(6) 栃木第五小 14.51
ﾔﾉ ｹﾝｼﾝ 栃木 ﾔｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 栃木

3 9 31 矢野 絢心(6) 西が岡小 14.61 3 9 82 谷澤 曜(6) 今市小 14.66
ﾀｹｲ ﾘｮｳｶﾞ 栃木 ﾊﾏｻﾞｷ ﾀｲﾁ 栃木

4 4 45 武井 涼我(6) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 15.07 4 2 14 浜崎 泰知(6) U-CLUB 14.91
ﾊﾏ ｴｲﾀ 栃木 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 栃木

5 6 249 濵 英汰(6) 矢板市陸上教室 15.10 5 5 139 森 翔太(6) 国分寺RCJr 15.08
ﾓﾘﾀ ﾚｵ 栃木 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳｴｲ 栃木

6 8 122 森田 怜桜(6) 大宮北小 16.20 6 8 30 藤田 將永(6) 西が岡小 15.32
ｸﾗｲ ｱｷﾄ 栃木 ｶﾐﾖｼﾊﾗ ﾘﾂｷ 栃木

7 5 141 倉井 諒人(6) 国分寺RCJr 16.53 7 7 83 上吉原 立輝(6) 今市第三小 15.53
ｿﾊﾞｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ 栃木 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾏ 栃木

8 3 93 傍島 大誠(6) 東光陸上部 16.96 8 4 94 高橋 侠磨(6) 東光陸上部 16.25

5組 (風:-1.0) 6組 (風:-0.6)

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 栃木 ｵﾉ ﾘﾝﾉｽｹ 栃木

1 4 274 渡部 凌士(6) NSJr・男子 14.15 1 8 32 小野 稟之輔(6) 西が岡小 13.15
ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾊﾙ 栃木

2 5 189 高野 広大(6) 栃木第五小 14.19 2 3 92 鈴木 陽心(6) 東光陸上部 13.18
ｲｼﾊﾗ ｶﾅﾄ 栃木 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 栃木

3 6 220 石原 奏翔(6) 益子JRC 15.33 3 2 161 伊藤 寛輝(6) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 13.52
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾝ 栃木 ﾀｹﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 栃木

4 8 62 中村 龍心(6) 菊東小陸上部 15.45 4 9 34 竹田 渚(6) 錦小 14.77
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 栃木 ｲｲｻﾞｻ ﾊﾙ 栃木

5 7 142 若林 治輝(6) 国分寺RCJr 16.34 5 4 140 飯笹 陽(6) 国分寺RCJr 14.95
ﾔﾅｼﾏ ﾚｲ 栃木 ｵｵﾂｶ ｱﾂﾄ 栃木

6 3 160 梁島 玲(6) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 16.90 6 6 224 大塚 篤人(6) 真岡小 14.97
ｻｶﾞﾗ ﾊﾙﾄ 栃木 ｿｳﾄﾒ ﾕｳｽｹ 栃木

9 181 佐柄 遙人(6) 栃木市立南小 DNS 7 7 190 早乙女 裕亮(6) 栃木第五小 15.64
ﾊﾔｼｶﾞﾐ ｺｳﾀ 栃木

8 5 36 林上 晃大(6) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 18.99

凡例  DNS:欠場



5年男子100m

決　勝　5組

1組 (風:+0.4) 2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

ﾏｼﾔﾏ ｿｳﾀ 栃木 ｵｲﾇﾏ ﾘｸｵｳ 栃木

1 3 56 増山 颯太(5) 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 14.67 1 4 119 小井沼 陸王(5) 大宮南小 14.99
ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｷ 栃木 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ 栃木

2 9 11 永井 晴貴(5) 陽南陸上男子部 15.35 2 2 144 石川 和真(5) 国分寺RCJr 16.25
ｲﾄｳ ﾘﾑ 栃木 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 栃木

3 5 275 伊藤 利夢(5) NSJr・男子 15.46 3 7 8 鈴木 俊介(5) 陽南陸上男子部 16.26
ﾌｶｲ ﾏｺﾄ 栃木 ｴﾋﾞﾊﾗ ｱｷﾄ 栃木

4 6 243 深井 真生(5) さくら市陸上教室 15.58 4 6 38 海老原 滉斗(5) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 16.30
ｵｵﾇｷ ﾏﾅﾄ 栃木 ﾏﾂｼﾀ ｹｲﾀ 栃木

5 8 52 大貫 愛翔(5) みどりが丘 15.68 5 8 76 松下 恵大(5) 鹿沼市立津田小 16.65
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾔﾄ 栃木 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 栃木

6 2 37 塚田 隼斗(5) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 16.39 6 9 156 東川 大輝(5) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 16.66
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 栃木 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 栃木

7 7 165 小林 晃一朗(5) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 17.08 7 5 167 阿部 皓太郎(5) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 17.53
ｲｼｶﾜ ﾅｵﾔ 栃木 ﾖｼｴ ﾘｮｳﾏ 栃木

4 179 石川 直哉(5) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ DNS 3 108 吉江 遼真(5) 日光市立日光小 DNS

3組 (風:-0.9) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾝﾄ 栃木 ﾀｶﾔﾏ ﾄｳﾔ 栃木

1 7 178 天谷 絆人(5) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 14.30 1 3 164 高山 桐矢(5) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 14.54
ｵｻﾞｷ ｼｭﾝ 栃木 ﾁﾉﾈ ﾕｳｽｹ 栃木

2 8 276 尾崎 旬(5) NSJr・男子 15.17 2 7 166 千野根 悠介(5) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 15.27
ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｾｲ 栃木 ｲｲﾉ ﾕｳｷ 栃木

3 2 9 米山 煌星(5) 陽南陸上男子部 15.20 3 4 104 飯野 雄稀(5) 日光市立小百小 15.59
ｹｲﾉ ｼｭﾝﾔ 栃木 ﾃﾗｵ ｺﾀﾛｳ 栃木

4 9 198 慶野 隼也(5) 栃木中央小 15.76 4 8 100 寺尾 琥太朗(5) 東光陸上部 15.65
ﾏﾙﾔﾏ ｿｳｹﾞﾝ 栃木 ｲｼﾀﾞ ﾌｳﾄ 栃木

5 4 12 丸山 颯元(5) U-CLUB 15.84 5 6 7 石田 楓翔(5) 陽南陸上男子部 15.77
ﾅﾑﾗ ｱﾂﾄ 栃木 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 栃木

6 3 101 名村 篤人(5) 東光陸上部 16.53 6 2 280 川口 翔真(5) 大田原市立西原小 15.84
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 栃木 ﾌﾙｻﾜ ﾘｮｳｼﾞ 栃木

7 6 146 渡邉 泰雅(5) 国分寺RCJr 17.01 7 9 77 古澤 凌次(5) 鹿沼市立津田小 16.19
ｵﾉ ｶｲﾄ 栃木 ｷﾑﾗ ﾅｵﾔ 栃木

8 5 157 小野 鎧斗(5) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 17.06 5 204 木村 直椰(5) 栃木南小 DNS

5組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾐﾈ ﾃｨﾑ 栃木

1 3 57 中峯 ﾃｨﾑ(5) 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 14.63
ﾊｷﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 栃木

2 5 154 萩原 螢音(5) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 15.16
ｲﾄｶｽﾞ ｶｲ 栃木

3 4 278 糸数 夏惟(5) 大田原市立西原小 15.86
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ 栃木

4 8 10 林 嵩真(5) 陽南陸上男子部 15.99
ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾏ 栃木

5 9 51 塚田 悠雅(5) みどりが丘 16.07
ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｷ 栃木

6 7 168 杉浦 裕起(5) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 16.39
ｸﾗﾅﾐ ﾔｸﾓ 栃木

7 2 169 倉浪 八雲(5) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 17.57
ﾉﾏﾀ ﾘｸ 栃木

6 277 野俣 陸(5) NSJr・男子 DNS

凡例  DNS:欠場



エキシビション一般男子100m

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

ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 茨城

1 5 7080 稲垣 広弥(2) 作新学院大 11.05
ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木

2 3 7087 粕尾 悠人(1) 作新学院大 11.26
ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ 栃木

3 8 7067 橋本 柊(3) 作新学院大 11.51
ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 栃木

4 6 7088 古島 匠稀(1) 作新学院大 11.63
ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 茨城

5 7 7089 佐藤 修斗(1) 作新学院大 11.66
ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ 茨城

6 4 7094 兼子 昂也(1) 作新学院大 11.79



6年男子1000m

決　勝　3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

ｼﾐｽﾞ ﾕﾒﾙ 栃木 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 栃木

1 4 227 清水 夢琉(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 2:56.61 *A 1 5 230 前田 悠斗(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 2:59.66 *A
ｱｸﾂ ﾄﾓｷ 栃木 ｻｻﾓﾘ ﾀﾞｲﾅ 栃木

2 14 226 阿久津 友希(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:15.53 *A 2 11 26 笹森 大那(6) ｽﾎﾟﾙﾄかわち 3:11.18
ｲﾜｶﾐ ﾖｼﾋﾄ 栃木 ｿｳﾄﾒ ｼｮｳﾀ 栃木

3 2 289 岩上 由仁(6) 足利陸上教室 3:16.51 *A 3 14 252 五月女 翔太(6) NSJr・LD 3:16.37 *A
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 栃木 ｼﾛﾀ ｶｹﾙ 栃木

4 12 194 渡辺 章(6) 栃木中央小 3:20.70 4 1 175 代田 翔琉(6) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 3:19.16
ｻﾄｳ ｼﾄﾞｳ 栃木 ﾂﾅｶﾜ ｹｲﾄ 栃木

5 13 251 佐藤 獅士侑(6) NSJr・LD 3:24.65 *A 5 9 229 綱川 啓斗(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:20.54 *A
ﾓﾘｶﾜ ﾏﾅﾄ 栃木 ﾏﾂﾓﾘ ｺｳｾｲ 栃木

6 1 132 森川 真登(6) 大宮北小 3:32.80 *A 6 2 231 松森 昴成(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:22.58
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾄ 栃木 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝ 栃木

7 3 75 安東 琉翔(6) 鹿沼市立津田小 3:40.75 6 10 53 池田 瞬(6) 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 3:22.58
ｲｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 栃木 ｸｼﾞﾗ ｱｷﾗ 栃木

8 6 54 石田 健造(6) 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 3:41.01 8 15 43 鯨 顕(6) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 3:27.36 *A
ﾋﾗﾔﾏ ﾀﾀﾞﾖﾘ 栃木 ﾂｸｲ ｱｻﾄ 栃木

9 5 272 平山 忠頼(6) NSJr・男子 3:41.18 9 13 29 津久井 麻仁(6) 清原中央小 3:33.92
ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 栃木 ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｷ 栃木

10 10 139 森 翔太(6) 国分寺RCJr 3:43.39 10 4 197 山中 悠生(6) 栃木中央小 3:36.93
ｻﾉ ｱｵｲ 栃木 ｲｼﾊﾗ ｶﾅﾄ 栃木

11 7 91 佐野 碧一(6) 東光陸上部 3:43.97 11 8 220 石原 奏翔(6) 益子JRC 3:38.55
ｽﾄｳ ﾕｳﾏ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 栃木

12 15 176 須藤 優真(6) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 3:54.92 12 12 143 渡邉 龍樹(6) 国分寺RCJr 3:40.89
ｳｴﾉ ﾕｲﾄ 栃木 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 栃木

13 16 219 上野 結翔(6) 益子JRC 4:10.03 13 7 271 鈴木 智也(6) NSJr・男子 3:41.54
ﾊﾔｼｶﾞﾐ ｺｳﾀ 栃木 ｿﾊﾞｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ 栃木

14 8 36 林上 晃大(6) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 4:24.61 14 6 93 傍島 大誠(6) 東光陸上部 3:51.90
ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 栃木 ｴﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 栃木

9 228 斉藤 圭汰(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ DNS 3 184 江田 傑(6) 栃木市立南小 DNS
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾘｭｳｾｲ 栃木 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 栃木

11 183 片栁 隆惺(6) 栃木市立南小 DNS 16 288 遠藤 秀征(6) 足利陸上教室 DNS

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｸﾂ ｶｽﾞｷ 栃木

1 7 225 阿久津 和希(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:00.83 *A
ｸﾏｸﾗ ﾑｻｼ 栃木

2 4 285 熊倉 武蔵(6) 石川走友会 3:13.73 *A
ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｼｭｳ 栃木

3 8 136 近藤 壮秀(6) 国分寺RCJr 3:14.66
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 栃木

4 6 274 渡部 凌士(6) NSJr・男子 3:17.89
ｺｽﾐ ﾘｳ 栃木

5 3 287 小角 利宇(6) 足利陸上教室 3:18.13
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 栃木

6 16 125 小林 綾太郎(6) 大宮北小 3:27.45
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 栃木

7 13 161 伊藤 寛輝(6) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 3:29.18
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 栃木

8 12 106 青柳 隆之介(6) 日光市立大沢小 3:31.32
ﾀｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 栃木

9 5 40 高杉 隼斗(6) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 3:32.48 *A
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 栃木

10 11 16 渡辺 虎大朗(6) U-CLUB 3:33.58 *A
ｵﾉ ｼｭｳｽｹ 栃木

11 9 112 小野 秀将(6) 落合陸上ｸﾗﾌﾞ 3:38.42
ｲｲｻﾞｻ ﾊﾙ 栃木

12 10 140 飯笹 陽(6) 国分寺RCJr 3:39.45
ﾅﾗ ｼｮｳﾀ 栃木

13 14 138 楢 翔太(6) 国分寺RCJr 3:51.47
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾄ 栃木

14 2 39 渡邊 晟叶(6) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 3:54.97 *A
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 栃木

15 1 142 若林 治輝(6) 国分寺RCJr 3:56.20
ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾏ 栃木

16 15 94 高橋 侠磨(6) 東光陸上部 4:12.20

凡例  DNS:欠場 *A:厚底シューズ着用



5年男子1000m

決　勝　3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

ﾌｶｲ ﾏｺﾄ 栃木 ﾜｶﾀ ﾋﾛﾀｶ 栃木

1 2 243 深井 真生(5) さくら市陸上教室 3:12.10 1 1 111 若田 大尚(5) 落合陸上ｸﾗﾌﾞ 3:05.40 *A
ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｾｲ 栃木 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｷ 栃木

2 1 9 米山 煌星(5) 陽南陸上男子部 3:15.65 2 14 234 後藤 遥希(5) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:20.50 *A
ｲﾘｴ ﾕｳｽｹ 栃木 ｲｼﾀﾞ ﾌｳﾄ 栃木

3 8 109 入江 佑典(5) 落合陸上ｸﾗﾌﾞ 3:21.48 3 10 7 石田 楓翔(5) 陽南陸上男子部 3:21.06
ｵｵｶﾞﾈ ﾕｳﾄ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 栃木

4 13 35 大金 勇翔(5) 平石北小 3:26.75 4 6 235 渡辺 大賀(5) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:28.40
ﾀｻｷ ｿｳﾀﾛｳ 栃木 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 栃木

5 14 211 田崎 壮太郎(5) 益子JRC 3:26.84 5 7 145 遠藤 新拓(5) 国分寺RCJr 3:30.03 *A
ﾀｹｳﾁ ﾙｶ 栃木 ｶﾄｳ ﾏﾅﾄ 栃木

6 15 254 竹内 琉カ(5) NSJr・LD 3:27.78 *A 6 4 253 加藤 心翔(5) NSJr・LD 3:36.48 *A
ﾅｶｺﾞｳ ｶｽﾞﾏ 栃木 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 栃木

7 7 233 中郷 和真(5) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:30.13 *A 7 15 25 佐藤 奏太(5) ｽﾎﾟﾙﾄかわち 3:38.26
ﾁﾊﾞﾅ ﾏｻｷ 栃木 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳｾｲ 栃木

8 16 152 知花 征希(5) 壬生町立睦小 3:42.65 8 9 74 五十嵐 琉晟(5) 菊東小陸上部 3:40.36
ﾄﾖｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 栃木 ｵｸｻﾞﾜ ﾖｳ 栃木

9 6 210 豊口 稜太(5) 益子JRC 3:47.21 9 8 281 奥澤 葉(5) 大島RC 3:50.11 *A
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 栃木 ｴﾋﾞﾊﾗ ｱｷﾄ 栃木

10 4 24 山田 舜人(5) ｽﾎﾟﾙﾄかわち 3:47.59 10 5 38 海老原 滉斗(5) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 3:53.98 *A
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｷ 栃木 ｵｶﾍﾞ ｿｳｼ 栃木

11 5 46 福田 陽樹(5) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 3:57.19 11 3 196 岡部 蒼史(5) 栃木中央小 3:54.48
ｹｲﾉ ﾀｶﾔ 栃木 ｺﾞﾄｳ ｿｳｽｹ 栃木

12 10 195 慶野 貴哉(5) 栃木中央小 3:57.87 12 2 213 後藤 奏介(5) 益子JRC 3:55.77
ｲﾜﾓﾄ ﾗｲﾄ 栃木 ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｳｾｲ 栃木

13 11 283 岩本 莱音(5) 大島RC 3:59.65 13 12 27 菅沼 友星(5) 雀宮小 4:50.03
ｽｶﾞﾇﾏ ｾｲﾄ 栃木 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾁﾋﾛ 栃木

14 9 28 菅沼 星斗(5) 雀宮小 4:26.66 11 21 藤岡 倖大(5) U-CLUB DNS
ﾌｼﾞｵｶ ﾐﾁﾋﾛ 栃木 ﾉﾏﾀ ﾘｸ 栃木

3 22 藤岡 倫大(5) U-CLUB DNS 13 277 野俣 陸(5) NSJr・男子 DNS
ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｳ 栃木

12 206 金城 航(5) 栃木南小 DNS

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ﾄﾞﾘｴﾝ 栃木

1 4 232 石川 ﾄﾞﾘｴﾝ(5) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:22.17
ﾀﾅｶ ﾘｵ 栃木

2 2 255 田中 里旺(5) NSJr・LD 3:28.94
ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｷ 栃木

3 5 11 永井 晴貴(5) 陽南陸上男子部 3:33.08 *A
ｳｴｼﾞｮｳ ｿｳﾀ 栃木

4 11 155 上篠 颯太(5) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 3:37.48
ｵｲﾇﾏ ﾘｸｵｳ 栃木

5 13 119 小井沼 陸王(5) 大宮南小 3:38.82
ｻｸﾗｲ ｿｳﾀ 栃木

6 1 212 櫻井 蒼太(5) 益子JRC 3:44.94
ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ 栃木

7 7 99 高木 蒼太(5) 東光陸上部 3:45.97
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 栃木

8 9 72 相澤 嶺馬(5) 菊東小陸上部 3:47.51
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾔﾄ 栃木

9 12 37 塚田 隼斗(5) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 3:48.93
ｲｼｶﾜ ﾅｵﾔ 栃木

10 6 179 石川 直哉(5) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 3:49.22
ｳｽｲ ﾕｳﾏ 栃木

11 3 13 薄井 悠真(5) U-CLUB 4:05.01
ﾌｶﾐｽﾞ ｲｵﾘ 栃木

12 14 20 深水 伊織(5) U-CLUB 4:05.09
ｱﾘｻｶ ﾘｭｳﾀ 栃木

13 15 115 有坂 琉汰(5) 落合陸上ｸﾗﾌﾞ 4:08.78
ｵﾘｶｻ ｱﾔﾄ 栃木

14 8 110 折笠 彩翔(5) 落合陸上ｸﾗﾌﾞ 4:17.21
ｷﾑﾗ ﾅｵﾔ 栃木

10 204 木村 直椰(5) 栃木南小 DNS

凡例  DNS:欠場 *A:厚底シューズ着用



6年男子80mH

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

ﾅｶﾞｴ ﾊﾙｷ 栃木

1 6 202 長江 陽生(6) 栃木中央小 15.11
ﾋﾗﾔﾏ ﾀﾀﾞﾖﾘ 栃木

2 5 272 平山 忠頼(6) NSJr・男子 15.22
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝ 栃木

3 7 273 渡邉 寛(6) NSJr・男子 15.53



男子A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

ﾎﾝﾏ ｼﾝ 栃木 4m22 3m59 4m19 4m22
1 8 58 本間 心(6) 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ -1.0 -1.2 -0.7 -1.0

ｲﾜﾓﾄ ｺｳｾｲ 栃木 3m96 3m61 3m80 3m96
2 2 17 岩本 航成(5) U-CLUB +0.1 -0.4 -0.8 +0.1

ﾀｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 栃木 × 3m78 × 3m78
3 6 40 高杉 隼斗(6) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ +0.7 +0.7

ﾅﾗ ｼｮｳﾀ 栃木 3m57 3m24 3m37 3m57
4 4 138 楢 翔太(6) 国分寺RCJr -1.9 -0.5 -0.5 -1.9

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝ 栃木 3m54 3m24 3m26 3m54
5 5 273 渡邉 寛(6) NSJr・男子 -0.5 -0.2 +0.3 -0.5

ｺｴﾀﾞ ｷﾘｭｳ 栃木 3m30 3m32 3m25 3m32
6 7 49 小枝 暉琉(6) みどりが丘 +0.6 +1.3 0.0 +1.3

ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ 栃木 3m11 3m21 2m80 3m21
7 1 99 高木 蒼太(5) 東光陸上部 +1.3 +0.4 -0.5 +0.4

ﾔﾅｼﾏ ｴｸﾔ 栃木 × 2m06 2m66 2m66
8 9 162 梁島 詠矢(6) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ -0.9 -0.6 -0.6

ﾈﾓﾄ ﾕｳｻｸ 栃木 2m50 2m45 2m58 2m58
9 10 50 根本 悠作(6) みどりが丘 -0.3 +0.7 -0.9 -0.9

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾄ 栃木 2m57 × 2m09 2m57
10 3 39 渡邊 晟叶(6) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ +1.3 +2.1 +1.3

ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 栃木 7m02 7m11 7m32 7m32
OP 12 8173 村田 遼介 OCOSITEI -1.0 -1.1 -0.2 -0.2

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 栃木 6m91 6m86 × 6m91
OP 11 7092 村上 潤(1) 作新学院大 -0.5 -0.5 -0.5

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 栃木 6m66 6m49 6m83 6m83
OP 13 8086 斎藤 勇太 宇都宮記念病院 +0.2 -0.2 -0.1 -0.1

ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 栃木 6m76 6m18 6m48 6m76
OP 14 8059 吉澤 尚哉 滝沢ハム -0.5 0.0 -0.1 -0.5



男子B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

ﾌｸﾀﾞ ﾘｸﾄ 栃木 4m68 × 4m68 4m68
1 11 88 福田 陸翔(6) 大室小 -0.7 +0.8 -0.7

ｵﾉ ﾘﾝﾉｽｹ 栃木 4m14 3m92 4m04 4m14
2 8 32 小野 稟之輔(6) 西が岡小 -1.7 +1.0 -0.8 -1.7

ｽｽﾞｷ ﾊﾙ 栃木 × × 4m09 4m09
3 13 92 鈴木 陽心(6) 東光陸上部 +0.2 +0.2

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾝ 栃木 × 3m75 3m67 3m75
4 12 62 中村 龍心(6) 菊東小陸上部 -0.5 +1.3 -0.5

ﾌｸﾀﾞ ｿｳﾔ 栃木 3m58 3m74 3m60 3m74
5 15 95 福田 颯哉(6) 東光陸上部 -1.1 +0.1 +0.8 +0.1

ｻｶﾓﾄ ｺｳｶﾞ 栃木 3m41 3m69 3m19 3m69
6 9 90 坂本 幸嘉(6) 東光陸上部 -1.5 +1.0 +1.4 +1.0

ｲｲﾉ ﾕｳｷ 栃木 × 3m65 3m34 3m65
7 7 104 飯野 雄稀(5) 日光市立小百小 +1.8 -1.4 +1.8

ﾓﾘﾀ ﾚｵ 栃木 3m34 3m02 3m56 3m56
8 14 122 森田 怜桜(6) 大宮北小 -1.4 +0.1 +0.5 +0.5

ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾏ 栃木 3m45 3m36 3m15 3m45
9 3 51 塚田 悠雅(5) みどりが丘 -0.3 +0.3 -0.3 -0.3

ﾌﾙｻﾜ ﾘｮｳｼﾞ 栃木 3m22 3m33 3m44 3m44
10 4 77 古澤 凌次(5) 鹿沼市立津田小 +1.3 +0.4 -0.6 -0.6

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 栃木 3m15 3m42 3m10 3m42
11 5 8 鈴木 俊介(5) 陽南陸上男子部 -1.0 +2.8 -2.7 +2.8

ﾃﾗｵ ｺﾀﾛｳ 栃木 3m39 3m15 × 3m39
12 1 100 寺尾 琥太朗(5) 東光陸上部 -1.3 -0.2 -1.3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ 栃木 × 3m37 3m08 3m37
13 10 63 渡邉 太翔(6) 菊東小陸上部 -0.3 +0.7 -0.3

ｲﾁﾑﾗ ﾕｳﾄ 栃木 2m88 3m11 3m16 3m16
14 16 250 市村 友人(6) 矢板市陸上教室 -0.4 -0.8 +0.4 +0.4

ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ 栃木 3m09 × × 3m09
15 2 10 林 嵩真(5) 陽南陸上男子部 -1.4 -1.4

ﾅﾑﾗ ｱﾂﾄ 栃木 2m86 × 3m00 3m00
16 6 101 名村 篤人(5) 東光陸上部 -0.5 -0.9 -0.9



6年女子100m

決　勝　5組

1組 (風:-0.1) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ 栃木 ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃木

1 3 1 佐藤 麻里奈(6) 陽南陸上女子部 14.07 1 8 290 石原 南菜(6) 足利陸上教室 13.46
ｳｴﾉ ﾊﾙｶ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺｱ 栃木

2 2 261 植野 遥(6) NSJr・女子 14.22 2 4 130 渡邉 心愛(6) 大宮北小 14.39
ｺﾇﾏ ｻﾗ 栃木 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝ 栃木

3 5 292 小沼 彩愛(6) 足利陸上教室 14.52 3 7 117 松本 凛(6) 大宮南小 14.53
ｱｻﾉ ﾋｶﾘ 栃木 ﾂﾁﾔ ｷﾗ 栃木

4 7 150 浅野 ひかり(6) 国分寺RCJr 14.83 4 3 264 土谷 祈星(6) NSJr・女子 14.87
ｵｵｶﾞｷ ｱﾝﾘ 栃木 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｵ 栃木

5 4 70 大柿 杏莉(6) 菊東小陸上部 14.89 5 9 147 遠藤 志峰(6) 国分寺RCJr 15.03
ﾋﾗﾉ ﾅﾅ 栃木 ｵｶﾀﾞ ﾁﾅ 栃木

6 9 15 平野 菜々(6) U-CLUB 15.05 6 5 69 岡田 千那(6) 菊東小陸上部 15.69
ｲﾜﾏﾂ ﾚｲｱ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ 栃木

7 6 191 岩松 怜愛(6) 栃木第五小 15.56 7 2 98 渡辺 さくら(6) 東光陸上部 15.74
ｷﾑﾗ ﾕｷﾉ 栃木 ｷｻﾞﾜ ﾕｶﾘ 栃木

8 8 96 木村 雪乃(6) 東光陸上部 15.76 8 6 171 木澤 縁(6) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 16.30

3組 (風:-0.8) 4組 (風:+0.6)

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

ﾎｼﾉ ｺｺｱ 栃木 ｼﾏﾉ ｻｸﾗ 栃木

1 8 89 星野 心愛 (6) 大室小 13.86 1 8 293 島野 桜(6) 足利陸上教室 14.25
ｱﾂｷﾞ ﾋﾏﾘ 栃木 ｵｸﾞﾛ ﾅﾅ 栃木

2 7 291 厚木 ひまり(6) 足利陸上教室 14.06 2 7 124 小黒 那奈(6) 大宮北小 14.64
ｽﾀﾞ ｻｷ 栃木 ｼﾄﾞﾘ ﾕﾏ 栃木

3 4 126 須田 彩希(6) 大宮北小 14.15 3 5 222 委文 結麻(6) 真岡小 14.66
ｶﾈｺ ﾅｷﾞｻ 栃木 ﾏﾙﾔﾏ ﾈﾈ 栃木

4 6 262 金子 なぎさ(6) NSJr・女子 14.27 4 4 33 丸山 寧々(6) 泉が丘小 14.82
ﾅｶﾞﾀ ｱｲﾘ 栃木 ｼﾛﾀ ﾐｸ 栃木

5 2 107 長田 愛梨(6) 日光市立南原小 14.81 5 6 263 代田 未來(6) NSJr・女子 15.79
ｵﾑﾗ ﾙｶ 栃木 ﾈﾓﾄ ﾙｲ 栃木

6 3 148 尾村 瑠香(6) 国分寺RCJr 15.46 6 2 118 根本 留衣(6) 大宮南小 15.96
ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 栃木 ﾁﾊﾞ ｱｻｷ 栃木

7 5 163 斎藤 愛未(6) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 15.49 7 3 217 千葉 絢咲(6) 益子JRC 16.05
ｳｽｲ ｻﾜ 栃木 ﾏｷﾀ ﾅﾂｷ 栃木

8 9 65 臼井 沙和(6) 菊東小陸上部 15.61 8 9 192 牧田 夏樹(6) 栃木第五小 16.88

5組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｲﾅ 栃木

1 3 103 滝川 結央(6) 日光市立轟小 14.53
ｻﾄｳ ｱｻｷ 栃木

2 8 84 佐藤 亜咲(6) 今市第三小 14.57
ﾐﾔ ﾋﾒｶ 栃木

3 2 266 宮 妃花(6) NSJr・女子 14.58
ｻﾄｳ ｲﾉﾘ 栃木

4 6 223 佐藤 いのり(6) 真岡小 14.60
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 栃木

5 4 244 渡邊 栞里(6) さくら市陸上教室 14.65
ﾊﾂﾐ ｱｶﾘ 栃木

6 5 172 初見 あかり(6) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 15.50
ｶﾄｳ ｱｲﾅ 栃木

7 7 149 加藤 愛捺(6) 国分寺RCJr 15.53
ﾋﾛﾀ ｱﾉﾝ 栃木

8 9 97 廣田 空音(6) 東光陸上部 16.72



5年女子100m

決　勝　5組

1組 (風:0.0) 2組 (風:+0.8)

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

ﾅｶﾉ ﾘｱ 栃木 ｸﾏｸﾗ ﾕﾅ 栃木

1 6 199 中野 莉彩(5) 栃木中央小 14.78 1 3 60 熊倉 有菜(5) 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 14.56
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾓ 栃木 ﾃﾂﾞｶ ﾐｳ 栃木

2 9 4 渡邉 亜萌(5) 陽南陸上女子部 15.06 2 4 87 手塚 心海(5) 大室小 15.40
ｲﾉﾏﾀ ﾘﾝｺ 栃木 ﾀｸﾞﾁ ﾘｺ 栃木

3 3 79 猪俣 凛子(5) 鹿沼市立津田小 15.76 3 8 186 田口 莉子(5) 栃木第五小 16.44
ｲﾏﾑﾗ ﾋﾄﾐ 栃木 ｽﾄｳ ｱﾘｻ 栃木

4 8 41 今村 瞳(5) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 16.79 4 7 173 須藤 有咲(5) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 16.54
ﾎﾃｲﾀﾞ ｺﾊﾙ 栃木 ｷﾐﾅﾐ ｻｷ 栃木

5 5 158 布袋田 小春(5) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 17.05 5 9 81 君波 咲妃(5) 鹿沼市立津田小 17.02
ｻﾜｻｷ ﾆｲﾅ 栃木 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 栃木

6 7 102 澤崎 新菜(5) 東光陸上部 17.21 6 6 279 山本 美月(5) 大田原市立西原小 17.43
ｽｽﾞｷ ﾒｲ 栃木 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ 栃木

4 18 鈴木 芽衣(5) U-CLUB DNS 5 23 松本 菜月(5) U-CLUB DNS

3組 (風:0.0) 4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

ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾘ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 栃木

1 5 267 小片 優莉(5) NSJr・女子 14.68 1 3 55 高橋 悠(5) 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 14.10
ｶﾀﾐ ﾋﾋﾞｷ 栃木 ｻﾔﾏ ﾕｷｺ 栃木

2 3 59 片見 響(5) 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 15.35 2 9 174 佐山 結季子(5) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 14.44
ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 栃木 ﾖｼﾑﾗ ﾌｳｶ 栃木

3 7 2 中村 真唯(5) 陽南陸上女子部 15.95 3 6 5 吉村 風香(5) 陽南陸上女子部 14.62
ｽｽﾞｷ ﾏﾕ 栃木 ﾋｸﾞﾁ ﾏｺ 栃木

4 6 247 鈴木 まゆ(5) 矢板市陸上教室 16.30 4 4 268 樋口 まこ(5) NSJr・女子 14.99
ｱｲｺ ﾅﾅｶ 栃木 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｶ 栃木

5 9 284 相子 奈々果(5) 石川走友会 16.49 5 5 105 小倉 優佳(5) 日光市立小林小 15.48
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘﾝｶ 栃木 ｻｶﾓﾄ ｱｵﾊﾞ 栃木

6 8 42 海老原 凛佳(5) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 16.63 6 7 135 坂本 あおば(5) 小山城東小 15.77
ｶﾜﾀ ﾊﾙﾖ 栃木 ｵｲｶﾜ ﾐｵﾝ 栃木

7 4 80 川田 春宵(5) 鹿沼市立津田小 17.23 7 8 47 及川 美音(5) 上三川小 17.25

5組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎｼﾉ ｺｺﾅ 栃木

1 4 270 星野 心菜(5) NSJr・女子 15.15
ｻｲﾄｳ ﾐｲﾅ 栃木

2 2 221 斎藤 海菜(5) 塩谷町立船生小 15.45
ﾀｶﾊｼ ﾀﾏﾅ 栃木

3 5 3 髙橋 瑞奈(5) 陽南陸上女子部 15.92
ｴﾀﾞ ﾄﾓﾐ 栃木

4 3 134 江田 朋未(5) 羽川小 16.29
ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 栃木

5 8 151 鈴木 愛梨(5) 国分寺RCJr 16.77
ｵｵﾔﾏ ｱﾕﾐ 栃木

6 246 大山 歩美(5) さくら市陸上教室 DNS
ｵｶﾞﾜ ｸﾚｱ 栃木

7 185 小川 來愛(5) 栃木市立南小 DNS
ﾆﾀﾞｲﾗ ﾋﾅ 栃木

9 19 仁平 陽奈(5) U-CLUB DNS

凡例  DNS:欠場



エキシビション一般女子100m

決　勝　

(風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ 栃木

1 4 8013 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 12.23
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 栃木

2 7 7047 福田 奈央(2) 作新学院大 12.49
ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 栃木

3 6 7052 市川 亜澄(1) 作新学院大 12.60
ｾｷﾈ ｺｺﾛ 栃木

4 8 7051 関根 こころ(1) 作新学院大 12.76
ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木

5 3 7054 柴 凛(1) 作新学院大 12.93
ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木

6 5 7048 高橋 萌(2) 作新学院大 13.19



6年女子1000m

決　勝　3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

ｲｼｶﾜ ｱｲﾅ 栃木 ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔﾈ 栃木

1 1 236 石川 愛菜(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:11.03 *A 1 13 208 長島 彩音(6) もおかｽﾎﾟｰﾂ 3:19.36
ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾙ 栃木 ﾋｸﾞﾁ ﾕｱ 栃木

2 7 242 清水 叶琉(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:29.63 2 8 241 樋口 結愛(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:25.76 *A
ﾅｶﾞﾀ ｱｲﾘ 栃木 ｻｶﾓﾄ ｼｵﾘ 栃木

3 12 107 長田 愛梨(6) 日光市立南原小 3:31.73 3 4 238 坂本 詩織(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:30.62 *A
ﾅｶｳﾁ ﾒｲ 栃木 ｱｻﾉ ﾋｶﾘ 栃木

4 5 215 中内 芽衣(6) 益子JRC 3:34.05 4 5 150 浅野 ひかり(6) 国分寺RCJr 3:32.28
ｵｶﾀﾞ ﾋﾒｶ 栃木 ﾅｶﾉ ﾊﾅ 栃木

5 2 128 岡田 姫華(6) 大宮北小 3:34.50 5 9 193 中野 遥愛(6) 栃木中央小 3:32.87
ｶﾜｼﾏ ﾐｸ 栃木 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｵ 栃木

6 6 257 川島 実來(6) NSJr・LD 3:35.14 6 3 216 遠藤 未央(6) 益子JRC 3:33.00
ｺｳﾉ ﾘｲﾅ 栃木 ﾉｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 栃木

7 10 133 河野 里衣菜(6) 大宮北小 3:39.77 7 12 265 野澤 優里彩(6) NSJr・女子 3:35.80
ｶﾄｳ ｱｲﾅ 栃木 ｵﾁｱｲ ﾕﾐﾅ 栃木

8 9 149 加藤 愛捺(6) 国分寺RCJr 3:43.60 8 6 127 落合 優水(6) 大宮北小 3:41.15
ｳｴｼﾞﾏ ﾘﾘｶ 栃木 ﾅｶﾞｵｶ ﾆｺ 栃木

9 8 68 上島 李々耶(6) 菊東小陸上部 3:45.19 9 1 260 長岡 虹空(6) NSJr・LD 3:44.49
ｸﾘﾀ ﾜﾉﾊ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ 栃木

10 11 209 栗田 和乃羽(6) もおかｽﾎﾟｰﾂ 3:46.08 10 11 114 福田 眞子(6) 落合陸上ｸﾗﾌﾞ 3:44.50
ｲｶﾗｼ ﾅﾅ 栃木 ｷﾑﾗ ﾕｷﾉ 栃木

11 13 64 五十嵐 菜々(6) 菊東小陸上部 3:51.15 11 7 96 木村 雪乃(6) 東光陸上部 3:46.30
ｶﾐｵｶ ﾕｳﾘ 栃木 ｵｵﾇｷ ﾋﾒｶ 栃木

12 4 286 上岡 友梨(6) 石川走友会 3:51.92 *A 12 2 66 大貫 姫果(6) 菊東小陸上部 3:51.36 *A
ｷｯｶ ﾊﾙﾅ 栃木 ｳｼﾞｲｴ ﾚﾅ 栃木

13 3 170 吉家 遥那(6) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 3:52.78 *A 10 245 氏家 励奈(6) さくら市陸上教室 DNS

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｼﾞ ﾋﾅｶ 栃木

1 5 239 辻 陽花(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:03.67 TER
ｵｵﾊｼ ｿﾗ 栃木

2 13 237 大橋 空(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:09.04 *A
ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｲﾘ 栃木

3 2 240 富永 愛梨(6) 芳賀真岡ｸﾗﾌﾞ 3:18.75 *A
ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｲﾅ 栃木

4 7 103 滝川 結央(6) 日光市立轟小 3:24.57
ｵｸﾞﾛ ﾅﾅ 栃木

5 12 124 小黒 那奈(6) 大宮北小 3:25.84
ｳｴﾀﾞ ﾘｵﾝ 栃木

6 11 256 上田 理央(6) NSJr・LD 3:30.10
ｷﾐｼﾞﾏ ｶﾎ 栃木

7 6 258 君島 果歩(6) NSJr・LD 3:40.07 *A
ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾎ 栃木

8 8 259 菅原 佳歩(6) NSJr・LD 3:42.82
ｶﾐﾔﾏ ﾋﾅ 栃木

9 1 113 神山 陽菜(6) 落合陸上ｸﾗﾌﾞ 3:44.07 *A
ｵﾑﾗ ﾙｶ 栃木

10 4 148 尾村 瑠香(6) 国分寺RCJr 3:44.60 *A
ｳｴｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 栃木

11 9 67 上島 桃耶(6) 菊東小陸上部 3:59.92
ｲｲｵ ﾕｳ 栃木

3 214 飯尾 宥(6) 益子JRC DNF
ﾁﾊﾞ ｱｻｷ 栃木

10 217 千葉 絢咲(6) 益子JRC DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 *A:厚底シューズ着用 TER:栃木県小学記録



5年女子1000m

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ 栃木

1 15 294 松崎 莉子(5) 足利陸上教室 3:25.48
ﾀｶﾊｼ ﾀﾏﾅ 栃木

2 10 3 髙橋 瑞奈(5) 陽南陸上女子部 3:26.50 *A
ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾘ 栃木

3 11 267 小片 優莉(5) NSJr・女子 3:29.53
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾘ 栃木

4 14 269 前沢 朱里(5) NSJr・女子 3:30.98
ｱｲｺ ﾅﾅｶ 栃木

5 3 284 相子 奈々果(5) 石川走友会 3:33.97 *A
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘﾝｶ 栃木

6 2 42 海老原 凛佳(5) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 3:38.71
ﾋﾙﾑﾀ ﾘｺ 栃木

7 5 85 蛭牟田 理子(5) 今市第三小 3:42.04
ｼﾐｽﾞ ｸﾙﾐ 栃木

8 9 218 清水 くるみ(5) 益子JRC 3:44.70
ｸｼﾞﾗ ｱｲ 栃木

9 17 44 鯨 藍(5) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 3:49.34
ｲﾏﾑﾗ ﾋﾄﾐ 栃木

10 12 41 今村 瞳(5) 上三川Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ 3:50.08
ﾀﾅｶ ﾓﾅ 栃木

11 16 116 田中 萌愛(5) 落合陸上ｸﾗﾌﾞ 3:52.69
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｵﾅ 栃木

12 13 282 安藤 理央奈(5) 大島RC 3:53.28
ｲﾜﾀ ｲﾛﾊ 栃木

13 1 73 岩田 色葉(5) 菊東小陸上部 4:00.03
ｴﾀﾞ ﾄﾓﾐ 栃木

14 7 134 江田 朋未(5) 羽川小 4:01.41
ｵｲｶﾜ ﾐｵﾝ 栃木

15 4 47 及川 美音(5) 上三川小 4:03.12
ｶﾜﾀ ﾊﾙﾖ 栃木

16 6 80 川田 春宵(5) 鹿沼市立津田小 4:07.24
ｵｶﾀﾞ ｻﾜ 栃木

8 205 岡田　爽(5) 栃木南小 DNS

凡例  DNS:欠場 *A:厚底シューズ着用



6年女子80mH

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

ｼﾏﾉ ｻｸﾗ 栃木

1 7 293 島野 桜(6) 足利陸上教室 13.37
ﾏﾙﾔﾏ ﾈﾈ 栃木

2 5 33 丸山 寧々(6) 泉が丘小 14.58
ﾖｺﾊﾞﾘ ﾓﾓﾈ 栃木

3 8 129 横張 百音(6) 大宮北小 14.59
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺｱ 栃木

4 3 130 渡邉 心愛(6) 大宮北小 14.68
ｳｽｲ ｴﾐ 栃木

5 6 131 臼井 笑実(6) 大宮北小 15.22
ｼﾛﾀ ﾐｸ 栃木

6 4 263 代田 未來(6) NSJr・女子 18.04



5年女子80mH

決　勝　

(風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾏﾀﾞ ﾗﾝ 栃木

1 5 203 島田 欄(5) 栃木中央小 14.08
ﾄﾁｷﾞ ﾁﾋﾛ 栃木

2 4 121 栃木 千潤(5) 大宮南小 15.34
ｸﾏｸﾗ ﾕﾅ 栃木

3 6 60 熊倉 有菜(5) 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 15.49
ｶﾝﾀﾞ ﾏｵ 栃木

4 8 120 神田 真央(5) 大宮南小 15.49
ｶﾀﾐ ﾋﾋﾞｷ 栃木

5 9 59 片見 響(5) 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 16.24
ﾁﾊﾞﾅ ﾏﾐ 栃木

6 7 153 知花 真望(5) 壬生町立睦小 18.05



女子A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

ｺｲｹ ｱｲﾘ 栃木 × 3m97 3m92 3m97
1 8 200 小池 愛理(6) 栃木中央小 +0.1 -1.0 +0.1

ｲｶﾗｼ ﾅﾅ 栃木 3m83 3m73 3m57 3m83
2 4 64 五十嵐 菜々(6) 菊東小陸上部 -0.9 +0.2 -0.7 -0.9

ﾉｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 栃木 3m50 3m71 × 3m71
3 5 265 野澤 優里彩(6) NSJr・女子 -0.8 -0.3 -0.3

ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾐｳ 栃木 3m51 3m38 3m69 3m69
4 3 61 宇賀神 美羽(5) 華陵ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ +1.7 -1.4 -0.1 -0.1

ｵﾁｱｲ ｱﾐﾈ 栃木 3m63 3m58 3m58 3m63
5 9 71 落合 羅音(6) 菊東小陸上部 -0.4 0.0 -0.5 -0.4

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 栃木 3m41 3m18 3m18 3m41
6 2 78 小林 伶衣(5) 鹿沼市立津田小 +1.1 +0.1 0.0 +1.1

ｳｴｼﾞﾏ ﾘﾘｶ 栃木 2m84 3m40 3m19 3m40
7 14 68 上島 李々耶(6) 菊東小陸上部 +0.2 0.0 -0.3 0.0

ｳｴｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 栃木 3m27 × 3m18 3m27
8 12 67 上島 桃耶(6) 菊東小陸上部 -0.3 -0.9 -0.3

ﾅﾗﾔ ﾐｳ 栃木 × 3m19 × 3m19
9 13 201 奈良谷 美海(6) 栃木中央小 0.0 0.0

ｵｵﾇｷ ﾋﾒｶ 栃木 3m12 2m92 2m78 3m12
10 7 66 大貫 姫果(6) 菊東小陸上部 -0.7 0.0 -0.2 -0.7

ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 栃木 3m04 2m93 3m08 3m08
11 1 159 鈴木 ひかり(5) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ +0.1 -0.5 -0.9 -0.9

ｲｼﾂｶ ｶﾎ 栃木 2m67 2m78 2m70 2m78
12 10 248 石塚 佳帆(6) 矢板市陸上教室 +0.2 -1.0 +0.1 -1.0

ｶﾐﾔﾏ ｱﾔﾈ 栃木 5m73 5m72 5m75 5m75
OP 16 8010 神山 綾音 鹿沼市役所 +0.5 -0.3 -0.5 -0.5

ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 栃木 5m10 × 4m89 5m10
OP 15 7048 高橋 萌(2) 作新学院大 -0.7 -0.4 -0.7

ｶｼﾞｷ ﾓｴｶ 栃木

6 180 梶木 萌伽(6) 栃木市立南小 DNS
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｱ 栃木

11 182 高山 結愛(6) 栃木市立南小 DNS

凡例  DNS:欠場



女子B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 × 5m32 5m01 5m32
1 24 290 石原 南菜(6) 足利陸上教室 +0.4 -0.6 +0.4 JER

ｽﾀﾞ ｻｷ 栃木 4m37 4m02 4m11 4m37
2 15 126 須田 彩希(6) 大宮北小 -0.8 -2.0 -0.3 -0.8

ｵｵｶﾞｷ ｱﾝﾘ 栃木 3m95 4m13 4m23 4m23
3 27 70 大柿 杏莉(6) 菊東小陸上部 +0.7 +0.4 +0.6 +0.6

ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ 栃木 4m03 4m14 4m15 4m15
4 6 1 佐藤 麻里奈(6) 陽南陸上女子部 -1.3 +0.1 -0.2 -0.2

ﾎｼﾉ ｺｺｱ 栃木 3m86 4m03 3m82 4m03
5 11 89 星野 心愛 (6) 大室小 -1.9 -1.2 +0.5 -1.2

ﾖｼﾑﾗ ﾌｳｶ 栃木 3m79 3m88 3m99 3m99
6 4 5 吉村 風香(5) 陽南陸上女子部 +2.1 -0.2 -0.5 -0.5

ﾊﾂﾐ ｱｶﾘ 栃木 3m64 × 3m96 3m96
7 19 172 初見 あかり(6) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ -0.2 -0.4 -0.4

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 栃木 3m74 3m75 3m91 3m91
8 20 244 渡邊 栞里(6) さくら市陸上教室 0.0 +0.4 +0.2 +0.2

ｳｴﾉ ﾊﾙｶ 栃木 3m73 3m91 3m67 3m91
9 18 261 植野 遥(6) NSJr・女子 -0.5 +1.1 +0.7 +1.1

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝ 栃木 × 3m84 3m90 3m90
10 14 117 松本 凛(6) 大宮南小 -1.5 -0.1 -0.1

ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 栃木 3m67 3m86 3m74 3m86
11 17 163 斎藤 愛未(6) 石橋ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ -1.4 +1.0 +0.1 +1.0

ｴﾝﾄﾞｳ ｼｵ 栃木 3m59 3m85 3m72 3m85
12 16 147 遠藤 志峰(6) 国分寺RCJr -1.8 0.0 +0.2 0.0

ｶﾈｺ ﾅｷﾞｻ 栃木 × 3m85 × 3m85
13 22 262 金子 なぎさ(6) NSJr・女子 +1.8 +1.8

ﾐﾔ ﾋﾒｶ 栃木 3m63 3m81 3m80 3m81
14 25 266 宮 妃花(6) NSJr・女子 +1.3 +0.2 -0.2 +0.2

ｻﾄｳ ｱｻｷ 栃木 × 3m79 3m70 3m79
15 10 84 佐藤 亜咲(6) 今市第三小 -0.7 +0.8 -0.7

ｵｶﾀﾞ ﾁﾅ 栃木 × 3m68 3m62 3m68
16 9 69 岡田 千那(6) 菊東小陸上部 -0.7 +0.6 -0.7

ﾎｼﾉ ｺｺﾅ 栃木 3m50 3m59 3m49 3m59
17 5 270 星野 心菜(5) NSJr・女子 -0.1 +0.2 -1.0 +0.2

ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 栃木 3m42 × 3m51 3m51
18 1 2 中村 真唯(5) 陽南陸上女子部 -1.1 +1.1 +1.1

ｷｻﾞﾜ ﾕｶﾘ 栃木 3m23 3m12 3m45 3m45
19 21 171 木澤 縁(6) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 0.0 -0.2 -0.5 -0.5

ｳｽｲ ｻﾜ 栃木 3m44 3m25 3m43 3m44
20 7 65 臼井 沙和(6) 菊東小陸上部 -0.3 -0.5 0.0 -0.3

ﾂﾁﾔ ｷﾗ 栃木 3m38 3m19 3m32 3m38
21 13 264 土谷 祈星(6) NSJr・女子 -0.1 -1.0 0.0 -0.1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ 栃木 × 3m28 3m08 3m28
22 23 98 渡辺 さくら(6) 東光陸上部 +0.8 -0.2 +0.8

ｽﾄｳ ｱﾘｻ 栃木 3m16 3m11 3m07 3m16
23 3 173 須藤 有咲(5) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ -2.2 -0.3 +0.3 -2.2

ｻﾜｻｷ ﾆｲﾅ 栃木 2m74 2m86 2m83 2m86
24 2 102 澤崎 新菜(5) 東光陸上部 -1.6 -1.3 +0.8 -1.3

ﾋﾛﾀ ｱﾉﾝ 栃木 × × ×
12 97 廣田 空音(6) 東光陸上部 NM

ｱﾂｷﾞ ﾋﾏﾘ 栃木 × × ×
26 291 厚木 ひまり(6) 足利陸上教室 NM

ｺﾇﾏ ｻﾗ 栃木

8 292 小沼 彩愛(6) 足利陸上教室 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし JER:日本小学記録相当（※過去の国内記録集計上）


