
第55回佐野市春季奨励陸上大会（2021/04/29木祝・佐野市運動公園）　
所属別エントリー状況

団体名 競技者数 個人種目 リレー種目
植野小 19 21 2
界小 4 6 1
城北小 2 3
旗川小 5 5
赤見小 20 33 2
石塚小 30 41 4
田沼小 9 12
吉水小 4 5
栃本小 3 3
多田小 2 3
常盤小 2 2
氷室小 1 1
城東中 15 15 1
佐野南中 19 34 2
赤見中 12 15
田東中 20 27 2
葛生中 18 21 2
佐野高附中 15 21 4
毛野南小 13 19 1
協和中 14 19
足利陸上クラブ 35 54 1
犬伏小 2 4
godsspeed 3 3
佐野北 26 29 2
あそ野義 70 94 6
犬伏東 5 6
佐野西 13 16 1



第55回佐野市春季奨励陸上大会（2021/04/29木祝・佐野市運動公園）　
種目数一覧

（男子）
参加者
数

（女子）
参加者
数

小学5年男子100m 19 小学5年女子100m 21
小学5年男子1000m 14 小学5年女子800m 14
小学5年男子ジャベボール投 7 小学5年女子80mH 5
小学5年男子走高跳 1 小学5年女子ジャベボール投 4
小学5年男子走幅跳 8 小学5年女子走高跳 7
小学6年男子100m 29 小学5年女子走幅跳 5
小学6年男子1000m 22 小学6年女子100m 23
小学6年男子80mH 3 小学6年女子800m 9
小学6年男子ジャベボール投 12 小学6年女子80mH 3
小学6年男子走高跳 5 小学6年女子ジャベボール投 6
小学6年男子走幅跳 9 小学6年女子走高跳 3
中学1年男子100m 1 小学6年女子走幅跳 14
中学1年男子1500m 8 中学1年女子100m 3
中学1年男子走幅跳 1 中学1年女子800m 2
中学2年男子100m 25 中学1年女子走高跳 1
中学2年男子200m 8 中学1年女子走幅跳 5
中学2年男子1500m 14 中学2年女子100m 23
中学2年男子110mH 1 中学2年女子200m 10
中学2年男子走幅跳 7 中学2年女子800m 14
中学2年男子砲丸投 4 中学2年女子100mH 9
中学3年男子100m 22 中学2年女子走高跳 1
中学3年男子200m 7 中学2年女子走幅跳 10
中学3年男子3000m 12 中学2年女子砲丸投 1
中学3年男子110mH 2 中学3年女子100m 17
中学3年男子走高跳 3 中学3年女子200m 10
中学3年男子走幅跳 14 中学3年女子800m 9
中学3年男子砲丸投 4 中学3年女子100mH 3

中学3年女子走高跳 6
中学3年女子走幅跳 10
中学3年女子砲丸投 2

小学男子4X100mR 5 小学女子4X100mR 8
中学共通男子4X100mR 9 中学共通女子4X100mR 9
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所属No 団体・チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競技者氏名 氏名カナ 性別 学年 エントリー種目1 エントリー種目2 エントリー種目3 備考
1 植野小 301 小菅 亜胡 ｺｽｶﾞ ｱｺ 　女 5 小5女ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投 小女4X100mR
2 植野小 302 金子 芽生 ｶﾈｺ ﾒｲ 　女 5 小5女100m 小女4X100mR
3 植野小 303 松﨑 天聖 ﾏﾂｻﾞｷ ﾃﾝｾｲ 男 5 小5男走幅跳 小5男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
4 植野小 304 大川原 沙笑 ｵｵｶﾜﾊﾗ ｻｴ 　女 5 小5女100m 小女4X100mR
5 植野小 306 森野 陽斗 ﾓﾘﾉ ﾋﾛﾄ 男 5 小5男100m
6 植野小 308 田口 瑠莉 ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ 　女 5 小女4X100mR
7 植野小 309 青木 うみ ｱｵｷ ｳﾐ 　女 5 小女4X100mR
8 植野小 310 水間 貴信 ﾐｽﾞﾏ ﾀｶﾉﾌﾞ 男 5 小5男100m 小5男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
9 植野小 311 野澤 希一 ﾉｻﾞﾜ ｷｲﾁ 男 5 小5男1000m

10 植野小 312 関口 來美 ｾｷｸﾞﾁ ﾗﾐ 　女 5 小5女100m 小女4X100mR
11 植野小 313 福田 晴仁 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ 男 5 小5男1000m
12 植野小 314 庭田 萌々夏 ﾆﾜﾀ ﾓﾓｶ 　女 5 小5女100m 小女4X100mR
13 植野小 315 毛塚 凪海 ｹﾂﾞｶ ﾅﾐ 　女 5 小5女走幅跳 小女4X100mR
14 植野小 316 菅 司 ｽｶﾞ ﾂｶｻ 男 6 小6男100m
15 植野小 317 山口 理桜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 　女 6 小6女100m
16 植野小 318 関塚 愛梨 ｾｷﾂﾞｶ ｱｲﾘ 　女 6 小6女100m
17 植野小 321 飯塚 玲音 ｲｲﾂﾞｶ ﾚｵ 男 6 小6男100m 小6男1000m
18 植野小 322 飯塚 もにか ｲｲﾂﾞｶ ﾓﾆｶ 　女 5 小5女100m 小5女800m
19 植野小 323 皆川 隼輝 ﾐﾅｶﾞﾜ ｼｭﾝｷ 男 5 小5男100m
20 界小 401 山崎 颯冴 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｺﾞ 男 6 小6男100m 小6男1000m 小男4X100mR
21 界小 402 佐藤 穂高 ｻﾄｳ ﾎﾀｶ 男 5 小5男100m 小5男1000m 小男4X100mR
22 界小 403 白石 瑠輝 ｼﾗｲｼ ﾙｲｷ 男 5 小5男1000m 小男4X100mR
23 界小 404 ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ ｼﾞｭｰﾄﾞ真成 ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ ｼﾞｭｰﾄﾞﾏﾅｾ 男 5 小5男1000m 小男4X100mR
24 城北小 700 大木 滉仁 ｵｵｷ ｱｷﾋﾄ 男 5 小5男100m 小5男1000m
25 城北小 701 山田 花綾 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾔ 　女 6 小6女100m
26 旗川小 814 鈴木 苺 ｽｽﾞｷ ｲﾁｺﾞ 　女 5 小5女800m
27 旗川小 816 土澤 楓 ﾂﾁｻﾞﾜ ｶｴﾃﾞ 　女 5 小5女800m
28 旗川小 811 篠﨑 悠安 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｱ 男 6 小6男100m
29 旗川小 812 嶋﨑 雄大 ｼﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 男 6 小6男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
30 旗川小 813 嶋﨑 零 ｼﾏｻﾞｷ ﾚｲ 男 6 小6男走幅跳
31 赤見小 1107 安藤 理央奈 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｵﾅ 　女 6 小6女100m 小6女800m 小女4X100mR
32 赤見小 1108 大坂 宏幸 ｵｵｻｶ ﾋﾛﾕｷ 男 6 小6男100m 小6男1000m 小男4X100mR
33 赤見小 1109 河村 悠 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳ 男 6 小6男100m 小6男走幅跳
34 赤見小 1112 竹内 優斗 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 男 6 小6男100m 小男4X100mR
35 赤見小 1113 田中 優汰 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 男 6 小6男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
36 赤見小 1114 永井 磨李 ﾅｶﾞｲ ﾏﾘｲ 　女 6 小6女100m 小6女走幅跳 小女4X100mR
37 赤見小 1115 長竹 悠至 ﾅｶﾞﾀｹ ﾕｳﾄ 男 6 小6男走幅跳 小6男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
38 赤見小 1116 長竹 凛亜 ﾅｶﾞﾀｹ ﾘｱ 　女 6 小6女100m 小女4X100mR
39 赤見小 1117 沼尾 蓮 ﾇﾏｵ ﾚﾝ 男 6 小6男100m 小6男走幅跳
40 赤見小 1118 藤倉 理暉 ﾌｼﾞｸﾗ ﾘｷ 男 6 小6男100m 小男4X100mR
41 赤見小 1119 真下 光生 ﾏｼﾓ ｺｳｾｲ 男 6 小6男100m 小6男走幅跳
42 赤見小 1120 松井 ｴﾚﾅ ﾏﾂｲ ｴﾚﾅ 　女 6 小6女100m 小6女走幅跳 小女4X100mR
43 赤見小 1122 飯塚 海里 ｲｲﾂﾞｶ ｶｲﾘ 男 5 小5男100m 小5男走幅跳
44 赤見小 1124 岩上 和愛 ｲﾜｶﾐ ﾉｱ 　女 5 小5女100m 小5女800m
45 赤見小 1125 尾花 美咲 ｵﾊﾞﾅ ﾐｻｷ 　女 5 小5女100m 小5女800m
46 赤見小 1126 金谷 信 ｶﾅﾔ ﾏｺﾄ 男 5 小5男100m
47 赤見小 1127 田村 璃久斗 ﾀﾑﾗ ﾘｸﾄ 男 5 小5男100m 小男4X100mR

※1　大変恐れ入りますが、氏名の外字表記ができかねますため、代替文字についてご連絡願います。
※2　のちほどナンバーをご指定いたしますので、当日はタテ16cm・ヨコ24cmのアスリートビブス（ゼッケン）を作成の上、胸と背に着用をお願いいたします。
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48 赤見小 1128 早川 翔琉 ﾊﾔｶﾜ ｶｹﾙ 男 5 小5男100m 小5男1000m
49 赤見小 1129 丸山 月愛 ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾅ 　女 5 小5女100m 小5女800m
50 赤見小 1131 山川 留希弥 ﾔﾏｶﾜ ﾙｷﾔ 男 5 小5男100m
51 石塚小 1201 飯沼 紺成 ｲｲﾇﾏ ｶﾝﾅ 　女 6 小6女走幅跳 小女4X100mR
52 石塚小 1202 上田 敢太 ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 男 6 小5男走幅跳 小6男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投 小男4X100mR
53 石塚小 1203 亀山 純平 ｶﾒﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男 6 小6男1000m
54 石塚小 1204 澤田 陽 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙ 男 6 小6男走高跳 小6男80mH 小男4X100mR
55 石塚小 1205 清水 麻衣 ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 　女 6 小6女800m 小女4X100mR
56 石塚小 1206 髙橋 亜里沙 ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ 　女 6 小6女走高跳 小6女80mH 小女4X100mR
57 石塚小 1207 津保久 翔 ﾂﾎﾞｸ ｼｮｳ 男 6 小6男100m 小男4X100mR
58 石塚小 1208 本吉 睦 ﾓﾄﾖｼ ﾘｸ 男 6 小6男走高跳 小6男80mH 小男4X100mR
59 石塚小 1209 石井 柚希 ｲｼｲ ﾕｽﾞｷ 男 6 小6男100m 小男4X100mR
60 石塚小 1210 ｵｵｱｼ ｱｵｲ 　女 6 小6女100m 小女4X100mR ※1
61 石塚小 1211 大島 龍煌 ｵｵｼﾏ ﾘｭｳｷ 男 6 小6男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
62 石塚小 1212 熊本 凌成 ｸﾏﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 男 6 小6男走幅跳 小6男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
63 石塚小 1213 関塚 恵生 ｾｷﾂﾞｶ ｹｲｾｲ 男 6 小6男1000m 小男4X100mR
64 石塚小 1214 名村 太一 ﾅﾑﾗ ﾀｲﾁ 男 6 小6男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
65 石塚小 1215 成瀬 歩 ﾅﾙｾ ｱﾕﾑ 男 6 小6男走高跳 小男4X100mR
66 石塚小 1216 野原 菜々美 ﾉﾊﾗ ﾅﾅﾐ 　女 6 小6女走幅跳 小6女ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投 小女4X100mR
67 石塚小 1217 早川 日菜 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾅ 　女 6 小6女100m 小女4X100mR
68 石塚小 1218 福村 丈留 ﾌｸﾑﾗ ﾀｹﾙ 男 6 小6男1000m 小男4X100mR
69 石塚小 1219 安塚 美友 ﾔｽﾂﾞｶ ﾐﾕ 　女 6 小6女走幅跳 小女4X100mR
70 石塚小 1220 明慶 芽衣 ｱｹﾖｼ ﾒｲ 　女 5 小5女100m 小5女800m
71 石塚小 1221 池田 心優 ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ 　女 5 小5女走高跳
72 石塚小 1222 池田 麗華 ｲｹﾀﾞ ﾚｲｶ 　女 5 小5女100m 小5女800m
73 石塚小 1223 金居 里歩 ｶﾅｲ ﾘﾎ 　女 5 小5女100m
74 石塚小 1224 寒澤 夏美 ｶﾝｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 　女 5 小5女走幅跳
75 石塚小 1225 園部 未來 ｿﾉﾍﾞ ﾐｸ 　女 5 小5女100m 小女4X100mR
76 石塚小 1226 戸叶 咲空 ﾄｶﾉ ｻﾗ 　女 5 小5女100m 小5女80mH
77 石塚小 1227 寺﨑 麗希 ﾃﾗｻｷ ﾚｷ 　女 5 小5女走高跳 小5女80mH
78 石塚小 1228 春川 修輔 ﾊﾙｶﾜ ｼｭｳｽｹ 男 5 小5男走幅跳 小5男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
79 石塚小 1229 福冨 華鈴 ﾌｸﾄﾐ ｶﾘﾝ 　女 5 小5女ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
80 石塚小 1230 森戸 颯汰 ﾓﾘﾄ ｿｳﾀ 男 5 小5男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
81 田沼小 1401 阿部 冬梧 ｱﾍﾞ ﾄｳｺﾞ 男 6 小6男100m
82 田沼小 1402 岩本 ?音 ｲﾜﾓﾄ ﾗｲﾄ 男 6 小6男100m 小6男1000m ※1
83 田沼小 1403 木本 晟慈 ｷﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 男 6 小6男100m
84 田沼小 1404 横田 葵 ﾖｺﾀ ｱｵｲ 男 6 小6男1000m
85 田沼小 1405 富樫 珠愛 ﾄｶﾞｼ ｼｭｲ 男 6 小6男1000m
86 田沼小 1406 飯塚 大武 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾑ 男 5 小5男100m
87 田沼小 1407 日向野 瑛介 ﾋｶﾞﾉ ｴｲｽｹ 男 5 小5男100m
88 田沼小 1408 根岸 楓太 ﾈｷﾞｼ ﾌｳﾀ 男 5 小5男走幅跳 小5男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
89 田沼小 1426 金村 爽 ｶﾈﾑﾗ ｻﾔ 　女 5 小5女100m 小5女800m
90 吉水小 1501 亀山 心 ｶﾒﾔﾏ ｺｺﾛ 　女 6 小6女走幅跳 小6女ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
91 吉水小 1502 立川 美緒 ﾀﾁｶﾜ ﾐｵ 　女 5 小5女100m
92 吉水小 1503 勅使河原 琉里 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾙﾘ 　女 5 小5女走高跳
93 吉水小 1504 福島 里菜 ﾌｸｼﾏ ﾘﾅ 　女 5 小5女100m
94 栃本小 0 小曽根 大志 ｵｿﾞﾈ ﾀｲｼ 男 6 小6男100m ※2

※1　大変恐れ入りますが、氏名の外字表記ができかねますため、代替文字についてご連絡願います。
※2　のちほどナンバーをご指定いたしますので、当日はタテ16cm・ヨコ24cmのアスリートビブス（ゼッケン）を作成の上、胸と背に着用をお願いいたします。
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95 栃本小 0 瀬尾 ひより ｾｵ ﾋﾖﾘ 　女 6 小6女800m ※2
96 栃本小 0 徳原 莉緒斗 ﾄｸﾊﾗ ﾘｵﾄ 男 6 小6男100m ※2
97 多田小 1702 栗原  瑠希 ｸﾘﾊﾗ ﾙｷ 男 6 小6男1000m 小6男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
98 多田小 1703 萩原 綾音 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 　女 6 小6女100m
99 常盤小 0 小松原 優雅 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｶﾞ 男 6 小6男100m ※2

100 常盤小 0 関塚 伸也 ｾｷﾂﾞｶ ｼﾝﾔ 男 6 小6男1000m ※2
101 氷室小 2701 亀山 雄太 ｶﾒﾔﾏ ﾕｳﾀ 男 6 小6男100m
102 城東中 7066 ﾌﾞﾙｶﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ ﾌﾞﾙｶﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ 男 3 中3男200m 中共男4X100mR
103 城東中 7060 大塚 亮人 ｵｵﾂｶ ｱｷﾋﾄ 男 3 中3男走幅跳 中共男4X100mR
104 城東中 7067 島田 悠叶 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 男 3 中3男走幅跳
105 城東中 7063 伊藤 凜人 ｲﾄｳ ﾘﾝﾄ 男 3 中3男100m 中共男4X100mR
106 城東中 7064 小島 凰楽 ｺｼﾞﾏ ｵｳﾗ 男 3 中3男3000m
107 城東中 7068 小林 千乃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾉ 男 3 中3男100m 中共男4X100mR
108 城東中 7050 森下 結凪 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳﾅ 　女 3 中3女800m
109 城東中 7070 山田 暖和 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ 　女 3 中3女100m
110 城東中 7071 川﨑 響 ｶﾜｻｷ ｵﾄ 　女 3 中3女100m
111 城東中 7061 小島 康暉 ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ 男 3 中3男100m 中共男4X100mR
112 城東中 7062 津久井 結丸 ﾂｸｲ ﾕｲﾏﾙ 男 3 中3男3000m
113 城東中 7065 西澤 直希 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 男 3 中3男走幅跳
114 城東中 7070 川﨑 龍 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ 男 2 中2男1500m
115 城東中 7072 栗崎 泰成 ｸﾘｻｷ ﾀｲｾｲ 男 2 中2男100m
116 城東中 7071 小沼 万大 ｺﾇﾏ ﾏﾋﾛ 男 2 中2男100m
117 佐野南中 7301 安藤 優希 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 男 2 中2男100m 中2男200m 中共男4X100mR
118 佐野南中 7305 藤田 真叶 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾄ 男 2 中2男100m 中2男200m 中共男4X100mR
119 佐野南中 7306 熊倉 壮琉 ｸﾏｸﾗ ﾀｹﾙ 男 2 中2男100m 中2男走幅跳 中共男4X100mR
120 佐野南中 7307 福田 陽仁 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 男 2 中2男1500m
121 佐野南中 7308 大森 碧海 ｵｵﾓﾘ ｱｵｲ 男 2 中2男110mH 中2男走幅跳
122 佐野南中 7309 上岡 駿斗 ｶﾐｵｶ ﾊﾔﾄ 男 2 中2男200m 中2男砲丸投
123 佐野南中 7310 坪井 涼 ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳ 男 2 中2男100m 中2男200m 中共男4X100mR
124 佐野南中 7314 栗原 大河 ｸﾘﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 男 2 中2男100m 中2男走幅跳
125 佐野南中 7391 島田 彩和 ｼﾏﾀﾞ ｻﾜ 　女 2 中2女100m 中2女200m 中共女4X100mR
126 佐野南中 7392 白石 澪來 ｼﾗｲｼ ﾚｲﾗ 　女 2 中2女200m 中2女100mH 中共女4X100mR
127 佐野南中 7393 落合 凜 ｵﾁｱｲ ﾘﾝ 　女 2 中2女走幅跳 中2女100mH
128 佐野南中 7394 高瀬 ﾊﾝﾅ芽生 ﾀｶｾ ﾊﾝﾅ ﾒｲ 　女 2 中2女走幅跳 中2女200m 中共女4X100mR
129 佐野南中 7395 野澤 萠愛 ﾉｻﾞﾜ ﾓｱ 　女 2 中2女800m
130 佐野南中 7397 飯塚 莉菜 ｲｲﾂﾞｶ ﾘﾅ 　女 2 中2女100mH 中共女4X100mR
131 佐野南中 7398 櫻井 天里 ｻｸﾗｲ ｱﾒﾘ 　女 2 中2女走幅跳 中2女100mH 中共女4X100mR
132 佐野南中 7351 高橋 幸希 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 男 3 中3男200m 中3男走幅跳 中共男4X100mR
133 佐野南中 7353 大芦 暖人 ｵｵｱｼ ﾊﾙﾄ 男 3 中3男200m 中3男100m 中共男4X100mR
134 佐野南中 7354 堀江 歩穂 ﾎﾘｴ ｱﾛﾝ 男 3 中3男100m 中3男走高跳
135 佐野南中 7356 菅 万結子 ｽｶﾞ ﾏﾕｺ 　女 3 中3女800m 中共女4X100mR
136 赤見中 2482 安藤 拓真 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 男 3 中3男100m
137 赤見中 2483 上田 葵介 ｳｴﾀﾞ ｷｽｹ 男 3 中3男砲丸投
138 赤見中 2456 青木 菜々子 ｱｵｷ ﾅﾅｺ 　女 3 中3女砲丸投
139 赤見中 2457 大坂 美喜 ｵｵｻｶ ﾐｷ 　女 3 中3女800m
140 赤見中 2458 山根 優梨耶 ﾔﾏﾈ ﾕﾘﾔ 　女 3 中3女100m 中3女200m
141 赤見中 1489 川又 悠佑 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｽｹ 男 2 中2男100m 中2男200m

※1　大変恐れ入りますが、氏名の外字表記ができかねますため、代替文字についてご連絡願います。
※2　のちほどナンバーをご指定いたしますので、当日はタテ16cm・ヨコ24cmのアスリートビブス（ゼッケン）を作成の上、胸と背に着用をお願いいたします。
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142 赤見中 1490 山崎 晴信 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾉﾌﾞ 男 2 中2男100m
143 赤見中 1438 石井 結花 ｲｼｲ ﾕｲｶ 　女 2 中2女100mH
144 赤見中 1439 内田 美優 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕ 　女 2 中2女走幅跳 中2女走高跳
145 赤見中 1440 加賀谷 慧 ｶｶﾞﾔ ｹｲ 　女 2 中2女800m
146 赤見中 1441 三村 美空 ﾐﾑﾗ ﾐｸ 　女 2 中2女800m
147 赤見中 1442 津保久 咲 ﾂﾎﾞｸ ｻｷ 　女 2 中3女100m
148 田東中 7908 蓮子 英利 ﾊｽｺ ｴﾘ 　女 3 中3女200m
149 田東中 7999 藤原 奈々 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ 　女 3 中3女100m
150 田東中 7904 田澤 怜実 ﾀｻﾞﾜ ﾚﾐ 　女 3 中3女走幅跳 中共女4X100mR
151 田東中 7906 加藤 理奈 ｶﾄｳ ﾘﾅ 　女 3 中3女走高跳
152 田東中 7997 菅野 心愛 ｶﾝﾉ ｺｱ 　女 3 中3女100m 中3女200m 中共女4X100mR
153 田東中 7958 深澤 龍斗 ﾌｶｻﾜ ﾘｭｳﾄ 男 3 中3男100m 中共男4X100mR
154 田東中 7996 折田 姫菜 ｵﾘﾀ ﾋﾒﾅ 　女 3 中3女800m
155 田東中 7909 町井 ひな ﾏﾁｲ ﾋﾅ 　女 3 中3女100m 中3女200m 中共女4X100mR
156 田東中 7905 梅田 莉那 ｳﾒﾀﾞ ﾘﾅ 　女 3 中3女走高跳
157 田東中 7901 大串 樹奈 ｵｵｸﾞｼ ｼﾞｭﾅ 　女 3 中3女100m 中共女4X100mR
158 田東中 7903 小玉 沙羅 ｵﾀﾞﾏ ｻﾗ 　女 3 中3女走幅跳
159 田東中 7910 横田 唯楽 ﾖｺﾀ ﾕﾗ 　女 3 中3女200m 中3女800m
160 田東中 7936 粟田 陽太 ｱﾜﾀ ﾊﾙﾀ 男 2 中2男100m 中共男4X100mR
161 田東中 7982 菅野 楓愛 ｶﾝﾉ ﾌｱ 　女 2 中2女100m 中2女200m
162 田東中 7938 富樫 愛斗 ﾄｶﾞｼ ﾏﾅﾄ 男 2 中2男100m 中共男4X100mR
163 田東中 7941 福島 来輝 ﾌｸｼﾏ ﾗｲｷ 男 2 中2男1500m 中共男4X100mR
164 田東中 7984 八下田 愛 ﾔｹﾞﾀ ｱｲ 　女 2 中2女800m 中2女200m
165 田東中 7986 柿沼 咲愛 ｶｷﾇﾏ ｻｸﾗ 　女 2 中2女100m 中2女200m
166 田東中 7942 塩田 瀬和 ｼｵﾀﾞ ｾﾅ 男 2 中2男100m
167 田東中 7987 日向野 優心 ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾛ 　女 2 中2女100m 中2女200m
168 葛生中 7767 亀山 雄暉 ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｷ 男 2 中2男100m
169 葛生中 7768 廣瀬 蒼志 ﾋﾛｾ ｿｳｼ 男 2 中2男砲丸投 中2男走幅跳
170 葛生中 7751 荒川 冬唯 ｱﾗｶﾜ ﾄｵｲ 男 3 中3男走幅跳 中共男4X100mR
171 葛生中 7752 川田 舜 ｶﾜﾀﾞ ｼｭﾝ 男 3 中3男200m 中3男100m 中共男4X100mR
172 葛生中 7753 佐野 桜成 ｻﾉ ｵｳｾｲ 男 3 中2男110mH 中3男100m 中共男4X100mR ※中3男110mH
173 葛生中 7754 佐野 黎明 ｻﾉ ﾚｲﾒｲ 男 3 中3男砲丸投
174 葛生中 7756 種谷 瑠輝 ﾀﾈﾔ ﾘｷ 男 3 中3男走高跳 中共男4X100mR
175 葛生中 7757 寺内 慎 ﾃﾗｳﾁ ﾏｺﾄ 男 3 中3男走幅跳
176 葛生中 7759 松崎 琉生 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 男 3 中3男3000m 中共男4X100mR
177 葛生中 7761 村樫 柾重 ﾑﾗｶｼ ﾏｻｼｹﾞ 男 3 中3男砲丸投
178 葛生中 7763 矢島 竿太郎 ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾀﾛｳ 男 3 中3男3000m 中共男4X100mR
179 葛生中 7755 相澤 碧 ｱｲｻﾞﾜ ｱｵｲ 　女 2 中2女走幅跳 中共女4X100mR
180 葛生中 7757 須藤 寧々 ｽﾄｳ ﾈﾈ 　女 2 中2女走幅跳 中共女4X100mR
181 葛生中 7758 山田 泉紀 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾉﾘ 　女 2 中2女走幅跳
182 葛生中 7750 稲原 優心 ｲﾅﾊﾗ ｺｺﾛ 　女 3 中3女走幅跳 中共女4X100mR
183 葛生中 7751 加藤 佑菜 ｶﾄｳ ﾕﾅ 　女 3 中3女100mH 中共女4X100mR
184 葛生中 7753 松山 知花 ﾏﾂﾔﾏ ﾁﾊﾅ 　女 3 中3女走幅跳 中共女4X100mR
185 葛生中 7757 木綿 澪李 ﾓﾒﾝ ﾐｵﾘ 　女 3 中3女走幅跳 中共女4X100mR
186 佐野高附中 1142 西 晃煕 ﾆｼ ｱｷﾋﾛ 男 2 中2男100m 中2男200m 中共男4X100mR
187 佐野高附中 2336 酒本 大雅 ｻｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 男 3 中3男100m 中3男走高跳 中共男4X100mR
188 佐野高附中 2338 初谷 凌 ﾊﾂｶﾞｲ ﾘｮｳ 男 3 中2男110mH 中3男100m 中共男4X100mR ※中3男110mH

※1　大変恐れ入りますが、氏名の外字表記ができかねますため、代替文字についてご連絡願います。
※2　のちほどナンバーをご指定いたしますので、当日はタテ16cm・ヨコ24cmのアスリートビブス（ゼッケン）を作成の上、胸と背に着用をお願いいたします。
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189 佐野高附中 2339 兵藤 崇人 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 男 3 中3男100m 中3男3000m 中共男4X100mR
190 佐野高附中 1093 大川 りさ ｵｵｶﾜ ﾘｻ 　女 2 中2女800m 中共女4X100mR
191 佐野高附中 1094 中村 ゆきの ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ 　女 2 中2女800m 中共女4X100mR
192 佐野高附中 1095 三田 遙花 ﾐﾀ ﾊﾙｶ 　女 2 中2女100mH 中共女4X100mR
193 佐野高附中 1096 矢代 怜央菜 ﾔｼﾛ ﾚｵﾅ 　女 2 中2女100m 中2女200m 中共女4X100mR
194 佐野高附中 1097 山川 瑞希 ﾔﾏｶﾜ ﾐｽﾞｷ 　女 2 中2女100m 中共女4X100mR
195 佐野高附中 1098 山田 文音 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ 　女 2 中2女100mH 中共女4X100mR
196 佐野高附中 1141 河村 應一 ｶﾜﾑﾗ ｵｳｲﾁ 男 2 中2男1500m 中共男4X100mR
197 佐野高附中 2325 坂本 妃織 ｻｶﾓﾄ ﾋｵﾘ 　女 3 中3女100mH 中共女4X100mR
198 佐野高附中 2326 塩野 綾香 ｼｵﾉ ｱﾔｶ 　女 3 中3女100m 中共女4X100mR
199 佐野高附中 2328 山根 百合愛 ﾔﾏﾈ ﾕﾘｱ 　女 3 中3女100m 中共女4X100mR
200 佐野高附中 2337 仁木 育 ﾆｯｷ ｲｸﾑ 男 3 中3男走幅跳 中3男100m 中共男4X100mR
201 毛野南小 61 小泉  優弥 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ 男 6 小6男100m 小6男1000m
202 毛野南小 62 川村 結愛 ｶﾜﾑﾗ ﾕｱ 　女 6 小6女走幅跳 小6女ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投 小女4X100mR
203 毛野南小 63 斎藤 優衣 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 　女 6 小6女100m 小6女800m 小女4X100mR
204 毛野南小 64 ﾃﾞﾃﾞﾙ ｶﾒﾛﾝ ﾃﾞﾃﾞﾙ ｶﾒﾛﾝ 男 6 小6男100m
205 毛野南小 65 島田 愛菜 ｼﾏﾀﾞ ｱｲﾅ 　女 6 小6女100m
206 毛野南小 66 赤堀 綾音 ｱｶﾎﾞﾘ ｱﾔﾈ 　女 6 小6女100m 小6女80mH 小女4X100mR
207 毛野南小 67 丸山 莉羽 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾊﾈ 　女 6 小6女走高跳 小6女80mH 小女4X100mR
208 毛野南小 68 箕嶋 楓空 ﾐﾉｼﾏ ｿﾗ 男 6 小6男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
209 毛野南小 69 横塚 祐樹 ﾖｺﾂﾞｶ ﾕｳｷ 男 5 小5男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
210 毛野南小 70 清水 凛夏 ｼﾐｽﾞ ﾘﾝｶ 　女 5 小5女800m
211 毛野南小 71 岡本 奈緒 ｵｶﾓﾄ ﾅｵ 　女 5 小5女ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
212 毛野南小 72 丸島 沙那 ﾏﾙｼﾏ ｻﾅ 　女 5 小5女走高跳 小5女80mH
213 毛野南小 73 石井 啓太 ｲｼｲ ｹｲﾀ 男 5 小5男100m
214 協和中 8558 平塚 睦槻 ﾋﾗﾂｶ ﾑﾂｷ 男 3 中3男100m
215 協和中 8562 岡村 泰知 ｵｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 男 3 中3男走幅跳 中3男100m
216 協和中 8592 坂野 洋海 ｻｶﾉ ﾋﾛｵﾐ 男 2 中2男1500m
217 協和中 8593 有田 礼生 ｱﾘﾀ ﾚｵ 男 2 中2男100m 中2男砲丸投
218 協和中 8596 酒井 伶兜 ｻｶｲ ﾚｲﾄ 男 2 中2男砲丸投
219 協和中 8598 平澤 大貴 ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲｷ 男 2 中2男1500m
220 協和中 8600 秋草 秀斗 ｱｷｸﾞｻ ｼｭｳﾄ 男 2 中2男1500m
221 協和中 8602 廣瀨 翔和 ﾋﾛｾ ﾄﾜ 男 2 中2男1500m
222 協和中 8634 山中 太耀 ﾔﾏﾅｶ ﾀｲﾖｳ 男 2 中2男1500m
223 協和中 8472 小此木 麻耶 ｵｺﾉｷﾞ ﾏﾔ 　女 3 中3女100m 中3女200m
224 協和中 8473 石井 愛瑠 ｲｼｲ ｱｲﾙ 　女 3 中3女200m 中3女800m
225 協和中 8474 齋藤 麗央奈 ｻｲﾄｳ ﾚｵﾅ 　女 3 中3女100m 中3女200m
226 協和中 8501 秋草 麻衣 ｱｷｸｻ ﾏｲ 　女 2 中2女100m
227 協和中 8502 真尾 柚空 ﾏｼｵ ﾕﾗ 　女 2 中2女100m
228 足利陸上クラブ 2237 岩上 貴徳 ｲﾜｶﾐ ﾀｶﾉﾘ 男 3 中3男3000m
229 足利陸上クラブ 2287 石川 大雅 ｲｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 男 3 中3男200m 中3男3000m
230 足利陸上クラブ 64 舟橋 嘉人 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾖｼﾄ 男 3 中3男200m 中3男100m
231 足利陸上クラブ 3394 栁田 聖大 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 男 3 中3男走幅跳 中3男100m
232 足利陸上クラブ 65 廣田 和大 ﾋﾛﾀ  ﾅｵ 男 2 中2男1500m
233 足利陸上クラブ 1 野田 正智 ﾉﾀﾞ  ﾏｻﾄﾓ 男 1 中1男1500m
234 足利陸上クラブ 66 岩上 由仁 ｲﾜｶﾐ ﾖｼﾋﾄ 男 1 中1男1500m
235 足利陸上クラブ 67 遠藤 秀征 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 男 1 中1男1500m

※1　大変恐れ入りますが、氏名の外字表記ができかねますため、代替文字についてご連絡願います。
※2　のちほどナンバーをご指定いたしますので、当日はタテ16cm・ヨコ24cmのアスリートビブス（ゼッケン）を作成の上、胸と背に着用をお願いいたします。
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236 足利陸上クラブ 68 山下 隆聖 ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｾｲ 男 1 中1男1500m
237 足利陸上クラブ 71 高橋 悠来 ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 男 1 中1男1500m
238 足利陸上クラブ 51 本多 琉人 ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾄ 男 6 小6男1000m
239 足利陸上クラブ 52 塚越 海斗 ﾂｶｺﾞｼ ﾐﾄ 男 6 小6男100m 小6男1000m
240 足利陸上クラブ 53 谷   颯真 ﾀﾆ   ｿｳﾏ 男 6 小6男1000m
241 足利陸上クラブ 54 横田 晟 ﾖｺﾀ   ｼﾞｮｳ 男 5 小5男1000m
242 足利陸上クラブ 56 直井 琥太郎 ﾅｵｲ  ｺﾀﾛｳ 男 5 小5男1000m
243 足利陸上クラブ 57 鈴木 陽翔 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 男 5 小5男1000m
244 足利陸上クラブ 58 髙澤 文太朗 ﾀｶｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ 男 5 小5男100m
245 足利陸上クラブ 2001 山本 実希 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 　女 3 中3女走幅跳 中3女100mH 中共女4X100mR
246 足利陸上クラブ 2002 大竹 音々 ｵｵﾀｹ ﾈﾈ 　女 3 中3女200m 中3女800m
247 足利陸上クラブ 1063 齊藤 由真 ｻｲﾄｳ ﾕﾏ 　女 2 中2女砲丸投 中2女100mH
248 足利陸上クラブ 1064 人見 芽依 ﾋﾄﾐ   ﾒｲ 　女 2 中2女800m 中2女200m
249 足利陸上クラブ 1383 宮澤 亜実 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 　女 2 中2女走幅跳 中2女100mH 中共女4X100mR
250 足利陸上クラブ 1 石原 南菜 ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 　女 1 中1女走高跳 中1女走幅跳 中共女4X100mR
251 足利陸上クラブ 2 厚木 ひまり ｱﾂｷ ﾋﾏﾘ 　女 1 中2女走幅跳 中1女100m 中共女4X100mR
252 足利陸上クラブ 3 小沼 彩愛 ｺﾇﾏ   ｻﾗ 　女 1 中1女100m 中1女走幅跳 中共女4X100mR
253 足利陸上クラブ 4 島野 桜 ｼﾏﾉ   ｻｸﾗ 　女 1 中1女100m 中1女走幅跳 中共女4X100mR
254 足利陸上クラブ 65 渡邉 眞子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺ 　女 1 中1女800m
255 足利陸上クラブ 51 松崎 莉子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ 　女 6 小6女800m
256 足利陸上クラブ 52 尾花 娃香 ｵﾊﾞﾅ ｱｲｶ 　女 6 小6女100m 小6女走幅跳
257 足利陸上クラブ 53 石川 明日美 ｲｼｶﾜ ｱｽﾐ 　女 6 小6女100m 小6女走幅跳
258 足利陸上クラブ 54 鈴木 月渚 ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 　女 6 小6女100m 小6女走幅跳
259 足利陸上クラブ 55 齊藤 彩月 ｻｲﾄｳ ｻﾂｷ 　女 5 小5女800m
260 足利陸上クラブ 56 家住 結心 ｲｴｽﾞﾐ ﾕﾅ 　女 5 小5女100m 小5女800m
261 足利陸上クラブ 57 厚木 彩佐 ｱﾂｷ ｱﾔｻ 　女 5 小5女100m 小5女走幅跳
262 足利陸上クラブ 58 長尾 莉央 ﾅｶﾞｵ ﾘｵ 　女 5 小5女100m 小5女走幅跳
263 犬伏小 501 長谷川 蓮 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾝ 男 6 小6男1000m 小6男走高跳
264 犬伏小 502 大川 智弘 ｵｵｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 男 5 小5男100m 小5男走高跳
265 godsspeed 0 赤坂 優光 ｱｶｻｶ ﾕｳｷ 男  5 小5男100m ※2
266 godsspeed 0 矢島 芽樹 ﾔｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ 男 6 小6男100m ※2
267 godsspeed 0 澤田 聖良 ｻﾜﾀﾞ ｾﾗ 男 5 小5男1000m ※2
268 佐野北 2352 大塚 幸希 ｵｵﾂｶ ｺｳｷ 男 3 中3男砲丸投 中3男3000m
269 佐野北 1210 石川 蓮 ｲｼｶﾜ ﾚﾝ 男 2 中2男100m 中共男4X100mR
270 佐野北 1211 長島 煌太 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾀ 男 2 中2男走幅跳 中共男4X100mR
271 佐野北 1212 吉田 悠雅 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 男 2 中2男100m 中2男走幅跳 中共男4X100mR
272 佐野北 1213 宮﨑 宗汰 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳﾀ 男 2 中2男100m 中共男4X100mR
273 佐野北 1214 山口 潤希也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ 男 2 中2男100m 中2男200m 中共男4X100mR
274 佐野北 1215 小曽根 暖翔 ｵｿﾞﾈ ﾊﾙﾄ 男 2 中2男1500m
275 佐野北 1216 恩田 樹 ｵﾝﾀﾞ ｲﾂｷ 男 2 中2男走幅跳 中共男4X100mR
276 佐野北 1217 三田 悠貴 ﾐﾀ ﾕｳｷ 男 2 中2男1500m
277 佐野北 2262 打木 美聡 ｳﾁｷﾞ ﾐｻﾄ 　女 3 中3女100m 中共女4X100mR
278 佐野北 2263 細川 愛莉 ﾎｿｶﾜ ｱｲﾘ 　女 3 中3女800m
279 佐野北 2264 大高 真陽 ｵｵﾀｶ ﾏﾊﾙ 　女 3 中3女100m 中共女4X100mR
280 佐野北 2265 関口 はな ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾅ 　女 3 中3女100m 中共女4X100mR
281 佐野北 2266 福島 萌奈 ﾌｸｼﾏ ﾓﾅ 　女 3 中3女走幅跳 中共女4X100mR
282 佐野北 2267 飯野 聖蘭 ｲｲﾉ ｾﾗ 　女 3 中3女走幅跳

※1　大変恐れ入りますが、氏名の外字表記ができかねますため、代替文字についてご連絡願います。
※2　のちほどナンバーをご指定いたしますので、当日はタテ16cm・ヨコ24cmのアスリートビブス（ゼッケン）を作成の上、胸と背に着用をお願いいたします。
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283 佐野北 1187 藤谷 詩音 ﾌｼﾞﾔ ｼｵﾝ 　女 2 中2女100m
284 佐野北 1190 古川 美歩 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ 　女 2 中2女100m 中共女4X100mR
285 佐野北 1191 太田 成海 ｵｵﾀ ﾅﾙﾐ 　女 2 中2女100m
286 佐野北 1192 小倉 凛 ｵｸﾞﾗ ﾘﾝ 　女 2 中2女100m
287 佐野北 1193 五月女 望有 ｿｳﾄﾒ ﾐｳ 　女 2 中2女100m 中共女4X100mR
288 佐野北 1194 髙野 陽南 ﾀｶﾉ ﾋﾅ 　女 2 中2女100m
289 佐野北 1195 田島 莉愛 ﾀｼﾞﾏ ﾘｱ 　女 2 中2女100m
290 佐野北 1196 半田 愛莉 ﾊﾝﾀﾞ ｱｲﾘ 　女 2 中2女100m
291 佐野北 1198 亀田 千花 ｶﾒﾀﾞ ﾁｶ 　女 2 中2女800m
292 佐野北 1199 文山 友姫 ﾌﾐﾔﾏ ﾕｳｷ 　女 2 中2女100m
293 佐野北 1201 佐山 ゆりあ ｻﾔﾏ ﾕﾘｱ 　女 2 中2女800m
294 あそ野義 1900 浅野 羽舞希 ｱｻﾉ ｳﾌﾞｷ 　女 5 小5女800m 小5女ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
295 あそ野義 1901 松尾 咲良 ﾏﾂｵ ｻｸﾗ 　女 5 小5女100m 小5女走高跳 小女4X100mR
296 あそ野義 1902 髙橋 隼人 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 男 5 小5男1000m
297 あそ野義 1903 亀山 晃聖 ｶﾒﾔﾏ ｺｳｾｲ 男 5 小5男1000m
298 あそ野義 1904 川田 湧飛 ｶﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ 男 5 小5男100m 小5男走幅跳
299 あそ野義 1905 佐藤 壮真 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 男 5 小5男1000m
300 あそ野義 1906 田邉 紗衣果 ﾀﾅﾍﾞ ｻｴｶ 　女 5 小5女800m
301 あそ野義 1907 粂川 珠愛 ｸﾒｶﾜ ｼﾞｭｱ 　女 5 小5女走高跳 小5女80mH 小女4X100mR
302 あそ野義 1908 立原 妃椛 ﾀﾃﾊﾗ ﾋﾗ 　女 5 小5女走幅跳 小5女80mH 小女4X100mR
303 あそ野義 1909 畑本 悠惺 ﾊﾀﾓﾄ ﾕｳｾｲ 男 5 小5男走幅跳 小5男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
304 あそ野義 1910 阿部 颯真 ｱﾍﾞ ｿｳﾏ 男 5 小5男100m
305 あそ野義 1911 浅野 翔希愛 ｱｻﾉ ﾄｷｱ 　女 6 小6女ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
306 あそ野義 1912 金子 心琉 ｶﾈｺ ﾐﾙ 　女 6 小6女走幅跳 小6女ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
307 あそ野義 1913 木村 佳瑚 ｷﾑﾗ ｶｺ 　女 6 小6女100m 小女4X100mR
308 あそ野義 1915 仙波 達貴 ｾﾝﾊﾞ ﾀﾂｷ 男 6 小6男1000m
309 あそ野義 1916 森戸 彩寧 ﾓﾘﾄ ｱﾔﾈ 　女 6 小6女100m 小女4X100mR
310 あそ野義 1917 森屋 音羽 ﾓﾘﾔ ﾄﾜ 　女 6 小6女ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
311 あそ野義 1918 飯田 乃羽 ｲｲﾀﾞ ﾉﾜ 男 6 小6男1000m 小6男走幅跳
312 あそ野義 1919 板橋 鈴 ｲﾀﾊﾞｼ ｽｽﾞ 　女 6 小6女100m 小6女走高跳
313 あそ野義 1920 大川 湊亮 ｵｵｶﾜ ｿｳｽｹ 男 6 小6男100m 小男4X100mR
314 あそ野義 1921 金子 凱音 ｶﾈｺ ｶｲﾄ 男 6 小6男走高跳 小6男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投
315 あそ野義 1922 小竹 和花 ｺﾀｹ ﾜｶ 　女 6 小6女100m 小女4X100mR
316 あそ野義 1923 高橋 世周 ﾀｶﾊｼ ｾｼｭｳ 男 6 小6男100m 小6男1000m
317 あそ野義 1924 田中 夏楓 ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 　女 6 小6女800m
318 あそ野義 1925 松島 花暖 ﾏﾂｼﾏ ｶﾉﾝ 　女 6 小6女100m 小6女走幅跳 小女4X100mR
319 あそ野義 1926 森戸 康介 ﾓﾘﾄ ｺｳｽｹ 男 6 小6男100m 小6男走幅跳
320 あそ野義 1927 吉川 結和 ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾜ 　女 6 小6女走幅跳 小6女800m
321 あそ野義 1928 清水 聖士朗 ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾛｳ 男 6 小6男走幅跳 小6男80mH 小男4X100mR
322 あそ野義 1929 田所 嵩琉 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾀｹﾙ 男 6 小6男100m 小6男1000m
323 あそ野義 1930 岩﨑 駿斗 ｲﾜｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ 男 6 小6男100m 小6男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投 小男4X100mR
324 あそ野義 1931 櫻井 乃梨 ｻｸﾗｲ ﾉﾘ 　女 6 小6女100m 小6女走幅跳
325 あそ野義 1932 長沢 強央 ﾅｶﾞｻﾜ ｺﾞｵ 男 6 小6男1000m 小6男ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投 小男4X100mR
326 あそ野義 1933 前原 啓佑 ﾏｴﾊﾗ ｹｲｽｹ 男 6 小6男1000m
327 あそ野義 1934 林 愛羅 ﾊﾔｼ ｱｲﾗ 　女 6 小6女100m 小女4X100mR
328 あそ野義 7013 長澤 琉七 ﾅｶﾞｻﾜ ﾙﾅ 　女 3 中3女200m
329 あそ野義 7008 川田 龍聖 ｶﾜﾀ ﾘｭｳｾｲ 男 3 中3男走幅跳 中3男100m 中共男4X100mR

※1　大変恐れ入りますが、氏名の外字表記ができかねますため、代替文字についてご連絡願います。
※2　のちほどナンバーをご指定いたしますので、当日はタテ16cm・ヨコ24cmのアスリートビブス（ゼッケン）を作成の上、胸と背に着用をお願いいたします。
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330 あそ野義 7009 小竹 志? ｺﾀｹ ｼﾎ 　女 3 中3女走幅跳 中3女100m 中共女4X100mR
331 あそ野義 7012 関谷 那月 ｾｷﾔ ﾅﾂｷ 　女 3 中3女走高跳 中共女4X100mR
332 あそ野義 7006 野村 花菜 ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾅ 　女 3 中3女走高跳
333 あそ野義 7015 松平 蓮 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾚﾝ 男 3 中3男3000m
334 あそ野義 7006 山中 羚冬 ﾔﾏﾅｶ ﾚｲﾄ 男 3 中3男3000m
335 あそ野義 7008 金子 一琉 ｶﾈｺ ｲﾁﾙ 　女 3 中3女走高跳
336 あそ野義 7007 亀山 凜 ｶﾒﾔﾏ ﾘﾝ 男 3 中3男走幅跳
337 あそ野義 7005 亀山 瑠巳 ｶﾒﾔﾏ ﾙｲ 男 3 中3男走幅跳
338 あそ野義 7011 佐藤 龍 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 男 3 中3男走幅跳
339 あそ野義 7014 松島 龍之介 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 男 3 中3男走幅跳 中3男100m 中共男4X100mR
340 あそ野義 7011 茂木 晴日 ﾓﾃｷﾞ ﾊﾙｶ 　女 3 小5女走高跳
341 あそ野義 7010 串田 咲斗 ｸｼﾀﾞ ｻｷﾄ 男 3 中3男100m 中共男4X100mR
342 あそ野義 7010 佐藤 奈々 ｻﾄｳ ﾅﾅ 　女 3 中3女100m 中共女4X100mR
343 あそ野義 7012 丸山 直大 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ 男 3 中3男3000m
344 あそ野義 7013 森戸 雄介 ﾓﾘﾄ ﾕｳｽｹ 男 3 中3男100m 中共男4X100mR
345 あそ野義 7007 森屋 琉月 ﾓﾘﾔ ﾙﾅ 　女 3 中3女砲丸投 中共女4X100mR
346 あそ野義 7017 新井 巽月 ｱﾗｲ ﾀﾂｷ 男 2 中2男1500m 中共男4X100mR
347 あそ野義 7015 大貫 陽菜 ｵｵﾇｷ ﾋﾅ 　女 2 中2女800m 中共女4X100mR
348 あそ野義 7016 川島 功雅 ｶﾜｼﾏ ｺｳｶﾞ 男 2 中2男1500m 中共男4X100mR
349 あそ野義 7024 土澤 琉帝 ﾂﾁｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾞｲ 男 2 中2男100m 中共男4X100mR
350 あそ野義 7022 栗原 月輝 ｸﾘﾊﾗ ﾙｷ 男 2 中2男100m 中共男4X100mR
351 あそ野義 7018 五味田 彩寧 ｺﾞﾐﾀ ｱﾔﾈ 　女 2 中2女100m
352 あそ野義 7023 佐川 優雄 ｻｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 男 2 中2男100m 中共男4X100mR
353 あそ野義 7019 清水 利也 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾔ 男 2 中2男100m 中共男4X100mR
354 あそ野義 7019 田中 のん ﾀﾅｶ ﾉﾝ 　女 2 中3女800m
355 あそ野義 7014 飯田 真生 ｲｲﾀﾞ ﾏｵ 　女 2 中2女800m
356 あそ野義 7017 池野 心結 ｲｹﾉ ﾐﾕ 　女 2 中2女100m 中共女4X100mR
357 あそ野義 7025 亀山 日和 ｶﾒﾔﾏ ﾋﾖﾘ 男 1 中1男1500m
358 あそ野義 7026 亀山 蓮人 ｶﾒﾔﾏ ﾚﾝﾄ 男 1 中1男1500m
359 あそ野義 7019 佐藤 由菜 ｻﾄｳ ﾕﾅ 　女 1 中1女800m 中1女走幅跳
360 あそ野義 7027 岡部 潤大 ｵｶﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 男 1 中1男100m 中1男走幅跳
361 あそ野義 7020 小森 紬希 ｺﾓﾘ ﾂﾑｷﾞ 　女 1 中1女走幅跳
362 あそ野義 7028 髙橋 悠来 ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 男 1 中1男1500m
363 あそ野義 7016 柿沼 優菜 ｶｷﾇﾏ ﾕﾅ 　女 2 中2女100m
364 犬伏東 600 相子 奈々果 ｱｲｺ ﾅﾅｶ 　女 6 小6女800m
365 犬伏東 611 新里 凛音 ﾆｯｻﾄ ﾘﾉﾝ 　女 6 小6女800m
366 犬伏東 614 小林 凉空 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｱ 男 5 小5男100m 小5男走幅跳
367 犬伏東 615 山田 莉央 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 　女 5 小5女100m
368 犬伏東 616 尾花 大翔 ｵﾊﾞﾅ ﾀﾞｲﾄ 男 6 小6男100m
369 佐野西 7214 柳田 結大 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男 2 中2男100m 中2男200m
370 佐野西 7213 中野 颯太 ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 男 2 中2男100m
371 佐野西 7211 青木 美伶 ｱｵｷ ﾐﾚｲ 　女 2 中2女800m
372 佐野西 7212 遠藤 瑞生 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 　女 2 中2女800m 中共女4X100mR
373 佐野西 7214 齊藤 美心 ｻｲﾄｳ ﾐﾐ 　女 2 中2女100m 中共女4X100mR
374 佐野西 7210 馬橋 七海 ﾏﾊﾞｼ ﾅﾅﾐ 　女 2 中2女100m 中2女200m 中共女4X100mR
375 佐野西 7213 太田 麻裕 ｵｵﾀ ﾏﾋﾛ 　女 2 中2女800m
376 佐野西 7216 鈴木 佑依 ｽｽﾞｷ ﾕｲ 　女 2 中2女走幅跳 中2女100m 中共女4X100mR

※1　大変恐れ入りますが、氏名の外字表記ができかねますため、代替文字についてご連絡願います。
※2　のちほどナンバーをご指定いたしますので、当日はタテ16cm・ヨコ24cmのアスリートビブス（ゼッケン）を作成の上、胸と背に着用をお願いいたします。
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377 佐野西 7205 ?原 歩夢 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 男 3 中3男200m
378 佐野西 7206 林 靖也 ﾊﾔｼ ｾｲﾔ 男 3 中3男3000m
379 佐野西 7202 秋山 拓也 ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾔ 男 3 中3男100m
380 佐野西 7207 谷 飛香里 ﾀﾆ ﾋｶﾘ 　女 3 中3女走幅跳 中共女4X100mR
381 佐野西 7203 齋藤 陽依 ｻｲﾄｳ ﾋﾖﾘ 　女 3 中3女走高跳 中共女4X100mR

※1　大変恐れ入りますが、氏名の外字表記ができかねますため、代替文字についてご連絡願います。
※2　のちほどナンバーをご指定いたしますので、当日はタテ16cm・ヨコ24cmのアスリートビブス（ゼッケン）を作成の上、胸と背に着用をお願いいたします。


