
総 務 須藤 宏

ト ラ ッ ク 審 判 長 大塚 聡

跳 躍 審 判 長 露峰 基紀

投 て き 審 判 長 前田 芳久

招 集 所 審 判 長 厚木 健志

記 録 主 任 林 達也

日付 種目

小曽根 大志(1) 12.98 大木  昊(1) 13.22 遠藤  陽向(1) 14.89
godsspeed 足利陸上クラブ 足利陸上クラブ
久保 篤生(2) 12.03 髙橋 龍空(2) 12.46 テシミ ジョシュア(2) 12.66 森野 楓汰(2) 12.77 小林 奏汰(2) 12.94 須藤 聖斗(2) 13.02 伊勢 拓真(2) 13.33 片柳 潤紀(2) 13.45
佐野北 佐野北 佐野北 佐野南中 佐野高附中 佐野南中 田東中 赤見中
山口 潤希也(3) 11.80 石川 蓮(3) 11.96 鈴木 大登(3) 12.21 栗原 月輝(9) 12.24 安藤 優希(3) 12.35 柳田 結大(3) 12.64 川又 悠佑(3) 12.64
佐野北 佐野北 田東中 あそ野義 佐野南中 佐野西中 赤見中
山内 新大(5) 15.21 松屋 遥大(5) 15.27 勅使河原 史道(5) 15.73 亀山 凛(5) 16.12 大城 ヒロ(5) 16.13 倉部 桜佑(5) 16.20 山﨑 結真(5) 16.76 藤本 尚生(5) 17.40
田沼小 植野小 吉水小 あそ野義 植野小 田沼小 界小 佐野小
赤坂 優光(6) 13.33 日向野 瑛介(6) 13.34 木村 優希(6) 14.53 斉藤 陸蒼(6) 14.64 田村 璃久斗(6) 14.84 小林 凉空(6) 15.38 澤田 聖良(6) 15.53 小林 和輝(6) 15.71
godsspeed 田沼小 田沼小 赤見小 赤見小 犬伏東小 godsspeed あそ野義
川村 優和(2) 27.39
佐野西中
西 晃煕(3) 24.49 有田 礼生(3) 28.54
佐野高附中 協和中
田中 輝之介(3) 2:10.27 平澤 大貴(3) 2:10.60 山下 隆聖(2) 2:16.13 福島 来輝(3) 2:25.34 小曽根 暖翔(3) 2:31.16 田中 悠登(2) 2:31.54 矢島 芽樹(1) 2:43.60 島田 海斗(2) 2:53.36
協和中 協和中 協和中 田東中 佐野北 田東中 godsspeed 佐野西中
横堀 温真(5) 3:31.80 飯塚 陸斗(5) 3:37.44 加藤 陽真(5) 3:39.21 森  遼太(5) 3:39.54 大賀 元気(5) 3:43.70 石村  亮(5) 3:55.91 植竹  優(5) 3:59.77 五十嵐 悠翔(5) 4:04.72
界小 植野小 吉水小 足利陸上クラブ 葛生小 足利陸上クラブ 足利陸上クラブ 界小
大木 滉仁(6) 3:14.09 佐藤 穂高(6) 3:20.80 秋葉 恭之介(6) 3:30.52 関野 颯真(6) 3:33.42 福田 晴仁(6) 3:38.38 直井  琥太郎(6) 3:42.41 早川 翔琉(6) 4:01.24 涌井 優斗(6) 4:14.60
城北小 界小 あそ野義 犬伏小 植野小 足利陸上クラブ 赤見小 旗川小
山中 太耀(3) 4:22.59 廣田  和大(3) 4:31.83 野田 正智(2) 4:32.30 谷   颯真(1) 4:36.89 岩上  由仁(2) 4:44.27 荻原 惇綺(2) 4:46.13 中山 大地(2) 4:46.91 中山 陸人(2) 4:53.55
協和中 足利陸上クラブ 足利陸上クラブ 足利陸上クラブ 足利陸上クラブ 佐野高附中 佐野北 佐野北
廣瀨 翔和(3) 10:15.54 福田 陽仁(3) 10:50.61 亀山 雄暉(3) 11:18.56
協和中 佐野南中 葛生中
尾花 斗和(6) 19.15
赤見小
五箇 彩人(2) 19.76
佐野南中
長島 煌太(3) 19.48 大森 碧海(3) 19.73
佐野北 佐野南中
佐野北 46.60 田東中A 49.91 佐野高附中 50.73 あそ野義 51.14
髙橋 龍空(2) 粟田 陽太(3) 小林 奏汰(2) 栗原 月輝(9)
石川 蓮(3) 鈴木 大登(3) 石川 大和(2) 土澤 琉帝(9)
久保 篤生(2) 富樫 愛斗(3) 河村 應一(3) 佐川 優雄(9)
山口 潤希也(3) 福島 来輝(3) 西 晃煕(3) 清水 利也(9)
田沼小A 57.74 赤見小 59.47 あそ野義A 1:03.26 植野小 1:03.45
木村 優希(6) 飯塚 海里(6) 秋葉 恭之介(6) R2 飯塚 陸斗(5)
山内 新大(5) 田村 璃久斗(6) 亀山 凛(5) 羽切 陽平(5)
飯塚 大武(6) 石井 大雅(6) 髙實子 雅(5) 大城 ヒロ(5)
日向野 瑛介(6) 斉藤 陸蒼(6) 小林 和輝(6) 松屋 遥大(5)
関口 和志(2) 1m40
佐野南中
尾花 大和(6) 1m10
赤見小
吉川 康大(2) 4m50(-0.4) 新里 比呂(2) 3m91(+0.2) テシミ ジョサヤ(2) 3m81(+0.1)
協和中 佐野南中 佐野北
吉田 悠雅(3) 5m20(-0.4) 栗原 大河(3) 5m12(+0.1) 清水 利也(9) 4m04(+0.1) 恩田 樹(3) 3m90(-0.8)
佐野北 佐野南中 あそ野義 佐野北
羽切 陽平(5) 3m43(+0.1)
植野小
川田 湧飛(6) 3m24(0.0) 金田 拓馬(6) 3m11(+0.1) 露木 成海(6) 2m91(+0.1)
あそ野義 赤見小 旗川小
長沢 竜己(2) 8m75
赤見中
磴 智成(3) 10m37 酒井 伶兜(3) 9m89 上岡 駿斗(3) 7m68 廣瀬 蒼志(3) 7m46
佐野西中 協和中 佐野南中 葛生中
髙實子 雅(5) 36m69 北原 琉星(5) 24m87 大関 一平(5) 23m76
あそ野義 犬伏小 吾妻小
小野 浩輝(6) 41m96 髙澤  文太朗(6) 37m26 飯塚 大武(6) 35m96
旗川小 足利陸上クラブ 田沼小

8位

5月1日
中学1年男子100m 

風：-0.2

5月1日
中学2年男子100m 

風：-0.9

第56回佐野市春季奨励陸上大会 【22090706】 
佐野市運動公園陸上競技場 【92030】 
2022/05/01 ～ 2022/05/01

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

5月1日
小学6年男子100m 

風：-0.1

5月1日
中学2年男子200m 

風：-1.0

5月1日
中学3年男子100m 

風：-0.1

5月1日
小学5年男子100m 

風：0.0

5月1日 小学5年男子1000m

5月1日 小学6年男子1000m

5月1日
中学3年男子200m 

風：-1.0

5月1日 中学共通男子800m

5月1日
小学6年男子80mH 

風：+0.1

5月1日
中学2年男子110mH 

風：+0.3

5月1日 中学共通男子1500m

5月1日 中学共通男子3000m

5月1日 小学男子4X100mR

5月1日 中学2年男子走高跳

5月1日
中学3年男子110mH 

風：+0.3

5月1日 中学共通男子4X100mR

5月1日 中学3年男子走幅跳

5月1日 小学5年男子走幅跳

5月1日 小学6年男子走高跳

5月1日 中学2年男子走幅跳

5月1日 中学3年男子砲丸投

5月1日 小学5年男子ジャベボール投

5月1日 小学6年男子走幅跳

5月1日 中学2年男子砲丸投

5月1日 小学6年男子ジャベボール投



石川  明日美(1) 15.64
足利陸上クラブ
田邉 史絵(2) 13.99 加藤 咲(2) 14.45 阿部 希空(2) 14.59 田村 綺音(2) 14.60 金子 莉菜(2) 15.00 小野 葵(2) 15.22 伊波 陽愛(2) 15.36 阿部 夢愛(2) 15.55
佐野南中 城東中 城東中 佐野南中 田東中 佐野西中 佐野南中 佐野西中
柿沼 咲愛(3) 13.62 菅野 楓愛(3) 13.93 鈴木 佑依(3) 14.04 島田 彩和(3) 14.34 三田 遙花(3) 14.74 落合 凜(3) 14.95 五月女 望有(3) 15.00
田東中 田東中 佐野西中 佐野南中 佐野高附中 佐野南中 佐野北
清水 紗奈(5) 15.29 五味田  愛菜(5) 15.81 小川 楓愛(5) 16.69 田中 陽菜(5) 16.93 澤田 莉衣奈(5) 17.31 川田 梨乃(5) 17.52 槇田 くるみ(5) 17.85 田島  翔(5) 18.09
犬伏小 足利陸上クラブ godsspeed あそ野義 godsspeed あそ野義 界小 足利陸上クラブ
桑内  結菜(6) 15.00 松尾 咲良(6) 15.16 福島 里菜(6) 15.60 金子 芽生(6) 15.69 大貫 紗衣(6) 15.75 根岸 美月(6) 16.04 長尾  莉央(6) 16.19 尾花 美咲(6) 16.59
足利陸上クラブ あそ野義 吉水小 植野小 犬伏小 佐野小 足利陸上クラブ 赤見小
小沼 彩愛(2) 27.59
足利陸上クラブ
日向野 優心(3) 27.84 大貫 陽菜(9) 30.03
田東中 あそ野義
人見 芽衣(3) 2:27.09 八下田 愛(3) 2:35.43 小玉 涼々(2) 2:37.36 金原 埜乃(2) 2:37.74 小森 紬希(8) 2:43.74 遠藤 瑞生(3) 2:45.67 亀田 千花(3) 2:47.65 石岡 唱(3) 2:51.46
足利陸上クラブ 田東中 田東中 田東中 あそ野義 佐野西中 佐野北 佐野北
菊地  彩未(5) 2:41.80 宮下  舞桜(5) 2:41.83 小関  里緖(5) 2:43.39 阿久津  花音(5) 2:43.44 石川  りんご(5) 2:47.23 丸山  えみり(5) 2:54.83 長沢 詩夕(5) 2:58.06 門沢 海(5) 3:03.38
足利陸上クラブ 足利陸上クラブ 足利陸上クラブ 足利陸上クラブ 足利陸上クラブ 足利陸上クラブ あそ野義 植野小
齊藤  彩月(6) 2:42.74 金村 爽(6) 2:45.82 津野 純菜(6) 2:48.19 太田 成美(6) 2:53.13 佐藤 葵(6) 2:57.44 目﨑 歩実(6) 3:02.01 田邉 紗衣果(6) 3:04.58 野口  結愛(6) 3:05.75
足利陸上クラブ 田沼小 犬伏小 佐野小 犬伏東小 あそ野義 あそ野義 足利陸上クラブ
田中 のん(9) 5:02.53 飯田 真生(9) 5:31.89 中村 ゆきの(3) 5:37.06 野澤 萠愛(3) 5:42.89 青木 美伶(3) 5:44.98 佐山 ゆりあ(3) 5:48.46 大塚 心晴(2) 5:58.88 三村 美空(3) 6:11.15
あそ野義 あそ野義 佐野高附中 佐野南中 佐野西中 佐野北 佐野高附中 赤見中
立原 妃椛(6) 18.94 粂川 珠愛(6) 19.41
あそ野義 あそ野義
深津 結愛(2) 20.18
佐野高附中
矢代 怜央菜(3) 16.74 山田 文音(3) 17.46 飯塚 莉菜(3) 18.42 白石 澪來(3) 19.08 池野 心結(9) 20.93
佐野高附中 佐野高附中 佐野南中 佐野南中 あそ野義
足利陸上クラブ 51.28 田東中A 53.04 佐野南中 56.37 城東中 56.88 佐野北 57.29 あそ野義 59.14
厚木 ひまり(2) 菅野 楓愛(3) 田村 綺音(2) 山田 詩葉(2) 半田 愛莉(3) 大貫 陽菜(9)
小沼 彩愛(2) 日向野 優心(3) 田邉 史絵(2) 加藤 咲(2) 古川 美歩(3) 五味田 彩寧(9)
宮澤 亜美(3) 柿沼 咲愛(3) 島田 彩和(3) 川﨑 萌(2) 唯木 瑠愛(3) 柿沼 優菜(9)
石原 南菜(2) 八下田 愛(3) 落合 凜(3) 阿部 希空(2) 五月女 望有(3) 池野 心結(9)
犬伏東小 1:02.69 あそ野義A 1:04.75 赤見小 1:06.07 植野小 1:06.71 あそ野義B 1:07.43
佐藤 葵(6) 立原 妃椛(6) 岩上 和愛(6) 青木 うみ(6) 長沢 詩夕(5)
山田 莉央(6) 田中 陽菜(5) 尾花 美咲(6) 田口 瑠莉(6) 山澤 愛(6)
石岡 薗(6) 目﨑 歩実(6) 黒羽 咲(6) 大川原 沙笑(6) 川田 梨乃(5)
髙木 朋香(6) 松尾 咲良(6) 丸山 月愛(6) 金子 芽生(6) 粂川 珠愛(6)
石原 南菜(2) 1m45 山田 詩葉(2) 1m25
足利陸上クラブ 城東中
内田 美優(3) 1m30 齊藤 由真(3) 1m25
赤見中 足利陸上クラブ
勅使河原 琉里(6) 1m15 家住  結心(6) 1m15 山澤 愛(6) 1m15
吉水小 足利陸上クラブ あそ野義
厚木 ひまり(2) 5m16(+0.3) 佐藤 由菜(8) 4m10(+0.1) 石井 絢菜(8) 3m95(+0.3) 堀越 可鈴(2) 3m89(+0.7) 椎 梨々香(2) 3m79(+0.1) 遅澤 陽織(2) 3m10(-0.1)
足利陸上クラブ あそ野義 あそ野義 佐野西中 佐野南中 佐野南中
宮澤 亜美(3) 4m83(+0.2) 大川 りさ(3) 4m20(+0.4) 山川 瑞希(3) 3m92(+0.1) 高瀬 ハンナ芽生(3) 3m52(+0.1) 櫻井 天里(3) 3m42(+0.5) 須藤 寧々(3) 3m34(+0.5) 相澤 碧(3) 3m33(+0.3) 山田 泉紀(3) 3m03(+0.7)
足利陸上クラブ 佐野高附中 佐野高附中 佐野南中 佐野南中 葛生中 葛生中 葛生中
田島 美玖(5) 3m25(0.0)
吾妻小
厚木  彩佐(6) 4m47(-0.3) 毛塚 凪海(6) 3m20(+0.1)
足利陸上クラブ 植野小
田中 美羽(2) 6m56 茂木 花凪(2) 6m51 小林 栞己(2) 5m75 田名網 愛結(2) 5m61
佐野南中 佐野西中 城東中 佐野南中
宗石 愛來(3) 7m79 齊藤 美心(3) 6m30 兵藤 美波音(3) 4m79
佐野北 佐野西中 佐野西中
青木 はな(5) 21m00
植野小
青木 うみ(6) 25m62 小菅 亜胡(6) 16m87
植野小 植野小

凡例  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

5月1日
中学2年女子100m 

風：+0.2

5月1日
中学3年女子100m 

風：-0.6

5月1日
中学1年女子100m 

風：-0.3

5月1日
中学2年女子200m 

風：-0.5

5月1日
中学3年女子200m 

風：-0.5

5月1日
小学5年女子100m 

風：-0.3

5月1日
小学6年女子100m 

風：-1.1

5月1日 小学6年女子800m

5月1日 中学共通女子1500m

5月1日 中学共通女子800m

5月1日 小学5年女子800m

5月1日
中学3年女子100mH 

風：-0.4

5月1日 中学共通女子4X100mR

5月1日
小学6年女子80mH 

風：+0.1

5月1日
中学2年女子100mH 

風：-0.4

5月1日 中学3年女子走高跳

5月1日 小学6年女子走高跳

5月1日 小学女子4X100mR

5月1日 中学2年女子走高跳

5月1日 小学5年女子走幅跳

5月1日 小学6年女子走幅跳

5月1日 中学2年女子走幅跳

5月1日 中学3年女子走幅跳

5月1日 小学5年女子ジャベボール投

5月1日 小学6年女子ジャベボール投

5月1日 中学2年女子砲丸投

5月1日 中学3年女子砲丸投



コンディション情報

大会総務 須藤 宏 トラック審判長 大塚 聡

跳躍審判長 露峰 基紀 投てき審判長 前田 芳久

招集所審判長 厚木 健志

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2022/05/01 09:00 曇 12.2 64.0 - 0.0

10:00 曇 13.6 66.0 北 0.6
11:00 曇 14.6 70.0 北西 0.4
12:00 曇 14.8 74.0 西北西 0.4
13:00 雨 13.4 82.0 北西 1.0
14:00 雨 12.2 92.0 北西 0.6
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中学1年男子100m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 12:40 決　勝

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
ｵｿﾞﾈ ﾀｲｼ

1 6 3 小曽根　大志(1) godsspeed 12.98
ｵｵｷ ｺｳ

2 5 66 大木　　昊(1) 足利陸上クラブ 13.22
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ

3 4 67 遠藤　　陽向(1) 足利陸上クラブ 14.89



中学2年男子100m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 10:05 予　選

5月1日 12:42 決　勝

予　選　4組2着

1組 (風:-0.8) 2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
ﾓﾘﾉ ﾌｳﾀ ｸﾎﾞ ｱﾂｷ

1 5 7330 森野　楓汰(2) 佐野南中 12.84 Q 1 4 115 久保　篤生(2) 佐野北 12.21 Q
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ ｽﾄｳ ﾏｻﾄ

2 8 531 片柳　潤紀(2) 赤見中 13.54 Q 2 7 7329 須藤　聖斗(2) 佐野南中 13.09 Q
ｱｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ ｲｼｶﾜ ﾔﾏﾄ

3 7 7920 秋山　省太(2) 田東中 13.58 3 3 197 石川　大和(2) 佐野高附中 13.72
ｱﾗｶﾜ ｼｼﾝ ﾀﾅﾐ ｼｭﾝｽｹ

4 4 196 荒川　獅心(2) 佐野高附中 15.56 4 5 7935 田波　舜祐(2) 田東中 14.07
ｲｼｽﾞｶ ﾀﾂｷ ｻｲﾄｳ ﾘｵﾝ

6 7932 石塚　樹(2) 田東中 DNS 5 6 7928 齊藤　來音(2) 田東中 14.16
ﾅｶﾀﾞ ﾊﾔﾄ

6 8 7771 中田　隼斗(2) 葛生中 15.61

3組 (風:-0.3) 4組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｸ ﾃｼﾐ ｼﾞｮｼｭｱ

1 6 110 髙橋　龍空(2) 佐野北 12.70 Q 1 5 111 テシミ　ジョシュア(2) 佐野北 12.83 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ ｲｾ ﾀｸﾏ

2 8 201 小林　奏汰(2) 佐野高附中 13.20 Q 2 7 7925 伊勢　拓真(2) 田東中 13.26 Q
ｺｸﾞﾚ ｼｭﾝ ｼｵﾀﾞ ﾙｲ

3 4 7321 小暮　瞬(2) 佐野南中 13.37 3 6 7929 塩田　瑠(2) 田東中 14.44
ﾅｶﾞｾ ｼﾞｭﾝ ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ

4 5 7931 永瀬　潤(2) 田東中 14.53 4 4 7769 髙橋　歩夢(2) 葛生中 14.50
ｶｷﾇﾏ ﾀｲﾖｳ ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ

5 3 7927 柿沼　大陽(2) 田東中 14.98 5 3 7930 清水　翔太(2) 田東中 14.71
ﾔｴｶﾞｼ ｺｳ ｻｶﾓﾄ ﾕｳｶﾞ

7 7924 八重樫　晄(2) 田東中 DNS 8 202 酒本　悠雅(2) 佐野高附中 DNS

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
ｸﾎﾞ ｱﾂｷ

1 7 115 久保　篤生(2) 佐野北 12.03
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｸ

2 4 110 髙橋　龍空(2) 佐野北 12.46
ﾃｼﾐ ｼﾞｮｼｭｱ

3 6 111 テシミ　ジョシュア(2) 佐野北 12.66
ﾓﾘﾉ ﾌｳﾀ

4 5 7330 森野　楓汰(2) 佐野南中 12.77
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ

5 8 201 小林　奏汰(2) 佐野高附中 12.94
ｽﾄｳ ﾏｻﾄ

6 9 7329 須藤　聖斗(2) 佐野南中 13.02
ｲｾ ﾀｸﾏ

7 2 7925 伊勢　拓真(2) 田東中 13.33
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ

8 3 531 片柳　潤紀(2) 赤見中 13.45

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者



中学2年男子200m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 11:43 決　勝

決　勝　

(風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾜ

1 3 7223 川村　優和(2) 佐野西中 27.39



中学2年男子110mH
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 11:35 決　勝

決　勝　

(風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾞｶ ｱﾔﾄ

1 3 7320 五箇　彩人(2) 佐野南中 19.76



中学2年男子走高跳
審 判 長：露峰 基紀

記録主任：林 達也

5月1日 09:50 決　勝

決　勝　

ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ ○ × × ○ × × ×

1 1 7322 関口　和志(2) 佐野南中 1m40
ｵｶﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ r

2 7027 岡部　潤大(8) あそ野義 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記録 ｺﾒﾝﾄ所属
1m35 1m40 1m45

凡例  NM:記録なし



中学2年男子走幅跳
審 判 長：露峰 基紀

記録主任：林 達也

5月1日 09:50 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀ 3m85 × 4m12 4m35 4m35 4m50 4m50
1 4 8655 吉川　康大(2) 協和中 0.0 +0.2 +0.2 +0.2 -0.4 -0.4

ﾆｯｻﾄ ﾋﾛ × 3m82 × 3m76 3m91 × 3m91
2 1 7325 新里　比呂(2) 佐野南中 +0.1 +0.3 +0.2 +0.2

ﾃｼﾐ ｼﾞｮｻﾔ × 3m58 3m67 3m60 3m81 3m80 3m81
3 2 112 テシミ　ジョサヤ(2) 佐野北 0.0 -0.1 -0.1 +0.1 -0.5 +0.1

ﾋﾗﾂｶ ﾊｽﾞｷ r
3 8652 平塚　葉月(2) 協和中 NM

凡例  NM:記録なし



中学2年男子砲丸投
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

5月1日 09:20 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｭｳｷ 〇 〇

1 1 530 長沢　竜己(2) 赤見中 8m59 8m75 8m75 8m64 8m75 8m75



中学3年男子100m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 10:20 予　選

5月1日 12:44 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 (風:-0.7) 2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
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ ｲｼｶﾜ ﾚﾝ

1 4 1214 山口　潤希也(3) 佐野北 11.99 Q 1 5 1210 石川　蓮(3) 佐野北 12.08 Q
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ｸﾘﾊﾗ ﾙｷ

2 5 7943 鈴木　大登(3) 田東中 12.39 Q 2 3 7022 栗原　月輝(9) あそ野義 12.48 Q
ｸﾏｸﾗ ﾀｹﾙ ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｽｹ

3 6 7306 熊倉　壮琉(3) 佐野南中 12.45 q 3 4 1489 川又　悠佑(3) 赤見中 12.66 q
ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳ ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾄ

4 7 7310 坪井　涼(3) 佐野南中 12.81 4 7 7305 藤田　真叶(3) 佐野南中 13.10
ｻｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ ｱﾜﾀﾞ ﾊﾙﾀ

5 8 7023 佐川　優雄(9) あそ野義 13.30 5 6 7936 粟田　陽太(3) 田東中 13.59
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾉﾌﾞ ｺﾇﾏ ﾏﾋﾛ

6 3 1490 山崎　晴信(3) 赤見中 13.39 8 1226 小沼　万大(3) 城東中 DNS

3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
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

1 6 7301 安藤　優希(3) 佐野南中 12.10 Q
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

2 7 7214 柳田　結大(3) 佐野西中 12.50 Q
ﾄｶﾞｼ ﾏﾅﾄ

3 4 7938 富樫　愛斗(3) 田東中 13.01
ﾂﾁｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾞｲ

4 8 7024 土澤　琉帝(9) あそ野義 13.41
ｸﾘｻｷ ﾀｲｾｲ

5 3 1227 栗崎　泰成(3) 城東中 13.92
ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳﾀ

5 1213 宮﨑　宗汰(3) 佐野北 DNS

決　勝　

(風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ

1 7 1214 山口　潤希也(3) 佐野北 11.80
ｲｼｶﾜ ﾚﾝ

2 5 1210 石川　蓮(3) 佐野北 11.96
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ

3 6 7943 鈴木　大登(3) 田東中 12.21
ｸﾘﾊﾗ ﾙｷ

4 8 7022 栗原　月輝(9) あそ野義 12.24
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

5 4 7301 安藤　優希(3) 佐野南中 12.35
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

6 9 7214 柳田　結大(3) 佐野西中 12.64
ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｽｹ

7 3 1489 川又　悠佑(3) 赤見中 12.64
ｸﾏｸﾗ ﾀｹﾙ

2 7306 熊倉　壮琉(3) 佐野南中 DNS

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



中学3年男子200m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 11:43 決　勝

決　勝　

(風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｼ ｱｷﾋﾛ

1 7 1142 西　晃煕(3) 佐野高附中 24.49
ｱﾘﾀ ﾚｵ

2 6 8593 有田　礼生(3) 協和中 28.54



中学3年男子110mH
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 11:35 決　勝

決　勝　

(風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾀ

1 6 1211 長島　煌太(3) 佐野北 19.48
ｵｵﾓﾘ ｱｵｲ

2 5 7308 大森　碧海(3) 佐野南中 19.73



中学3年男子走幅跳
審 判 長：露峰 基紀

記録主任：林 達也

5月1日 09:50 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶﾞ × × × 5m02 × 5m20 5m20
1 3 1212 吉田　悠雅(3) 佐野北 0.0 -0.4 -0.4

ｸﾘﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 5m12 4m73 4m85 4m80 × 4m50 5m12
2 4 7314 栗原　大河(3) 佐野南中 +0.1 +0.1 -0.1 +0.3 -0.7 +0.1

ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾔ × 4m04 × × 3m86 × 4m04
3 1 7019 清水　利也(9) あそ野義 +0.1 +0.1 +0.1

ｵﾝﾀﾞ ｲﾂｷ 3m30 3m33 × × 3m90 × 3m90
4 2 1216 恩田　樹(3) 佐野北 -0.1 0.0 -0.8 -0.8



中学3年男子砲丸投
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

5月1日 09:20 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾞｼ ﾄﾓﾅﾘ 〇 〇

1 3 7212 磴　智成(3) 佐野西中 9m77 9m67 9m77 × 10m37 10m37
ｻｶｲ ﾚｲﾄ 〇 〇

2 2 8596 酒井　伶兜(3) 協和中 9m32 9m38 9m44 9m44 9m89 9m89
ｶﾐｵｶ ﾊﾔﾄ 〇 〇 〇 〇

3 4 7309 上岡　駿斗(3) 佐野南中 7m67 7m68 7m68 7m68
ﾋﾛｾ ｿｳｼ 〇 〇 〇

4 1 7768 廣瀬　蒼志(3) 葛生中 6m39 6m96 7m46 7m46 7m46



中学共通男子800m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ｺｳﾉｽｹ ﾀﾅｶ ｺｳﾉｽｹ

1 5 8597 田中　輝之介(3) 協和中 2:10.27 1 8597 田中　輝之介(3) 協和中 2:10.27
ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲｷ ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲｷ

2 4 8598 平澤　大貴(3) 協和中 2:10.60 2 8598 平澤　大貴(3) 協和中 2:10.60
ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｾｲ ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｾｲ

3 2 8645 山下　隆聖(2) 協和中 2:16.13 3 8645 山下　隆聖(2) 協和中 2:16.13
ﾌｸｼﾏ ﾗｲｷ ﾌｸｼﾏ ﾗｲｷ

4 7 7941 福島　来輝(3) 田東中 2:25.34 4 7941 福島　来輝(3) 田東中 2:25.34
ｵｿﾞﾈ ﾊﾙﾄ ｵｿﾞﾈ ﾊﾙﾄ

5 9 1215 小曽根　暖翔(3) 佐野北 2:31.16 5 1215 小曽根　暖翔(3) 佐野北 2:31.16
ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ

6 8 7934 田中　悠登(2) 田東中 2:31.54 6 7934 田中　悠登(2) 田東中 2:31.54
ﾔｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ ﾔｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ

7 3 1 矢島　芽樹(1) godsspeed 2:43.60 7 1 矢島　芽樹(1) godsspeed 2:43.60
ｼﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ｼﾏﾀﾞ ｶｲﾄ

8 6 7224 島田　海斗(2) 佐野西中 2:53.36 8 7224 島田　海斗(2) 佐野西中 2:53.36



中学共通男子1500m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 11:05 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾅｶ ﾀｲﾖｳ

1 11 8634 山中　太耀(3) 協和中 4:22.59
ﾋﾛﾀ ﾅｵ

2 5 8633 廣田　　和大(3) 足利陸上クラブ 4:31.83
ﾉﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ

3 17 1 野田　正智(2) 足利陸上クラブ 4:32.30
ﾀﾆ ｿｳﾏ

4 15 53 谷　　　颯真(1) 足利陸上クラブ 4:36.89
ｲﾜｶﾐ ﾖｼﾋﾄ

5 4 8635 岩上　　由仁(2) 足利陸上クラブ 4:44.27
ｵｷﾞﾜﾗ ｱﾂｷ

6 6 199 荻原　惇綺(2) 佐野高附中 4:46.13
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ

7 10 114 中山　大地(2) 佐野北 4:46.91
ﾅｶﾔﾏ ﾘｸﾄ

8 3 479 中山　陸人(2) 佐野北 4:53.55
ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ

9 20 7028 髙橋　悠来(8) あそ野義 4:55.41
ｶﾜｶﾐ ｼｵﾝ

10 7 200 川上　嗣苑(2) 佐野高附中 4:56.01
ﾂｶｺﾞｼ ﾐﾄ

11 2 52 塚越　　海斗(1) 足利陸上クラブ 4:58.21
ｶﾒﾔﾏ ﾋﾖﾘ

12 1 7025 亀山　日和(8) あそ野義 4:58.67
ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾄ

13 21 51 本多　　琉人(1) 足利陸上クラブ 5:01.65
ﾊｼﾓﾄ ｷｮｳﾔ

14 13 203 橋本　京弥(2) 佐野高附中 5:03.54
ｶﾜﾑﾗ ｵｳｲﾁ

15 18 1141 河村　應一(3) 佐野高附中 5:05.40
ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ

16 22 1225 川﨑　龍(3) 城東中 5:08.50
ﾐﾀ ﾕｳｷ

17 16 1217 三田　悠貴(3) 佐野北 5:14.15
ｵｵﾀ ﾑﾂｷ

18 9 198 太田　睦葵(2) 佐野高附中 5:19.72
ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ

19 12 113 大林　操右(2) 佐野北 5:26.24
ﾅｶﾉ ｿｳﾀ

20 19 7213 中野　颯太(3) 佐野西中 5:33.03
ｶﾜｼﾏ ｺｳｶﾞ

8 7016 川島　功雅(9) あそ野義 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ

14 204 渡邉　佑真(2) 佐野高附中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通男子3000m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 12:05 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾛｾ ﾄﾜ

1 2 8602 廣瀨　翔和(3) 協和中 10:15.54
ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋﾄ

2 3 7307 福田　陽仁(3) 佐野南中 10:50.61
ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｷ

3 1 7767 亀山　雄暉(3) 葛生中 11:18.56



中学共通男子4X100mR
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 13:25 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 佐野北 110 髙橋　龍空(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｸ 46.60
1210 石川　蓮(3) ｲｼｶﾜ ﾚﾝ
115 久保　篤生(2) ｸﾎﾞ ｱﾂｷ

1214 山口　潤希也(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ
2 4 田東中A 7936 粟田　陽太(3) ｱﾜﾀﾞ ﾊﾙﾀ 49.91

7943 鈴木　大登(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ
7938 富樫　愛斗(3) ﾄｶﾞｼ ﾏﾅﾄ
7941 福島　来輝(3) ﾌｸｼﾏ ﾗｲｷ

3 8 佐野高附中 201 小林　奏汰(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ 50.73
197 石川　大和(2) ｲｼｶﾜ ﾔﾏﾄ

1141 河村　應一(3) ｶﾜﾑﾗ ｵｳｲﾁ
1142 西　晃煕(3) ﾆｼ ｱｷﾋﾛ

4 5 あそ野義 7022 栗原　月輝(9) ｸﾘﾊﾗ ﾙｷ 51.14
7024 土澤　琉帝(9) ﾂﾁｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾞｲ
7023 佐川　優雄(9) ｻｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ
7019 清水　利也(9) ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾔ

7 佐野南中 7305 藤田　真叶(3) ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾄ R2
7306 熊倉　壮琉(3) ｸﾏｸﾗ ﾀｹﾙ
7310 坪井　涼(3) ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳ
7301 安藤　優希(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

凡例  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



小学男子4X100mR
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 13:15 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 田沼小A 1403 木村　優希(6) ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 57.74
1405 山内　新大(5) ﾔﾏｳﾁ ｱﾗﾀ
1401 飯塚　大武(6) ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾑ
1402 日向野　瑛介(6) ﾋｶﾞﾉ ｴｲｽｹ

2 5 赤見小 1107 飯塚　海里(6) ｲｲﾂﾞｶ ｶｲﾘ 59.47
1120 田村　璃久斗(6) ﾀﾑﾗ ﾘｸﾄ
1108 石井　大雅(6) ｲｼｲ ﾀｲｶﾞ
1119 斉藤　陸蒼(6) ｻｲﾄｳ ﾘｸｱ

3 6 あそ野義A 1908 秋葉　恭之介(6) ｱｷﾊﾞ ｷｮｳﾉｽｹ 1:03.26 R2
1900 亀山　凛(5) ｶﾒﾔﾏ ﾘﾝ
1901 髙實子　雅(5) ﾀｶｼﾞｯｺ ﾐﾔﾋﾞ
1915 小林　和輝(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ

4 7 植野小 317 飯塚　陸斗(5) ｲｲﾂﾞｶ ﾘｸﾄ 1:03.45

315 羽切　陽平(5) ﾊｷﾞﾘ ﾖｳﾍｲ
313 大城　ヒロ(5) ｵｵｼﾛ ﾋﾛ
321 松屋　遥大(5) ﾏﾂﾔ ｶﾅﾀ

凡例  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



小学5年男子100m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 09:45 予　選

5月1日 12:29 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:-0.6) 2組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂﾔ ｶﾅﾀ ﾔﾏｳﾁ ｱﾗﾀ

1 7 321 松屋　遥大(5) 植野小 15.58 Q 1 8 1405 山内　新大(5) 田沼小 15.68 Q
ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｼﾄﾞｳ ｸﾗﾍﾞ ｵｳｽｹ

2 6 3 勅使河原　史道(5) 吉水小 15.80 Q 2 9 1407 倉部　桜佑(5) 田沼小 16.27 Q
ｶﾒﾔﾏ ﾘﾝ ｵｵｼﾛ ﾋﾛ

3 5 1900 亀山　凛(5) あそ野義 16.23 Q 3 5 313 大城　ヒロ(5) 植野小 16.31 Q
ｵｷﾞﾜﾗ ﾚﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾏ

4 8 105 荻原　蓮(5) 佐野小 17.71 4 7 401 山﨑　結真(5) 界小 16.79 q
ｻｶﾓﾄ ｿｳｽｹ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵ

5 3 1408 坂本　蒼亮(5) 田沼小 17.75 5 4 106 藤本　尚生(5) 佐野小 17.36 q
ﾄｶﾉ ｲﾂｷ ｶｷﾇﾏ ﾄｱ

6 4 409 戸叶　樹希(5) 界小 18.23 6 3 1406 柿沼　翔空(5) 田沼小 18.48
ｱｲﾀ ﾗｲﾑ

6 1128 会田　來武(5) 赤見小 DNS

決　勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｳﾁ ｱﾗﾀ

1 4 1405 山内　新大(5) 田沼小 15.21
ﾏﾂﾔ ｶﾅﾀ

2 5 321 松屋　遥大(5) 植野小 15.27
ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｼﾄﾞｳ

3 6 3 勅使河原　史道(5) 吉水小 15.73
ｶﾒﾔﾏ ﾘﾝ

4 9 1900 亀山　凛(5) あそ野義 16.12
ｵｵｼﾛ ﾋﾛ

5 8 313 大城　ヒロ(5) 植野小 16.13
ｸﾗﾍﾞ ｵｳｽｹ

6 7 1407 倉部　桜佑(5) 田沼小 16.20
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾏ

7 2 401 山﨑　結真(5) 界小 16.76
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵ

8 3 106 藤本　尚生(5) 佐野小 17.40

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



小学5年男子1000m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 11:45 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｺﾎﾞﾘ ﾊﾙﾏ

1 9 405 横堀　温真(5) 界小 3:31.80
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｸﾄ

2 8 317 飯塚　陸斗(5) 植野小 3:37.44
ｶﾄｳ ﾊﾙﾏ

3 1 2 加藤　陽真(5) 吉水小 3:39.21
ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ

4 2 62 森　　遼太(5) 足利陸上クラブ 3:39.54
ｵｵｶﾞ ｹﾞﾝｷ

5 7 2401 大賀　元気(5) 葛生小 3:43.70
ｲｼﾑﾗ ﾘｮｳ

6 10 64 石村　　亮(5) 足利陸上クラブ 3:55.91
ｳｴﾀｹ ﾕｳ

7 5 68 植竹　　優(5) 足利陸上クラブ 3:59.77
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾄ

8 4 406 五十嵐　悠翔(5) 界小 4:04.72
ｱｵﾀ ﾅｵ

3 403 青田　直(5) 界小 DNS
ﾅｶﾞﾀｹ ﾋﾛｷ

6 1133 長竹　浩輝(5) 赤見小 DNS

凡例  DNS:欠場



小学5年男子走幅跳
審 判 長：露峰 基紀

記録主任：林 達也

5月1日 09:20 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｷﾞﾘ ﾖｳﾍｲ 3m34 3m43 × 3m43
1 1 315 羽切　陽平(5) 植野小 0.0 +0.1 +0.1



小学5年男子ジャベボール投
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

5月1日 10:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶｼﾞｯｺ ﾐﾔﾋﾞ 〇 〇

1 2 1901 髙實子　雅(5) あそ野義 36m69 36m69 36m69
ｷﾀﾊﾗ　ﾘｭｳｾｲ

2 1 507 北原　琉星(5) 犬伏小 × × 24m87 24m87 24m87
ｵｵｾﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ 〇 〇

3 3 1001 大関　一平(5) 吾妻小 23m76 23m76 23m76



小学6年男子100m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 09:55 予　選

5月1日 12:31 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 (風:+0.3) 2組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾋｶﾞﾉ ｴｲｽｹ ﾀﾑﾗ ﾘｸﾄ

1 7 1402 日向野　瑛介(6) 田沼小 13.56 Q 1 6 1120 田村　璃久斗(6) 赤見小 14.68 Q
ｻﾜﾀﾞ ｾﾗ ｷﾑﾗ ﾕｳｷ

2 4 38 澤田　聖良(6) godsspeed 15.46 Q 2 8 1403 木村　優希(6) 田沼小 14.78 Q
ｲｲﾂﾞｶ ｶｲﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｱ

3 5 1107 飯塚　海里(6) 赤見小 15.50 3 3 600 小林　凉空(6) 犬伏東小 15.20 q
ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｾｲ

4 6 1112 大島　涼聖(6) 赤見小 16.77 4 5 504 櫻井　智弘(6) 犬伏小 15.52
ﾔﾏｶﾜ ﾙｷﾔ ｲｼｲ ﾀｲｶﾞ

5 3 1125 山川　留希弥(6) 赤見小 18.48 5 4 1108 石井　大雅(6) 赤見小 15.81
ｼﾗｲｼ ﾙｲｷ

6 7 410 白石　瑠輝(6) 界小 17.01

3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
ｱｶｻｶ ﾕｳｷ

1 5 2 赤坂　優光(6) godsspeed 13.51 Q
ｻｲﾄｳ ﾘｸｱ

2 4 1119 斉藤　陸蒼(6) 赤見小 14.87 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ

3 7 1915 小林　和輝(6) あそ野義 15.49 q
ｵｸﾔﾏ ｿｳﾀ

4 6 63 奥山　　聡大(6) 足利陸上クラブ 16.27
ｶﾅﾔ ﾏｺﾄ

5 8 1116 金谷　信(6) 赤見小 17.97

決　勝　

(風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｶｻｶ ﾕｳｷ

1 6 2 赤坂　優光(6) godsspeed 13.33
ﾋｶﾞﾉ ｴｲｽｹ

2 5 1402 日向野　瑛介(6) 田沼小 13.34
ｷﾑﾗ ﾕｳｷ

3 7 1403 木村　優希(6) 田沼小 14.53
ｻｲﾄｳ ﾘｸｱ

4 9 1119 斉藤　陸蒼(6) 赤見小 14.64
ﾀﾑﾗ ﾘｸﾄ

5 4 1120 田村　璃久斗(6) 赤見小 14.84
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｱ

6 2 600 小林　凉空(6) 犬伏東小 15.38
ｻﾜﾀﾞ ｾﾗ

7 8 38 澤田　聖良(6) godsspeed 15.53
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ

8 3 1915 小林　和輝(6) あそ野義 15.71

凡例  Q:順位による通過者 q:記録による通過者



小学6年男子1000m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 11:55 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｷ ｱｷﾋﾄ

1 8 701 大木　滉仁(6) 城北小 3:14.09
ｻﾄｳ ﾎﾀｶ

2 9 411 佐藤　穂高(6) 界小 3:20.80
ｱｷﾊﾞ ｷｮｳﾉｽｹ

3 2 1908 秋葉　恭之介(6) あそ野義 3:30.52
ｾｷﾉ ﾌｳﾏ

4 1 508 関野　颯真(6) 犬伏小 3:33.42
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ

5 5 312 福田　晴仁(6) 植野小 3:38.38
ﾅｵｲ ｺﾀﾛｳ

6 4 56 直井　　琥太郎(6) 足利陸上クラブ 3:42.41
ﾊﾔｶﾜ ｶｹﾙ

7 7 1122 早川　翔琉(6) 赤見小 4:01.24
ﾜｸｲ ﾏｻﾄ

8 3 811 涌井　優斗(6) 旗川小 4:14.60
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ

6 1909 髙橋　隼人(6) あそ野義 DNS

凡例  DNS:欠場



小学6年男子80mH
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 11:20 決　勝

決　勝　

(風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾊﾞﾅ ﾄﾜ

1 3 1113 尾花　斗和(6) 赤見小 19.15



小学6年男子走高跳
審 判 長：露峰 基紀

記録主任：林 達也

5月1日 09:20 決　勝

決　勝　

ｵﾊﾞﾅ ﾔﾏﾄ ○ ○ ○ × × ×

1 1 1115 尾花　大和(6) 赤見小 1m10

記録 ｺﾒﾝﾄ所属
1m00 1m05 1m10

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
1m15



小学6年男子走幅跳
審 判 長：露峰 基紀

記録主任：林 達也

5月1日 09:20 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ 3m24 3m10 3m21 3m24
1 2 1914 川田　湧飛(6) あそ野義 0.0 0.0 +0.2 0.0

ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾏ 3m11 2m97 2m99 3m11
2 3 1117 金田　拓馬(6) 赤見小 +0.1 0.0 0.0 +0.1

ﾂﾕｷ ﾅﾙﾐ 2m22 2m49 2m91 2m91
3 1 812 露木　成海(6) 旗川小 0.0 +0.2 +0.1 +0.1



小学6年男子ジャベボール投
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

5月1日 10:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾉ ﾋﾛｷ

1 2 813 小野　浩輝(6) 旗川小 41m96 41m96 41m96
ﾀｶｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ

2 3 58 髙澤　　文太朗(6) 足利陸上クラブ 37m26 37m26 37m26
ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾑ

3 1 1401 飯塚　大武(6) 田沼小 35m96 35m96 35m96



中学1年女子100m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 12:35 決　勝

決　勝　

(風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｶﾜ ｱｽﾐ

1 7 53 石川　　明日美(1) 足利陸上クラブ 15.64
ｵﾊﾞﾅ ｱｲｶ

8 52 尾花　　娃香(1) 足利陸上クラブ DNS

凡例  DNS:欠場



中学2年女子100m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 09:40 予　選

5月1日 12:37 決　勝

予　選　2組8着

1組 (風:-0.3) 2組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾅﾍﾞ ｼｴ ｶﾄｳ ｻｷ

1 5 7321 田邉　史絵(2) 佐野南中 13.95 Q 1 7 257 加藤　咲(2) 城東中 14.30 Q
ｱﾍﾞ ﾉｱ ﾀﾑﾗ ｱﾔﾈ

2 8 256 阿部　希空(2) 城東中 14.70 Q 2 4 7322 田村　綺音(2) 佐野南中 14.74 Q
ｲﾊ ﾋﾖﾘ ｶﾈｺ ﾘﾅ

3 6 7325 伊波　陽愛(2) 佐野南中 15.32 Q 3 5 7981 金子　莉菜(2) 田東中 14.93 Q
ｱﾍﾞ ﾕﾒｱ ｵﾉ ｱｵｲ

4 7 7222 阿部　夢愛(2) 佐野西中 15.40 Q 4 6 7223 小野　葵(2) 佐野西中 15.18 Q
ｼﾏﾀﾞ ﾋﾄﾊ

5 4 7224 島田　一葉(2) 佐野西中 16.21

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
ﾀﾅﾍﾞ ｼｴ

1 6 7321 田邉　史絵(2) 佐野南中 13.99
ｶﾄｳ ｻｷ

2 4 257 加藤　咲(2) 城東中 14.45
ｱﾍﾞ ﾉｱ

3 5 256 阿部　希空(2) 城東中 14.59
ﾀﾑﾗ ｱﾔﾈ

4 7 7322 田村　綺音(2) 佐野南中 14.60
ｶﾈｺ ﾘﾅ

5 9 7981 金子　莉菜(2) 田東中 15.00
ｵﾉ ｱｵｲ

6 2 7223 小野　葵(2) 佐野西中 15.22
ｲﾊ ﾋﾖﾘ

7 8 7325 伊波　陽愛(2) 佐野南中 15.36
ｱﾍﾞ ﾕﾒｱ

8 3 7222 阿部　夢愛(2) 佐野西中 15.55

凡例  Q:順位による通過者



中学2年女子200m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 11:40 決　勝

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
ｺﾇﾏ ｻﾗ

1 3 3 小沼　彩愛(2) 足利陸上クラブ 27.59



中学2年女子100mH
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 11:30 決　勝

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
ﾌｶﾂ ﾕｱ

1 3 128 深津　結愛(2) 佐野高附中 20.18



中学2年女子走高跳
審 判 長：露峰 基紀

記録主任：林 達也

5月1日 10:20 決　勝

決　勝　

ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ － － － ○ ○ ○ × × ×

1 6 1 石原　南菜(2) 足利陸上クラブ 1m45
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾊ × ○ ○ × × ×

2 5 259 山田　詩葉(2) 城東中 1m25
ﾈｷﾞｼ ﾅﾅ × × ×

1 254 根岸　奈々(2) 城東中 NM
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｳ × × ×

2 255 山田　実憂(2) 城東中 NM
ｷﾓﾄ ﾎﾉｶ × × ×

3 127 木本　歩華(2) 佐野高附中 NM
ｶﾜｼﾏ ｴﾚﾅ × × ×

4 311 川島　えれな(2) 佐野高附中 NM

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m35 1m40 1m45 1m50

所属
1m20 1m25 1m30

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

凡例  NM:記録なし



中学2年女子走幅跳
審 判 長：露峰 基紀

記録主任：林 達也

5月1日 10:20 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾂｷ ﾋﾏﾘ 5m01 5m16 5m07 5m01 5m16 4m67 5m16
1 5 2 厚木　ひまり(2) 足利陸上クラブ +0.3 +0.3 +0.3 +0.1 +0.2 -0.2 +0.3

ｻﾄｳ ﾕﾅ 3m89 4m10 3m92 3m85 3m76 3m88 4m10
2 3 7021 佐藤　由菜(8) あそ野義 +0.2 +0.1 0.0 +0.1 +0.3 +0.1 +0.1

ｲｼｲ ｱﾔﾅ 3m95 3m80 3m71 3m68 3m75 3m89 3m95
3 2 7022 石井　絢菜(8) あそ野義 +0.3 +0.5 +0.1 +0.3 +0.3 +0.3 +0.3

ﾎﾘｺｼ ｶﾘﾝ 3m19 3m89 × 3m33 3m26 3m11 3m89
4 1 7226 堀越　可鈴(2) 佐野西中 +0.5 +0.7 +0.1 +0.2 +0.1 +0.7

ｼｲ ﾘﾘｶ 3m71 3m47 3m57 3m79 3m70 3m53 3m79
5 6 7326 椎　梨々香(2) 佐野南中 +0.3 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1

ｵｿｻﾞﾜ ﾋｵﾘ 2m96 2m87 3m05 2m82 2m85 3m10 3m10
6 4 7323 遅澤　陽織(2) 佐野南中 +0.5 +0.2 0.0 +0.3 +0.2 -0.1 -0.1



中学2年女子砲丸投
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

5月1日 09:50 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾐｳ 〇 〇 〇

1 2 7320 田中　美羽(2) 佐野南中 6m51 6m56 6m56 6m52 6m56
ﾓﾃｷﾞ ﾊﾅ 〇 〇 〇 〇 〇

2 4 7221 茂木　花凪(2) 佐野西中 6m51 6m51 6m51
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 〇 〇

3 1 258 小林　栞己(2) 城東中 × × 5m71 5m71 5m75 5m75
ﾀﾅｱﾐ ﾐﾕ 〇 〇

4 3 7324 田名網　愛結(2) 佐野南中 5m12 5m37 5m37 5m61 5m43 5m61



中学3年女子100m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 09:43 予　選

5月1日 12:39 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 (風:-0.1) 2組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽｽﾞｷ ﾕｲ ｶｷﾇﾏ ｻｸﾗ

1 5 7216 鈴木　佑依(3) 佐野西中 13.91 Q 1 4 7986 柿沼　咲愛(3) 田東中 13.69 Q
ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ ｼﾏﾀﾞ ｻﾜ

2 6 1190 古川　美歩(3) 佐野北 14.48 Q 2 6 7391 島田　彩和(3) 佐野南中 14.28 Q
ﾀﾀﾞｷ ﾙｱ ﾐﾀ ﾊﾙｶ

3 4 1189 唯木　瑠愛(3) 佐野北 15.27 3 8 1095 三田　遙花(3) 佐野高附中 14.63 q
ﾊﾝﾀﾞ ｱｲﾘ ｿｳﾄﾒ ﾐｳ

4 3 1196 半田　愛莉(3) 佐野北 15.34 4 5 1193 五月女　望有(3) 佐野北 14.99 q
ﾀｶﾉ ﾋﾅ ｲｼｲ ﾕｲｶ

5 8 1194 髙野　陽南(3) 佐野北 15.61 5 7 1438 石井　結花(3) 赤見中 15.53
ｺﾞﾐﾀ ｱﾔﾈ ｵｸﾞﾗ ﾘﾝ

6 7 7018 五味田　彩寧(9) あそ野義 15.66 6 3 1192 小倉　凛(3) 佐野北 15.67

3組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾝﾉ ﾌｱ

1 5 7982 菅野　楓愛(3) 田東中 14.05 Q
ｵﾁｱｲ ﾘﾝ

2 4 7393 落合　凜(3) 佐野南中 14.63 Q
ﾏﾊﾞｼ ﾅﾅﾐ

3 7 7210 馬橋　七海(3) 佐野西中 15.39
ﾌﾐﾔﾏ ﾕｳｷ

4 9 1199 文山　友姫(3) 佐野北 15.48
ｶｷﾇﾏ ﾕﾅ

5 6 7016 柿沼　優菜(9) あそ野義 16.03
ﾌｼﾞﾔ ｼｵﾝ

6 8 1187 藤谷　詩音(3) 佐野北 17.27

決　勝　

(風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｷﾇﾏ ｻｸﾗ

1 6 7986 柿沼　咲愛(3) 田東中 13.62
ｶﾝﾉ ﾌｱ

2 7 7982 菅野　楓愛(3) 田東中 13.93
ｽｽﾞｷ ﾕｲ

3 4 7216 鈴木　佑依(3) 佐野西中 14.04
ｼﾏﾀﾞ ｻﾜ

4 5 7391 島田　彩和(3) 佐野南中 14.34
ﾐﾀ ﾊﾙｶ

5 3 1095 三田　遙花(3) 佐野高附中 14.74
ｵﾁｱｲ ﾘﾝ

6 9 7393 落合　凜(3) 佐野南中 14.95
ｿｳﾄﾒ ﾐｳ

7 2 1193 五月女　望有(3) 佐野北 15.00
ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ

8 1190 古川　美歩(3) 佐野北 DNS

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



中学3年女子200m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 11:40 決　勝

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
ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾛ

1 6 7987 日向野　優心(3) 田東中 27.84
ｵｵﾇｷ ﾋﾅ

2 5 7015 大貫　陽菜(9) あそ野義 30.03



中学3年女子100mH
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 11:30 決　勝

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
ﾔｼﾛ ﾚｵﾅ

1 9 1096 矢代　怜央菜(3) 佐野高附中 16.74
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ

2 7 1098 山田　文音(3) 佐野高附中 17.46
ｲｲﾂﾞｶ ﾘﾅ

3 5 7397 飯塚　莉菜(3) 佐野南中 18.42
ｼﾗｲｼ ﾚｲﾗ

4 6 7392 白石　澪來(3) 佐野南中 19.08
ｲｹﾉ ﾐﾕ

5 4 7017 池野　心結(9) あそ野義 20.93



中学3年女子走高跳
審 判 長：露峰 基紀

記録主任：林 達也

5月1日 10:20 決　勝

決　勝　

ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕ ○ ○ ○ × × ×

1 2 1439 内田　美優(3) 赤見中 1m30
ｻｲﾄｳ ﾕﾏ ○ ○ × × ×

2 1 1063 齊藤　由真(3) 足利陸上クラブ 1m25

ｺﾒﾝﾄ所属
1m20 1m25 1m30

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
1m35

記録



中学3年女子走幅跳
審 判 長：露峰 基紀

記録主任：林 達也

5月1日 10:20 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 4m71 4m83 4m77 4m73 2m50 4m65 4m83
1 2 1383 宮澤　亜美(3) 足利陸上クラブ +0.2 +0.2 +0.2 +0.1 +0.5 +0.4 +0.2

ｵｵｶﾜ ﾘｻ 3m31 4m11 4m03 4m04 4m20 3m81 4m20
2 5 1093 大川　りさ(3) 佐野高附中 +0.1 +0.2 +0.2 +0.2 +0.4 -0.2 +0.4

ﾔﾏｶﾜ ﾐｽﾞｷ 3m73 3m92 3m75 3m72 3m74 3m90 3m92
3 1 1097 山川　瑞希(3) 佐野高附中 +0.2 +0.1 +0.1 +1.0 +0.7 +0.3 +0.1

ﾀｶｾ ﾊﾝﾅ ﾒｲ 2m60 3m51 3m33 2m53 3m13 3m52 3m52
4 8 7394 高瀬　ハンナ芽生(3) 佐野南中 +0.1 +0.2 +0.1 +0.2 +0.5 +0.1 +0.1

ｻｸﾗｲ ｱﾒﾘ 3m21 × 2m93 2m58 3m20 3m42 3m42
5 7 7398 櫻井　天里(3) 佐野南中 +0.1 0.0 +0.2 +0.2 +0.5 +0.5

ｽﾄｳ ﾈﾈ 3m26 2m84 2m84 3m22 3m34 3m13 3m34
6 3 7757 須藤　寧々(3) 葛生中 +0.3 +0.1 +0.1 +0.2 +0.5 +0.2 +0.5

ｱｲｻﾞﾜ ｱｵｲ 3m24 3m33 3m26 3m29 3m31 3m31 3m33
7 4 7755 相澤　碧(3) 葛生中 +0.2 +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 -0.1 +0.3

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾉﾘ 2m95 2m91 2m86 2m94 2m99 3m03 3m03
8 6 7758 山田　泉紀(3) 葛生中 +0.3 +0.1 -0.1 +0.2 +0.7 +0.7 +0.7



中学3年女子砲丸投
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

5月1日 09:50 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾈｲｼ ｱｲﾗ 〇 〇 〇 〇

1 1 1188 宗石　愛來(3) 佐野北 7m09 7m79 7m79 7m79
ｻｲﾄｳ ﾐﾐ 〇 〇 〇

2 2 7214 齊藤　美心(3) 佐野西中 6m22 6m19 6m30 6m30 6m30
ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾐﾊﾈ 〇 〇

3 3 7215 兵藤　美波音(3) 佐野西中 4m36 4m39 4m39 4m79 4m71 4m79



中学共通女子800m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｶﾅﾊﾗ ﾉﾉ

1 5 1064 人見　芽衣(3) 足利陸上クラブ 2:27.09 1 4 7980 金原　埜乃(2) 田東中 2:37.74
ﾔｹﾞﾀ ｱｲ ｶﾒﾀﾞ ﾁｶ

2 4 7984 八下田　愛(3) 田東中 2:35.43 2 6 1198 亀田　千花(3) 佐野北 2:47.65
ｵﾀﾞﾏ ｽｽﾞ ｶﾜｻｷ ﾓｴ

3 9 7979 小玉　涼々(2) 田東中 2:37.36 3 8 253 川﨑　萌(2) 城東中 2:54.69
ｺﾓﾘ ﾂﾑｷﾞ ｶｶﾞﾔ ｹｲ

4 6 7020 小森　紬希(8) あそ野義 2:43.74 4 5 1440 加賀谷　慧(3) 赤見中 3:09.95
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ ｵｵﾀ ﾏﾋﾛ

5 7 7212 遠藤　瑞生(3) 佐野西中 2:45.67 5 7 7213 太田　麻裕(3) 佐野西中 3:18.68
ｲｼｵｶ ｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾏｺ

6 8 1197 石岡　唱(3) 佐野北 2:51.46 9 8530 渡邉　　眞子(2) 足利陸上クラブ DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1064 人見　芽衣(3) 足利陸上クラブ 2:27.09
ﾔｹﾞﾀ ｱｲ

2 7984 八下田　愛(3) 田東中 2:35.43
ｵﾀﾞﾏ ｽｽﾞ

3 7979 小玉　涼々(2) 田東中 2:37.36
ｶﾅﾊﾗ ﾉﾉ

4 7980 金原　埜乃(2) 田東中 2:37.74
ｺﾓﾘ ﾂﾑｷﾞ

5 7020 小森　紬希(8) あそ野義 2:43.74
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ

6 7212 遠藤　瑞生(3) 佐野西中 2:45.67
ｶﾒﾀﾞ ﾁｶ

7 1198 亀田　千花(3) 佐野北 2:47.65
ｲｼｵｶ ｳﾀ

8 1197 石岡　唱(3) 佐野北 2:51.46

凡例  DNS:欠場



中学共通女子1500m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 10:55 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ﾉﾝ

1 5 7019 田中　のん(9) あそ野義 5:02.53
ｲｲﾀﾞ ﾏｵ

2 8 7014 飯田　真生(9) あそ野義 5:31.89
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ

3 9 1094 中村　ゆきの(3) 佐野高附中 5:37.06
ﾉｻﾞﾜ ﾓｱ

4 7 7395 野澤　萠愛(3) 佐野南中 5:42.89
ｱｵｷ ﾐﾚｲ

5 2 7211 青木　美伶(3) 佐野西中 5:44.98
ｻﾔﾏ ﾕﾘｱ

6 1 1201 佐山　ゆりあ(3) 佐野北 5:48.46
ｵｵﾂｶ ﾐﾊﾙ

7 6 126 大塚　心晴(2) 佐野高附中 5:58.88
ﾐﾑﾗ ﾐｸ

8 4 1441 三村　美空(3) 赤見中 6:11.15
ﾖｼｶﾜ ｻﾕﾘ

9 3 1200 吉川　紗百合(3) 佐野北 7:00.38



中学共通女子4X100mR
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 13:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 9 足利陸上クラブ 2 厚木　ひまり(2) ｱﾂｷ ﾋﾏﾘ 51.28
3 小沼　彩愛(2) ｺﾇﾏ ｻﾗ

1383 宮澤　亜美(3) ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ
1 石原　南菜(2) ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ

2 3 田東中A 7982 菅野　楓愛(3) ｶﾝﾉ ﾌｱ 53.04
7987 日向野　優心(3) ﾋｶﾞﾉ ｺｺﾛ
7986 柿沼　咲愛(3) ｶｷﾇﾏ ｻｸﾗ
7984 八下田　愛(3) ﾔｹﾞﾀ ｱｲ

3 5 佐野南中 7322 田村　綺音(2) ﾀﾑﾗ ｱﾔﾈ 56.37
7321 田邉　史絵(2) ﾀﾅﾍﾞ ｼｴ
7391 島田　彩和(3) ｼﾏﾀﾞ ｻﾜ
7393 落合　凜(3) ｵﾁｱｲ ﾘﾝ

4 4 城東中 259 山田　詩葉(2) ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾊ 56.88
257 加藤　咲(2) ｶﾄｳ ｻｷ
253 川﨑　萌(2) ｶﾜｻｷ ﾓｴ
256 阿部　希空(2) ｱﾍﾞ ﾉｱ

5 6 佐野北 1196 半田　愛莉(3) ﾊﾝﾀﾞ ｱｲﾘ 57.29
1190 古川　美歩(3) ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ
1189 唯木　瑠愛(3) ﾀﾀﾞｷ ﾙｱ
1193 五月女　望有(3) ｿｳﾄﾒ ﾐｳ

6 7 あそ野義 7015 大貫　陽菜(9) ｵｵﾇｷ ﾋﾅ 59.14
7018 五味田　彩寧(9) ｺﾞﾐﾀ ｱﾔﾈ
7016 柿沼　優菜(9) ｶｷﾇﾏ ﾕﾅ
7017 池野　心結(9) ｲｹﾉ ﾐﾕ

8 佐野高附中 1096 矢代　怜央菜(3) ﾔｼﾛ ﾚｵﾅ DNS
1095 三田　遙花(3) ﾐﾀ ﾊﾙｶ
1094 中村　ゆきの(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ
1093 大川　りさ(3) ｵｵｶﾜ ﾘｻ

凡例  DNS:欠場



小学女子4X100mR
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 13:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 犬伏東小 602 佐藤　葵(6) ｻﾄｳ ｱｵｲ 1:02.69

601 山田　莉央(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ
605 石岡　薗(6) ｲｼｵｶ ｿﾉ
604 髙木　朋香(6) ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｶ

2 5 あそ野義A 1906 立原　妃椛(6) ﾀﾃﾊﾗ ﾋﾗ 1:04.75

1902 田中　陽菜(5) ﾀﾅｶ ﾋﾅ
1910 目﨑　歩実(6) ﾒｻﾞｷ ｱﾕﾐ
1913 松尾　咲良(6) ﾏﾂｵ ｻｸﾗ

3 7 赤見小 1109 岩上　和愛(6) ｲﾜｶﾐ ﾉｱ 1:06.07

1114 尾花　美咲(6) ｵﾊﾞﾅ ﾐｻｷ
1118 黒羽　咲(6) ｸﾛﾊﾞ ｻｷ
1124 丸山　月愛(6) ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾅ

4 4 植野小 301 青木　うみ(6) ｱｵｷ ｳﾐ 1:06.71

308 田口　瑠莉(6) ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ
303 大川原　沙笑(6) ｵｵｶﾜﾊﾗ ｻｴ
304 金子　芽生(6) ｶﾈｺ ﾒｲ

5 3 あそ野義B 1903 長沢　詩夕(5) ﾅｶﾞｻﾜ ｼｭｳ 1:07.43

1912 山澤　愛(6) ﾔﾏｻﾜ ﾁｶ
1904 川田　梨乃(5) ｶﾜﾀﾞ ﾘﾉ
1916 粂川　珠愛(6) ｸﾒｶﾜ ｼﾞｭｱ



小学5年女子100m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 09:10 予　選

5月1日 12:25 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 (風:-0.3) 2組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾐｽﾞ　ｿﾖﾅ ｻﾜﾀﾞ ﾘｲﾅ

1 7 506 清水　紗奈(5) 犬伏小 15.45 Q 1 4 35 澤田　莉衣奈(5) godsspeed 17.44 Q
ｶﾜﾀﾞ ﾘﾉ ﾏｷﾀ ｸﾙﾐ

2 4 1904 川田　梨乃(5) あそ野義 17.55 Q 2 3 407 槇田　くるみ(5) 界小 17.50 Q
ｲｹﾓﾘ ｺﾊﾙ ﾀｼﾞﾏ ｻﾁ

3 80 池守　　心春(5) 足利陸上クラブ DNS 3 6 68 田島　　翔(5) 足利陸上クラブ 18.11 q
ﾀﾑﾗ ﾘﾘ ｱﾗｲ ﾕﾂﾞｷ

5 1131 田村　莉々(5) 赤見小 DNS 5 1127 新井　悠月(5) 赤見小 DNS
ｲﾗﾗ ｻﾕﾐ ﾅｶｻﾞﾜ ﾘﾐ

6 107 イララ　サユミ(5) 佐野小 DNS 7 1132 中澤　梨心(5) 赤見小 DNS
ｱｵｷ ｶﾅｺ ｲｲﾂﾞｶ ﾏｲｱ

8 1126 青木　香菜子(5) 赤見小 DNS 8 318 飯塚　まいあ(5) 植野小 DNS

3組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺﾞﾐﾀ ｱｲﾅ

1 4 67 五味田　　愛菜(5) 足利陸上クラブ 15.72 Q
ｵｶﾞﾜ ﾌｳｱ

2 6 36 小川　楓愛(5) godsspeed 16.44 Q
ﾀﾅｶ ﾋﾅ

3 7 1902 田中　陽菜(5) あそ野義 16.51 q
ｱｵｷ ｸﾚｱ

3 402 青木　來愛(5) 界小 DNS
ｶﾐﾔﾏ ﾐﾚｲ

5 1129 神山　三怜(5) 赤見小 DNS

決　勝　

(風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾐｽﾞ　ｿﾖﾅ

1 7 506 清水　紗奈(5) 犬伏小 15.29
ｺﾞﾐﾀ ｱｲﾅ

2 6 67 五味田　　愛菜(5) 足利陸上クラブ 15.81
ｵｶﾞﾜ ﾌｳｱ

3 5 36 小川　楓愛(5) godsspeed 16.69
ﾀﾅｶ ﾋﾅ

4 3 1902 田中　陽菜(5) あそ野義 16.93
ｻﾜﾀﾞ ﾘｲﾅ

5 4 35 澤田　莉衣奈(5) godsspeed 17.31
ｶﾜﾀﾞ ﾘﾉ

6 9 1904 川田　梨乃(5) あそ野義 17.52
ﾏｷﾀ ｸﾙﾐ

7 8 407 槇田　くるみ(5) 界小 17.85
ﾀｼﾞﾏ ｻﾁ

8 2 68 田島　　翔(5) 足利陸上クラブ 18.09

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



小学5年女子800m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 10:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷｸﾁ ｱﾐ

1 13 73 菊地　　彩未(5) 足利陸上クラブ 2:41.80
ﾐﾔｼﾀ ﾏｵ

2 6 65 宮下　　舞桜(5) 足利陸上クラブ 2:41.83
ｵｾﾞｷ ﾘｵ

3 8 72 小関　　里緖(5) 足利陸上クラブ 2:43.39
ｱｸﾂ ｶﾉﾝ

4 7 59 阿久津　　花音(5) 足利陸上クラブ 2:43.44
ｲｼｶﾜ ﾘﾝｺﾞ

5 5 60 石川　　りんご(5) 足利陸上クラブ 2:47.23
ﾏﾙﾔﾏ ｴﾐﾘ

6 1 66 丸山　　えみり(5) 足利陸上クラブ 2:54.83
ﾅｶﾞｻﾜ ｼｭｳ

7 11 1903 長沢　詩夕(5) あそ野義 2:58.06
ｶﾄﾞｻﾜ ｳﾐ

8 16 314 門沢　海(5) 植野小 3:03.38
ﾔｹﾞﾀ ﾘｵ

9 10 2402 八下田　莉央(5) 葛生小 3:06.00
ｱｵｷ ﾕｳﾅ

10 12 104 青木　悠菜(5) 佐野小 3:07.07
ﾄｶﾉ ｺﾄ

11 9 76 戸叶　　香都(5) 足利陸上クラブ 3:08.19
ﾐｾｷ ﾘﾝ

12 2 404 三関　凛(5) 界小 3:13.85
ｲｲﾂﾞｶ ﾏｲｱ

13 3 318 飯塚　まいあ(5) 植野小 3:18.94
ﾔﾏﾈ ﾗﾅ

14 15 408 山根　來奈(5) 界小 3:19.91
ｼｵﾊﾞﾗ　ﾘｵﾝ

15 14 505 塩原　莉音(5) 犬伏小 3:22.44
ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾒﾅ

4 1 飯島　夢菜(5) 吉水小 DNS

凡例  DNS:欠場



小学5年女子走幅跳
審 判 長：露峰 基紀

記録主任：林 達也

5月1日 10:20 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｼﾞﾏ ﾐｸ 3m10 2m79 3m25 3m25
1 1 1002 田島　美玖(5) 吾妻小 +0.1 -0.2 0.0 0.0



小学5年女子ジャベボール投
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

5月1日 10:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵｷ ﾊﾅ 〇 〇

1 1 316 青木　はな(5) 植野小 21m00 21m00 21m00



小学6年女子100m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 09:25 予　選

5月1日 12:27 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 (風:-0.6) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｸﾜｳﾁ ﾕﾅ ﾌｸｼﾏ ﾘﾅ

1 9 77 桑内　　結菜(6) 足利陸上クラブ 14.91 Q 1 7 5 福島　里菜(6) 吉水小 15.61 Q
ﾏﾂｵ ｻｸﾗ ﾅｶﾞｵ ﾘｵ

2 6 1913 松尾　咲良(6) あそ野義 14.96 Q 2 8 58 長尾　　莉央(6) 足利陸上クラブ 16.26 Q
ﾈｷﾞｼ ﾐﾂｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾅ

3 7 102 根岸　美月(6) 佐野小 15.80 q 3 3 1124 丸山　月愛(6) 赤見小 16.30
ｵﾊﾞﾅ ﾐｻｷ ﾌｸﾀﾞ　ｱﾘｻ

4 5 1114 尾花　美咲(6) 赤見小 16.26 q 4 6 502 福田　惟沙(6) 犬伏小 16.33
ｲｲﾂﾞｶ ﾓﾆｶ シノダ ｺｺﾈ

5 8 302 飯塚　もにか(6) 植野小 16.63 5 9 109 篠田　心祢(6) 佐野小 16.40
ｲﾜｶﾐ ﾉｱ ｶﾈｺ ｱｲｶ

6 3 1109 岩上　和愛(6) 赤見小 16.79 OP 4 39 金子　藍花(6) godsspeed 14.37
ｲｲﾗ ﾅﾂｷ ｸﾎﾞﾀ ｱﾔｶ

4 110 イイラ　ナツキ(6) 佐野小 DNS 5 0 久保田　彩香(6) 栃本小 DNS

3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
ｶﾈｺ ﾒｲ

1 6 304 金子　芽生(6) 植野小 15.58 Q
ｵｵﾇｷ　ｻｴ

2 9 501 大貫　紗衣(6) 犬伏小 15.72 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ

3 8 601 山田　莉央(6) 犬伏東小 16.35
ｶﾅｲ ﾘﾎ

4 5 37 金居　里歩(6) godsspeed 17.20
ｸﾛﾊﾞ ｻｷ

5 7 1118 黒羽　咲(6) 赤見小 17.33
ｼﾏﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

3 70 嶋田　彩吹(6) 足利陸上クラブ DNS
ｱﾍﾞ ｻﾂｷ

4 103 阿部　颯月(6) 佐野小 DNS

決　勝　

(風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾜｳﾁ ﾕﾅ

1 6 77 桑内　　結菜(6) 足利陸上クラブ 15.00
ﾏﾂｵ ｻｸﾗ

2 5 1913 松尾　咲良(6) あそ野義 15.16
ﾌｸｼﾏ ﾘﾅ

3 7 5 福島　里菜(6) 吉水小 15.60
ｶﾈｺ ﾒｲ

4 4 304 金子　芽生(6) 植野小 15.69
ｵｵﾇｷ　ｻｴ

5 8 501 大貫　紗衣(6) 犬伏小 15.75
ﾈｷﾞｼ ﾐﾂｷ

6 3 102 根岸　美月(6) 佐野小 16.04
ﾅｶﾞｵ ﾘｵ

7 9 58 長尾　　莉央(6) 足利陸上クラブ 16.19
ｵﾊﾞﾅ ﾐｻｷ

8 2 1114 尾花　美咲(6) 赤見小 16.59

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



小学6年女子800m
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 10:35 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｲﾄｳ ｻﾂｷ

1 1 55 齊藤　　彩月(6) 足利陸上クラブ 2:42.74
ｶﾈﾑﾗ ｻﾔ

2 8 1409 金村　爽(6) 田沼小 2:45.82
ﾂﾉ　ｼﾞｭﾝﾅ

3 12 503 津野　純菜(6) 犬伏小 2:48.19
ｵｵﾀ ﾅﾙﾐ

4 15 101 太田　成美(6) 佐野小 2:53.13
ｻﾄｳ ｱｵｲ

5 3 602 佐藤　葵(6) 犬伏東小 2:57.44
ﾒｻﾞｷ ｱﾕﾐ

6 5 1910 目﨑　歩実(6) あそ野義 3:02.01
ﾀﾅﾍﾞ ｻｴｶ

7 7 1907 田邉　紗衣果(6) あそ野義 3:04.58
ﾉｸﾞﾁ ﾕｱ

8 14 75 野口　　結愛(6) 足利陸上クラブ 3:05.75
ｺﾓﾘ ｲﾛﾊ

9 6 1911 小森　彩葉(6) あそ野義 3:07.70
ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ

10 13 308 田口　瑠莉(6) 植野小 3:11.05
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾏﾘ

11 10 1917 山﨑　向日葵(6) あそ野義 3:12.14
ｶﾜﾀﾞ ｻﾕ

12 9 1905 川田　彩結(6) あそ野義 3:16.51
ﾑﾄｳ ﾚｱ

13 11 309 武藤　怜杏(6) 植野小 3:23.88
ﾆﾜﾀ ﾓﾓｶ

14 4 311 庭田　萌々夏(6) 植野小 3:27.73
ｵｵｶﾜﾊﾗ ｻｴ

15 2 303 大川原　沙笑(6) 植野小 3:32.03



小学6年女子80mH
審 判 長：大塚 聡

記録主任：林 達也

5月1日 11:20 決　勝

決　勝　

(風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾃﾊﾗ ﾋﾗ

1 5 1906 立原　妃椛(6) あそ野義 18.94
ｸﾒｶﾜ ｼﾞｭｱ

2 6 1916 粂川　珠愛(6) あそ野義 19.41



小学6年女子走高跳
審 判 長：露峰 基紀

記録主任：林 達也

5月1日 09:20 決　勝

決　勝　

ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾙﾘ ○ ○ × × ○ ○ ○ × × ×

1 3 4 勅使河原　琉里(6) 吉水小 1m15
ｲｴｽﾞﾐ ﾕﾅ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

2 2 56 家住　　結心(6) 足利陸上クラブ 1m15
ﾔﾏｻﾜ ﾁｶ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

3 1 1912 山澤　愛(6) あそ野義 1m15

0m95 1m00 1m05
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｺﾒﾝﾄ

1m10 1m15 1m20
記録所属



小学6年女子走幅跳
審 判 長：露峰 基紀

記録主任：林 達也

5月1日 10:20 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾂｷ ｱﾔｻ 4m44 4m36 4m47 4m47
1 1 57 厚木　　彩佐(6) 足利陸上クラブ 0.0 -0.2 -0.3 -0.3

ｹﾂﾞｶ ﾅﾐ 2m84 3m10 3m20 3m20
2 2 310 毛塚　凪海(6) 植野小 -0.4 0.0 +0.1 +0.1



小学6年女子ジャベボール投
審 判 長：前田 芳久

記録主任：林 達也

5月1日 10:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵｷ ｳﾐ 〇 〇

1 2 301 青木　うみ(6) 植野小 25m62 25m62 25m62
ｺｽｶﾞ ｱｺ 〇 〇

2 1 306 小菅　亜胡(6) 植野小 16m87 16m87 16m87


