
日付 種目

小森 裕一朗(5) 12.97 熊坂 悠我(5) 14.03 赤坂 優光(5) 14.16 石塚 裕二朗(5) 14.19 日向野 瑛介(5) 14.48 永野 彪斗(5) 14.49 斎藤 心羽(5) 14.51 村上 葵維(5) 14.56
茂木小 GR 中村小 佐野SAC 矢板･塩谷 佐野SAC 小貝小 矢板･塩谷 TOJ
村井 琉駕(6) 13.15 橋爪 允紀(6) 13.21 種沢 蒼志(6) 13.44 白水 煌己(6) 13.58 松本 悠生(6) 13.61 岩下 湧斗(6) 13.62 加藤 颯埜(6) 13.66 寺尾 琥太朗(6) 13.83
西田井小 TOJ TOJ TOJ 江川小 益子西小 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 東光
若田 大尚(6) 2:53.66 深井 真生(6) 2:56.21 入江 佑典(6) 2:59.88 後藤 遥希(6) 3:02.12 谷 颯真(6) 3:07.82 米山 煌星(6) 3:08.03 塚越 海斗(6) 3:12.39 石田 楓翔(6) 3:12.58
落合陸上 GR,TER 矢板･塩谷 落合陸上 白沢小 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ
華陵ｸﾗﾌﾞ 53.89 TOJ・A 53.96 那須陸上ｸﾗﾌﾞA 54.75 佐野SAC・A 54.85 那須塩原Jr陸上A 54.87 TSN・C 55.41 日光IRC・A 55.62 真岡小 55.71
中峰 ﾃｨﾑ(6) 大野 葵咲(6) 桑原 梨陽奈(6) 松島 花暖(6) 伊藤 利夢(6) 石川 直哉(6) 飯野 雄稀(6) 落合 徠翔(5)
髙橋 悠(6) 白水 煌己(6) 藤田 翔太郎(6) 大坂 宏幸(6) 小片 優莉(6) 佐山 結季子(6) 吉江 遼真(6) 石塚 心結(6)
熊倉 有菜(6) 横山 史織(6) 手塚 心結(5) 木村 佳瑚(6) 土屋 明日香(6) 本橋 由衣(6) 中田 柚花(5) 菅原 那帆(6)
増山 颯太(6) 髙田 空翔(6) 加藤 颯埜(6) 小曽根 大志(6) 尾崎 旬(6) 天谷 絆人(6) 小倉 優佳(6) 勝田 琉生(6)
遠藤 凛生(6) 2031点 佐々木 大地(6) 1998点 林 寿陽(6) 1880点 椿 歩純(6) 1767点 阿久津 晴大郎(6) 1685点 成瀬 歩(6) 1600点 渡邊 雅己(6) 1398点 林 嵩真(6) 1353点
久下田小 GR,TER 西田井小 TOJ 中村小 烏山小 佐野SAC ｺｳﾛｸJr ｺｳﾛｸJr

河上 航汰(6) 1867点 金田 遼太郎(6) 1798点 上野 聖侍(6) 1761点 大金 龍生(6) 1754点 上田 敢太(6) 1730点 吉江 遼真(6) 1722点 戸崎 裕睦(6) 1720点 野村 要太(5) 1675点
中川小 GR 中村小 久下田小 宇大附属ｸﾗﾌﾞ 佐野SAC 日光IRC U-CLUB TSN

手塚 心結(5) 14.17 増渕 明歩(5) 14.67 今井 優理菜(5) 15.06 渡邉 花惟(5) 15.08 髙久 桃(5) 15.19 中田 柚花(5) 15.21 伊東 梓(5) 15.34 小川 結愛(5) 15.39
那須陸上ｸﾗﾌﾞ 国分寺RC.Jr TSN 那須塩原Jr陸上 芳賀東小 日光IRC 矢板･塩谷 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ
髙橋 悠(6) 13.33 熊倉 有菜(6) 13.85 本橋 由衣(6) 13.88 菅原 那帆(6) 13.98 小片 優莉(6) 14.00 佐山 結季子(6) 14.03 土屋 明日香(6) 14.13 岡本 瑛乃(6) 14.13
華陵ｸﾗﾌﾞ 華陵ｸﾗﾌﾞ TSN 真岡小 那須塩原Jr陸上 TSN 那須塩原Jr陸上 TOJ
君島 琴莉(5) 3:13.18 竹之下 舞帆(6) 3:13.50 萩原 汐音(5) 3:14.86 萩原 花音(5) 3:16.55 山口 凛華(6) 3:18.45 松崎 莉子(6) 3:24.24 川村 愛梨(5) 3:29.40 前沢 朱里(6) 3:30.17
那須塩原Jr陸上 大宮北小 七井小 七井小 真岡小 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 長田小 那須塩原Jr陸上
島田 欄(6) 1980点 坂本 華憐(6) 1891点 神田 真央(6) 1757点 前沢 朱里(6) 1681点 片見 響(6) 1619点 村山 紅丹(5) 1596点 栃木 千潤(6) 1585点 小原 叶希(6) 1583点
TOJ GR 久下田小 大宮南小 那須塩原Jr陸上 華陵ｸﾗﾌﾞ 大宮北小 TOJ 益子西小

小森 璃望(6) 1538点 浅野 翔希愛(6) 1524点 吉村 風香(6) 1505点 髙松 和香(6) 1482点 遠藤 咲和(6) 1443点 岡 柚花(6) 1394点 藤田 杏那(6) 1379点 髙村 友希乃(6) 1359点
須藤小 佐野SAC 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 芳賀北小 本郷北TRC 市野沢小学校 北光陸上部 北光陸上部

凡例  GR:大会記録 TER:栃木県小学生記録

6月20日 男子オープン1000m

第37回全国小学生陸上競技交流大会栃木県予選会
カンセキスタジアムとちぎ 2021/06/20

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月20日
5年男子100m 

風：+0.9

6月20日
6年男子100m 

風：+1.3

16.07(+0.3)-1m10 16.00(-0.9)-1m05

6月20日 男女混合4X100mR

14.06(+0.6)-1m35

6月20日 男子コンバインドA

13.91(-0.9)-1m30 13.93(-0.9)-1m20 14.59(+0.6)-1m20 14.73(+0.6)-1m15 15.23(+0.3)-1m15

3m85(+0.2)-40m33 4m30(-0.5)-33m70 3m82(+0.4)-40m23 3m88(+1.0)-37m15

6月20日
5年女子100m 

風：-1.9

3m68(+1.1)-49m37

6月20日 男子コンバインドB

4m06(-1.2)-40m74 3m60(+1.0)-45m30 4m29(+1.4)-35m37

6月20日
6年女子100m 

風：+1.4

6月20日 女子オープン1000m

3m00(-0.2)-39m84

13.68(+0.1)-1m25

6月20日 女子コンバインドA

14.20(+0.9)-1m25 14.65(-1.9)-1m20 15.43(+0.9)-1m25

3m35(+0.8)-37m77

6月20日 女子コンバインドB

3m21(0.0)-38m96 4m17(+0.8)-24m81 3m87(+1.1)-25m88 3m22(+1.1)-32m45 3m38(+0.7)-29m50 3m53(+0.4)-26m42

15.12(-1.9)-1m15 14.58(+0.9)-1m05 14.98(-0.7)-1m10 16.00(-1.9)-1m25



第37回全国小学生陸上競技交流大会栃木県予選会 新・タイ記録一覧表
カンセキスタジアムとちぎ 
2021/06/20 

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 6月20日 大会記録 男 小学 1000m ﾀｲﾑﾚｰｽ 2 1 2:53.66 若田 大尚(6) 落合陸上
栃木県小学生記録

2 6月20日 大会記録 男 小学5年 100m 予　選 2 1 13.06 0.0m/s 小森 裕一朗(5) 茂木小
3 6月20日 大会記録 男 小学5年 100m 決　勝 1 1 12.97 +0.9m/s 小森 裕一朗(5) 茂木小
4 6月20日 大会記録 男 小学 コンバインドA  総合 --- --- 1 2031 遠藤 凛生(6) 久下田小

栃木県小学生記録
5 6月20日 大会記録 男 小学 コンバインドB  総合 --- --- 1 1867 河上 航汰(6) 中川小
6 6月20日 大会記録 女 小学 コンバインドA  総合 --- --- 1 1980 島田 欄(6) TOJ



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)
2021/06/20 09:30 曇 24.0 79.0 南西 0.2

10:00 曇 24.5 75.0 西南西 0.4
11:00 曇 26.0 69.0 西南西 3.2
13:00 曇 27.5 63.0 北北西 2.6
14:00 晴 27.5 63.0 東南東 0.6
15:00 晴 27.5 56.0 南西 2.4

3 / 34



5年男子100m

予　選　9組0着＋8

1組 (風:-0.3) 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
ｱｶｻｶ ﾕｳｷ ｺﾓﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1 8 244 赤坂 優光(5) 佐野SAC 14.25 q 1 6 236 小森 裕一朗(5) 茂木小 13.06 GR q
ｻｲﾄｳ ｼﾝﾊﾞ ﾀｼﾛ ﾘｸ

2 5 132 斎藤 心羽(5) 矢板･塩谷 14.66 q 2 5 148 田代 凌久(5) 江川小 14.79
ｵﾁｱｲ ﾗｲﾄ ｵﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ

3 6 207 落合 徠翔(5) 真岡小 14.81 3 4 97 小野田 遥斗(5) 那須塩原Jr陸上 15.14
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ ﾀｶｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ

4 7 95 鈴木 颯斗(5) 那須Jr 15.17 4 9 249 髙澤 文太朗(5) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 15.68
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｱ ｵｵﾊｼ ﾙｲ

5 1 272 小林 涼空(5) 佐野SAC 15.52 5 7 137 大橋 琉生(5) 矢板･塩谷 15.69
ｶﾏﾀ ｵｳｽｹ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ

6 4 101 鎌田 旺介(5) 那須塩原Jr陸上 15.78 6 2 42 萩原 祐煕(5) TOJ 15.74
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ ｵｵｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

7 2 10 斎藤 稜臣(5) 石橋Jr陸上 15.90 7 1 273 大川 智弘(5) 佐野SAC 15.93
ﾂﾂﾐ ｼｵﾝ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

8 9 54 堤 崇温(5) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 16.08 7 8 180 佐藤 優太(5) 華陵ｸﾗﾌﾞ 15.93
ｷｸｵｶ ｱｽﾑ ｻﾄｳ ﾘｸ

9 3 183 菊岡 明日向(5) 日光IRC 16.48 9 3 51 佐藤 凛空(5) U-CLUB 16.51

3組 (風:-1.0) 4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
ﾅｶﾞﾉ ｱﾔﾄ ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ

1 6 239 永野 彪斗(5) 小貝小 14.44 q 1 6 40 村上 葵維(5) TOJ 14.36 q
ﾋｶﾞﾉ ｴｲｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｷ

2 3 248 日向野 瑛介(5) 佐野SAC 14.64 q 2 4 230 松本 璃希(5) 物部小 15.08
ｲｼﾊﾗ ｶﾝﾀ ｼﾉｻﾞｷ ｺｳｷ

3 5 93 石原 幹太(5) 那須塩原Jr陸上 14.87 3 7 96 篠﨑 洸希(5) 那須塩原Jr陸上 15.40
ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾀｻｷ ﾕｳﾉｽｹ

4 4 135 岡崎 崚汰(5) 矢板･塩谷 15.36 4 5 134 田崎 悠之介(5) 矢板･塩谷 15.92
ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｲｲﾂﾞｶ ｶｲﾘ

5 7 44 池田 紘人(5) 雀宮JRC 15.89 5 9 252 飯塚 海里(5) 佐野SAC 16.10
ｵｵﾓﾘ ｴｲﾀ ｻﾄｳ ｱﾗﾀ

6 8 21 大森 瑛太(5) TSN 16.30 6 3 181 佐藤 新太(5) 華陵ｸﾗﾌﾞ 16.22
ﾀﾏﾂｸﾘ ｹｲｺﾞ ﾓﾘﾔ ﾕﾒﾄ

7 9 49 玉造 圭悟(5) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ 16.31 7 8 57 森谷 夢斗(5) 雀宮JRC 17.36
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾊ ﾎｼｶﾜ ｼｭｳﾄ

8 2 185 渡辺 青波(5) 津田 16.84 2 45 星川 嵩登(5) 横川東小 DNS

5組 (風:-1.1) 6組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾊﾙﾀｶ ｱｸﾂ ﾕｳﾀ

1 4 232 森永 暖隆(5) 益子小 14.87 1 5 147 阿久津 優汰(5) 荒川小 14.75
ｻｲﾄｳ ｺｳﾉｽｹ ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ

2 6 92 齋藤 倖之介(5) 那須塩原Jr陸上 14.88 2 6 3 森 亮太(5) 国分寺RC.Jr 15.21
ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ ｱｵﾔﾏ ｻｸﾄ

3 5 184 髙橋 圭丞(5) 日光IRC 15.04 3 4 99 青山 朔人(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 15.47
ﾀｼﾛ ﾊﾙｷ ｵｵｼﾏ ﾘｭｳｶﾞ

4 7 133 田代 陽己(5) 矢板･塩谷 15.14 4 3 136 大嶋 琉雅(5) 矢板･塩谷 15.49
ｻﾄｳ ﾎﾀｶ ｶｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ

5 2 246 佐藤 穂高(5) 佐野SAC 15.94 5 9 55 樫村 郁哉(5) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ 16.47
ｼﾊﾞﾏ ｲﾂｷ ｱﾗｲ ｱｷﾋﾄ

6 9 103 芝間 慈樹(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 16.33 6 2 52 荒井 瑛仁(5) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 16.84
ｶﾅｳﾁ ﾂｸﾓ ﾊﾔｶﾜ ｶｹﾙ

7 8 53 叶内 九十九(5) 横川東小 16.94 7 8 250 早川 翔琉(5) 佐野SAC 16.85
ﾔﾅｼﾏ ﾋﾅﾀ ｲｲﾂｶ ﾊﾙｷ

8 3 11 梁島 燈向(5) 石橋Jr陸上 17.11 7 243 飯塚 悠希(5) 芳賀南小 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



5年男子100m

予　選　9組0着＋8

7組 (風:-0.6) 8組 (風:-1.1)

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
ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾌﾞﾝｺﾞ ｾｲﾔ

1 5 131 石塚 裕二朗(5) 矢板･塩谷 14.45 q 1 3 22 豊後 聖也(5) TSN 14.78
ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ ﾑﾛｲ ﾋｲﾛ

2 7 41 大森 勇輝(5) TOJ 15.13 2 6 94 室井 陽色(5) 那須Jr 15.31
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾔ ｳｴﾉ ﾀｹﾙ

3 4 98 松本 晃弥(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 15.34 3 5 223 上野 赳瑠(5) 長沼小 15.45
ﾀﾑﾗ ﾘｸﾄ ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾑ

4 8 251 田村 璃久斗(5) 佐野SAC 15.52 4 4 247 飯塚 大武(5) 佐野SAC 15.90
ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾄ ｷﾑﾗ ﾀｸﾄ

5 9 186 岩田 竜刀(5) 菊東JSC 15.67 5 8 150 木村 匠兎(5) 小川小 16.00
ﾖｼﾀﾞ ｵｳｾｲ ﾐｽﾞﾉ ﾐﾅﾄ

6 6 43 吉田 旺星(5) U-CLUB 15.90 6 9 48 水野 湊登(5) 横川東小 16.69
ｱｼﾀﾞ ﾌｳﾏ ﾀｼﾛ ﾘｮｳｶﾞ

7 3 13 芦田 楓真(5) 石橋Jr陸上 16.30 7 7 46 田代 凌雅(5) 上三川ｸﾗﾌﾞ 16.91
ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾄ ｶﾗｻﾜ ﾄﾜ

8 2 50 後藤 直登(5) 横川東小 16.82 8 2 182 柄沢 音輪(5) 日光IRC 19.85

9組 (風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｸﾏｻｶ ﾕｳｶﾞ

1 5 219 熊坂 悠我(5) 中村小 14.08 q
ﾅｶﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ

2 4 19 長田 伍平(5) TSN 14.84
ﾌｼﾞﾀ ﾜﾀﾙ

3 6 149 藤田 亘(5) 烏山小 15.19
ﾋﾗﾔﾏ ﾂｶｻ

4 7 100 平山 司(5) 那須塩原Jr陸上 15.64
ｿｳﾏ ﾊﾙｷ

5 2 102 相馬 悠大(5) 那須Jr 16.33
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ

6 3 47 吉田 晴翔(5) 上三川ｸﾗﾌﾞ 16.35
ﾓﾘﾉ ﾊﾙﾄ

7 8 245 森野 陽斗(5) 佐野SAC 16.65
ｲｼｶﾜ ｴｲﾀ

8 9 56 石川 瑛大(5) 雀宮JRC 17.07

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
ｺﾓﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1 5 236 小森 裕一朗(5) 茂木小 12.97 GR
ｸﾏｻｶ ﾕｳｶﾞ

2 4 219 熊坂 悠我(5) 中村小 14.03
ｱｶｻｶ ﾕｳｷ

3 7 244 赤坂 優光(5) 佐野SAC 14.16
ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ

4 9 131 石塚 裕二朗(5) 矢板･塩谷 14.19
ﾋｶﾞﾉ ｴｲｽｹ

5 2 248 日向野 瑛介(5) 佐野SAC 14.48
ﾅｶﾞﾉ ｱﾔﾄ

6 8 239 永野 彪斗(5) 小貝小 14.49
ｻｲﾄｳ ｼﾝﾊﾞ

7 3 132 斎藤 心羽(5) 矢板･塩谷 14.51
ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ

8 6 40 村上 葵維(5) TOJ 14.56

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



6年男子100m

予　選　11組0着＋8

1組 (風:-1.0) 2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
ﾋﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ﾑﾗｲ ﾘｭｳｶﾞ

1 5 153 桧山 純一郎(6) 小川小 13.93 1 5 217 村井 琉駕(6) 西田井小 13.30 q
ﾀｶﾀﾞ ｿﾗﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ

2 4 33 髙田 空翔(6) TOJ 13.98 2 7 152 松本 悠生(6) 江川小 13.59 q
ﾀｶﾔﾏ ﾄｳﾔ ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ

3 7 4 高山 桐矢(6) 石橋Jr陸上 14.05 3 6 9 東川 大輝(6) 石橋Jr陸上 14.36
ｲｲﾂﾞｶ ﾚｵﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ

4 8 257 飯塚 玲音(6) 佐野SAC 14.79 4 2 63 小林 聖直(6) 宝木小 14.60
ﾋﾗﾔﾏ ｹｲ ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ

5 6 111 平山 慶(6) 那須Jr 15.03 5 4 108 川口 翔真(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 14.61
ﾏﾙﾔﾏ ｿｳｹﾞﾝ ｱﾍﾞ ﾄｳｺﾞ

6 2 64 丸山 颯元(6) U-CLUB 15.11 6 3 261 阿部 冬梧(6) 佐野SAC 14.67
ﾑﾗｾ ﾘｸﾄ ﾋｶﾞｼｲｽﾞﾐ ｿｳｽｹ

7 9 70 村瀬 陸斗(6) 横川東小 15.78 7 9 140 東泉 宗佑(6) 矢板･塩谷 14.97
ﾌｸﾀﾞ ｺﾄ ﾅﾑﾗ ｱﾂﾄ

8 3 178 福田 湖都(6) 日光IRC 15.83 8 8 177 名村 篤人(6) 東光 15.57

3組 (風:-1.0) 4組 (風:-1.5)

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
ﾁﾉﾈ ﾕｳｽｹ ｼﾛﾐｽﾞ ｺｳｷ

1 7 5 千野根 悠介(6) 石橋Jr陸上 14.17 1 6 32 白水 煌己(6) TOJ 13.76 q
ｵｵｻｶ ﾋﾛﾕｷ ﾃﾝﾏﾔ ﾔﾏﾄ

2 3 254 大坂 宏幸(6) 佐野SAC 14.32 2 3 214 天満屋 和(6) 真岡西小 14.20
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｲﾄ ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ

3 5 61 松原 海斗(6) 横川東小 15.09 3 5 154 齋藤 元気(6) 馬頭小 14.45
ｹｲﾉ ｼｭｳﾔ ｲｼｲ ﾕｽﾞｷ

4 2 39 慶野 隼也(6) TOJ 15.11 4 9 275 石井 柚希(6) 佐野SAC 14.74
ﾊﾀﾀﾞ ｿﾗｲ ｴﾋﾞｻﾜ ｿｳﾀ

5 4 113 畠田 宙來(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 15.30 5 4 62 蛯澤 奏太(6) 宝木小 14.75
ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｽｹ ｵｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ

6 8 141 永岡 蒼甫(6) 矢板･塩谷 15.31 6 2 142 小川 夢月(6) 矢板･塩谷 15.43
ﾏﾂｼﾀ ｹｲﾀ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

7 9 179 松下 恵太(6) 津田 15.86 7 7 114 鈴木 悠斗(6) 那須Jr 15.63
ｳｽｲ ﾀｸ ｲﾅﾊﾞ ﾛｲｱ

6 151 薄井 大空(6) 馬頭小 DNS 8 8 171 稲葉 蕗唯亜(6) 北光陸上部 16.50

5組 (風:+0.1) 6組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾐﾂｷ

1 6 224 山口 悠斗(6) 長沼小 13.92 1 5 31 橋爪 允紀(6) TOJ 13.45 q
ｲﾄｶｽﾞ ｶｲ ﾊｷﾞﾜﾗ ｹｲﾄ

2 5 107 糸数 夏惟(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 14.13 2 7 6 萩原 蛍音(6) 石橋Jr陸上 14.48
ﾊｲﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ ｲｼｶﾜ ﾘｸﾄ

3 7 37 灰野 琳太郎(6) TOJ 14.28 3 6 110 石川 睦人(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 14.48
ｺﾀｹ ｿｳｼﾞｭｳﾛｳ ﾊｽﾐ ｹﾝﾄ

4 4 60 小竹 奏十郎(6) 簗瀬小 14.62 4 4 139 蓮見 拳叶(6) 矢板･塩谷 14.53
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾏ

5 2 255 竹内 優斗(6) 佐野SAC 15.03 5 8 169 塚田 悠雅(6) みどりが丘 14.91
ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ

6 3 2 斉藤 千紘(6) 国分寺RC.Jr 15.16 6 9 68 鈴木 俊介(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 15.43
ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾄ ﾄﾖﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

7 9 69 市川 倫士(6) ゆいの杜小 15.27 7 3 71 豊田 昇吾(6) 新田小 15.84
ﾀｹｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ

8 8 175 竹澤 隆太(6) 東光 15.28

凡例  DNS:欠場



6年男子100m

予　選　11組0着＋8

7組 (風:-1.1) 8組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｿﾞﾈ ﾀﾞｲｼ ﾃﾗｵ ｺﾀﾛｳ

1 8 262 小曽根 大志(6) 佐野SAC 13.78 1 7 176 寺尾 琥太朗(6) 東光 13.77 q
ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾝﾄ

2 6 105 藤田 翔太郎(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 14.04 2 4 16 天谷 絆人(6) TSN 13.79
ｵｲﾇﾏ ﾘｸｵｳ ﾜｷ ﾀﾞｲｷ

3 7 34 小井沼 陸王(6) TOJ 14.17 3 6 138 和気 大喜(6) 矢板･塩谷 14.12
ｺﾞｳﾏ ﾀﾞｲｽｹ ｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

4 5 216 郷間 大介(6) 大内西小 14.34 4 9 220 賀川 隼人(6) 中村小 14.55
ｳｶﾞｼﾞﾝ ｺｳｽｹ ｽｶﾞ ﾂｶｻ

5 4 173 宇賀神 公祐(6) ｺｳﾛｸJr 15.46 5 3 258 菅 司(6) 佐野SAC 14.78
ｶﾜﾊﾗ ﾐｸﾙ ｲﾄｳ ﾘﾑ

6 9 65 河原 未來(6) 昭和小 15.76 6 5 109 伊藤 利夢(6) 那須塩原Jr陸上 14.80
ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾏ ﾀｷﾀ ﾄｳﾏ

7 3 115 井上 陽将(6) 黒磯陸上ｸﾗﾌﾞ 16.57 7 8 67 瀧田 到真(6) 本郷北TRC 15.19

9組 (風:-0.7) 10組 (風:+0.6)

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
ﾅｶﾐﾈ ﾃｨﾑ ｶﾄｳ ｿｳﾔ

1 4 172 中峰 ﾃｨﾑ(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 13.87 1 7 104 加藤 颯埜(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 13.76 q
ｵｵｶﾞﾈ ﾘｸ ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝﾀ

2 7 36 大金 莉久(6) TOJ 14.17 2 8 233 小島 駿太(6) 益子小 14.38
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ｵｵﾇｷ ﾏﾅﾄ

3 3 225 山口 翔大(6) 久下田小 14.27 3 6 168 大貫 愛翔(6) みどりが丘 14.43
ｵｻﾞｷ ｼｭﾝ ｽｽﾞｷ ﾄｳﾑ

4 5 106 尾崎 旬(6) 那須塩原Jr陸上 14.33 4 3 260 鈴木 登夢(6) 佐野SAC 14.61
ﾃﾞﾃﾞﾙ ｶﾒﾛﾝ ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ

5 9 253 ﾃﾞﾃﾞﾙ ｶﾒﾛﾝ(6) 毛野南小 14.99 5 4 1 遠藤 新拓(6) 国分寺RC.Jr 14.68
ﾋﾗﾉ ﾕｳｶﾞ ﾅｵｲ ﾕﾗ

6 6 59 平野 優雅(6) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ 15.07 6 5 58 直井 優空(6) 雀宮JRC 14.68
ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾏ

7 8 72 近藤 芯(6) 城山西小 17.14 7 9 174 小林 治真(6) 東光 16.38

11組 (風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾈｻﾞﾜ ｿｳｼ

1 6 35 種沢 蒼志(6) TOJ 13.41 q
ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾄ

2 4 234 岩下 湧斗(6) 益子西小 13.67 q
ｲｽﾞﾐﾀ ｲﾁｺﾞ

3 7 112 泉田 一護(6) 黒磯陸上ｸﾗﾌﾞ 14.63
ｴﾋﾞﾊﾗ ｱｷﾄ

4 8 66 海老原 滉斗(6) 上三川ｸﾗﾌﾞ 15.01
ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｺﾞ

5 9 259 山崎 颯冴(6) 佐野SAC 15.11
ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐﾁ

6 5 170 吉澤 一通(6) 北光陸上部 15.19
ｻｻﾇﾏ ﾕｳﾄ

7 3 143 笹沼 悠人(6) 矢板･塩谷 16.14

凡例  DNS:欠場



6年男子100m

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
ﾑﾗｲ ﾘｭｳｶﾞ

1 7 217 村井 琉駕(6) 西田井小 13.15
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾐﾂｷ

2 6 31 橋爪 允紀(6) TOJ 13.21
ﾀﾈｻﾞﾜ ｿｳｼ

3 5 35 種沢 蒼志(6) TOJ 13.44
ｼﾛﾐｽﾞ ｺｳｷ

4 2 32 白水 煌己(6) TOJ 13.58
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ

5 4 152 松本 悠生(6) 江川小 13.61
ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾄ

6 9 234 岩下 湧斗(6) 益子西小 13.62
ｶﾄｳ ｿｳﾔ

7 8 104 加藤 颯埜(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 13.66
ﾃﾗｵ ｺﾀﾛｳ

8 3 176 寺尾 琥太朗(6) 東光 13.83

凡例  DNS:欠場



男子オープン1000m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　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

ｲﾘｴ ﾕｳｽｹ ﾜｶﾀ ﾋﾛﾀｶ

1 8 197 入江 佑典(6) 落合陸上 2:59.88 1 2 196 若田 大尚(6) 落合陸上 2:53.66 GR,TER

ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｷ ﾌｶｲ ﾏｺﾄ

2 11 74 後藤 遥希(6) 白沢小 3:02.12 2 5 144 深井 真生(6) 矢板･塩谷 2:56.21
ﾀﾆ ｿｳﾏ ﾂｶｺﾞｼ ﾐﾄ

3 10 269 谷 颯真(6) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 3:07.82 3 10 270 塚越 海斗(6) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 3:12.39
ｲｼｶﾜ ﾄﾞﾘｴﾝ ｲｼﾀﾞ ﾌｳﾄ

4 6 231 石川 ﾄﾞﾘｴﾝ(6) 物部小 3:13.36 4 11 75 石田 楓翔(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 3:12.58
ｵｸﾊﾗ ﾘｵﾄ ﾅｶｺﾞｳ ｶｽﾞﾏ

5 3 268 徳原 莉緒斗(6) 佐野SAC 3:15.33 5 1 8 中郷 和真(6) 石橋Jr陸上 3:17.75
ﾀｶﾊｼ ﾘｷﾄ ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ

6 4 145 髙橋 力輝斗(5) 矢板･塩谷 3:16.24 6 7 228 上野 陽翔(5) 久下田小 3:21.77
ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ ｵｵｷ ｱｷﾋﾄ

7 1 127 加藤 聖大(6) 那須塩原Jr陸上 3:18.97 7 4 267 大木 滉仁(5) 佐野SAC 3:22.16
ｵｵﾊｼ ｹｲﾀ ﾂｶﾀﾞ ﾊﾔﾄ

8 7 118 大橋 慶太(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 3:24.80 8 6 78 塚田 隼斗(6) 上三川ｸﾗﾌﾞ 3:22.66
ｳｴｼﾞｮｳ ｿｳﾀ ｵﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ

9 12 7 上條 颯汰(6) 石橋Jr陸上 3:27.35 9 13 97 小野田 遥斗(5) 那須塩原Jr陸上 3:24.06
ｲﾁｶﾜ ｼｭｳ ｵｵﾉ ｺｳｶﾞ

10 14 229 市川 修(6) 久下田小 3:28.08 10 9 163 大野 航駕(6) 七合小 3:26.40
ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｷ ｶﾄｳ ﾏﾅﾄ

11 5 76 永井 晴貴(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 3:30.70 11 3 128 加藤 心翔(6) 那須塩原Jr陸上 3:29.68
ｸﾘﾀ ﾕｳｷ ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ

12 13 161 栗田 祐貴(5) 荒川小 3:35.13 12 12 200 相澤 嶺馬(6) 菊東JSC 3:35.89
ｿｳﾄﾒ ﾀｶﾄ ｹｲﾉ ﾀｶﾔ

13 9 30 早乙女 天斗(5) 大宮北小 3:38.90 13 8 26 慶野 貴哉(6) 栃木中央小 3:40.41
ﾊﾔｼ ｶｲﾘ

14 2 190 林 海心(5) 北光陸上部 3:41.64

3組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｾｲ ﾜｶﾀ ﾋﾛﾀｶ GR,TER
1 4 73 米山 煌星(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 3:08.03 1 196 若田 大尚(6) 落合陸上 2:53.66

ﾀﾃﾉ ｿｳｽｹ ﾌｶｲ ﾏｺﾄ

2 8 209 舘野 蒼空(6) 真岡小 3:15.70 2 144 深井 真生(6) 矢板･塩谷 2:56.21
ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾄ ｲﾘｴ ﾕｳｽｹ

3 1 271 本多 琉人(6) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 3:16.25 3 197 入江 佑典(6) 落合陸上 2:59.88
ﾀｹｳﾁ ﾙｶ ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｷ

4 6 126 竹内 琉ｶ(6) 那須塩原Jr陸上 3:16.52 4 74 後藤 遥希(6) 白沢小 3:02.12
ﾎﾘｴ ﾐﾂｷ ﾀﾆ ｿｳﾏ

5 7 28 堀江 光樹(6) 栃木第五小 3:18.33 5 269 谷 颯真(6) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 3:07.82
ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳｾｲ ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｾｲ

6 2 199 五十嵐 琉晟(6) 菊東JSC 3:18.77 6 73 米山 煌星(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 3:08.03
ﾌｼﾞｵｶ ﾐﾁﾋﾛ ﾂｶｺﾞｼ ﾐﾄ

7 11 77 藤岡 倫大(6) U-CLUB 3:22.38 7 270 塚越 海斗(6) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 3:12.39
ﾐﾔﾀ ｿﾗ ｲｼﾀﾞ ﾌｳﾄ

8 12 146 宮田 蒼空(5) 矢板･塩谷 3:24.86 8 75 石田 楓翔(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 3:12.58
ｴﾋﾞｻﾜ ｿｳﾀ

9 9 62 蛯澤 奏太(6) 宝木小 3:25.07
ｲｼﾊﾗ ｶﾝﾀ

10 10 93 石原 幹太(5) 那須塩原Jr陸上 3:29.04
ｵﾘｶｻ ｱﾔﾄ

11 5 198 折笠 彩翔(6) 落合陸上 3:31.14
ﾜｸ ｱｵﾊﾞ

12 13 162 和久 葵波(5) 江川小 3:48.12
ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ

13 3 12 岡本 悠幹(5) 石橋Jr陸上 4:04.90

凡例  GR:大会記録 TER:栃木県小学生記録



男女混合4X100mR

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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 5 陽南陸上ｸﾗﾌﾞA 558 中村 真唯(6) ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 56.29 1 7 TOJ・A 530 大野 葵咲(6) ｵｵﾉ ﾘｻ 53.96
585 吉村 風香(6) ﾖｼﾑﾗ ﾌｳｶ 32 白水 煌己(6) ｼﾛﾐｽﾞ ｺｳｷ
75 石田 楓翔(6) ｲｼﾀﾞ ﾌｳﾄ 529 横山 史織(6) ﾖｺﾔﾏ ｼｵﾘ
73 米山 煌星(6) ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｾｲ 33 髙田 空翔(6) ﾀｶﾀﾞ ｿﾗﾄ

2 9 佐野SAC・B 749 稲葉 心優(6) ｲﾅﾊﾞ ﾐﾕ 56.84 2 5 久下田小 225 山口 翔大(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 55.76
260 鈴木 登夢(6) ｽｽﾞｷ ﾄｳﾑ 717 坂本 華憐(6) ｻｶﾓﾄ ｶﾚﾝ
748 大芦 葵(6) ｵｵｱｼ ｱｵｲ 715 添野 結々愛(6) ｿｴﾉ ﾕﾕｱ
244 赤坂 優光(5) ｱｶｻｶ ﾕｳｷ 226 遠藤 凛生(6) ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｷ

3 2 馬頭小 660 黒鵜 美音(6) ｸﾛｳ ﾐｵ 58.49 3 3 江川小 655 塩田 琴音(6) ｼｵﾀ ｺﾄﾈ 57.45
156 山本 誉琉(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾏﾚ 647 黒須 結葉(5) ｸﾛｽ ﾕｲﾅ
651 笹沼 莉音(6) ｻｻﾇﾏ ﾘｵﾝ 148 田代 凌久(5) ﾀｼﾛ ﾘｸ
154 齋藤 元気(6) ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 152 松本 悠生(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ

4 4 那須塩原Jr陸上B 618 川野輪 心愛(6) ｶﾜﾉﾜ ｺｺｱ 58.57 4 6 那須陸上ｸﾗﾌﾞB 629 阿久津 真央(6) ｱｸﾂ ﾏｵ 57.56
616 樋口 まこ(6) ﾋｸﾞﾁ ﾏｺ 110 石川 睦人(6) ｲｼｶﾜ ﾘｸﾄ
124 野俣 陸(6) ﾉﾏﾀ ﾘｸ 607 後藤 蘭(6) ｺﾞﾄｳ ﾗﾝ
129 益子 亜蓮(6) ﾏｼｺ ｱﾚﾝ 116 黒子 穂尊(6) ｸﾛｺ ﾎﾀｶ

5 7 TSN・A 19 長田 伍平(5) ﾅｶﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ 59.22 5 8 津田 206 古澤 凌次(6) ﾌﾙｻﾜ ﾘｮｳｼﾞ 1:00.25

17 村田 凌唯(6) ﾑﾗﾀ ﾉｲ 674 猪股 凜子(6) ｲﾉﾏﾀ ﾘﾝｺ
516 今井 優理菜(5) ｲﾏｲ ﾕﾘﾅ 179 松下 恵太(6) ﾏﾂｼﾀ ｹｲﾀ
513 吉村 百々晴(6) ﾖｼﾑﾗ ﾓﾓﾊ 676 君波 咲妃(6) ｷﾐﾅﾐ ｻｷ

6 3 石橋Jr陸上B 511 藤井 咲良(5) ﾌｼﾞｲ ｻｸﾗ 1:00.01 6 9 横川東小 564 種市 咲那(6) ﾀﾈｲﾁ ｻｷﾅ 1:00.77

7 上條 颯汰(6) ｳｴｼﾞｮｳ ｿｳﾀ 90 平野 嵐士(6) ﾋﾗﾉ ｱﾗｼ
510 高山 莉瑚(5) ﾀｶﾔﾏ ﾘｺ 591 菊地 菜心(6) ｷｸﾁ ﾅﾅﾐ

5 千野根 悠介(6) ﾁﾉﾈ ﾕｳｽｹ 61 松原 海斗(6) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｲﾄ
7 8 北光陸上部A 688 髙村 友希乃(6) ﾀｶﾑﾗ ﾕｷﾉ 1:00.05 7 2 矢板・塩谷B 639 大河原 ゆり(6) ｵｵｶﾜﾗ ﾕﾘ 1:00.84

190 林 海心(5) ﾊﾔｼ ｶｲﾘ 631 佐藤 綾那(5) ｻﾄｳ ｱﾔﾅ
696 新堀 芹空(6) ﾆｲﾎﾞﾘ ｾﾘｱ 133 田代 陽己(5) ﾀｼﾛ ﾊﾙｷ
170 吉澤 一通(6) ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐﾁ 140 東泉 宗佑(6) ﾋｶﾞｼｲｽﾞﾐ ｿｳｽｹ

6 芳賀北小 DNS 8 4 U-CLUB・A 64 丸山 颯元(6) ﾏﾙﾔﾏ ｿｳｹﾞﾝ 1:02.77

589 仁平 陽菜(6) ﾆﾀﾞｲﾗ ﾋﾅ
91 薄井 悠真(6) ｳｽｲ ﾕｳﾏ
573 有井 仁美(6) ｱﾘｲ ﾋﾄﾐ

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 4 TSN・C 20 石川 直哉(6) ｲｼｶﾜ ﾅｵﾔ 55.41 1 3 佐野SAC・A 752 松島 花暖(6) ﾏﾂｼﾏ ｶﾉﾝ 54.85
515 佐山 結季子(6) ｻﾔﾏ ﾕｷｺ 254 大坂 宏幸(6) ｵｵｻｶ ﾋﾛﾕｷ
512 本橋 由衣(6) ﾓﾄﾊｼ ﾕｲ 753 木村 佳瑚(6) ｷﾑﾗ ｶｺ
16 天谷 絆人(6) ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾝﾄ 262 小曽根 大志(6) ｵｿﾞﾈ ﾀﾞｲｼ

2 5 真岡西小 706 土屋 美桜(6) ﾂﾁﾔ ﾐｱﾗ 57.68 2 5 那須塩原Jr陸上A 109 伊藤 利夢(6) ｲﾄｳ ﾘﾑ 54.87
214 天満屋 和(6) ﾃﾝﾏﾔ ﾔﾏﾄ 604 小片 優莉(6) ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾘ
707 水上 凜音(5) ﾐｽﾞｶﾐ ﾘｵﾝ 605 土屋 明日香(6) ﾂﾁﾔ ｱｽｶ
215 藤澤 泰成(6) ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｲｾｲ 106 尾崎 旬(6) ｵｻﾞｷ ｼｭﾝ

3 6 那須陸上ｸﾗﾌﾞC 612 小出 愛莉(6) ｺｲﾃﾞ ｱｲﾘ 58.94 3 7 益子西小 234 岩下 湧斗(6) ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾄ 58.10
118 大橋 慶太(6) ｵｵﾊｼ ｹｲﾀ 722 山中 菜月(6) ﾔﾏﾅｶ ﾅﾂｷ
611 藤田 萌愛(6) ﾌｼﾞﾀ ﾒｲ 719 小原 叶希(6) ｵﾊﾞﾗ ｶﾔﾉ
108 川口 翔真(6) ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 235 田中 陽(6) ﾀﾅｶ ﾊﾙ

4 7 TOJ・D 42 萩原 祐煕(5) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 1:00.54 4 4 国分寺RC.Jr・A 1 遠藤 新拓(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 58.11
40 村上 葵維(5) ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 502 増渕 明歩(5) ﾏｽﾌﾞﾁ ｱｷﾎ
538 塚原 結愛(5) ﾂｶﾊﾗ ﾕｲ 501 鈴木 愛梨(6) ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ
539 櫻井 美咲(5) ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ 3 森 亮太(5) ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ

5 3 那須塩原Jr陸上E 599 荻原 愛心(5) ｵｷﾞﾜﾗ ｱｲﾐ 1:00.64 5 9 日光IRC・B 672 手塚 心海(6) ﾃﾂﾞｶ ﾐｳ 58.20
597 村松 樹里(5) ﾑﾗﾏﾂ ｼﾞｭﾘ 184 髙橋 圭丞(5) ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ
122 髙野 佑也(5) ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ 178 福田 湖都(6) ﾌｸﾀﾞ ｺﾄ
93 石原 幹太(5) ｲｼﾊﾗ ｶﾝﾀ 671 斎藤 海菜(6) ｻｲﾄｳ ﾐｲﾅ

6 9 U-CLUB・B 82 戸崎 裕睦(6) ﾄｻｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 1:01.92 6 6 上三川ｸﾗﾌﾞA 561 鷹箸 愛来(6) ﾀｶﾉﾊｼ ｱｲﾗ 1:01.24

547 吉澤 芽依(5) ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 78 塚田 隼斗(6) ﾂｶﾀﾞ ﾊﾔﾄ
590 松本 菜月(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ 571 海老原 凛佳(6) ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘﾝｶ
77 藤岡 倫大(6) ﾌｼﾞｵｶ ﾐﾁﾋﾛ 66 海老原 滉斗(6) ｴﾋﾞﾊﾗ ｱｷﾄ

7 2 上三川ｸﾗﾌﾞB 578 今村 瞳(6) ｲﾏﾑﾗ ﾋﾄﾐ 1:03.47 7 8 小川小A 650 桐原 杏(5) ｷﾘﾊﾗ ｱﾝ 1:01.52

47 吉田 晴翔(5) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 164 阿久津 隼(5) ｱｸﾂ ﾊﾔﾄ
579 及川 美音(6) ｵｲｶﾜ ﾐｵﾝ 664 越井 美結(5) ｺｼｲ ﾐﾕ
88 齋藤 楓悟(6) ｻｲﾄｳ ﾌｳｺﾞ 150 木村 匠兎(5) ｷﾑﾗ ﾀｸﾄ

8 8 みどりが丘 679 根本 歩乃花(5) ﾈﾓﾄ ﾎﾉｶ 1:03.74

169 塚田 悠雅(6) ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾏ
680 鶴野 冬華(5) ﾂﾙﾉ ｶｽﾞﾊ
202 長山 颯太(5) ﾅｶﾞﾔﾏ ｿｳﾀ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のﾚｰﾝに入った R1:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった R2:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完
了しなかった
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

5組 6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 4 真岡東小 704 佐藤 唯衣(6) ｻﾄｳ ﾕｲ 56.16 1 7 華陵ｸﾗﾌﾞ 172 中峰 ﾃｨﾑ(6) ﾅｶﾐﾈ ﾃｨﾑ 53.89
211 仁平 淳也(6) ﾆﾍｲ ｼﾞｭﾝﾔ 677 髙橋 悠(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｳ
703 後明 優希(6) ｺﾞﾐｮｳ ﾕｳｷ 678 熊倉 有菜(6) ｸﾏｸﾗ ﾕｳﾅ
212 三星 智弘(6) ﾐﾂﾎﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 191 増山 颯太(6) ﾏｼﾔﾏ ｿｳﾀ

2 9 小川小B 663 阿久津 由羽(6) ｱｸﾂ ﾕｳ 58.51 2 5 那須陸上ｸﾗﾌﾞA 620 桑原 梨陽奈(6) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾋﾅ 54.75
160 秋元 結月(6) ｱｷﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 105 藤田 翔太郎(6) ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ
654 田所 陽音(6) ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾅﾘ 592 手塚 心結(5) ﾃﾂﾞｶ ﾐﾕ
153 桧山 純一郎(6) ﾋﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 104 加藤 颯埜(6) ｶﾄｳ ｿｳﾔ

3 6 那須塩原Jr陸上C 97 小野田 遥斗(5) ｵﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ 58.59 3 3 烏山小 667 渡辺 南奈(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ 58.41
594 君島 琴莉(5) ｷﾐｼﾏ ｺﾄﾘ 166 石川 琉偉(6) ｲｼｶﾜ ﾙｲ
593 渡邉 花惟(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｲ 666 三浦 琉羽葵(6) ﾐｳﾗ ﾙｳｷ
92 齋藤 倖之介(5) ｻｲﾄｳ ｺｳﾉｽｹ 155 阿久津 晴大郎(6) ｱｸﾂ ｾｲﾀﾛｳ

4 8 矢板・塩谷C 135 岡崎 崚汰(5) ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 1:00.00 4 6 陽南陸上ｸﾗﾌﾞB 557 渡邉 亜萌(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾓ 59.11
141 永岡 蒼甫(6) ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｽｹ 76 永井 晴貴(6) ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｷ
632 松元 芙羽奈(5) ﾏﾂﾓﾄ ﾌｳﾅ 572 高橋 瑞奈(6) ﾀｶﾊｼ ﾀﾏﾅ
640 漆原 梨華(6) ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾘｶ 68 鈴木 俊介(6) ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ

5 5 宇大附属ｸﾗﾌﾞA 59 平野 優雅(6) ﾋﾗﾉ ﾕｳｶﾞ 1:00.52 5 4 石橋Jr陸上 A 508 鈴木 ひかり(6) ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 59.13
80 大金 龍生(6) ｵｵｶﾞﾈ ﾘｭｳｾｲ 6 萩原 蛍音(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ｹｲﾄ
543 國貞 茉凛(5) ｸﾆｻﾀﾞ ﾏﾘﾝ 507 布袋田 小春(6) ﾎﾃｲﾀﾞ ｺﾊﾙ
551 二飯田 咲空(5) ﾆﾊﾝﾀﾞ ｻｸﾗ 4 高山 桐矢(6) ﾀｶﾔﾏ ﾄｳﾔ

6 3 菊東JSC 186 岩田 竜刀(5) ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾄ 1:02.02 6 9 TSN・B 18 野村 要太(5) ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ 1:00.17

685 田島 優(5) ﾀｼﾞﾏ ﾕｳ 15 高木 幹太(6) ﾀｶｷﾞ ｶﾝﾀ
691 岩田 色葉(6) ｲﾜﾀ ｲﾛﾊ 517 臼井 杏奈(5) ｳｽｲ ｱﾝﾅ
199 五十嵐 琉晟(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳｾｲ 514 須藤 有咲(6) ｽﾄｳ ｱﾘｻ

7 TOJ・B 533 岡本 瑛乃(6) ｵｶﾓﾄ ｱｷﾉ DQ,R2 7 8 宇大附属ｸﾗﾌﾞB 49 玉造 圭悟(5) ﾀﾏﾂｸﾘ ｹｲｺﾞ 1:03.19

34 小井沼 陸王(6) ｵｲﾇﾏ ﾘｸｵｳ 84 深川 礼慈(5) ﾌｶｶﾞﾜ ﾚﾁｶ
534 島田 欄(6) ｼﾏﾀﾞ ﾗﾝ 548 鈴木 莉奈(5) ｽｽﾞｷ ﾘﾅ
35 種沢 蒼志(6) ﾀﾈｻﾞﾜ ｿｳｼ 588 石川 璃理(5) ｲｼｶﾜ ﾘﾘ

7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 6 日光IRC・A 193 飯野 雄稀(6) ｲｲﾉ ﾕｳﾔ 55.62
194 吉江 遼真(6) ﾖｼｴ ﾘｮｳﾏ
683 中田 柚花(5) ﾅｶﾀ ﾕｽﾞﾊ
670 小倉 優佳(6) ｵｸﾞﾗ ﾕｳｶ

2 5 真岡小 207 落合 徠翔(5) ｵﾁｱｲ ﾗｲﾄ 55.71
700 石塚 心結(6) ｲｼﾂｶ ﾐﾕ
701 菅原 那帆(6) ｽｶﾞﾊﾗ ﾅﾎ
210 勝田 琉生(6) ｶﾂﾀ ﾙｲ

3 4 矢板・塩谷A 638 西村 蒼蘭(6) ﾆｼﾑﾗ ｿﾗ 56.73
630 伊東 梓(5) ｲﾄｳ ｱｽﾞｻ
139 蓮見 拳叶(6) ﾊｽﾐ ｹﾝﾄ
138 和気 大喜(6) ﾜｷ ﾀﾞｲｷ

4 8 黒磯陸上ｸﾗﾌﾞ 112 泉田 一護(6) ｲｽﾞﾐﾀ ｲﾁｺﾞ 1:00.85

115 井上 陽将(6) ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾏ
615 石川 璃音(6) ｲｼｶﾜ ﾘﾉ
628 大野 羚奈(6) ｵｵﾉ ﾚｲﾅ

5 3 雀宮JRC・A 58 直井 優空(6) ﾅｵｲ ﾕﾗ 1:04.08

562 福田 菜夏(6) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ
57 森谷 夢斗(5) ﾓﾘﾔ ﾕﾒﾄ
556 加藤 未来(6) ｶﾄｳ ﾐｸ

7 TOJ・C 535 大勝 結心(6) ｵｵｶﾂ ﾕｲ DQ,R1

536 小川 来愛(6) ｵｶﾞﾜ ｸﾚｱ
38 林 寿陽(6) ﾊﾔｼ ﾄｼｱｷ
37 灰野 琳太郎(6) ﾊｲﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ

9 北光陸上部B 668 淡路 理乃(6) ｱﾜｼﾞ ﾘﾉ DQ,T2

203 渡邉 日陽(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ
690 松崎 結(6) ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｲ
171 稲葉 蕗唯亜(6) ｲﾅﾊﾞ ﾛｲｱ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のﾚｰﾝに入った R1:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった R2:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完
了しなかった



男女混合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 華陵ｸﾗﾌﾞ 172 中峰 ﾃｨﾑ(6) ﾅｶﾐﾈ ﾃｨﾑ 53.89
677 髙橋 悠(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｳ
678 熊倉 有菜(6) ｸﾏｸﾗ ﾕｳﾅ
191 増山 颯太(6) ﾏｼﾔﾏ ｿｳﾀ

2 TOJ・A 530 大野 葵咲(6) ｵｵﾉ ﾘｻ 53.96
32 白水 煌己(6) ｼﾛﾐｽﾞ ｺｳｷ
529 横山 史織(6) ﾖｺﾔﾏ ｼｵﾘ
33 髙田 空翔(6) ﾀｶﾀﾞ ｿﾗﾄ

3 那須陸上ｸﾗﾌﾞA 620 桑原 梨陽奈(6) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾋﾅ 54.75
105 藤田 翔太郎(6) ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ
592 手塚 心結(5) ﾃﾂﾞｶ ﾐﾕ
104 加藤 颯埜(6) ｶﾄｳ ｿｳﾔ

4 佐野SAC・A 752 松島 花暖(6) ﾏﾂｼﾏ ｶﾉﾝ 54.85
254 大坂 宏幸(6) ｵｵｻｶ ﾋﾛﾕｷ
753 木村 佳瑚(6) ｷﾑﾗ ｶｺ
262 小曽根 大志(6) ｵｿﾞﾈ ﾀﾞｲｼ

5 那須塩原Jr陸上A 109 伊藤 利夢(6) ｲﾄｳ ﾘﾑ 54.87
604 小片 優莉(6) ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾘ
605 土屋 明日香(6) ﾂﾁﾔ ｱｽｶ
106 尾崎 旬(6) ｵｻﾞｷ ｼｭﾝ

6 TSN・C 20 石川 直哉(6) ｲｼｶﾜ ﾅｵﾔ 55.41
515 佐山 結季子(6) ｻﾔﾏ ﾕｷｺ
512 本橋 由衣(6) ﾓﾄﾊｼ ﾕｲ
16 天谷 絆人(6) ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾝﾄ

7 日光IRC・A 193 飯野 雄稀(6) ｲｲﾉ ﾕｳﾔ 55.62
194 吉江 遼真(6) ﾖｼｴ ﾘｮｳﾏ
683 中田 柚花(5) ﾅｶﾀ ﾕｽﾞﾊ
670 小倉 優佳(6) ｵｸﾞﾗ ﾕｳｶ

8 真岡小 207 落合 徠翔(5) ｵﾁｱｲ ﾗｲﾄ 55.71
700 石塚 心結(6) ｲｼﾂｶ ﾐﾕ
701 菅原 那帆(6) ｽｶﾞﾊﾗ ﾅﾎ
210 勝田 琉生(6) ｶﾂﾀ ﾙｲ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のﾚｰﾝに入った R1:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった R2:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完
了しなかった



男子コンバインドA

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 80mH 走高跳 総合 ｺﾒﾝﾄ

14.06 1m35
1 226 +0.6 2031 GR,TER

(939) (1092)
13.91 1m30

2 218 -0.9 1998
(964) (1034)
13.93 1m20

3 38 -0.9 1880
(961) (919)
14.59 1m20

4 221 +0.6 1767
(848) (919)
14.73 1m15

5 155 +0.6 1685
(824) (861)
15.23 1m15

6 256 +0.3 1600
(739) (861)
16.07 1m10

7 187 +0.3 1398
(595) (803)
16.00 1m05

8 188 -0.9 1353
(607) (746)
16.09 1m05

9 117 -0.9 1338
(592) (746)
16.36 1m05

10 17 +0.3 1292
(546) (746)
17.35 1m15

11 24 -0.9 1237
(376) (861)
17.25 1m10

12 157 -0.9 1196
(393) (803)
17.37 1m10

13 116 +0.3 1176
(373) (803)
18.06 1m05

14 156 +0.3 1001
(255) (746)
18.12 1m05

15 189 +0.6 991
(245) (746)
18.94 1m15

16 119 +0.6 966
(105) (861)
19.12 1m10

17 118 -0.9 903
(100) (803)
16.16 NM

18 15 +0.6 630
(580) (50)
17.23 NM

19 27 +0.3 447
(397) (50)
22.16 NM

20 14 -0.9 150
(100) (50)
19.07 NM

20 79 +0.3 150
(100) (50)
20.37 DNS

29 +0.6 DNF
(100)

DNS DNS
240 DNS

氏名 所属

ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｷ

遠藤 凛生 久下田小

(6)
ﾊﾔｼ ﾄｼｱｷ

林 寿陽 TOJ

(6)
ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ

佐々木 大地 西田井小

(6)
ｱｸﾂ ｾｲﾀﾛｳ

阿久津 晴大郎 烏山小

(6)
ﾂﾊﾞｷ ﾎｽﾞﾐ

椿 歩純 中村小

(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ

渡邊 雅己 ｺｳﾛｸJr

(6)
ﾅﾙｾ ｱﾕﾑ

成瀬 歩 佐野SAC

(6)
ｸﾇｷﾞ ｱｵﾊﾞ

功力 蒼葉 那須Jr

(6)
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ

林 嵩真 ｺｳﾛｸJr

(6)
ｶﾜﾀﾞ ﾚﾝ

川田 錬 栃木中央小

(5)
ﾑﾗﾀ ﾉｲ

村田 凌唯 TSN

(6)
ｸﾛｺ ﾎﾀｶ

黒子 穂尊 那須陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｶﾀｵｶ ｿｳｽｹ

片岡 爽佑 江川小

(6)
ｲﾜｾ ﾊﾙﾄ

岩瀬 温人 ｺｳﾛｸJr

(6)
ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾏﾚ

山本 誉琉 馬頭小

(6)
ｵｵﾊｼ ｹｲﾀ

大橋 慶太 那須陸上ｸﾗﾌﾞ

(5)
ｲﾄｳ ﾀｲｷ

伊藤 大騎 那須陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ

飯島 悠斗 栃木第五小

(6)
ﾀｶｷﾞ ｶﾝﾀ

高木 幹太 TSN

(5)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ

宮澤 佑輔 宇大附属ｸﾗﾌﾞ

(5)
ｺｲﾃﾞ ﾄｱ

小出 翔空 TSN

(6)

(6)
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｲﾄ

小野寺 結士 芳賀北小

(6)
ﾍﾞﾂｲ ｶﾅﾄ

別井 奏斗 大宮南小

凡例  GR:大会記録 TER:栃木県小学生記録　DNS:欠場 DNF:途中棄権 



男子コンバインドA 80mH

1組 (風:-0.9) 2組 (風:+0.3)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ ﾅﾙｾ ｱﾕﾑ

1 4 218 佐々木 大地(6) 西田井小 13.91 964 1 2 256 成瀬 歩(6) 佐野SAC 15.23 739
ﾊﾔｼ ﾄｼｱｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ

2 5 38 林 寿陽(6) TOJ 13.93 961 2 5 187 渡邊 雅己(6) ｺｳﾛｸJr 16.07 595
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ ﾑﾗﾀ ﾉｲ

3 3 188 林 嵩真(6) ｺｳﾛｸJr 16.00 607 3 3 17 村田 凌唯(6) TSN 16.36 546
ｸﾇｷﾞ ｱｵﾊﾞ ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ

4 6 117 功力 蒼葉(5) 那須Jr 16.09 592 4 9 27 飯島 悠斗(5) 栃木第五小 17.23 397
ｶﾀｵｶ ｿｳｽｹ ｸﾛｺ ﾎﾀｶ

5 7 157 片岡 爽佑(6) 江川小 17.25 393 5 7 116 黒子 穂尊(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 17.37 373
ｶﾜﾀﾞ ﾚﾝ ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾏﾚ

6 2 24 川田 錬(6) 栃木中央小 17.35 376 6 4 156 山本 誉琉(6) 馬頭小 18.06 255
ｵｵﾊｼ ｹｲﾀ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ

7 9 118 大橋 慶太(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 19.12 100 7 8 79 宮澤 佑輔(6) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ 19.07 100
ｺｲﾃﾞ ﾄｱ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｲﾄ

8 8 14 小出 翔空(5) TSN 22.16 100 6 240 小野寺 結士(6) 芳賀北小 DNS

3組 (風:+0.6)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｷ

1 4 226 遠藤 凛生(6) 久下田小 14.06 939
ﾂﾊﾞｷ ﾎｽﾞﾐ

2 7 221 椿 歩純(6) 中村小 14.59 848
ｱｸﾂ ｾｲﾀﾛｳ

3 5 155 阿久津 晴大郎(6) 烏山小 14.73 824
ﾀｶｷﾞ ｶﾝﾀ

4 6 15 高木 幹太(6) TSN 16.16 580
ｲﾜｾ ﾊﾙﾄ

5 8 189 岩瀬 温人(5) ｺｳﾛｸJr 18.12 245
ｲﾄｳ ﾀｲｷ

6 9 119 伊藤 大騎(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 18.94 105
ﾍﾞﾂｲ ｶﾅﾄ

7 3 29 別井 奏斗(6) 大宮南小 20.37 100

凡例  DNS:欠場



男子コンバインドA 走高跳

ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｷ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ×

1 19 226 遠藤 凛生(6) 久下田小 1m35 1092
ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ×

2 1 218 佐々木 大地(6) 西田井小 1m30 1034
ﾂﾊﾞｷ ﾎｽﾞﾐ ○ ○ ○ ○ × ×

3 8 221 椿 歩純(6) 中村小 1m20 919
ﾊﾔｼ ﾄｼｱｷ × ○ ○ ○ ○ × ×

4 5 38 林 寿陽(6) TOJ 1m20 919
ｲﾄｳ ﾀｲｷ ○ ○ ○ × ×

5 6 119 伊藤 大騎(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 1m15 861
ﾅﾙｾ ｱﾕﾑ ○ ○ ○ × ×

5 23 256 成瀬 歩(6) 佐野SAC 1m15 861
ｶﾜﾀﾞ ﾚﾝ ○ ○ × ○ × ×

7 18 24 川田 錬(6) 栃木中央小 1m15 861
ｱｸﾂ ｾｲﾀﾛｳ × ○ ○ × ○ × ×

8 16 155 阿久津 晴大郎(6) 烏山小 1m15 861
ｵｵﾊｼ ｹｲﾀ ○ ○ × ×

9 2 118 大橋 慶太(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 1m10 803
ｸﾛｺ ﾎﾀｶ ○ ○ × ×

9 13 116 黒子 穂尊(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 1m10 803
ｶﾀｵｶ ｿｳｽｹ ○ ○ × ×

9 20 157 片岡 爽佑(6) 江川小 1m10 803
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ ○ × ○ × ×

12 12 187 渡邊 雅己(6) ｺｳﾛｸJr 1m10 803
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ ○ × ×

14 4 188 林 嵩真(6) ｺｳﾛｸJr 1m05 746
ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾏﾚ ○ × ×

14 7 156 山本 誉琉(6) 馬頭小 1m05 746
ｸﾇｷﾞ ｱｵﾊﾞ ○ × ×

14 10 117 功力 蒼葉(5) 那須Jr 1m05 746
ﾑﾗﾀ ﾉｲ ○ × ×

14 15 17 村田 凌唯(6) TSN 1m05 746
ｲﾜｾ ﾊﾙﾄ ○ × ×

14 17 189 岩瀬 温人(5) ｺｳﾛｸJr 1m05 746
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ × ×

3 27 飯島 悠斗(5) 栃木第五小 50 NM
ﾀｶｷﾞ ｶﾝﾀ × ×

9 15 高木 幹太(6) TSN 50 NM
ｺｲﾃﾞ ﾄｱ × ×

21 14 小出 翔空(5) TSN 50 NM
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ × ×

22 79 宮澤 佑輔(6) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ 50 NM
ﾍﾞﾂｲ ｶﾅﾄ ○ × ○ × ×

11 29 別井 奏斗(6) 大宮南小 1m10 803 DNS
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｲﾄ

14 240 小野寺 結士(6) 芳賀北小 DNS

1m05 1m40
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子コンバインドB

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 走幅跳
ジャベボール

投
総合 ｺﾒﾝﾄ

3m68 49m37
1 237 +1.1 1867 GR

(804) (1063)
4m06 40m74

2 222 -1.2 1798
(910) (888)
3m60 45m30

3 227 +1.0 1761
(781) (980)
4m29 35m37

4 80 +1.4 1754
(975) (779)
3m85 40m33

5 266 +0.2 1730
(851) (879)
4m30 33m70

6 194 -0.5 1722
(977) (745)
3m82 40m23

7 82 +0.4 1720
(843) (877)
3m88 37m15

8 18 +1.0 1675
(860) (815)
3m75 38m33

9 160 +0.9 1662
(823) (839)
3m67 38m71

10 159 +1.7 1647
(801) (846)
3m79 36m87

11 20 +1.3 1644
(835) (809)
3m88 34m22

12 158 +0.9 1615
(860) (755)
3m60 37m83

13 192 +2.0 1610
(781) (829)
4m18 29m73

14 193 +0.8 1608
(944) (664)
3m88 30m16

15 120 +0.5 1533
(860) (673)
3m32 36m68

16 121 +0.4 1508
(703) (805)
3m72 30m23

17 264 +1.9 1489
(815) (674)
3m45 33m47

18 265 +2.0 1479
(739) (740)
3m64 29m45

19 122 +0.6 1450
(792) (658)
3m54 30m68

20 263 +2.1 1447
(764) (683)
3m24 31m68

21 83 +1.1 1384
(680) (704)
3m29 30m88

22 84 -0.1 1381
(694) (687)

(6)
ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

金田 遼太郎 中村小

氏名 所属

ｶﾜｶﾐ ｺｳﾀ

河上 航汰 中川小

(6)
ｵｵｶﾞﾈ ﾘｭｳｾｲ

大金 龍生 宇大附属ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｳｴﾉ ｾｲﾗｲ

上野 聖侍 久下田小

(6)
ﾖｼｴ ﾘｮｳﾏ

吉江 遼真 日光IRC

(6)
ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾀ

上田 敢太 佐野SAC

(6)
ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ

野村 要太 TSN

(6)
ﾄｻｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ

戸崎 裕睦 U-CLUB

(6)
ﾄﾞｲ ｱｷｵ

土居 明夫 江川小

(5)
ｱｷﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ

秋元 結月 小川小

(6)
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ

鈴木 友遙 荒川小

(6)
ｲｼｶﾜ ﾅｵﾔ

石川 直哉 TSN

(6)
ｲｲﾉ ﾕｳﾔ

飯野 雄稀 日光IRC

(6)
ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ

髙木 蒼太 東光

(6)
ｿｳﾏ ｵｳｾｲ

相馬 桜聖 那須塩原Jr陸上

(6)
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

加藤 大暉 那須塩原Jr陸上

(6)
ﾅｶﾞｻﾜ ｺﾞｵ

長沢 強央 佐野SAC

(5)
ﾓﾘﾄ ｺｳｽｹ

森戸 康介 佐野SAC

(5)
ｲﾜｻｷ ｼｭﾝﾄ

岩﨑 駿斗 佐野SAC

(6)
ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ

髙野 佑也 那須塩原Jr陸上

(5)
ﾌｶｶﾞﾜ ﾚﾁｶ

深川 礼慈 宇大附属ｸﾗﾌﾞ

(6)
ﾎﾘ ｶﾅﾀ

堀 空向 横川西小

(5)

凡例  GR:大会記録　DNF:途中棄権



男子コンバインドB

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 走幅跳
ジャベボール

投
総合 ｺﾒﾝﾄ氏名 所属

3m54 26m10
23 190 +1.5 1354

(764) (590)
3m73 22m65

24 124 +2.0 1338
(818) (520)
2m91 33m54

25 85 +1.2 1329
(588) (741)
3m10 30m42

26 125 +1.1 1319
(641) (678)
2m96 32m20

27 123 +1.2 1316
(602) (714)
3m31 25m64

28 195 +0.6 1281
(700) (581)
3m08 24m53

29 86 +2.2 1194
(636) (558)
4m21 NM

30 191 +1.0 1002
(952) (50)

NM 25m89
31 25 636

(50) (586)
NM 24m68

32 23 611
(50) (561)
2m73 NM

33 274 +1.6 588
(538) (50)

NM DNS
81 DNF

(50)
NM DNS

238 DNF
(50)

263
86

(5)
ﾉﾏﾀ ﾘｸ

野俣 陸 那須塩原Jr陸上

ﾊﾔｼ ｶｲﾘ

林 海心 北光陸上部

(5)
ﾏﾙﾔﾏ ﾎｳｾｲ

丸山 峰生 那須陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｽｷﾞｼﾀ ﾁﾋﾛ

杉下 千浩 上三川ｸﾗﾌﾞ

(5)
ｲﾄｲ ﾏﾋﾄ

糸井 雅人 菊東JSC

(6)
ﾀﾑﾗ ｺｳｷ

田村 煌希 那須塩原Jr陸上

(6)
ﾏｼﾔﾏ ｿｳﾀ

増山 颯太 華陵ｸﾗﾌﾞ

(5)
ﾌｼﾞｵｶ ｻﾁﾋﾛ

藤岡 倖大 U-CLUB

(6)
ｵﾉ ｿｳﾘｭｳ

小野 蒼流 栃木中央小

(6)
ｽｸﾞﾛ ﾊﾙﾋﾄ

須黒 晴仁 栃木中央小

(5)
ｲﾜﾓﾄ ｺｳｾｲ

岩本 航成 U-CLUB

(6)
ﾊﾙｶﾜ ｼｭｳｽｹ

春川 修輔 佐野SAC

(6)
岩﨑 駿斗 公認最高    1279点 走幅跳  2m94／0.0(596)　
藤岡 倖大 公認記録無し

(6)
ｲｿ ﾉｿﾞﾑ

磯 希歩 中川小

凡例  GR:大会記録　DNF:途中棄権



男子コンバインドB 走幅跳

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾖｼｴ ﾘｮｳﾏ

1 9 194 吉江 遼真(6) 日光IRC
ﾏｼﾔﾏ ｿｳﾀ

2 12 191 増山 颯太(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ

3 16 158 鈴木 友遙(6) 荒川小
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

4 8 120 加藤 大暉(6) 那須塩原Jr陸上
ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾀ

5 11 266 上田 敢太(6) 佐野SAC
ｲｼｶﾜ ﾅｵﾔ

6 14 20 石川 直哉(6) TSN
ｱｷﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ

7 2 160 秋元 結月(6) 小川小
ﾉﾏﾀ ﾘｸ

8 1 124 野俣 陸(6) 那須塩原Jr陸上
ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ

9 5 192 髙木 蒼太(6) 東光
ｳｴﾉ ｾｲﾗｲ

10 4 227 上野 聖侍(6) 久下田小
ﾅｶﾞｻﾜ ｺﾞｵ

11 17 265 長沢 強央(6) 佐野SAC
ﾌｶｶﾞﾜ ﾚﾁｶ

12 15 84 深川 礼慈(5) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ
ﾎﾘ ｶﾅﾀ

13 3 83 堀 空向(5) 横川西小
ﾏﾙﾔﾏ ﾎｳｾｲ

14 6 125 丸山 峰生(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾊﾙｶﾜ ｼｭｳｽｹ

15 18 274 春川 修輔(5) 佐野SAC
ｽｸﾞﾛ ﾊﾙﾋﾄ

7 25 須黒 晴仁(6) 栃木中央小
ｲﾜﾓﾄ ｺｳｾｲ

10 81 岩本 航成(6) U-CLUB
ｲｿ ﾉｿﾞﾑ

13 238 磯 希歩(6) 中川小

ｺﾒﾝﾄ

4m30 4m15
+1.1

4m30
-0.5 977

1回目 2回目 記録 得点

4m17
-0.2

4m21
+1.0

4m21
+1.0 952

-0.5

3m76
+1.9

3m88
+0.9

3m88
+0.9 860

3m88
+0.5

× 3m88
+0.5 860

3m85
+0.2

3m50
+1.2

3m85
+0.2 851

3m50
+1.1

3m79
+1.3

3m79
+1.3 835

3m75
+0.9

× 3m75
+0.9 823

3m47
+1.7

3m73
+2.0

3m73
+2.0 818

3m32
+0.8

3m60
+2.0

3m60
+2.0 781

× 3m60
+1.0

3m60
+1.0 781

3m45
+2.0

3m03
+0.6

3m45
+2.0 739

3m08
+1.7

3m29
-0.1

3m29
-0.1 694

2m84
+1.3

3m24
+1.1

3m24
+1.1 680

3m10
+1.1

3m04
+1.0

3m10
+1.1 641

2m61
+1.6

2m73
+1.6

2m73
+1.6 538

× ×
50 NM

r
50

NM

NM
r

50

凡例  NM:記録なし



男子コンバインドB 走幅跳

2組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｵｶﾞﾈ ﾘｭｳｾｲ

1 11 80 大金 龍生(6) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ
ｲｲﾉ ﾕｳﾔ

2 5 193 飯野 雄稀(6) 日光IRC
ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

3 2 222 金田 遼太郎(6) 中村小
ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ

4 4 18 野村 要太(5) TSN
ﾄｻｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ

5 10 82 戸崎 裕睦(6) U-CLUB
ﾓﾘﾄ ｺｳｽｹ

6 1 264 森戸 康介(6) 佐野SAC
ｶﾜｶﾐ ｺｳﾀ

7 15 237 河上 航汰(6) 中川小
ﾄﾞｲ ｱｷｵ

8 7 159 土居 明夫(6) 江川小
ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ

9 12 122 髙野 佑也(5) 那須塩原Jr陸上
ﾊﾔｼ ｶｲﾘ

10 13 190 林 海心(5) 北光陸上部
ｲﾜｻｷ ｼｭﾝﾄ

11 14 263 岩﨑 駿斗(6) 佐野SAC
ｿｳﾏ ｵｳｾｲ

12 16 121 相馬 桜聖(5) 那須塩原Jr陸上
ｲﾄｲ ﾏﾋﾄ

13 17 195 糸井 雅人(5) 菊東JSC
ﾌｼﾞｵｶ ｻﾁﾋﾛ

14 3 86 藤岡 倖大(6) U-CLUB
ﾀﾑﾗ ｺｳｷ

15 9 123 田村 煌希(5) 那須塩原Jr陸上
ｽｷﾞｼﾀ ﾁﾋﾛ

16 6 85 杉下 千浩(5) 上三川ｸﾗﾌﾞ
ｵﾉ ｿｳﾘｭｳ

8 23 小野 蒼流(6) 栃木中央小

ｺﾒﾝﾄ

4m29 × 4m29
+1.4 975

1回目 2回目 記録 得点

× 4m18
+0.8

4m18
+0.8 944

+1.4

4m06
-1.2

3m99
+0.7

4m06
-1.2 910

3m88
+1.0

3m69
+0.6

3m88
+1.0 860

× 3m82
+0.4

3m82
+0.4 843

3m72
+1.9

3m69
+0.8

3m72
+1.9 815

3m42
+2.2

3m68
+1.1

3m68
+1.1 804

× 3m67
+1.7

3m67
+1.7 801

× 3m64
+0.6

3m64
+0.6 792

3m54
+1.5

3m43
+0.1

3m54
+1.5 764

3m54
+2.1

2m94
0.0

3m54
+2.1 764

× 3m32
+0.4

3m32
+0.4 703

3m30
+1.1

3m31
+0.6

3m31
+0.6 700

3m08
+2.2

× 3m08
+2.2 636

2m85
+1.6

2m96
+1.2

2m96
+1.2 602

2m64
+1.1

2m91
+1.2

2m91
+1.2 588

NM
× ×

50

凡例  NM:記録なし



男子コンバインドB ジャベボール投

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾜｶﾐ ｺｳﾀ

1 23 237 河上 航汰(6) 中川小
ｳｴﾉ ｾｲﾗｲ

2 31 227 上野 聖侍(6) 久下田小
ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

3 16 222 金田 遼太郎(6) 中村小
ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾀ

4 32 266 上田 敢太(6) 佐野SAC
ﾄｻｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ

5 14 82 戸崎 裕睦(6) U-CLUB
ﾄﾞｲ ｱｷｵ

6 11 159 土居 明夫(6) 江川小
ｱｷﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ

7 9 160 秋元 結月(6) 小川小
ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ

8 13 192 髙木 蒼太(6) 東光
ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ

9 3 18 野村 要太(5) TSN
ｲｼｶﾜ ﾅｵﾔ

10 17 20 石川 直哉(6) TSN
ｿｳﾏ ｵｳｾｲ

11 12 121 相馬 桜聖(5) 那須塩原Jr陸上
ｵｵｶﾞﾈ ﾘｭｳｾｲ

12 6 80 大金 龍生(6) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ

13 25 158 鈴木 友遙(6) 荒川小
ﾖｼｴ ﾘｮｳﾏ

14 19 194 吉江 遼真(6) 日光IRC
ｽｷﾞｼﾀ ﾁﾋﾛ

15 27 85 杉下 千浩(5) 上三川ｸﾗﾌﾞ
ﾅｶﾞｻﾜ ｺﾞｵ

16 21 265 長沢 強央(6) 佐野SAC
ﾀﾑﾗ ｺｳｷ

17 34 123 田村 煌希(5) 那須塩原Jr陸上
ﾎﾘ ｶﾅﾀ

18 33 83 堀 空向(5) 横川西小
ﾌｶｶﾞﾜ ﾚﾁｶ

19 2 84 深川 礼慈(5) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ
ｲﾜｻｷ ｼｭﾝﾄ

20 8 263 岩﨑 駿斗(6) 佐野SAC
ﾏﾙﾔﾏ ﾎｳｾｲ

21 5 125 丸山 峰生(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾓﾘﾄ ｺｳｽｹ

22 15 264 森戸 康介(6) 佐野SAC
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

23 26 120 加藤 大暉(6) 那須塩原Jr陸上
ｲｲﾉ ﾕｳﾔ

24 4 193 飯野 雄稀(6) 日光IRC
ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ

25 10 122 髙野 佑也(5) 那須塩原Jr陸上
ﾊﾔｼ ｶｲﾘ

26 28 190 林 海心(5) 北光陸上部
ｽｸﾞﾛ ﾊﾙﾋﾄ

27 30 25 須黒 晴仁(6) 栃木中央小
ｲﾄｲ ﾏﾋﾄ

28 24 195 糸井 雅人(5) 菊東JSC
ｵﾉ ｿｳﾘｭｳ

29 22 23 小野 蒼流(6) 栃木中央小
ﾌｼﾞｵｶ ｻﾁﾋﾛ

30 29 86 藤岡 倖大(6) U-CLUB
ﾉﾏﾀ ﾘｸ

31 18 124 野俣 陸(6) 那須塩原Jr陸上
ﾏｼﾔﾏ ｿｳﾀ

7 191 増山 颯太(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ
ﾊﾙｶﾜ ｼｭｳｽｹ

35 274 春川 修輔(5) 佐野SAC
ｲｿ ﾉｿﾞﾑ

1 238 磯 希歩(6) 中川小
ｲﾜﾓﾄ ｺｳｾｲ

20 81 岩本 航成(6) U-CLUB DNS

DNS

NM

NM

× × 50

× × 50

〇

22m65 520

〇

24m53 558

24m68
〇

561

25m64 × 581

〇

25m89 586

26m10
〇

590

29m45
〇

658

29m73
〇

664

〇

30m16 673

〇

30m23 674

〇

30m42 678

× 30m68 683

〇

30m88 687

31m68
〇

704

32m20
〇

714

〇

33m47 740

33m54 × 741

〇

33m70 745

〇

34m22 755

〇

35m37 779

〇

36m68 805

36m87
〇

809

37m15
〇

815

37m83
〇

829

〇

38m33 839

〇

38m71 846

〇

40m23 877

〇

40m33 879

〇

40m74 888

× 45m30 980

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

〇

49m37 1063

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



5年女子100m

予　選　10組0着＋8

1組 (風:0.0) 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
ｵｶﾞﾜ ﾕｱ ﾀｶｸ ﾓﾓ

1 6 544 小川 結愛(5) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 15.10 q 1 4 729 髙久 桃(5) 芳賀東小 15.11 q
ｸﾛｽ ﾐｻﾄ ｸﾛｽ ﾕｲﾅ

2 5 730 黒須 美怜(5) 芳賀北小 15.41 2 6 647 黒須 結葉(5) 江川小 15.68
ﾂｶﾊﾗ ﾕｲ ｻﾄｳ ｱﾔﾅ

3 3 538 塚原 結愛(5) TOJ 15.52 3 3 631 佐藤 綾那(5) 矢板･塩谷 15.74
ｱﾂｷ ｱﾔｻ ﾁｸ ｺﾄﾈ

4 7 738 厚木 彩佐(5) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 15.63 4 7 545 知久 琴音(5) 雀宮JRC 15.81
ﾌｼﾞｲ ｻｸﾗ ｶﾈｺ ﾒｲ

5 8 511 藤井 咲良(5) 石橋Jr陸上 16.03 5 9 743 金子 芽生(5) 佐野SAC 15.83
ｵｷﾞﾜﾗ ｱｲﾐ ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵ

6 9 599 荻原 愛心(5) 那須塩原Jr陸上 16.14 6 5 552 長谷川 菜緒(5) 昭和小 16.44
ｿﾉﾍﾞ ﾐｸ ﾀﾅｶ ｶﾉ

7 2 734 園部 未來(5) 佐野SAC 16.36 7 2 509 田中 花野(5) 石橋Jr陸上 17.05
ｱﾗｲ ﾐｻｷ ｲﾝﾅﾐ ﾕｲ

4 648 荒井 美咲(5) 烏山小 DNS 8 8 603 印南 結伊(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 17.61

3組 (風:+1.0) 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
ﾃﾂﾞｶ ﾐﾕ ｸﾆｻﾀﾞ ﾏﾘﾝ

1 6 592 手塚 心結(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 13.94 q 1 5 543 國貞 茉凛(5) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ 15.51
ｲﾏｲ ﾕﾘﾅ ﾀｼﾞﾏ ﾕｳ

2 5 516 今井 優理菜(5) TSN 14.95 q 2 6 685 田島 優(5) 菊東JSC 15.54
ｵｵｸﾎﾞ ｱｲﾅ ｶﾏﾀ ﾓﾓｶ

3 7 728 大久保 藍奈(5) 小貝小 16.02 3 4 710 鎌田 桃歌(5) 大内中央小 15.82
ｼｼﾄﾞ ﾕｽﾞｷ ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾐ

4 2 600 宍戸 柚月(5) 黒磯陸上ｸﾗﾌﾞ 16.03 4 7 553 鈴木 七海(5) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 16.47
ﾎｼﾉ ｲﾛﾊ ﾀｶｸ ﾕﾅ

5 3 684 星野 彩果(5) 日光IRC 16.22 5 9 602 髙久 夕奈(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 16.54
ﾏﾙﾔﾏ ﾙｱ ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾅ

6 8 740 丸山 月愛(5) 佐野SAC 16.40 6 8 505 山中 陽葉(5) 国分寺RC.Jr 16.62
ﾖｼﾑﾗ ｳﾗﾗ ﾐﾔ ﾙｶ

7 4 550 ??村 麗(5) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ 16.50 7 2 601 宮 瑠花(5) 那須塩原Jr陸上 16.65
ｲｹﾀﾞ ﾕｲ ｲｲﾂﾞｶ ﾓﾆｶ

8 9 555 池田 結泉(5) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 16.72 8 3 744 飯塚 もにか(5) 佐野SAC 16.95

5組 (風:-1.0) 6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
ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ ｷﾐｼﾏ ｺﾄﾘ

1 8 539 櫻井 美咲(5) TOJ 15.28 1 7 594 君島 琴莉(5) 那須塩原Jr陸上 15.25
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ ｶﾜｲ ﾕﾒ

2 4 714 柏原 美優(5) 久下田小 15.30 2 5 708 河合 優芽(5) 亀山小 15.40
ﾀｶｲ ﾕｽﾞｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾌｳﾅ

3 6 541 高井 柚祈(5) 横川東小 15.75 3 9 632 松元 芙羽奈(5) 矢板･塩谷 15.80
ｲｴｽﾞﾐ ﾕﾅ ｵｵﾀ ﾅﾙﾐ

4 3 737 家住 結心(5) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 15.77 4 8 735 太田 成美(5) 佐野SAC 15.96
ﾌｸｼﾏ ﾘﾅ ﾆﾊﾝﾀﾞ ｻｸﾗ

5 7 736 福島 里菜(5) 佐野SAC 15.85 5 6 551 二飯田 咲空(5) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ 16.13
ﾀｶﾀﾞ ｻﾗ ﾓﾘﾄ ｺｺﾅ

6 5 596 高田 紗愛(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 15.90 6 2 504 森戸 心菜(5) 国分寺RC.Jr 16.49
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ ｶﾈｺ ｽｽﾞﾅ

7 2 636 山田 愛梨(5) 矢板･塩谷 17.60 7 4 549 金子 涼那(5) 雀宮JRC 16.68
ﾂﾙﾉ ｶｽﾞﾊ ｱﾍﾞ ｻｸﾗｺ

8 9 680 鶴野 冬華(5) みどりが丘 18.03 3 686 阿部 桜子(5) 津田 DNS

凡例  DNS:欠場
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7組 (風:-0.3) 8組 (風:+1.5)

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
ﾅｶﾀ ﾕｽﾞﾊ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｲ

1 7 683 中田 柚花(5) 日光IRC 14.95 q 1 6 593 渡邉 花惟(5) 那須塩原Jr陸上 14.83 q
ｷﾘﾊﾗ ｱﾝ ｲﾄｳ ｱｽﾞｻ

2 8 650 桐原 杏(5) 小川小 15.86 2 4 630 伊東 梓(5) 矢板･塩谷 14.90 q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ ｳﾁ ﾕｲﾅ

3 4 547 吉澤 芽依(5) U-CLUB 15.88 3 7 546 内 結菜(5) 陽東小 16.05
ﾋｹﾞﾀ ﾕﾏ ﾉｾ ﾒｲ

4 6 725 樋下田 柚茉(5) 七井小 16.00 4 5 554 野瀬 芽生(5) 上三川ｸﾗﾌﾞ 16.65
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ ｵﾊﾞﾅ ﾐｻｷ

5 2 768 山田 莉央(5) 佐野SAC 16.18 5 3 741 尾花 美咲(5) 佐野SAC 16.70
ｶﾈﾑﾗ ｻﾔ ﾅｶﾞﾀ ﾐﾕ

6 9 742 金村 爽(5) 佐野SAC 16.59 6 8 682 長田 実夕(5) 日光IRC 16.94
ﾋﾗﾂｶ ﾓﾓｶ ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ

7 3 598 平塚 百花(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 16.78 9 506 横山 詠架(5) 国分寺RC.Jr DNS
ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏﾕ

5 633 森口 舞結(5) 矢板･塩谷 DNS

9組 (風:+0.6) 10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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂｵ ｻｸﾗ ﾏｽﾌﾞﾁ ｱｷﾎ

1 8 739 松尾 咲良(5) 佐野SAC 15.21 1 5 502 増渕 明歩(5) 国分寺RC.Jr 14.67 q
ｳｽｲ ｺﾊﾈ ﾑﾗﾏﾂ ｼﾞｭﾘ

2 5 595 薄井 小羽(5) 那須塩原Jr陸上 15.61 2 7 597 村松 樹里(5) 那須塩原Jr陸上 15.69
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｱ ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｲ

3 7 699 近藤 望愛(5) 真岡小 15.61 3 8 540 野口 遥衣(5) TOJ 15.70
ﾌﾅﾔﾏ ﾓﾓ ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳｶ

4 6 542 船山 桃(5) 姿川第一小 15.62 4 9 649 岡田 涼花(5) 馬頭小 15.85
ﾈﾓﾄ ﾎﾉｶ ｻｲﾄｳ ﾐﾕ

5 4 679 根本 歩乃花(5) みどりが丘 15.77 5 6 681 斎藤 海結(5) 日光IRC 16.11
ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ ｽｽﾞｷ ﾘﾅ

6 9 635 齋藤 有咲(5) 矢板･塩谷 16.93 6 4 548 鈴木 莉奈(5) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ 16.41
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ ｲﾄｳ ｷﾗﾗ

7 3 503 山口 夏未(5) 国分寺RC.Jr 16.98 7 3 634 伊藤 希星(5) 矢板･塩谷 16.69

決　勝　

(風:-1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾃﾂﾞｶ ﾐﾕ

1 5 592 手塚 心結(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 14.17
ﾏｽﾌﾞﾁ ｱｷﾎ

2 4 502 増渕 明歩(5) 国分寺RC.Jr 14.67
ｲﾏｲ ﾕﾘﾅ

3 8 516 今井 優理菜(5) TSN 15.06
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｲ

4 6 593 渡邉 花惟(5) 那須塩原Jr陸上 15.08
ﾀｶｸ ﾓﾓ

5 2 729 髙久 桃(5) 芳賀東小 15.19
ﾅｶﾀ ﾕｽﾞﾊ

6 9 683 中田 柚花(5) 日光IRC 15.21
ｲﾄｳ ｱｽﾞｻ

7 7 630 伊東 梓(5) 矢板･塩谷 15.34
ｵｶﾞﾜ ﾕｱ

8 3 544 小川 結愛(5) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 15.39
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1組 (風:+0.5) 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
ｵｶﾓﾄ ｱｷﾉ ﾂﾁﾔ ｱｽｶ

1 3 533 岡本 瑛乃(6) TOJ 14.24 q 1 5 605 土屋 明日香(6) 那須塩原Jr陸上 14.11 q
ｲｼﾂｶ ﾐﾕ ﾓﾘﾄ ﾐﾗｲ

2 5 700 石塚 心結(6) 真岡小 14.26 2 6 532 森戸 未来(6) TOJ 14.37
ｷﾑﾗ ｶｺ ﾀﾈｲﾁ ｻｷﾅ

3 4 753 木村 佳瑚(6) 佐野SAC 14.67 3 4 564 種市 咲那(6) 横川東小 15.49
ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ

4 6 558 中村 真唯(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 14.87 4 7 562 福田 菜夏(6) 雀宮JRC 15.54
ﾖｺﾊﾏ ｼﾉ ｱﾜｼﾞ ﾘﾉ

5 7 613 横濱 詩乃(6) 那須Jr 15.74 5 3 668 淡路 理乃(6) 北光陸上部 15.59
ﾎﾃｲﾀﾞ ｺﾊﾙ ﾈｷﾞｼ ﾊﾙｶ

6 9 507 布袋田 小春(6) 石橋Jr陸上 16.20 6 2 641 根岸 晴香(6) 矢板･塩谷 15.80
ﾀﾉﾍﾞ ｱﾝｼﾞｭ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾔ

7 2 567 田野辺 杏樹(6) 城山西小 16.21 7 9 750 山田 花綾(6) 佐野SAC 15.82
ｻﾜｻﾞｷ ﾆｲﾅ ﾏｼｺ ﾕｳﾅ

8 8 669 澤﨑 新菜(6) 東光 16.22 8 653 益子 結愛(6) 馬頭小 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
ｻﾔﾏ ﾕｷｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾓ

1 7 515 佐山 結季子(6) TSN 14.19 q 1 4 557 渡邉 亜萌(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 14.62
ｺﾞﾄｳ ﾗﾝ ｵﾊﾞﾅ ｱｲｶ

2 4 607 後藤 蘭(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 14.61 2 3 751 尾花 娃香(6) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 14.84
ｲﾅﾊﾞ ﾐﾕ ｲﾉﾏﾀ ﾘﾝｺ

3 8 749 稲葉 心優(6) 佐野SAC 14.84 3 8 674 猪股 凜子(6) 津田 15.02
ﾆｼﾑﾗ ｿﾗ ﾀｶﾔﾏ ｶﾉﾝ

4 3 638 西村 蒼蘭(6) 矢板･塩谷 15.19 4 6 637 髙山 花音(6) 矢板･塩谷 15.18
ﾋﾙﾑﾀ ﾘｺ ｺｲｹ ﾘﾝ

5 2 673 蛭牟田 理子(6) 日光IRC 15.57 5 7 709 小池 凛(6) 山前小 15.49
ﾆﾍｲ ﾘﾅ ｺｲﾃﾞ ｱｲﾘ

6 6 563 仁平 里菜(6) ゆいの杜小 15.87 6 5 612 小出 愛莉(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 15.49
ｲｼｶﾜ ﾘﾉ ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ

7 9 615 石川 璃音(6) 黒磯陸上ｸﾗﾌﾞ 15.91 7 2 501 鈴木 愛梨(6) 国分寺RC.Jr 15.76
ｿｴﾉ ﾕﾕｱ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ

5 715 添野 結々愛(6) 久下田小 DNS 8 9 569 小林 凛央(6) ゆいの杜小 16.53

5組 (風:-0.9) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｸﾏｸﾗ ﾕｳﾅ ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾘ

1 5 678 熊倉 有菜(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.10 q 1 5 604 小片 優莉(6) 那須塩原Jr陸上 14.07 q
ﾓﾄﾊｼ ﾕｲ ﾐﾔﾀ ﾕｽﾞ

2 6 512 本橋 由衣(6) TSN 14.16 q 2 6 716 宮田 ゆず(6) 久下田小 14.98
ｽｶﾞﾊﾗ ﾅﾎ ｵｶﾞﾜ ｸﾚｱ

3 4 701 菅原 那帆(6) 真岡小 14.20 q 3 8 536 小川 来愛(6) TOJ 15.15
ﾖｺﾔﾏ ｼｵﾘ ﾀｶﾉﾊｼ ｱｲﾗ

4 2 529 横山 史織(6) TOJ 14.45 4 4 561 鷹箸 愛来(6) 上三川ｸﾗﾌﾞ 15.42
ﾋｻﾂｸﾞ ﾘｺ ｻｻﾇﾏ ﾘｵﾝ

5 7 610 久次 璃子(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 15.26 5 2 651 笹沼 莉音(6) 馬頭小 15.53
ｲﾉｳｴ ｱﾔﾉ ﾅｶﾞｲ ﾏﾘｲ

6 8 566 井上 綾乃(6) 横川東小 15.55 6 7 754 永井 磨李(6) 佐野SAC 15.84
ｵｵｶﾜﾗ ﾕﾘ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｴ

7 3 639 大河原 ゆり(6) 矢板･塩谷 15.61 7 9 568 松本 多笑(6) 城山西小 16.45
ｶﾜﾀ ﾊﾙﾖ

8 3 675 川田 春宵(6) 津田 17.15
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7組 (風:-0.7) 8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
ﾎｼﾉ ｺｺﾅ ｵｵﾉ ﾘｻ

1 6 606 星野 心菜(6) 那須塩原Jr陸上 14.28 1 3 530 大野 葵咲(6) TOJ 14.48
ﾃﾂﾞｶ ﾐｳ ｵｸﾞﾗ ﾕｳｶ

2 5 672 手塚 心海(6) 日光IRC 15.01 2 6 670 小倉 優佳(6) 日光IRC 14.90
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾕﾅ ｶﾄｳ ﾐｸ

3 3 652 瀧澤 愛優菜(6) 荒川小 15.10 3 5 556 加藤 未来(6) 雀宮JRC 14.98
ｱｶﾎﾞﾘ ｱﾔﾈ ｵｶﾞﾜ ｼﾉ

4 8 745 赤堀 綾音(6) 毛野南小 15.11 4 4 608 小川 詩乃(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 14.99
ｴﾋﾞﾊﾗ ｶﾅ ﾊﾔｶﾜ ﾋﾅ

5 4 711 海老原 華菜(6) 大内西小 15.14 5 7 747 早川 日菜(6) 佐野SAC 15.44
ﾀｸﾞﾁ ﾘｺ ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾘｶ

6 7 537 田口 莉子(6) TOJ 15.35 6 8 640 漆原 梨華(6) 矢板･塩谷 15.64
ｲﾄｲ ﾐﾕ ﾖｼﾑﾗ ﾓﾓﾊ

7 9 642 糸井 美結(6) 矢板･塩谷 15.96 7 9 513 吉村 百々晴(6) TSN 15.83
ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁ ｷﾐﾅﾐ ｻｷ

8 2 565 松本 実千(6) 瑞穂台小 16.08 8 2 676 君波 咲妃(6) 津田 16.24

9組 (風:-0.2) 10組 (風:+1.0)

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
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ ｵｵｶﾂ ﾕｲ

1 4 677 髙橋 悠(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 13.43 q 1 7 535 大勝 結心(6) TOJ 14.34
ﾏﾂｼﾏ ｶﾉﾝ ｻｲﾄｳ ﾐｲﾅ

2 3 752 松島 花暖(6) 佐野SAC 14.46 2 6 671 斎藤 海菜(6) 日光IRC 14.46
ﾂﾁﾔ ﾐｱﾗ ｳｶｼﾞ ﾏｵ

3 6 706 土屋 美桜(6) 真岡西小 14.92 3 4 559 宇梶 真央(6) 宝木小 15.07
ｲｿ ﾊﾙｶ ﾌｼﾞﾀ ﾒｲ

4 7 609 磯 陽花(6) 那須塩原Jr陸上 15.26 4 5 611 藤田 萌愛(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 15.24
ｱﾐ ﾓﾓｺ ｵｵｱｼ ｱｵｲ

5 2 614 阿美 桃子(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 15.90 5 8 748 大芦 葵(6) 佐野SAC 15.53
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾅﾅ ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ

6 5 560 山崎 花那(6) 雀宮JRC 15.95 6 9 508 鈴木 ひかり(6) 石橋Jr陸上 15.76
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾅﾘ ｵｵﾂｶ ｺｺﾅ

7 9 654 田所 陽音(6) 小川小 16.19 3 643 大塚 心愛(6) 矢板･塩谷 DNS
ｻﾄｳ ﾐｵ

8 8 570 佐藤 澪(6) 宝木小 16.63

決　勝　

(風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ

1 5 677 髙橋 悠(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 13.33
ｸﾏｸﾗ ﾕｳﾅ

2 4 678 熊倉 有菜(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 13.85
ﾓﾄﾊｼ ﾕｲ

3 9 512 本橋 由衣(6) TSN 13.88
ｽｶﾞﾊﾗ ﾅﾎ

4 3 701 菅原 那帆(6) 真岡小 13.98
ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾘ

5 6 604 小片 優莉(6) 那須塩原Jr陸上 14.00
ｻﾔﾏ ﾕｷｺ

6 8 515 佐山 結季子(6) TSN 14.03
ﾂﾁﾔ ｱｽｶ

7 7 605 土屋 明日香(6) 那須塩原Jr陸上 14.13
ｵｶﾓﾄ ｱｷﾉ

8 2 533 岡本 瑛乃(6) TOJ 14.13

凡例  DNS:欠場



女子オープン1000m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　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

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｵﾝ ｷﾐｼﾏ ｺﾄﾘ

1 6 723 萩原 汐音(5) 七井小 3:14.86 1 4 594 君島 琴莉(5) 那須塩原Jr陸上 3:13.18
ｶﾜﾑﾗ ｱｲﾘ ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾉﾝ

2 11 712 川村 愛梨(5) 長田小 3:29.40 2 2 724 萩原 花音(5) 七井小 3:16.55
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾘ ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ

3 1 617 前沢 朱里(6) 那須塩原Jr陸上 3:30.17 3 3 765 松崎 莉子(6) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 3:24.24
ｻｲﾄｳ ｻﾂｷ ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘﾝｶ

4 12 766 齊藤 彩月(5) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 3:31.51 4 8 571 海老原 凛佳(6) 上三川ｸﾗﾌﾞ 3:30.36
ｶｼﾜｻﾞｷ ﾕｳﾐ ｲｼｶﾜ ｱｷﾅ

5 14 523 柏崎 優海(5) 大宮北小 3:40.71 5 9 525 石川 瑛菜(6) 大宮北小 3:35.62
ﾂｶﾊﾗ ﾐｵ ﾀﾅｶ ﾓﾅ

6 3 522 塚原 澪(5) 大宮北小 3:40.94 6 7 694 田中 萌愛(6) 落合陸上 3:38.66
ﾋﾙﾑﾀ ﾘｺ ｱｲｺ ﾅﾅｶ

7 4 673 蛭牟田 理子(6) 日光IRC 3:44.72 7 14 769 相子 奈々果(6) 佐野SAC 3:39.68
ｷﾀﾑﾗ ﾜｶﾅ ﾀｶｸ ﾕﾅ

8 7 574 北村 和奏(6) 雀宮JRC 3:45.10 8 10 602 髙久 夕奈(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 3:40.64
ﾀｶﾔﾏ ﾘｺ ｱｻﾀﾞ ｽｽﾞｶ

9 8 510 高山 莉瑚(5) 石橋Jr陸上 3:45.29 9 12 519 浅田 涼花(6) 栃木第五小 3:40.77
ｵｵﾉ ﾚｲﾅ ﾅｲﾄｳ ﾕｳ

10 13 628 大野 羚奈(6) 黒磯陸上ｸﾗﾌﾞ 3:45.46 10 13 661 内藤 優羽(6) 荒川小 3:41.40
ﾜｸ ｻﾜ ｱﾘｲ ﾋﾄﾐ

11 5 662 和久 桜羽(5) 江川小 3:45.58 11 6 573 有井 仁美(6) U-CLUB 3:46.03
ｵｻﾞﾜ ﾘｱ ﾀｼﾞﾏ ﾕｳ

12 10 576 小澤 莉愛(5) ゆいの杜小 3:54.27 12 11 685 田島 優(5) 菊東JSC 3:49.19
ｶﾐﾔﾏ ﾒｲｶ ｻﾄｳ ﾐｵ

13 9 695 神山 明花(5) 落合陸上 3:58.56 13 1 570 佐藤 澪(6) 宝木小 3:50.29
ﾌﾅﾔﾏ ﾆﾁﾎ ｲｶﾘ ﾏﾐｺ

2 644 舩山 日歩(5) 矢板･塩谷 DNS 14 5 645 碇 真美子(5) 矢板･塩谷 3:51.91

3組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹﾉｼﾀ ﾏﾎ ｷﾐｼﾏ ｺﾄﾘ

1 7 524 竹之下 舞帆(6) 大宮北小 3:13.50 1 594 君島 琴莉(5) 那須塩原Jr陸上 3:13.18
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝｶ ﾀｹﾉｼﾀ ﾏﾎ

2 11 702 山口 凛華(6) 真岡小 3:18.45 2 524 竹之下 舞帆(6) 大宮北小 3:13.50
ﾀｶﾊｼ ﾀﾏﾅ ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｵﾝ

3 4 572 高橋 瑞奈(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 3:30.83 3 723 萩原 汐音(5) 七井小 3:14.86
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾕﾅ ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾉﾝ

4 6 652 瀧澤 愛優菜(6) 荒川小 3:32.92 4 724 萩原 花音(5) 七井小 3:16.55
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｵﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝｶ

5 8 767 安藤 理央奈(6) 佐野SAC 3:35.56 5 702 山口 凛華(6) 真岡小 3:18.45
ﾖｼﾀﾞ ｻｴｺ ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ

6 12 627 吉田 紗英子(5) 那須塩原Jr陸上 3:37.49 6 765 松崎 莉子(6) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 3:24.24
ｼﾐｽﾞ ﾘﾝｶ ｶﾜﾑﾗ ｱｲﾘ

7 2 764 清水 凛夏(5) 毛野南小 3:38.68 7 712 川村 愛梨(5) 長田小 3:29.40
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾉ ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾘ

8 13 575 山本 麻莉乃(6) 雀宮JRC 3:41.51 8 617 前沢 朱里(6) 那須塩原Jr陸上 3:30.17
ｽｽﾞｷ ｻｸﾗｺ

9 10 646 鈴木 櫻子(6) 矢板･塩谷 3:46.05
ｲﾜﾀ ｲﾛﾊ

10 9 691 岩田 色葉(6) 菊東JSC 3:50.64
ﾎｼﾉ ｲﾛﾊ

11 1 684 星野 彩果(5) 日光IRC 3:59.51
ﾅｶﾉ ｻﾗ

3 520 中野 彩愛(6) 栃木第五小 DNS
ﾃﾂﾞｶ ﾐﾕ

5 592 手塚 心結(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ DNS

凡例  DNS:欠場



女子コンバインドA

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 80mH 走高跳 総合 ｺﾒﾝﾄ

13.68 1m25
1 534 +0.1 1980 GR

(1004) (976)
14.20 1m25

2 717 +0.9 1891
(915) (976)
14.65 1m20

3 521 -1.9 1757
(838) (919)
15.43 1m25

4 617 +0.9 1681
(705) (976)
15.12 1m15

5 687 -1.9 1619
(758) (861)
14.58 1m05

6 528 +0.9 1596
(850) (746)
14.98 1m10

7 531 -0.7 1585
(782) (803)
16.00 1m25

8 719 -1.9 1583
(607) (976)
15.39 1m15

9 619 +0.1 1572
(711) (861)
15.82 1m20

10 720 +0.1 1557
(638) (919)
15.97 1m20

11 618 -1.9 1531
(612) (919)
16.32 1m20

12 755 -1.9 1471
(552) (919)
16.08 1m15

13 713 -0.7 1454
(593) (861)
16.64 1m15

14 620 -0.7 1359
(498) (861)
17.05 1m15

15 514 -0.7 1289
(428) (861)
16.57 1m05

16 579 +0.1 1256
(510) (746)
17.45 1m10

17 655 -0.7 1162
(359) (803)
18.00 1m05

18 621 +0.1 1011
(265) (746)
13.97 NM

19 527 +0.1 1004
(954) (50)
18.38 1m10

20 757 +0.9 1003
(200) (803)

DQ 1m15
21 616 861

(0) (861)
19.06 1m05

22 756 -0.7 846
(100) (746)

(6)
ｻｶﾓﾄ ｶﾚﾝ

坂本 華憐 久下田小

氏名 所属

ｼﾏﾀﾞ ﾗﾝ

島田 欄 TOJ

(6)
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾘ

前沢 朱里 那須塩原Jr陸上

(6)
ｶﾝﾀﾞ ﾏｵ

神田 真央 大宮南小

(6)
ﾑﾗﾔﾏ ﾍﾞﾆ

村山 紅丹 大宮北小

(6)
ｶﾀﾐ ﾋﾋﾞｷ

片見 響 華陵ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｵﾊﾞﾗ ｶﾔﾉ

小原 叶希 益子西小

(5)
ﾄﾁｷﾞ ﾁﾋﾛ

栃木 千潤 TOJ

(6)
ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ

田中 七海 益子西小

(6)
ｶﾅﾔ ﾒｲ

金谷 芽依 那須陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾜ

丸山 莉羽 毛野南小

(6)
ｶﾜﾉﾜ ｺｺｱ

川野輪 心愛 那須塩原Jr陸上

(6)
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾋﾅ

桑原 梨陽奈 那須陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｻﾜｷ ﾘﾎ

澤木 里歩 長沼小

(6)
ｵｲｶﾜ ﾐｵﾝ

及川 美音 上三川ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｽﾄｳ ｱﾘｻ

須藤 有咲 TSN

(6)
ｺﾎﾞﾘ ｱﾕﾅ

小堀 歩絆 那須塩原Jr陸上

(6)
ｼｵﾀ ｺﾄﾈ

塩田 琴音 江川小

(5)
ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ

髙橋 亜里沙 佐野SAC

(6)
ｽﾄｳ ｺﾊﾙ

須藤 心晴 大宮北小

(6)
ﾏﾙｼﾏ ｻﾅ

丸島 沙那 毛野南小

(6)
ﾋｸﾞﾁ ﾏｺ

樋口 まこ 那須塩原Jr陸上

(5)

凡例  GR:大会記録 DNF:途中棄権



女子コンバインドA

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 80mH 走高跳 総合 ｺﾒﾝﾄ氏名 所属

17.00 NM
23 657 +0.9 486

(436) (50)
17.15 NM

24 578 +0.9 461
(411) (50)
18.63 NM

25 758 +0.1 208
(158) (50)
22.31 NM

26 577 -1.9 150
(100) (50)

DQ NM
27 517 50

(0) (50)
DNF DNS

656 DNF
(50)

(6)
ｲﾏﾑﾗ ﾋﾄﾐ

今村 瞳 上三川ｸﾗﾌﾞ

ｸﾏﾀﾞ ﾅｵ

熊田 奈緒 馬頭小

(5)
ｲﾁﾔ ﾅﾂﾐ

一箭 夏海 横川西小

(6)
ｸﾒｶﾜ ｼﾞｭｱ

粂川 珠愛 佐野SAC

(6)

(5)
ﾀﾅｶ ﾋｱﾈ

田中 ひあね 荒川小

(5)
ｳｽｲ ｱﾝﾅ

臼井 杏奈 TSN

凡例  GR:大会記録 DNF:途中棄権



女子コンバインドA 80mH

1組 (風:+0.1) 2組 (風:-0.7)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾏﾀﾞ ﾗﾝ ﾄﾁｷﾞ ﾁﾋﾛ

1 6 534 島田 欄(6) TOJ 13.68 1004 1 4 531 栃木 千潤(6) TOJ 14.98 782
ｽﾄｳ ｺﾊﾙ ｻﾜｷ ﾘﾎ

2 4 527 須藤 心晴(5) 大宮北小 13.97 954 2 5 713 澤木 里歩(6) 長沼小 16.08 593
ｶﾅﾔ ﾒｲ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾋﾅ

3 3 619 金谷 芽依(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 15.39 711 3 9 620 桑原 梨陽奈(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 16.64 498
ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ ｽﾄｳ ｱﾘｻ

4 7 720 田中 七海(6) 益子西小 15.82 638 4 8 514 須藤 有咲(6) TSN 17.05 428
ｵｲｶﾜ ﾐｵﾝ ｼｵﾀ ｺﾄﾈ

5 5 579 及川 美音(6) 上三川ｸﾗﾌﾞ 16.57 510 5 7 655 塩田 琴音(6) 江川小 17.45 359
ｺﾎﾞﾘ ｱﾕﾅ ﾏﾙｼﾏ ｻﾅ

6 8 621 小堀 歩絆(6) 那須塩原Jr陸上 18.00 265 6 3 756 丸島 沙那(5) 毛野南小 19.06 100
ｸﾒｶﾜ ｼﾞｭｱ ﾋｸﾞﾁ ﾏｺ

7 9 758 粂川 珠愛(5) 佐野SAC 18.63 158 6 616 樋口 まこ(6) 那須塩原Jr陸上 0 DQ,T8

3組 (風:+0.9) 4組 (風:-1.9)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｻｶﾓﾄ ｶﾚﾝ ｶﾝﾀﾞ ﾏｵ

1 5 717 坂本 華憐(6) 久下田小 14.20 915 1 5 521 神田 真央(6) 大宮南小 14.65 838
ﾑﾗﾔﾏ ﾍﾞﾆ ｶﾀﾐ ﾋﾋﾞｷ

2 6 528 村山 紅丹(5) 大宮北小 14.58 850 2 4 687 片見 響(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 15.12 758
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾘ ｶﾜﾉﾜ ｺｺｱ

3 4 617 前沢 朱里(6) 那須塩原Jr陸上 15.43 705 3 7 618 川野輪 心愛(6) 那須塩原Jr陸上 15.97 612
ｸﾏﾀﾞ ﾅｵ ｵﾊﾞﾗ ｶﾔﾉ

4 3 657 熊田 奈緒(6) 馬頭小 17.00 436 4 6 719 小原 叶希(6) 益子西小 16.00 607
ｲﾏﾑﾗ ﾋﾄﾐ ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾜ

5 8 578 今村 瞳(6) 上三川ｸﾗﾌﾞ 17.15 411 5 9 755 丸山 莉羽(6) 毛野南小 16.32 552
ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ ｲﾁﾔ ﾅﾂﾐ

6 7 757 髙橋 亜里沙(6) 佐野SAC 18.38 200 6 3 577 一箭 夏海(5) 横川西小 22.31 100
ｳｽｲ ｱﾝﾅ ﾀﾅｶ ﾋｱﾈ

9 517 臼井 杏奈(5) TSN 0 DQ,T8 8 656 田中 ひあね(6) 荒川小 50 DNF

凡例  DNF:途中棄権 DQ:失格 T8:(R168-6(b))故意にﾊｰﾄﾞﾙを倒した



女子コンバインドA 走高跳

ｻｶﾓﾄ ｶﾚﾝ ○ ○ × ○ ○ ○ × ×

1 14 717 坂本 華憐(6) 久下田小 1m25 976
ｵﾊﾞﾗ ｶﾔﾉ － ○ ○ ○ × ○ × ×

2 5 719 小原 叶希(6) 益子西小 1m25 976
ｼﾏﾀﾞ ﾗﾝ ○ ○ ○ ○ × ○ × ×

2 11 534 島田 欄(6) TOJ 1m25 976
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾘ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ×

4 8 617 前沢 朱里(6) 那須塩原Jr陸上 1m25 976
ｶﾜﾉﾜ ｺｺｱ ○ ○ ○ ○ × ×

5 2 618 川野輪 心愛(6) 那須塩原Jr陸上 1m20 919
ｶﾝﾀﾞ ﾏｵ ○ ○ ○ ○ × ×

5 6 521 神田 真央(6) 大宮南小 1m20 919
ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ － ○ ○ ○ × ×

5 26 720 田中 七海(6) 益子西小 1m20 919
ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾜ ○ ○ ○ × ○ × ×

8 17 755 丸山 莉羽(6) 毛野南小 1m20 919
ｶﾀﾐ ﾋﾋﾞｷ ○ ○ ○ × ×

9 3 687 片見 響(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 1m15 861
ｶﾅﾔ ﾒｲ ○ ○ ○ × ×

9 13 619 金谷 芽依(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 1m15 861
ｻﾜｷ ﾘﾎ ○ × ○ ○ × ×

11 9 713 澤木 里歩(6) 長沼小 1m15 861
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾋﾅ ○ × ○ ○ × ×

11 19 620 桑原 梨陽奈(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 1m15 861
ﾋｸﾞﾁ ﾏｺ ○ ○ × ○ × ×

13 16 616 樋口 まこ(6) 那須塩原Jr陸上 1m15 861
ｽﾄｳ ｱﾘｻ × ○ ○ × ○ × ×

14 18 514 須藤 有咲(6) TSN 1m15 861
ﾄﾁｷﾞ ﾁﾋﾛ ○ ○ × ×

15 22 531 栃木 千潤(6) TOJ 1m10 803
ｼｵﾀ ｺﾄﾈ ○ ○ × ×

15 23 655 塩田 琴音(6) 江川小 1m10 803
ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ ○ × ○ × ×

17 7 757 髙橋 亜里沙(6) 佐野SAC 1m10 803
ｵｲｶﾜ ﾐｵﾝ ○ × ×

18 4 579 及川 美音(6) 上三川ｸﾗﾌﾞ 1m05 746
ﾑﾗﾔﾏ ﾍﾞﾆ × ○ × ×

19 20 528 村山 紅丹(5) 大宮北小 1m05 746
ﾏﾙｼﾏ ｻﾅ × ○ × ×

19 21 756 丸島 沙那(5) 毛野南小 1m05 746
ｺﾎﾞﾘ ｱﾕﾅ × ○ × ×

19 24 621 小堀 歩絆(6) 那須塩原Jr陸上 1m05 746
ｲﾁﾔ ﾅﾂﾐ × ×

10 577 一箭 夏海(5) 横川西小 50 NM
ｸﾏﾀﾞ ﾅｵ × ×

12 657 熊田 奈緒(6) 馬頭小 50 NM
ｳｽｲ ｱﾝﾅ × ×

15 517 臼井 杏奈(5) TSN 50 NM
ｲﾏﾑﾗ ﾋﾄﾐ × ×

25 578 今村 瞳(6) 上三川ｸﾗﾌﾞ 50 NM
ｽﾄｳ ｺﾊﾙ × ×

27 527 須藤 心晴(5) 大宮北小 50 NM
ｸﾒｶﾜ ｼﾞｭｱ × ×

28 758 粂川 珠愛(5) 佐野SAC 50 NM
ﾀﾅｶ ﾋｱﾈ

1 656 田中 ひあね(6) 荒川小 DNS

1m05
得点 ｺﾒﾝﾄ

1m10 1m15 1m20 1m25 1m30
記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子コンバインドB

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 走幅跳
ジャベボール

投
総合 ｺﾒﾝﾄ

3m35 37m77
1 726 +0.8 1538

(711) (827)
3m21 38m96

2 763 0.0 1524
(672) (852)
4m17 24m81

3 585 +0.8 1505
(941) (564)
3m00 39m84

4 731 -0.2 1482
(613) (869)
3m87 25m88

5 582 +1.1 1443
(857) (586)
3m22 32m45

6 626 +1.1 1394
(675) (719)
3m38 29m50

7 689 +0.7 1379
(720) (659)
3m53 26m42

8 688 +0.4 1359
(762) (597)
3m28 29m67

9 658 +0.9 1355
(692) (663)
3m17 30m92

10 622 +0.6 1349
(661) (688)
3m12 31m57

11 718 +0.8 1348
(647) (701)
3m25 28m88

12 660 +0.2 1330
(683) (647)
3m66 22m57

13 759 +0.1 1316
(798) (518)
3m44 24m21

14 627 -0.3 1288
(736) (552)
3m32 24m62

15 693 +0.2 1263
(703) (560)
3m61 19m78

16 761 +1.0 1246
(784) (462)
3m18 23m65

17 623 -0.1 1204
(664) (540)
3m31 21m77

18 518 +0.2 1202
(700) (502)
3m80 14m35

19 526 +0.8 1188
(837) (351)
2m99 25m41

20 760 +0.7 1186
(610) (576)
2m85 26m60

21 659 -0.6 1171
(571) (600)
2m72 26m07

22 691 0.0 1125
(535) (590)

(6)
ｱｻﾉ ﾄｷｱ

浅野 翔希愛 佐野SAC

氏名 所属

ｺﾓﾘ ﾘﾉ

小森 璃望 須藤小

(6)
ﾀｶﾏﾂ ﾉﾄﾞｶ

髙松 和香 芳賀北小

(6)
ﾖｼﾑﾗ ﾌｳｶ

吉村 風香 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｵｶ ﾕｽﾞｶ

岡 柚花 市野沢小学校

(6)
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾜ

遠藤 咲和 本郷北TRC

(6)
ﾀｶﾑﾗ ﾕｷﾉ

髙村 友希乃 北光陸上部

(6)
ﾌｼﾞﾀ ｱﾝﾅ

藤田 杏那 北光陸上部

(6)
ｽｽﾞｷ ﾘﾘｱ

鈴木 里々愛 那須陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｼｵﾉﾒ ｱﾉﾝ

塩野目 碧音 烏山小

(6)
ｸﾛｳ ﾐｵ

黒鵜 美音 馬頭小

(6)
ｲﾄｳ ﾐｱﾝ

伊東 美杏 益子西小

(6)
ﾖｼﾀﾞ ｻｴｺ

吉田 紗英子 那須塩原Jr陸上

(6)
ｶﾜﾑﾗ ﾕｱ

川村 結愛 毛野南小

(6)
ｲｼｶﾜ ｱｽﾐ

石川 明日美 足利陸上ｸﾗﾌﾞ

(5)
ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾐｳ

宇賀神 美羽 華陵ｸﾗﾌﾞ

(5)
ｶﾐﾔﾏ ﾐﾎ

神山 実穗 栃木中央小

(6)
ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾝ

黒田 由音 那須陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ﾉﾊﾗ ﾅﾅﾐ

野原 菜々美 佐野SAC

(6)
ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾎ

大久保 里穂 大宮北小

(6)
ｲﾜﾀ ｲﾛﾊ

岩田 色葉 菊東JSC

(6)
ﾅｲﾄｳ ﾉｴ

内藤 暖恵 荒川小

(6)

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子コンバインドB

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 走幅跳
ジャベボール

投
総合 ｺﾒﾝﾄ氏名 所属

2m83 21m78
23 580 +0.2 1068

(566) (502)
3m24 16m07

24 690 +1.0 1066
(680) (386)
2m65 23m68

25 624 +0.6 1056
(515) (541)
2m49 23m14

26 581 +0.3 1000
(470) (530)
2m74 17m26

27 584 +0.4 950
(540) (410)
2m06 21m98

28 583 +0.8 856
(350) (506)
3m16 NM

29 692 +0.1 708
(658) (50)

DNS NM
625 DNS

(50)
DNS DNS

727 DNS,DNF

DNS NM
762 DNS

(50)

(5)
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｲ

松崎 結 北光陸上部

ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ

吉田 美咲 上三川ｸﾗﾌﾞ

(5)
ｶｲｶﾞ ﾁﾋﾛ

海賀 千尋 宇大附属ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｱｷﾔﾏ ｻｷ

秋山 咲希 那須陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｻｶｲ ﾅﾐ

酒井 奈実 岡本西小

(5)
ﾎｻｶ ﾘｵﾅ

保坂 理緒奈 作新学院小学部

(6)
ｱｸﾂ ﾐﾉﾘ

阿久津 実里 那須陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ

小林 伶衣 津田

(6)

(6)
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ

鈴木 月渚 足利陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｲｼｶﾜ ﾊﾙｶ

石川 暖華 赤羽小

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子コンバインドB 走幅跳

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾖｼﾑﾗ ﾌｳｶ

1 4 585 吉村 風香(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ
ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾎ

2 8 526 大久保 里穂(6) 大宮北小
ﾀｶﾑﾗ ﾕｷﾉ

3 3 688 髙村 友希乃(6) 北光陸上部
ﾌｼﾞﾀ ｱﾝﾅ

4 11 689 藤田 杏那(6) 北光陸上部
ｺﾓﾘ ﾘﾉ

5 10 726 小森 璃望(6) 須藤小
ｼｵﾉﾒ ｱﾉﾝ

6 1 658 塩野目 碧音(6) 烏山小
ｸﾛｳ ﾐｵ

7 14 660 黒鵜 美音(6) 馬頭小
ｵｶ ﾕｽﾞｶ

8 16 626 岡 柚花(6) 市野沢小学校
ｽｽﾞｷ ﾘﾘｱ

9 7 622 鈴木 里々愛(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ

10 6 692 小林 伶衣(6) 津田
ｲﾄｳ ﾐｱﾝ

11 2 718 伊東 美杏(6) 益子西小
ﾉﾊﾗ ﾅﾅﾐ

12 13 760 野原 菜々美(6) 佐野SAC
ﾎｻｶ ﾘｵﾅ

13 15 584 保坂 理緒奈(6) 作新学院小学部
ｱｷﾔﾏ ｻｷ

14 12 624 秋山 咲希(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ
ｻｶｲ ﾅﾐ

15 9 583 酒井 奈実(6) 岡本西小
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ

5 762 鈴木 月渚(6) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ

ｺﾒﾝﾄ

3m75 4m17
+0.8

4m17
+0.8 941

1回目 2回目 記録 得点

3m62
+0.4

3m80
+0.8

3m80
+0.8 837

-0.3

3m53
+0.4

× 3m53
+0.4 762

3m14
+0.1

3m38
+0.7

3m38
+0.7 720

3m08
+0.3

3m35
+0.8

3m35
+0.8 711

3m07
+0.8

3m28
+0.9

3m28
+0.9 692

2m66
+0.5

3m25
+0.2

3m25
+0.2 683

3m22
+1.1

2m87
+0.1

3m22
+1.1 675

3m02
+0.6

3m17
+0.6

3m17
+0.6 661

3m16
+0.1

3m13
+0.5

3m16
+0.1 658

3m12
+0.8

× 3m12
+0.8 647

2m77
+0.1

2m99
+0.7

2m99
+0.7 610

2m70
+0.9

2m74
+0.4

2m74
+0.4 540

2m65
+0.6

2m48
+0.6

2m65
+0.6 515

× 2m06
+0.8

2m06
+0.8 350

DNS

凡例  DNS:欠場



女子コンバインドB 走幅跳

2組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾜ

1 4 582 遠藤 咲和(6) 本郷北TRC
ｶﾜﾑﾗ ﾕｱ

2 14 759 川村 結愛(6) 毛野南小
ｲｼｶﾜ ｱｽﾐ

3 1 761 石川 明日美(6) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾖｼﾀﾞ ｻｴｺ

4 16 627 吉田 紗英子(5) 那須塩原Jr陸上
ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾐｳ

5 15 693 宇賀神 美羽(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ
ｶﾐﾔﾏ ﾐﾎ

6 11 518 神山 実穗(6) 栃木中央小
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｲ

7 5 690 松崎 結(6) 北光陸上部
ｱｻﾉ ﾄｷｱ

8 10 763 浅野 翔希愛(6) 佐野SAC
ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾝ

9 2 623 黒田 由音(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾀｶﾏﾂ ﾉﾄﾞｶ

10 3 731 髙松 和香(6) 芳賀北小
ﾅｲﾄｳ ﾉｴ

11 7 659 内藤 暖恵(6) 荒川小
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ

12 9 580 吉田 美咲(5) 上三川ｸﾗﾌﾞ
ｲﾜﾀ ｲﾛﾊ

13 8 691 岩田 色葉(6) 菊東JSC
ｶｲｶﾞ ﾁﾋﾛ

14 13 581 海賀 千尋(5) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ
ｱｸﾂ ﾐﾉﾘ

6 625 阿久津 実里(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ
ｲｼｶﾜ ﾊﾙｶ

12 727 石川 暖華(6) 赤羽小

ｺﾒﾝﾄ

3m87 3m72
-0.3

3m87
+1.1 857

1回目 2回目 記録 得点

3m62
+0.6

3m66
+0.1

3m66
+0.1 798

+1.1

3m61
+1.0

× 3m61
+1.0 784

3m44
-0.3

× 3m44
-0.3 736

3m13
-0.2

3m32
+0.2

3m32
+0.2 703

3m18
-0.1

3m31
+0.2

3m31
+0.2 700

3m24
+1.0

3m23
-0.5

3m24
+1.0 680

3m21
0.0

3m18
0.0

3m21
0.0 672

3m15
+0.4

3m18
-0.1

3m18
-0.1 664

2m91
+0.8

3m00
-0.2

3m00
-0.2 613

× 2m85
-0.6

2m85
-0.6 571

2m76
+0.3

2m83
+0.2

2m83
+0.2 566

× 2m72
0.0

2m72
0.0 535

2m49
+0.3

2m27
0.0

2m49
+0.3 470

DNS

DNS

凡例  DNS:欠場



女子コンバインドB ジャベボール投

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｶﾏﾂ ﾉﾄﾞｶ

1 6 731 髙松 和香(6) 芳賀北小
ｱｻﾉ ﾄｷｱ

2 2 763 浅野 翔希愛(6) 佐野SAC
ｺﾓﾘ ﾘﾉ

3 10 726 小森 璃望(6) 須藤小
ｵｶ ﾕｽﾞｶ

4 28 626 岡 柚花(6) 市野沢小学校
ｲﾄｳ ﾐｱﾝ

5 27 718 伊東 美杏(6) 益子西小
ｽｽﾞｷ ﾘﾘｱ

6 12 622 鈴木 里々愛(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ
ｼｵﾉﾒ ｱﾉﾝ

7 3 658 塩野目 碧音(6) 烏山小
ﾌｼﾞﾀ ｱﾝﾅ

8 13 689 藤田 杏那(6) 北光陸上部
ｸﾛｳ ﾐｵ

9 26 660 黒鵜 美音(6) 馬頭小
ﾅｲﾄｳ ﾉｴ

10 20 659 内藤 暖恵(6) 荒川小
ﾀｶﾑﾗ ﾕｷﾉ

11 17 688 髙村 友希乃(6) 北光陸上部
ｲﾜﾀ ｲﾛﾊ

12 29 691 岩田 色葉(6) 菊東JSC
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾜ

13 7 582 遠藤 咲和(6) 本郷北TRC
ﾉﾊﾗ ﾅﾅﾐ

14 15 760 野原 菜々美(6) 佐野SAC
ﾖｼﾑﾗ ﾌｳｶ

15 21 585 吉村 風香(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ
ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾐｳ

16 8 693 宇賀神 美羽(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ
ﾖｼﾀﾞ ｻｴｺ

17 4 627 吉田 紗英子(5) 那須塩原Jr陸上
ｱｷﾔﾏ ｻｷ

18 9 624 秋山 咲希(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ
ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾝ

19 16 623 黒田 由音(5) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ
ｶｲｶﾞ ﾁﾋﾛ

20 18 581 海賀 千尋(5) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ
ｶﾜﾑﾗ ﾕｱ

21 24 759 川村 結愛(6) 毛野南小
ｻｶｲ ﾅﾐ

22 14 583 酒井 奈実(6) 岡本西小
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ

23 32 580 吉田 美咲(5) 上三川ｸﾗﾌﾞ
ｶﾐﾔﾏ ﾐﾎ

24 31 518 神山 実穗(6) 栃木中央小
ｲｼｶﾜ ｱｽﾐ

25 11 761 石川 明日美(6) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾎｻｶ ﾘｵﾅ

26 25 584 保坂 理緒奈(6) 作新学院小学部
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｲ

27 1 690 松崎 結(6) 北光陸上部
ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾎ

28 5 526 大久保 里穂(6) 大宮北小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ

22 692 小林 伶衣(6) 津田
ｱｸﾂ ﾐﾉﾘ

23 625 阿久津 実里(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ

30 762 鈴木 月渚(6) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ
ｲｼｶﾜ ﾊﾙｶ

19 727 石川 暖華(6) 赤羽小 DNS

DNS,NM

DNS,NM

r 50

NM

r 50

× × 50

〇

14m35 351

16m07 16m07 386

× 17m26 410

× 19m78 462

21m77 21m77 502

〇

21m78 502

21m98 21m98 506

〇

22m57 518

〇

23m14 530

23m65 × 540

〇

23m68 541

〇

24m21 552

24m62 24m62 560

〇

24m81 564

× 25m41 576

〇

25m88 586

26m07 26m07 590

〇

26m42 597

26m60 × 600

× 28m88 647

〇

29m50 659

〇

29m67 663

30m92 30m92 688

31m57 31m57 701

32m45 32m45 719

〇

37m77 827

〇

38m96 852

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

39m84 39m84 869

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし


