
日付 種目

小曽根 大志(1) 12.16 星野  陽向(1) 12.31 熊倉 愛翔(1) 12.77 菅 司(1) 12.94 大坂  宏幸(1) 13.00 石井  柚希(1) 13.02 竹内  優斗(1) 13.03 横地 悠生(1) 13.32
田東中 赤見中 佐野北中 佐野南中 赤見中 赤見中 赤見中 佐野北中
久保篤生(2) 11.70 髙橋龍空(2) 11.72 森野 楓汰(2) 11.89 テシミジョシュア(2) 11.95 須藤 聖斗(2) 12.37 伊勢 拓真(2) 12.58 小暮 瞬(2) 12.83 田波 舜祐(2) 12.92
佐野北中 佐野北中 佐野南中 佐野北中 佐野南中 田東中 佐野南中 田東中
宮澤 遼(4) 15.55 柳沢 飛翔(4) 16.01 田中 隼(4) 16.09 涌井 聡太(4) 16.17 小林 響(4) 16.26 高橋 來希(4) 16.28 古川 出真(4) 16.33 中村 康樹(4) 16.41
足利陸上教室 godsspeed 桜小 石塚小 青葉小 godsspeed 田沼小 石塚小
礪波 大輝(5) 13.98 亀山 凛(5) 14.65 綾部 公亮(5) 14.72 松屋 遥大(5) 15.08 勅使川原 史道(5) 15.09 吉田 瑠宇(5) 15.15 那須 瑛介(5) 15.21 鯨岡 唯斗(5) 15.42
桜小 あそ野義 石塚小 植野小 吉水小 界小 田沼小 吉水小
赤坂 優光(6) 12.72 木村 優希(6) 14.10 小林 凉空(6) 14.12 内田 晋太郎(6) 14.41 澤田 聖良(6) 14.61 髙澤 文太朗(6) 14.62 青木 志龍(6) 14.88 飯塚 大武(6) 14.98
godsspeed 田沼小 犬伏東小 桜小 godsspeed 足利陸上教室 界小 田沼小
熊倉 愛翔(1) 26.57 篠﨑 悠安(1) 27.14 横地 悠生(1) 27.49 遠藤 陽向(1) 29.68 谷 琉希(1) 30.82 大谷 青空(1) 30.90
佐野北中 佐野西中 佐野北中 足利陸上教室 葛生中 佐野北中
久保篤生(2) 23.84 テシミジョシュア(2) 24.27 森野 楓汰(2) 24.67 伊勢 拓真(2) 26.10 田波 舜祐(2) 26.21 片柳  潤紀(2) 26.73 田中 悠登(2) 28.39 中田 隼斗(2) 30.12
佐野北中 佐野北中 佐野南中 田東中 田東中 赤見中 田東中 葛生中
石川 春樹(1) 2:23.54 富樫 珠愛(1) 2:34.53 矢島 芽樹(1) 2:40.00
佐野北中 田東中 田東中
山下 隆聖(2) 2:11.18 野田 正智(2) 2:17.06 田中 悠登(2) 2:26.59
協和中 足利陸上教室 田東中
小曽戸 隆惺(5) 3:23.61 飯塚 陸斗(5) 3:28.50 加藤 陽真(5) 3:34.44 横堀 温真(5) 3:40.84 青田 直(5) 3:41.96 石村 亮(5) 3:43.35 綾部 公亮(5) 3:46.61 金子 絢太(5) 3:47.61
葛生小 植野小 吉水小 界小 界小 足利陸上教室 石塚小 界小
大木 滉仁(6) 3:01.54 佐藤 穂高(6) 3:15.86 関野 楓真(6) 3:16.50 磯貝 怜央(6) 3:22.51 福田 晴仁(6) 3:26.64 栃木 駿佑(6) 3:40.68 川田 翔也(6) 4:17.23
城北小 界小 犬伏小 界小 植野小 桜小 石塚小
谷 颯真(1) 4:41.11 徳原 莉緒斗(1) 4:42.10 木村 寛太(1) 4:54.67 奥澤 葉(1) 5:00.02 松本 成乎(1) 5:17.32 長谷川 翔(1) 5:28.65 田村 郁門(1) 5:33.94 近藤 瑠偉(1) 5:34.89
足利陸上教室 田東中 協和中 田東中 佐野北中 佐野北中 佐野北中 佐野北中
大林操右(2) 5:16.03
佐野北中
亀山  純平(1) 10:13.25 中野 莉玖(1) 11:27.17 横塚 大空(1) 11:40.08 須永 陵太郎(1) 12:17.20
赤見中 城東中 佐野北中 田東中
岩上 由仁(2) 10:30.02 香山 太暉(2) 10:56.25 大林操右(2) 11:24.94
足利陸上教室 協和中 佐野北中
坂本 蒼亮(5) 17.29 山川 煌人(5) 18.00 吉田 陽遥(5) 18.74 岸野 陽(5) 18.97 柏﨑 次流(5) 19.81 荒川 蒼太(5) 19.87 高野 夏央(5) 22.91
田沼小 界小 田沼小 青葉小 界小 石塚小 石塚小
横倉 伊颯(6) 16.28 髙澤 祐吾(6) 18.25
田沼小 田沼小
石川 春樹(1) 20.09 横塚 大空(1) 22.64
佐野北中 佐野北中
五箇 彩人(2) 17.57 小倉 伊織(2) 20.09
佐野南中 佐野西中
佐野北中 46.12 佐野南中 47.18 田東中A 48.49
熊倉 愛翔(1) 五箇 彩人(2) 田波 舜祐(2)
久保篤生(2) 須藤 聖斗(2) 伊勢 拓真(2)
髙橋龍空(2) 小暮 瞬(2) 石塚 樹(2)
テシミジョシュア(2) 森野 楓汰(2) 小曽根 大志(1)
godsspeedA 57.72 田沼小 58.65 界小A 59.13 桜小A 1:00.34 界小C 1:01.96 青葉小 1:02.38 石塚小B 1:02.53 石塚小A 1:03.14
澤田 聖良(6) 山内 新大(5) 白石 瑠輝(6) 栃木 駿佑(6) 金子 絢太(5) 曽根 樹(5) 館野 絢蓮(5) 川田 翔也(6)
赤坂 優光(6) 那須 瑛介(5) 青木 志龍(6) 内田 晋太郎(6) 横堀 温真(5) 浅沼 頼人(6) 綾部 公亮(5) 塩島 佑典(6)
柳沢 飛翔(4) 飯塚 大武(6) 佐藤 穂高(6) 渡邉 来門(6) 青田 直(5) 石井 績州(5) 山口 英翔(5) 山本 羅威(6)
高橋 來希(4) 木村 優希(6) 磯貝 怜央(6) 礪波 大輝(5) 吉田 瑠宇(5) 齋藤 光輝(5) 荒川 蒼太(5) 春川 修輔(6)
沼尾  蓮(1) 1m40
赤見中
関口 和志(2) 1m55 須藤 聖斗(2) 1m45 齊藤 來音(2) 1m30
佐野南中 佐野南中 田東中
山口 英翔(5) 1m20
石塚小
渡邉 来門(6) 1m20 浅沼 頼人(6) 1m10 春川 修輔(6) 1m10 山本 羅威(6) 0m90
桜小 青葉小 石塚小 石塚小
竹内  優斗(1) 4m98(+0.1) 菅 司(1) 4m93(+0.1) 阿部 丈汰朗(1) 3m82(0.0) 栁川 泰輝(1) 3m44(0.0) 佐野 悠太(1) 2m93(+0.1)
赤見中 佐野南中 佐野北中 佐野北中 葛生中
吉川 康大(2) 5m24(+0.1) 髙橋龍空(2) 4m70(0.0) 石塚 樹(2) 4m63(0.0) 岩﨑 誠希(1) 4m10(+0.1)
協和中 佐野北中 田東中 田東中
齋藤 光輝(5) 4m00(+1.5) 羽切 陽平(5) 3m76(+1.5) 岡田 篤弥(5) 3m30(+1.5) 石井 績州(5) 3m21(+1.5) 岸野 陽(5) 3m10(+1.5) 市本 悠真(5) 3m02(+1.5) 小林 君康(5) 2m64(+1.5)
青葉小 植野小 植野小 青葉小 青葉小 桜小 桜小
今井 来樹(6) 3m57(+1.2) 春川 修輔(6) 3m23(+1.3) 露木 成海(6) 3m09(+1.5)
植野小 石塚小 旗川小
大坂  宏幸(1) 9m06 河村  悠(1) 6m26 入江  奏瑠(1) 6m12 渡辺 景虎(1) 4m85 津保久  翔(1) 4m26
赤見中 赤見中 赤見中 佐野北中 赤見中
長沢  竜己(2) 11m20 小暮 瞬(2) 6m57 柿沼 大陽(2) 5m07
赤見中 佐野南中 田東中

凡例 

第４７回佐野市秋季奨励陸上競技大会
清酒開華スタジアム 【92030】
2022/10/23 ～ 2022/10/23

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月10日
中学1年男子100m 

風：+0.8

9月10日
中学2年男子100m 

風：+0.9

9月10日
小学4年男子100m 

風：-1.3

9月10日
小学5年男子100m 

風：+1.2

9月10日
小学6年男子100m 

風：+0.4

9月10日
中学1年男子200m 

風：+1.4

9月10日
中学2年男子200m 

風：+1.4

9月10日 中学1年男子800m

9月10日 中学2年男子800m

9月10日 小学5年男子1000m

9月10日 小学6年男子1000m

9月10日 中学1年男子1500m

9月10日 中学2年男子1500m

9月10日 中学1年男子3000m

9月10日 中学2年男子3000m

9月10日
小学5年男子80mH 

風：+0.9

9月10日
小学6年男子80mH 

風：+0.2

9月10日
中学1年男子110mH 

風：+0.5

9月10日
中学2年男子110mH 

風：+0.5

9月10日 中学男子4X100mR

9月10日 小学男子4X100mR

9月10日 中学1年男子走高跳

9月10日 中学2年男子走高跳

9月10日 小学5年男子走高跳

9月10日 小学6年男子走高跳

9月10日 中学1年男子走幅跳

9月10日 中学2年男子走幅跳

9月10日 中学2年男子砲丸投

9月10日 小学5年男子走幅跳

9月10日 小学6年男子走幅跳

9月10日 中学1年男子砲丸投



日付 種目

静井 悠成(1) 14.21 安藤  理央奈(1) 14.54 大塚 苺咲(1) 14.57 齋藤 麗朱(1) 14.80 亀山 心(1) 15.00 尾花 優杏(1) 15.29 堀 由希乃(1) 15.38 髙橋 望笑(1) 15.60
佐野南中 赤見中 佐野北中 田東中 田東中 田東中 佐野北中 佐野北中
小沼 彩愛(2) 13.11 加藤 咲(2) 13.57 田邉 史絵(2) 13.84 田村 綺音(2) 14.31 金子 莉菜(2) 14.35 伊波 陽愛(2) 15.17
足利陸上教室 城東中 佐野南中 佐野南中 田東中 佐野南中
永井 結萌(4) 15.88 亀山 麗心(4) 16.13 木村 杏奈(4) 16.26 渡辺 媛希(4) 16.35 徳原  凛佳(4) 16.45 石川 蘭(4) 16.46 山口 理帆(4) 16.64 助川 愛梨(4) 16.75
青葉小 田沼小 桜小 犬伏小 栃本小 犬伏東小 天明小 界小
清水 紗奈(5) 14.37 池守 心春(5) 14.53 五味田 愛菜(5) 15.65 田中 陽菜(5) 15.72 八下田 彩夢(5) 15.78 山根 來奈(5) 15.81 青木 來愛(5) 15.86 小川 楓愛(5) 16.17
犬伏小 足利陸上教室 足利陸上教室 godsspeed 田沼小 界小 界小 godsspeed
桑内 結菜(6) 14.18 松尾 咲良(6) 14.47 山田 莉央(6) 14.99 金子 芽生(6) 15.05 桑山 哩衣(6) 15.10 大貫 紗衣(6) 15.17 長尾 莉央(6) 15.31 髙島 朱々(6) 15.43
足利陸上教室 あそ野義 犬伏東小 植野小 青葉小 犬伏小 足利陸上教室 青葉小
石原 南菜(2) 26.71 小沼 彩愛(2) 27.53 加藤 咲(2) 28.79 金子 莉菜(2) 29.78
足利陸上教室 足利陸上教室 城東中 田東中
稲葉 心優(1) 2:35.31 瀬尾 ひより(1) 2:43.11 髙村 夏寧(1) 2:59.55 菅原 瑠月(1) 3:34.76
城東中 田東中 田東中 佐野北中
金原 埜乃(2) 2:29.83 小玉 涼々(2) 2:35.11 川﨑 萌(2) 2:39.40
田東中 田東中 城東中
菊地 彩未(5) 2:45.03 小関 里緖(5) 2:46.24 飯島 夢菜(5) 2:52.68 戸叶 香都(5) 2:52.91 八下田 結萌(5) 2:59.79 手塚 心望(5) 2:59.95 八下田 莉央(5) 3:03.90 三関 凛(5) 3:04.61
足利陸上教室 足利陸上教室 吉水小 足利陸上教室 田沼小 落合陸上クラブ 葛生小 界小
津野 純菜(6) 2:44.60 金村 爽(6) 2:50.17 野口 結愛(6) 2:52.39 青木 紗奈(6) 2:56.21 田口 瑠莉(6) 2:57.98 明慶 芽衣(6) 3:04.65 山口 結愛(6) 3:04.97 川村 絢梨(6) 3:08.48
犬伏小 田沼小 足利陸上教室 犬伏小 植野小 石塚小 天明小 足利陸上教室
山口 理桜(1) 6:00.63 田口 結羽(1) 6:02.93 片山 英玲那(1) 6:31.62
佐野南中 協和中 協和中
片柳 音羽(5) 19.23
石塚小
家住 結心(6) 14.72 厚木 彩佐(6) 14.92 戸叶 咲空(6) 18.74
足利陸上教室 足利陸上教室 石塚小
静井 悠成(1) 19.21 小島 穂乃果(1) 25.59
佐野南中 佐野南中
厚木 ひまり(2) 15.87 島野 桜(2) 16.21 堀越 可鈴(2) 19.23 田中 美羽(2) 20.11 椎 梨々香(2) 20.54 田名網 愛結(2) 20.70
足利陸上教室 足利陸上教室 佐野西中 佐野南中 佐野南中 佐野南中
足利陸上教室 51.48 田東中A 54.88 佐野南中 55.34 佐野北中 59.35
厚木 ひまり(2) 金子 莉菜(2) 田村 綺音(2) 石原 莉音愛(1)
小沼 彩愛(2) 瀬尾 ひより(1) 静井 悠成(1) 大塚 苺咲(1)
島野 桜(2) 金原 埜乃(2) 小島 穂乃果(1) 榊 凛莉愛(1)
石原 南菜(2) 小玉 涼々(2) 田邉 史絵(2) 堀 由希乃(1)
足利陸上教室 56.93 godsspeedA 59.81 青葉小A 1:00.97 青葉小B 1:02.05 植野小 1:03.43 桜小A 1:03.71 石塚小A 1:04.09 石塚小B 1:07.39
家住 結心(6) 小川 楓愛(5) 福地 心湊(6) 柴田 唯楽(6) 小菅 亜胡(6) 仁田山 倫瑠(6) 園部 未來(6) 戸叶 咲空(6)
桑内 結菜(6) 金子 藍花(6) 阿由葉  璃子(6) 山口 莉音(6) 金子 芽生(6) 浦川 優那(5) 明慶 芽衣(6) 池田 麗華(6)
長尾 莉央(6) 澤田 莉衣奈(5) 金井 美穏(6) 松本 萌奈美(6) 青木 うみ(6) 桑原 凛夏(6) 金居 里歩(6) 片柳 音羽(5)
厚木 彩佐(6) 田中 陽菜(5) 髙島 朱々(6) 桑山 哩衣(6) 田口 瑠莉(6) 杉山 鳳乃夏(6) 寺﨑 麗希(6) 中村 芽奈(5)
亀山 心(1) 1m20 新井 遙夏(1) 1m20 尾花 優杏(1) 1m15
田東中 城東中 田東中
島野 桜(2) 1m30
足利陸上教室
三関 花菜(5) 1m10 村野 彩羽(5) 1m10
界小 青葉小
亀岡 文音(6) 1m20 大貫 紗衣(6) 1m15 阿由葉  璃子(6) 1m10 杉山 鳳乃夏(6) 1m10 小菅 亜胡(6) 1m05
田沼小 犬伏小 青葉小 桜小 植野小

金井 美穏(6) 1m15 米倉 歩美(6) 1m10 寺﨑 麗希(6) 1m05
青葉小 犬伏小 石塚小

新井 遙夏(1) 3m96(+0.1) 稲葉 心優(1) 3m82(0.0) 関根  由夏(1) 3m82(+0.2) 菅原 瑠月(1) 2m50(+0.1)
城東中 城東中 赤見中 佐野北中
厚木 ひまり(2) 5m33(+0.5) 山田 詩葉(2) 4m30(+0.3) 椎 梨々香(2) 3m92(+0.5) 遅澤 陽織(2) 3m07(+0.5)
足利陸上教室 城東中 佐野南中 佐野南中
米屋 眞花(5) 3m26(+1.5) 塩原 莉音(5) 3m04(+1.5) 藤生 夢希(5) 2m87(+1.5)
多田小 犬伏小 青葉小
厚木 彩佐(6) 4m55(+0.2) 家住 結心(6) 3m86(-0.2) 荒川 琴音(6) 3m73(-0.1) 桑原 凛夏(6) 3m71(+0.3) 山川 紗奈(6) 3m67(+0.1) 福田 惟紗(6) 3m42(+0.5) 金井 美穏(6) 3m41(+0.1) 田村 優希(6) 3m27(0.0)
足利陸上教室 足利陸上教室 葛生小 桜小 青葉小 犬伏小 青葉小 田沼小
山﨑  杏奈(1) 7m65 荒井 凜音(1) 6m61 小林 夕雛(1) 5m37 小髙 伽音(1) 4m98 丸山 こはる(1) 4m37
赤見中 佐野西中 佐野北中 佐野北中 佐野北中
石原 南菜(2) 11m02 田中 美羽(2) 7m55 茂木 花凪(2) 6m84 小林 栞己(2) 6m01
足利陸上教室 佐野南中 佐野西中 城東中

凡例 

第４７回佐野市秋季奨励陸上競技大会
清酒開華スタジアム 【92030】
2022/10/23 ～ 2022/10/23

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月10日
中学1年女子100m 

風：+1.1

9月10日
中学2年女子100m 

風：+1.0

9月10日
小学4年女子100m 

風：-0.5

9月10日
小学5年女子100m 

風：+0.7

9月10日
小学6年女子100m 

風：-1.3

9月10日
中学2年女子200m 

風：+1.3

9月10日 中学1年女子800m

9月10日 中学2年女子800m

9月10日 小学5年女子800m

9月10日 小学6年女子800m

9月10日 中学1年女子1500m

9月10日
小学5年女子80mH 

風：0.0

9月10日
小学6年女子80mH 

風：0.0

9月10日
中学1年女子100mH 

風：+1.6

9月10日
中学2年女子100mH 

風：+1.3

9月10日 中学女子4X100mR

9月10日 小学女子4X100mR

9月10日 中学1年女子走高跳

9月10日 中学2年女子走高跳

9月10日 小学5年女子走高跳

9月10日 小学6年女子走高跳

9月10日 中学1年女子走幅跳

9月10日 中学2年女子走幅跳

9月10日 小学5年女子走幅跳

9月10日 小学6年女子走幅跳

9月10日 中学1年女子砲丸投

9月10日 中学2年女子砲丸投



中学男子4X100mR

9月10日 14:25 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 佐野北中 2181 熊倉 愛翔(1) ｸﾏｸﾗ ﾏﾅﾄ 46.12
115 久保篤生(2) ｸﾎﾞ ｱﾂｷ
110 髙橋龍空(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｸ
111 テシミジョシュア(2) ﾃｼﾐ ｼﾞｮｼｭｱ

2 5 佐野南中 7320 五箇 彩人(2) ｺﾞｶ ｱﾔﾄ 47.18
7329 須藤 聖斗(2) ｽﾄｳ ﾏｻﾄ
7321 小暮 瞬(2) ｺｸﾞﾚ ｼｭﾝ
7330 森野 楓汰(2) ﾓﾘﾉ ﾌｳﾀ

3 4 田東中A 7935 田波 舜祐(2) ﾀﾅﾐ ｼｭﾝｽｹ 48.49
7925 伊勢 拓真(2) ｲｾ ﾀｸﾏ
7932 石塚 樹(2) ｲｼｽﾞｶ ﾀﾂｷ
7911 小曽根 大志(1) ｵｿﾞﾈ ﾀｲｼ



中学1年男子100m

9月10日 10:26 予 選

9月10日 13:50 決 勝

予 選 3組2着＋2

1組 (風:0.0) 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
ｵｵｻｶ ﾋﾛﾕｷ ｵｿﾞﾈ ﾀｲｼ

1 4 7616 大坂 宏幸(1) 赤見中 12.90 Q 1 7 7911 小曽根 大志(1) 田東中 12.51 Q
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ ﾖｺﾁ ﾕｳｾｲ

2 3 7612 竹内 優斗(1) 赤見中 13.05 Q 2 6 2195 横地 悠生(1) 佐野北中 13.30 Q
ｸﾏｸﾗ ﾏﾅﾄ ｵｵｾﾞｷ ﾘｮｳﾏ

3 7 2181 熊倉 愛翔(1) 佐野北中 13.10 q 3 5 7333 大関 涼真(1) 佐野南中 13.61
ﾔｹﾞﾀ ﾜﾀﾙ ｵｵﾀﾆ ｿﾗ

4 6 7336 八下田 渉(1) 佐野南中 13.25 4 4 2192 大谷 青空(1) 佐野北中 14.27
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ

5 5 8700 遠藤 陽向(1) 足利陸上教室 14.36 5 8 2182 松本 成乎(1) 佐野北中 14.54
ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀｲｷ ｱﾍﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

6 8 2189 栁川 泰輝(1) 佐野北中 16.16 6 9 2187 阿部 丈汰朗(1) 佐野北中 14.75
ｽﾄｳ ｱｷﾗ ｻﾉ ﾕｳﾀ

9 7751 須藤 聡(1) 葛生中 DNS 7 3 7750 佐野 悠太(1) 葛生中 16.54

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
ﾎｼﾉ ﾋﾅﾀ

1 4 7614 星野 陽向(1) 赤見中 12.47 Q
ｽｶﾞ ﾂｶｻ

2 7 7339 菅 司(1) 佐野南中 13.00 Q
ｲｼｲ ﾕｽﾞｷ

3 6 7615 石井 柚希(1) 赤見中 13.24 q
ｱｻﾐ ﾚｲﾔ

4 5 7913 浅見 莉弥(1) 田東中 14.39
ﾀﾆ ﾘｭｳｷ

5 9 7752 谷 琉希(1) 葛生中 14.89
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｹﾞﾄﾗ

6 8 2190 渡辺 景虎(1) 佐野北中 15.22

決 勝 

(風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｿﾞﾈ ﾀｲｼ

1 7 7911 小曽根 大志(1) 田東中 12.16
ﾎｼﾉ ﾋﾅﾀ

2 4 7614 星野 陽向(1) 赤見中 12.31
ｸﾏｸﾗ ﾏﾅﾄ

3 2 2181 熊倉 愛翔(1) 佐野北中 12.77
ｽｶﾞ ﾂｶｻ

4 5 7339 菅 司(1) 佐野南中 12.94
ｵｵｻｶ ﾋﾛﾕｷ

5 6 7616 大坂 宏幸(1) 赤見中 13.00
ｲｼｲ ﾕｽﾞｷ

6 3 7615 石井 柚希(1) 赤見中 13.02
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ

7 8 7612 竹内 優斗(1) 赤見中 13.03
ﾖｺﾁ ﾕｳｾｲ

8 9 2195 横地 悠生(1) 佐野北中 13.32



中学1年男子200m

9月10日 12:30 決 勝

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
ｸﾏｸﾗ ﾏﾅﾄ

1 7 2181 熊倉 愛翔(1) 佐野北中 26.57
ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｱ

2 9 7204 篠﨑 悠安(1) 佐野西中 27.14
ﾖｺﾁ ﾕｳｾｲ

3 5 2195 横地 悠生(1) 佐野北中 27.49
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ

4 6 8700 遠藤 陽向(1) 足利陸上教室 29.68
ﾀﾆ ﾘｭｳｷ

5 4 7752 谷 琉希(1) 葛生中 30.82
ｵｵﾀﾆ ｿﾗ

6 8 2192 大谷 青空(1) 佐野北中 30.90
ｽﾄｳ ｱｷﾗ

3 7751 須藤 聡(1) 葛生中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学1年男子800m

9月10日 11:10 決 勝

決 勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｶﾜ ﾊﾙｷ

1 3 2191 石川 春樹(1) 佐野北中 2:23.54
ﾄｶﾞｼ ｼｭｲ

2 4 7910 富樫 珠愛(1) 田東中 2:34.53
ﾔｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ

3 2 7916 矢島 芽樹(1) 田東中 2:40.00
ｵｸｻﾞﾜ ﾖｳ

5 7914 奥澤 葉(1) 田東中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学1年男子1500m

9月10日 11:30 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾆ ｿｳﾏ

1 10 8703 谷 颯真(1) 足利陸上教室 4:41.11
ﾄｸﾊﾗ ﾘｵﾄ

2 4 7917 徳原 莉緒斗(1) 田東中 4:42.10
ｷﾑﾗ ｶﾝﾀ

3 5 8701 木村 寛太(1) 協和中 4:54.67
ｵｸｻﾞﾜ ﾖｳ

4 2 7914 奥澤 葉(1) 田東中 5:00.02
ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ

5 1 2182 松本 成乎(1) 佐野北中 5:17.32
ﾊｾｶﾞﾜ ｶｹﾙ

6 9 2194 長谷川 翔(1) 佐野北中 5:28.65
ﾀﾑﾗ ｱﾔﾄ

7 8 2186 田村 郁門(1) 佐野北中 5:33.94
ｺﾝﾄﾞｳ ﾙｲ

8 7 2179 近藤 瑠偉(1) 佐野北中 5:34.89
ｳﾁﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

9 6 2180 内田 享助(1) 佐野北中 6:02.16
ｵｼﾞﾛ ｼｮｳﾀ

3 7620 尾城 翔太(1) 赤見中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学1年男子3000m

9月10日 12:50 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾒﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1 7 7610 亀山 純平(1) 赤見中 10:13.25
ﾅｶﾉ ﾘｸ

2 6 2258 中野 莉玖(1) 城東中 11:27.17
ﾖｺﾂﾞｶ ﾀﾞｲｱ

3 4 2184 横塚 大空(1) 佐野北中 11:40.08
ｽﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

4 8 7915 須永 陵太郎(1) 田東中 12:17.20
ﾀﾆ ｿｳﾏ

5 8703 谷 颯真(1) 足利陸上教室 DNS

凡例  DNS:欠場



中学1年男子110mH

9月10日 12:20 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
ｲｼｶﾜ ﾊﾙｷ

1 4 2191 石川 春樹(1) 佐野北中 20.09
ﾖｺﾂﾞｶ ﾀﾞｲｱ

2 3 2184 横塚 大空(1) 佐野北中 22.64



中学1年男子走高跳

9月10日 09:50 決 勝

決 勝 

ﾇﾏｵ ﾚﾝ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 1 7621 沼尾 蓮(1) 赤見中 1m40
ｵｵﾀｹ ﾊﾙﾄ

2 7340 大竹 晴渡(1) 佐野南中 DNS

1m30 1m35 1m40 1m45
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m25

凡例  NM:記録なし



中学1年男子走幅跳

9月10日 10:00 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 4m98 4m80 4m76 4m98
1 3 7612 竹内 優斗(1) 赤見中 +0.1 0.0 +1.5 +0.1

ｽｶﾞ ﾂｶｻ 4m80 × 4m93 4m93
2 1 7339 菅 司(1) 佐野南中 0.0 +0.1 +0.1

ｱﾍﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ × 3m70 3m82 3m82
3 5 2187 阿部 丈汰朗(1) 佐野北中 +0.1 0.0 0.0

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀｲｷ 3m44 2m80 3m44 3m44
4 6 2189 栁川 泰輝(1) 佐野北中 0.0 0.0 0.0 0.0

ｻﾉ ﾕｳﾀ 2m93 2m61 2m59 2m93
5 4 7750 佐野 悠太(1) 葛生中 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｹﾙ

2 2194 長谷川 翔(1) 佐野北中 DNS
ｱｻﾐ ﾚｲﾔ

7 7913 浅見 莉弥(1) 田東中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学1年男子砲丸投

9月10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

ｵｵｻｶ ﾋﾛﾕｷ

1 2 7616 大坂 宏幸(1) 赤見中 × 8m25 9m06 9m06 8m60 8m46 8m68 9m06
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳ

2 4 7611 河村 悠(1) 赤見中 4m84 6m10 5m92 6m10 － 6m26 6m08 6m26
ｲﾘｴ ｿｳﾙ

3 1 7619 入江 奏瑠(1) 赤見中 5m45 6m12 5m98 6m12 5m78 5m61 5m76 6m12
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｹﾞﾄﾗ

4 3 2190 渡辺 景虎(1) 佐野北中 4m73 4m85 4m82 4m85 4m82 4m55 4m47 4m85
ﾂﾎﾞｸ ｼｮｳ

5 5 7613 津保久 翔(1) 赤見中 4m14 3m71 3m41 4m14 3m82 4m26 4m06 4m26



中学2年男子100m

9月10日 10:35 予 選

9月10日 13:55 決 勝

予 選 2組3着＋2

1組 (風:+1.6) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｸﾎﾞ ｱﾂｷ ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｸ

1 6 115 久保篤生(2) 佐野北中 11.90 Q 1 7 110 髙橋龍空(2) 佐野北中 11.98 Q
ﾃｼﾐ ｼﾞｮｼｭｱ ﾓﾘﾉ ﾌｳﾀ

2 4 111 テシミジョシュア(2) 佐野北中 12.05 Q 2 5 7330 森野 楓汰(2) 佐野南中 12.16 Q
ｽﾄｳ ﾏｻﾄ ｲｾ ﾀｸﾏ

3 5 7329 須藤 聖斗(2) 佐野南中 12.49 Q 3 6 7925 伊勢 拓真(2) 田東中 12.75 Q
ﾀﾅﾐ ｼｭﾝｽｹ ｺｸﾞﾚ ｼｭﾝ

4 7 7935 田波 舜祐(2) 田東中 12.91 q 4 4 7321 小暮 瞬(2) 佐野南中 13.07 q
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾜ ﾅｶﾞｾ ｼﾞｭﾝ

5 3 7223 川村 優和(2) 佐野西中 13.10 5 9 7931 永瀬 潤(2) 田東中 13.57
ｲｼｽﾞｶ ﾀﾂｷ ｼｵﾀﾞ ﾙｲ

6 9 7932 石塚 樹(2) 田東中 13.36 6 2 7929 塩田 瑠(2) 田東中 13.65
ｻｲﾄｳ ﾘｵﾝ ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ

7 8 7928 齊藤 來音(2) 田東中 13.37 7 1 7930 清水 翔太(2) 田東中 14.04
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｭｳｷ ｼﾏﾀﾞ ｶｲﾄ

8 2 7608 長沢 竜己(2) 赤見中 13.65 3 7224 島田 海斗(2) 佐野西中 DNS
ﾅｶﾀﾞ ﾊﾔﾄ ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ

9 1 7771 中田 隼斗(2) 葛生中 14.29 8 7769 髙橋 歩夢(2) 葛生中 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 4 115 久保篤生(2) 佐野北中 11.70
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｸ

2 5 110 髙橋龍空(2) 佐野北中 11.72
ﾓﾘﾉ ﾌｳﾀ

3 6 7330 森野 楓汰(2) 佐野南中 11.89
ﾃｼﾐ ｼﾞｮｼｭｱ

4 7 111 テシミジョシュア(2) 佐野北中 11.95
ｽﾄｳ ﾏｻﾄ

5 8 7329 須藤 聖斗(2) 佐野南中 12.37
ｲｾ ﾀｸﾏ

6 9 7925 伊勢 拓真(2) 田東中 12.58
ｺｸﾞﾚ ｼｭﾝ

7 2 7321 小暮 瞬(2) 佐野南中 12.83
ﾀﾅﾐ ｼｭﾝｽｹ

8 3 7935 田波 舜祐(2) 田東中 12.92



中学2年男子200m

9月10日 12:30 決 勝

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
ｸﾎﾞ ｱﾂｷ

1 4 115 久保篤生(2) 佐野北中 23.84
ﾃｼﾐ ｼﾞｮｼｭｱ

2 6 111 テシミジョシュア(2) 佐野北中 24.27
ﾓﾘﾉ ﾌｳﾀ

3 7 7330 森野 楓汰(2) 佐野南中 24.67
ｲｾ ﾀｸﾏ

4 9 7925 伊勢 拓真(2) 田東中 26.10
ﾀﾅﾐ ｼｭﾝｽｹ

5 5 7935 田波 舜祐(2) 田東中 26.21
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ

6 8 7607 片柳 潤紀(2) 赤見中 26.73
ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ

7 1 7934 田中 悠登(2) 田東中 28.39
ﾅｶﾀﾞ ﾊﾔﾄ

8 3 7771 中田 隼斗(2) 葛生中 30.12
ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ

2 7769 髙橋 歩夢(2) 葛生中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学2年男子800m

9月10日 11:10 決 勝

決 勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｾｲ

1 9 8645 山下 隆聖(2) 協和中 2:11.18
ﾉﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ

2 8 8678 野田 正智(2) 足利陸上教室 2:17.06
ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ

3 7 7934 田中 悠登(2) 田東中 2:26.59



中学2年男子1500m

9月10日 11:30 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ

1 11 113 大林操右(2) 佐野北中 5:16.03



中学2年男子3000m

9月10日 12:50 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜｶﾐ ﾖｼﾋﾄ

1 1 8635 岩上 由仁(2) 足利陸上教室 10:30.02
ｶﾔﾏ ﾀｲｷ

2 3 8643 香山 太暉(2) 協和中 10:56.25
ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ

3 2 113 大林操右(2) 佐野北中 11:24.94



中学2年男子110mH

9月10日 12:20 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
ｺﾞｶ ｱﾔﾄ

1 7 7320 五箇 彩人(2) 佐野南中 17.57
ｵｸﾞﾗ ｲｵﾘ

2 8 7225 小倉 伊織(2) 佐野西中 20.09



中学2年男子走高跳

9月10日 09:50 決 勝

決 勝 

ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ － － － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 2 7322 関口 和志(2) 佐野南中 1m55
ｽﾄｳ ﾏｻﾄ － － － ○ × ○ × × ×

2 1 7329 須藤 聖斗(2) 佐野南中 1m45
ｻｲﾄｳ ﾘｵﾝ ○ × ○ × × ×

3 3 7928 齊藤 來音(2) 田東中 1m30

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m25 1m60

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55



中学2年男子走幅跳

9月10日 10:00 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀ × 5m24 5m12 5m24
1 3 8655 吉川 康大(2) 協和中 +0.1 -0.2 +0.1

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｸ 4m70 4m30 4m54 4m70
2 5 110 髙橋龍空(2) 佐野北中 0.0 0.0 0.0 0.0

ｲｼｽﾞｶ ﾀﾂｷ 4m49 4m63 4m63 4m63
3 6 7932 石塚 樹(2) 田東中 0.0 0.0 0.0 0.0

ｲﾜｻﾞｷ ﾏｻｷ 4m00 4m10 3m91 4m10
4 1 7922 岩﨑 誠希(1) 田東中 -0.1 +0.1 -1.0 +0.1

ﾆｯｻﾄ ﾋﾛ

2 7325 新里 比呂(2) 佐野南中 DNS
ｶﾈｵ ｼｮｳﾀ

4 7327 金尾 咲汰(2) 佐野南中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学2年男子砲丸投

9月10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

1 3 7608 長沢 竜己(2) 赤見中 10m64 11m20 10m98 11m20 10m89 10m68 11m19 11m20
ｺｸﾞﾚ ｼｭﾝ

2 2 7321 小暮 瞬(2) 佐野南中 6m18 6m03 6m57 6m57 5m54 6m50 6m22 6m57
ｶｷﾇﾏ ﾀｲﾖｳ

3 1 7927 柿沼 大陽(2) 田東中 4m98 4m80 4m87 4m98 4m75 4m80 5m07 5m07



小学男子4X100mR

9月10日 14:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 godsspeedA 47 澤田 聖良(6) ｻﾜﾀﾞ ｾﾗ 57.72 1 5 桜小A 4 栃木 駿佑(6) ﾄﾁｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 1:00.34

46 赤坂 優光(6) ｱｶｻｶ ﾕｳｷ 1 内田 晋太郎(6) ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ
41 柳沢 飛翔(4) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾂﾊﾞｻ 5 渡邉 来門(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗｲﾓﾝ
49 高橋 來希(4) ﾀｶﾊｼ ﾗｲｷ 7 礪波 大輝(5) ﾄﾅﾐ ﾀｲｷ

2 5 田沼小 1414 山内 新大(5) ﾔﾏｳﾁ ｱﾗﾀ 58.65 2 7 界小C 418 金子 絢太(5) ｶﾈｺ ｹﾝﾀ 1:01.96

1413 那須 瑛介(5) ﾅｽ ｴｲｽｹ 421 横堀 温真(5) ﾖｺﾎﾞﾘ ﾊﾙﾏ
1405 飯塚 大武(6) ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾑ 416 青田 直(5) ｱｵﾀ ﾅｵ
1400 木村 優希(6) ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 423 吉田 瑠宇(5) ﾖｼﾀﾞ ﾙｳ

3 7 界小A 410 白石 瑠輝(6) ｼﾗｲｼ ﾙｲｷ 59.13 3 4 石塚小A 1201 川田 翔也(6) ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾔ 1:03.14

401 青木 志龍(6) ｱｵｷ ｼﾘｭｳ 1202 塩島 佑典(6) ｼｵｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ
409 佐藤 穂高(6) ｻﾄｳ ﾎﾀｶ 1205 山本 羅威(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲ
402 磯貝 怜央(6) ｲｿｶﾞｲ ﾚｵ 1203 春川 修輔(6) ﾊﾙｶﾜ ｼｭｳｽｹ

4 8 青葉小 2 曽根 樹(5) ｿﾈ ｲﾂｷ 1:02.38 4 6 界小B 417 柏﨑 次流(5) ｶｼﾜｻﾞｷ ｼﾞﾙ 1:05.96

1 浅沼 頼人(6) ｱｻﾇﾏ ﾗｲﾄ 429 山川 煌人(5) ﾔﾏｶﾜ ｱｷﾄ
6 石井 績州(5) ｲｼｲ ﾂﾑｸﾞ 420 山﨑 結真(5) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾏ
8 齋藤 光輝(5) ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 424 五十嵐 悠翔(5) ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾄ

5 4 石塚小B 1211 館野 絢蓮(5) ﾀﾃﾉ ｱﾚﾝ 1:02.53 OP 8 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 39 大森 瑛太(6) ｵｵﾓﾘ ｴｲﾀ 55.35
1206 綾部 公亮(5) ｱﾔﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 45 豊後 聖也(6) ﾌﾞﾝｺﾞ ｾｲﾔ
1214 山口 英翔(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲﾄ 59 野村 要太(6) ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ
1207 荒川 蒼太(5) ｱﾗｶﾜ ｿｳﾀ 37 長田 伍平(6) ﾅｶﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ

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 godsspeedA 47 澤田 聖良(6) ｻﾜﾀﾞ ｾﾗ 57.72
46 赤坂 優光(6) ｱｶｻｶ ﾕｳｷ
41 柳沢 飛翔(4) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾂﾊﾞｻ
49 高橋 來希(4) ﾀｶﾊｼ ﾗｲｷ

2 田沼小 1414 山内 新大(5) ﾔﾏｳﾁ ｱﾗﾀ 58.65
1413 那須 瑛介(5) ﾅｽ ｴｲｽｹ
1405 飯塚 大武(6) ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾑ
1400 木村 優希(6) ｷﾑﾗ ﾕｳｷ

3 界小A 410 白石 瑠輝(6) ｼﾗｲｼ ﾙｲｷ 59.13
401 青木 志龍(6) ｱｵｷ ｼﾘｭｳ
409 佐藤 穂高(6) ｻﾄｳ ﾎﾀｶ
402 磯貝 怜央(6) ｲｿｶﾞｲ ﾚｵ

4 桜小A 4 栃木 駿佑(6) ﾄﾁｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 1:00.34

1 内田 晋太郎(6) ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ
5 渡邉 来門(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗｲﾓﾝ
7 礪波 大輝(5) ﾄﾅﾐ ﾀｲｷ

5 界小C 418 金子 絢太(5) ｶﾈｺ ｹﾝﾀ 1:01.96

421 横堀 温真(5) ﾖｺﾎﾞﾘ ﾊﾙﾏ
416 青田 直(5) ｱｵﾀ ﾅｵ
423 吉田 瑠宇(5) ﾖｼﾀﾞ ﾙｳ

6 青葉小 2 曽根 樹(5) ｿﾈ ｲﾂｷ 1:02.38

1 浅沼 頼人(6) ｱｻﾇﾏ ﾗｲﾄ
6 石井 績州(5) ｲｼｲ ﾂﾑｸﾞ
8 齋藤 光輝(5) ｻｲﾄｳ ｺｳｷ

7 石塚小B 1211 館野 絢蓮(5) ﾀﾃﾉ ｱﾚﾝ 1:02.53

1206 綾部 公亮(5) ｱﾔﾍﾞ ﾄﾓｱｷ
1214 山口 英翔(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲﾄ
1207 荒川 蒼太(5) ｱﾗｶﾜ ｿｳﾀ

8 石塚小A 1201 川田 翔也(6) ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾔ 1:03.14

1202 塩島 佑典(6) ｼｵｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ
1205 山本 羅威(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲ
1203 春川 修輔(6) ﾊﾙｶﾜ ｼｭｳｽｹ



小学4年男子100m

9月10日 09:50 予 選

9月10日 13:25 決 勝

予 選 4組0着＋8

1組 (風:+1.2) 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
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ

1 5 59 宮澤 遼(4) 足利陸上教室 15.53 q 1 3 1235 中村 康樹(4) 石塚小 16.02 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｷ ﾀｶﾊｼ ﾗｲｷ

2 6 7 小林 響(4) 青葉小 16.21 q 2 9 49 高橋 來希(4) godsspeed 16.07 q
ｷﾓﾄ ｼﾞｵﾝ ｽﾅｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

3 9 1429 木本 路恩(4) 田沼小 16.36 3 6 1432 須永 渉太郎(4) 田沼小 16.70
ｲﾄｲ ﾕｳｷ ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾄ

4 7 433 糸井 優喜(4) 界小 16.41 4 8 1430 坂本 悠翔(4) 田沼小 17.53
ｵｶﾞﾜ ｵｳｾｲ ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾘ

5 3 43 小川 桜誠(4) godsspeed 17.00 5 4 70 野口 優吏(4) 足利陸上教室 17.54
ｶﾜﾀﾞ ｶﾅﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ

6 4 530 川田 真叶(4) 犬伏小 17.10 6 2 1427 山口 大陽(4) 田沼小 18.22
ｹｲﾉ ﾌｳｶﾞ ｵｵﾀｹ ｶｲﾄ

7 2 1426 慶野 楓岳(4) 田沼小 17.34 7 5 432 大竹 快渡(4) 界小 18.30
ｹｲﾉ ﾗｲﾚﾝ ｷｼ ﾘｭｳｶﾞ

8 8 1233 慶野 頼廉(4) 石塚小 17.77 8 7 6 岸 龍駕(4) 青葉小 20.80

3組 (風:0.0) 4組 (風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾂﾊﾞｻ ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ

1 2 41 柳沢 飛翔(4) godsspeed 15.64 q 1 2 2 田中 隼(4) 桜小 15.79 q
ﾌﾙｶﾜ ｲｽﾞﾏ ﾜｸｲ ｿｳﾀ

2 4 1433 古川 出真(4) 田沼小 16.16 q 2 6 1237 涌井 聡太(4) 石塚小 15.88 q
ｱﾍﾞ ｺｳﾔ ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅｷ

3 8 1425 阿部 紘哉(4) 田沼小 16.25 3 5 71 川口 七輝(4) 足利陸上教室 16.31
ﾔｹﾞﾀ ﾊﾙ ｾｷｸﾞﾁ ﾄｷﾊﾙ

4 3 1434 八下田 悠琉(4) 田沼小 17.15 4 8 52 関口 季琉(4) godsspeed 16.99
ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾛｳ ｻｻｷ ｼｭﾝﾀ

5 5 1234 髙橋 篤朗(4) 石塚小 17.22 5 9 1431 佐々木 駿太(4) 田沼小 17.91
ﾀﾆ ﾕｳﾔ ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾗ

6 9 2406 谷 優弥(4) 葛生小 17.38 6 3 2 長谷川 侑良(4) 青葉小 18.08
ｿﾈ ｵｳｽｹ ｱﾗｲ ｹﾝ

7 7 8 曽根 央丞(4) 青葉小 17.81 4 531 新井 賢(4) 犬伏小 DNS
ｶﾜﾑﾗ ﾊﾔﾄ ｲﾉｳｴ ﾐﾅﾄ

6 1428 川村 駿斗(4) 田沼小 DNS OP 7 9 井上 湊(4) 山辺小 DNS

決 勝 

(風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳ

1 6 59 宮澤 遼(4) 足利陸上教室 15.55
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾂﾊﾞｻ

2 5 41 柳沢 飛翔(4) godsspeed 16.01
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ

3 4 2 田中 隼(4) 桜小 16.09
ﾜｸｲ ｿｳﾀ

4 7 1237 涌井 聡太(4) 石塚小 16.17
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｷ

5 3 7 小林 響(4) 青葉小 16.26
ﾀｶﾊｼ ﾗｲｷ

6 8 49 高橋 來希(4) godsspeed 16.28
ﾌﾙｶﾜ ｲｽﾞﾏ

7 2 1433 古川 出真(4) 田沼小 16.33
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ

8 9 1235 中村 康樹(4) 石塚小 16.41



小学5年男子100m

9月10日 10:05 予 選

9月10日 13:30 決 勝

予 選 3組0着＋8

1組 (風:-0.1) 2組 (風:+1.8)

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
ﾄﾅﾐ ﾀｲｷ ﾏﾂﾔ ｶﾅﾀ

1 8 7 礪波 大輝(5) 桜小 14.00 q 1 7 312 松屋 遥大(5) 植野小 14.52 q
ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｼﾄﾞｳ ｱﾔﾍﾞ ﾄﾓｱｷ

2 3 1505 勅使川原 史道(5) 吉水小 15.03 q 2 5 1206 綾部 公亮(5) 石塚小 14.73 q
ﾖｼﾀﾞ ﾙｳ ﾅｽ ｴｲｽｹ

3 9 423 吉田 瑠宇(5) 界小 15.09 q 3 6 1413 那須 瑛介(5) 田沼小 15.29 q
ｱﾗｲ ﾕｳｾｲ ｸｼﾞﾗｵｶ ﾕｲﾄ

4 7 215 新井 悠生(5) 天明小 15.33 4 9 1504 鯨岡 唯斗(5) 吉水小 15.33 q
ﾔﾏｳﾁ ｱﾗﾀ ｻｲﾄｳ ｺｳｷ

5 5 1414 山内 新大(5) 田沼小 15.70 5 8 8 齋藤 光輝(5) 青葉小 15.76
ﾀﾃﾉ ｱﾚﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾏ

6 4 1211 館野 絢蓮(5) 石塚小 16.09 6 2 420 山﨑 結真(5) 界小 16.29
ｳｴﾀｹ ﾕｳ ｶｷﾇﾏ ﾘｮｳ

7 6 68 植竹 優(5) 足利陸上教室 16.73 7 4 202 柿沼 遼(5) あそ野義 16.48
ｵｵﾂｶ ﾕｳｼﾞ

8 3 8 大塚 優士(5) 桜小 20.10

3組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾒﾔﾏ ﾘﾝ

1 5 629 亀山 凛(5) あそ野義 14.73 q
ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳﾉｽｹ

2 8 513 松崎 光之介(5) 犬伏小 15.76
ｲﾁﾓﾄ ﾕｳﾏ

3 9 1 市本 悠真(5) 桜小 16.41
ｿﾈ ｲﾂｷ

4 4 2 曽根 樹(5) 青葉小 16.58
ｼﾏ ﾕｳﾄ

OP 7 55 嶋 悠翔(5) 石川走友会 14.52
ｶﾄｳ ｺｳｾｲ

OP 6 46 加藤 光晟(5) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 16.05
ﾅｶﾆｼ ｱﾔﾄ

3 50 中西 綾人(5) godsspeed DNS

決 勝 

(風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾅﾐ ﾀｲｷ

1 4 7 礪波 大輝(5) 桜小 13.98
ｶﾒﾔﾏ ﾘﾝ

2 6 629 亀山 凛(5) あそ野義 14.65
ｱﾔﾍﾞ ﾄﾓｱｷ

3 7 1206 綾部 公亮(5) 石塚小 14.72
ﾏﾂﾔ ｶﾅﾀ

4 5 312 松屋 遥大(5) 植野小 15.08
ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｼﾄﾞｳ

5 8 1505 勅使川原 史道(5) 吉水小 15.09
ﾖｼﾀﾞ ﾙｳ

6 9 423 吉田 瑠宇(5) 界小 15.15
ﾅｽ ｴｲｽｹ

7 2 1413 那須 瑛介(5) 田沼小 15.21
ｸｼﾞﾗｵｶ ﾕｲﾄ

8 3 1504 鯨岡 唯斗(5) 吉水小 15.42



小学5年男子1000m

9月10日 12:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2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

ｵｿﾄﾞ ﾘｭｳｾｲ ｶﾄｳ ﾊﾙﾏ

1 3 2403 小曽戸 隆惺(5) 葛生小 3:23.61 1 5 1503 加藤 陽真(5) 吉水小 3:34.44
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｸﾄ ﾖｺﾎﾞﾘ ﾊﾙﾏ

2 7 316 飯塚 陸斗(5) 植野小 3:28.50 2 3 421 横堀 温真(5) 界小 3:40.84
ｶﾈｺ ｹﾝﾀ ｱｵﾀ ﾅｵ

3 8 418 金子 絢太(5) 界小 3:47.61 3 10 416 青田 直(5) 界小 3:41.96
ｳｴﾀｹ ﾕｳ ｲｼﾑﾗ ﾘｮｳ

4 6 68 植竹 優(5) 足利陸上教室 3:49.35 4 1 65 石村 亮(5) 足利陸上教室 3:43.35
ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳﾉｽｹ ｱﾔﾍﾞ ﾄﾓｱｷ

5 9 513 松崎 光之介(5) 犬伏小 4:03.88 5 4 1206 綾部 公亮(5) 石塚小 3:46.61
ｲｼｲ ﾂﾑｸﾞ ｵｵｶﾞ ｹﾞﾝｷ

6 5 6 石井 績州(5) 青葉小 4:06.38 6 6 2401 大賀 元気(5) 葛生小 3:53.31
ｸﾎﾞ ﾊﾙﾋﾄ ｵｷﾞﾜﾗ ﾚﾝ

7 4 6 久保 春仁(5) 桜小 4:13.02 7 8 102 荻原 蓮(5) 佐野小 4:00.75
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾄ ｼﾏ ﾕｳﾄ

8 2 424 五十嵐 悠翔(5) 界小 4:21.66 OP 2 55 嶋 悠翔(5) 石川走友会 3:19.39
ﾖｼﾊﾗ ﾙｶ ｲｼﾔﾏ ｶｹﾙ

OP 10 51 吉原 瑠伽(5) 落合陸上クラブ 3:20.82 OP 9 72 石山 天翔(5) 芝スポ歩走塾 3:22.30
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ ｼﾉｻﾞｷ ｿｳﾀ

OP 1 44 佐藤 匠(5) 石川走友会 3:24.75 7 1 篠﨑 奏汰(5) 青葉小 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｿﾄﾞ ﾘｭｳｾｲ

1 2403 小曽戸 隆惺(5) 葛生小 3:23.61
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｸﾄ

2 316 飯塚 陸斗(5) 植野小 3:28.50
ｶﾄｳ ﾊﾙﾏ

3 1503 加藤 陽真(5) 吉水小 3:34.44
ﾖｺﾎﾞﾘ ﾊﾙﾏ

4 421 横堀 温真(5) 界小 3:40.84
ｱｵﾀ ﾅｵ

5 416 青田 直(5) 界小 3:41.96
ｲｼﾑﾗ ﾘｮｳ

6 65 石村 亮(5) 足利陸上教室 3:43.35
ｱﾔﾍﾞ ﾄﾓｱｷ

7 1206 綾部 公亮(5) 石塚小 3:46.61
ｶﾈｺ ｹﾝﾀ

8 418 金子 絢太(5) 界小 3:47.61

凡例  DNS:欠場



小学5年男子80mH

9月10日 11:55 決 勝

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
ｻｶﾓﾄ ｿｳｽｹ

1 5 1416 坂本 蒼亮(5) 田沼小 17.29
ﾔﾏｶﾜ ｱｷﾄ

2 8 429 山川 煌人(5) 界小 18.00
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾊﾙ

3 9 1411 吉田 陽遥(5) 田沼小 18.74
ｷｼﾉ ﾖｳ

4 7 7 岸野 陽(5) 青葉小 18.97
ｶｼﾜｻﾞｷ ｼﾞﾙ

5 3 417 柏﨑 次流(5) 界小 19.81
ｱﾗｶﾜ ｿｳﾀ

6 6 1207 荒川 蒼太(5) 石塚小 19.87
ﾀｶﾉ ﾅｵ

7 4 1210 高野 夏央(5) 石塚小 22.91



小学5年男子走高跳

9月10日 09:20 決 勝

決 勝 

ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲﾄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 2 1214 山口 英翔(5) 石塚小 1m20
ﾀﾃﾉ ｱﾚﾝ

1 1211 館野 絢蓮(5) 石塚小 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
0m90 1m25

記録 ｺﾒﾝﾄ
0m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20

凡例  DNS:欠場



小学5年男子走幅跳

9月10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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 3m66 3m68 4m00 4m00
1 4 8 齋藤 光輝(5) 青葉小 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5

ﾊｷﾞﾘ ﾖｳﾍｲ 3m76 3m63 3m66 3m76
2 8 318 羽切 陽平(5) 植野小 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5

ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾔ 3m23 3m30 3m30 3m30
3 3 320 岡田 篤弥(5) 植野小 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5

ｲｼｲ ﾂﾑｸﾞ × 3m21 3m01 3m21
4 1 6 石井 績州(5) 青葉小 +1.5 +1.5 +1.5

ｷｼﾉ ﾖｳ 3m07 3m08 3m10 3m10
5 2 7 岸野 陽(5) 青葉小 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5

ｲﾁﾓﾄ ﾕｳﾏ 2m76 3m00 3m02 3m02
6 7 1 市本 悠真(5) 桜小 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5

ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾐﾔｽ × 2m64 × 2m64
7 6 8 小林 君康(5) 桜小 +1.5 +1.5

ｲｷ ﾊﾔﾄ 3m85 3m72 3m56 3m85
OP 5 3 壹岐 隼(5) 瑞穂台小 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5



小学6年男子100m

9月10日 10:15 予 選

9月10日 13:35 決 勝

予 選 3組0着＋8

1組 (風:-0.4) 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
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｱ ｱｶｻｶ ﾕｳｷ

1 2 600 小林 凉空(6) 犬伏東小 14.60 q 1 7 46 赤坂 優光(6) godsspeed 12.79 q
ｻﾜﾀﾞ ｾﾗ ｷﾑﾗ ﾕｳｷ

2 6 47 澤田 聖良(6) godsspeed 14.65 q 2 5 1400 木村 優希(6) 田沼小 14.11 q
ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｲｶﾞ

3 8 414 ??川 昊佑(6) 界小 14.94 3 8 604 萩原 大雅(6) 犬伏東小 15.06
ｽｹｶﾞﾜ ｺｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲ

4 5 403 助川 航太(6) 界小 15.97 4 4 1205 山本 羅威(6) 石塚小 16.66
ｼﾗｲｼ ﾙｲｷ ﾆｼﾔﾏ ﾘｸﾄ

5 4 410 白石 瑠輝(6) 界小 16.49 5 9 8 西山 睦翔(6) 青葉小 17.17
ﾌﾞﾝｺﾞ ｾｲﾔ ｸﾎﾞﾀ ﾘｸ

OP 7 45 豊後 聖也(6) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 14.28 6 3 408 久保田 璃空(6) 界小 19.10
ﾋｶﾞﾉ ｴｲｽｹ ﾅｶﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ

3 1401 日向野 瑛介(6) 田沼小 DNS OP 2 37 長田 伍平(6) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 13.41
ｻｸﾗｲ ﾄﾓﾋﾛ ｵｵｷ ｱｷﾋﾄ

9 501 櫻井 智弘(6) 犬伏小 DNS 6 701 大木 滉仁(6) 城北小 DNS

3組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

1 2 1 内田 晋太郎(6) 桜小 14.30 q
ﾀｶｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ

2 4 58 髙澤 文太朗(6) 足利陸上教室 14.52 q
ｱｵｷ ｼﾘｭｳ

3 9 401 青木 志龍(6) 界小 14.58 q
ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾑ

4 8 1405 飯塚 大武(6) 田沼小 14.87 q
ｱﾗｲ ﾐｽﾞｷ

5 3 602 新井 瑞規(6) 犬伏東小 14.88
ｼｵｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ

6 7 1202 塩島 佑典(6) 石塚小 16.33
ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ

OP 6 59 野村 要太(6) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 14.50
ｵｵﾓﾘ ｴｲﾀ

OP 5 39 大森 瑛太(6) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 15.54

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
ｱｶｻｶ ﾕｳｷ

1 5 46 赤坂 優光(6) godsspeed 12.72
ｷﾑﾗ ﾕｳｷ

2 7 1400 木村 優希(6) 田沼小 14.10
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｱ

3 8 600 小林 凉空(6) 犬伏東小 14.12
ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

4 4 1 内田 晋太郎(6) 桜小 14.41
ｻﾜﾀﾞ ｾﾗ

5 2 47 澤田 聖良(6) godsspeed 14.61
ﾀｶｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ

6 6 58 髙澤 文太朗(6) 足利陸上教室 14.62
ｱｵｷ ｼﾘｭｳ

7 9 401 青木 志龍(6) 界小 14.88
ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾑ

8 3 1405 飯塚 大武(6) 田沼小 14.98



小学6年男子1000m

9月10日 12:45 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 2 701 大木 滉仁(6) 城北小 3:01.54
ｻﾄｳ ﾎﾀｶ

2 3 409 佐藤 穂高(6) 界小 3:15.86
ｾｷﾉ ﾌｳﾏ

3 6 510 関野 楓真(6) 犬伏小 3:16.50
ｲｿｶﾞｲ ﾚｵ

4 7 402 磯貝 怜央(6) 界小 3:22.51
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ

5 4 304 福田 晴仁(6) 植野小 3:26.64
ﾄﾁｷﾞ ｼｭﾝｽｹ

6 5 4 栃木 駿佑(6) 桜小 3:40.68
ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾔ

7 1 1201 川田 翔也(6) 石塚小 4:17.23



小学6年男子80mH

9月10日 12:00 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
ﾖｺｸﾗ ｲﾌﾞｷ

1 6 1402 横倉 伊颯(6) 田沼小 16.28
ﾀｶｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ

2 4 1410 髙澤 祐吾(6) 田沼小 18.25



小学6年男子走高跳

9月10日 09:20 決 勝

決 勝 

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗｲﾓﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 3 5 渡邉 来門(6) 桜小 1m20
ｱｻﾇﾏ ﾗｲﾄ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 4 1 浅沼 頼人(6) 青葉小 1m10
ﾊﾙｶﾜ ｼｭｳｽｹ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

3 1 1203 春川 修輔(6) 石塚小 1m10
ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲ × ○ × × ×

4 2 1205 山本 羅威(6) 石塚小 0m90

1m25
記録 ｺﾒﾝﾄ

0m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

0m90



小学6年男子走幅跳

9月10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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾏｲ ﾗｲｷ 3m47 3m57 3m25 3m57
1 4 308 今井 来樹(6) 植野小 +1.4 +1.2 +0.4 +1.2

ﾊﾙｶﾜ ｼｭｳｽｹ 3m23 3m07 × 3m23
2 3 1203 春川 修輔(6) 石塚小 +1.3 +0.3 +1.3

ﾂﾕｷ ﾅﾙﾐ 3m09 × × 3m09
3 2 804 露木 成海(6) 旗川小 +1.5 +1.5

ﾊﾔｼ ｶｲﾘ 4m50 4m46 4m39 4m50
OP 1 20 林 海心(6) 北光陸上部 +1.5 +0.5 +0.7 +1.5

ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ

5 407 北村 凌雅(6) 界小 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子4X100mR

9月10日 14:15 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 6 足利陸上教室 8540 厚木 ひまり(2) ｱﾂｷ ﾋﾏﾘ 51.48
8538 小沼 彩愛(2) ｺﾇﾏ ｻﾗ
8539 島野 桜(2) ｼﾏﾉ ｻｸﾗ
8541 石原 南菜(2) ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ

2 4 田東中A 7981 金子 莉菜(2) ｶﾈｺ ﾘﾅ 54.88
7977 瀬尾 ひより(1) ｾｵ ﾋﾖﾘ
7980 金原 埜乃(2) ｶﾅﾊﾗ ﾉﾉ
7979 小玉 涼々(2) ｵﾀﾞﾏ ｽｽﾞ

3 5 佐野南中 7322 田村 綺音(2) ﾀﾑﾗ ｱﾔﾈ 55.34
7332 静井 悠成(1) ｼｽﾞｲ ﾕﾅ
7333 小島 穂乃果(1) ｺｼﾞﾏ ﾎﾉｶ
7321 田邉 史絵(2) ﾀﾅﾍﾞ ｼｴ

4 8 佐野北中 2132 石原 莉音愛(1) ｲｼﾊﾗ ﾘｵﾅ 59.35
2141 大塚 苺咲(1) ｵｵﾂｶ ﾒｲｻ
2134 榊 凛莉愛(1) ｻｶｷ ﾘﾘﾅ
2137 堀 由希乃(1) ﾎﾘ ﾕｷﾉ

7 城東中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学1年女子100m

9月10日 09:45 予 選

9月10日 13:40 決 勝

予 選 2組3着＋2

1組 (風:+1.7) 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
ｼｽﾞｲ ﾕﾅ ｵｵﾂｶ ﾒｲｻ

1 5 7332 静井 悠成(1) 佐野南中 14.14 Q 1 5 2141 大塚 苺咲(1) 佐野北中 14.43 Q
ｶﾒﾔﾏ ｺｺﾛ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｵﾅ

2 6 7974 亀山 心(1) 田東中 15.00 Q 2 7 7608 安藤 理央奈(1) 赤見中 14.57 Q
ｵﾊﾞﾅ ﾕｱ ﾎﾘ ﾕｷﾉ

3 4 7973 尾花 優杏(1) 田東中 15.04 Q 3 6 2137 堀 由希乃(1) 佐野北中 15.10 Q
ｻｲﾄｳ ﾘｱ ｲｼﾊﾗ ﾘｵﾅ

4 8 7975 齋藤 麗朱(1) 田東中 15.07 q 4 4 2132 石原 莉音愛(1) 佐野北中 15.41
ﾀｶﾊｼ ﾉｴ ｻｶｷ ﾘﾘﾅ

5 7 2136 髙橋 望笑(1) 佐野北中 15.37 q 5 9 2134 榊 凛莉愛(1) 佐野北中 15.61
ﾖｺﾂﾞｶ ﾐｸ ｽﾄｳ ｱｶﾈ

6 9 2142 横塚 美空(1) 佐野北中 15.45 6 8 7976 須藤 茜(1) 田東中 17.65

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
ｼｽﾞｲ ﾕﾅ

1 7 7332 静井 悠成(1) 佐野南中 14.21
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｵﾅ

2 5 7608 安藤 理央奈(1) 赤見中 14.54
ｵｵﾂｶ ﾒｲｻ

3 4 2141 大塚 苺咲(1) 佐野北中 14.57
ｻｲﾄｳ ﾘｱ

4 3 7975 齋藤 麗朱(1) 田東中 14.80
ｶﾒﾔﾏ ｺｺﾛ

5 6 7974 亀山 心(1) 田東中 15.00
ｵﾊﾞﾅ ﾕｱ

6 9 7973 尾花 優杏(1) 田東中 15.29
ﾎﾘ ﾕｷﾉ

7 8 2137 堀 由希乃(1) 佐野北中 15.38
ﾀｶﾊｼ ﾉｴ

8 2 2136 髙橋 望笑(1) 佐野北中 15.60



中学1年女子800m

9月10日 11:00 決 勝

決 勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾅﾊﾞ ﾐﾕ

1 5 2199 稲葉 心優(1) 城東中 2:35.31
ｾｵ ﾋﾖﾘ

2 8 7977 瀬尾 ひより(1) 田東中 2:43.11
ﾀｶﾑﾗ ﾅﾂﾈ

3 7 7978 髙村 夏寧(1) 田東中 2:59.55
ｽｶﾞﾜﾗ ﾙﾂﾞｷ

4 9 2135 菅原 瑠月(1) 佐野北中 3:34.76
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ

6 7331 山口 理桜(1) 佐野南中 DNS



中学1年女子1500m

9月10日 11:20 決 勝

決 勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ

1 2 7331 山口 理桜(1) 佐野南中 6:00.63
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ

2 3 8556 田口 結羽(1) 協和中 6:02.93
ｶﾀﾔﾏ ｴﾚﾅ

3 4 8560 片山 英玲那(1) 協和中 6:31.62
ｻｲﾄｳ ﾘｵ

1 2138 齊藤 理桜(1) 佐野北中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学1年女子100mH

9月10日 12:10 決 勝

決 勝 

(風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼｽﾞｲ ﾕﾅ

1 5 7332 静井 悠成(1) 佐野南中 19.21
ｺｼﾞﾏ ﾎﾉｶ

2 4 7333 小島 穂乃果(1) 佐野南中 25.59 S4

凡例  S4:(R168-7(b))故意にﾊｰﾄﾞﾙを倒した



中学1年女子走高跳

9月10日 11:10 決 勝

決 勝 

ｶﾒﾔﾏ ｺｺﾛ ○ ○ ○ × × ×

1 3 7974 亀山 心(1) 田東中 1m20
ｱﾗｲ ﾊﾙｶ ○ ○ × ○ × × ×

2 2 2201 新井 遙夏(1) 城東中 1m20
ｵﾊﾞﾅ ﾕｱ ○ ○ × × ×

3 1 7973 尾花 優杏(1) 田東中 1m15

1m10 1m15 1m20 1m25
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属



中学1年女子走幅跳

9月10日 11:40 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 3m63 3m88 3m96 3m96
1 2 2201 新井 遙夏(1) 城東中 0.0 +0.3 +0.1 +0.1

ｲﾅﾊﾞ ﾐﾕ 3m38 3m73 3m82 3m82
2 1 2199 稲葉 心優(1) 城東中 0.0 +0.1 0.0 0.0

ｾｷﾈ ﾕｶ 3m60 3m82 3m62 3m82
3 3 7610 関根 由夏(1) 赤見中 0.0 +0.2 0.0 +0.2

ｽｶﾞﾜﾗ ﾙﾂﾞｷ 2m28 2m33 2m50 2m50
4 5 2135 菅原 瑠月(1) 佐野北中 +0.3 +0.1 +0.1 +0.1

ｻｲﾄｳ ﾘｱ

4 7975 齋藤 麗朱(1) 田東中 DNS

凡例  NM:記録なし



中学1年女子砲丸投

9月10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

ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾝﾅ

1 5 7607 山﨑 杏奈(1) 赤見中 7m55 7m65 7m29 7m65 7m07 6m86 7m39 7m65
ｱﾗｲ ﾘｵﾝ

2 2 7201 荒井 凜音(1) 佐野西中 4m72 6m30 6m61 6m61 6m27 5m43 5m77 6m61
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾋﾅ

3 4 2143 小林 夕雛(1) 佐野北中 4m98 5m37 4m69 5m37 4m11 4m83 4m93 5m37
ｺﾀﾞｶ ｶﾉﾝ

4 1 2133 小髙 伽音(1) 佐野北中 4m91 4m87 4m70 4m91 4m92 4m75 4m98 4m98
ﾏﾙﾔﾏ ｺﾊﾙ

5 3 2140 丸山 こはる(1) 佐野北中 4m11 4m37 4m05 4m37 3m77 3m28 3m26 4m37



中学2年女子100m

9月10日 13:45 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
ｺﾇﾏ ｻﾗ

1 4 8538 小沼 彩愛(2) 足利陸上教室 13.11
ｶﾄｳ ｻｷ

2 6 257 加藤 咲(2) 城東中 13.57
ﾀﾅﾍﾞ ｼｴ

3 5 7321 田邉 史絵(2) 佐野南中 13.84
ﾀﾑﾗ ｱﾔﾈ

4 8 7322 田村 綺音(2) 佐野南中 14.31
ｶﾈｺ ﾘﾅ

5 9 7981 金子 莉菜(2) 田東中 14.35
ｲﾊ ﾋﾖﾘ

6 3 7325 伊波 陽愛(2) 佐野南中 15.17
ｱﾍﾞ ﾉｱ

7 256 阿部 希空(2) 城東中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学2年女子200m

9月10日 12:25 決 勝

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
ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ

1 8 8541 石原 南菜(2) 足利陸上教室 26.71
ｺﾇﾏ ｻﾗ

2 5 8538 小沼 彩愛(2) 足利陸上教室 27.53
ｶﾄｳ ｻｷ

3 6 257 加藤 咲(2) 城東中 28.79
ｶﾈｺ ﾘﾅ

4 7 7981 金子 莉菜(2) 田東中 29.78
ｱﾍﾞ ﾉｱ

9 256 阿部 希空(2) 城東中 DNS



中学2年女子800m

9月10日 11:05 決 勝

決 勝 

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 6 7980 金原 埜乃(2) 田東中 2:29.83
ｵﾀﾞﾏ ｽｽﾞ

2 5 7979 小玉 涼々(2) 田東中 2:35.11
ｶﾜｻｷ ﾓｴ

3 4 253 川﨑 萌(2) 城東中 2:39.40



中学2年女子100mH

9月10日 12:15 決 勝

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
ｱﾂｷ ﾋﾏﾘ

1 5 8540 厚木 ひまり(2) 足利陸上教室 15.87
ｼﾏﾉ ｻｸﾗ

2 4 8539 島野 桜(2) 足利陸上教室 16.21
ﾎﾘｺｼ ｶﾘﾝ

3 6 7226 堀越 可鈴(2) 佐野西中 19.23
ﾀﾅｶ ﾐｳ

4 8 7320 田中 美羽(2) 佐野南中 20.11
ｼｲ ﾘﾘｶ

5 3 7326 椎 梨々香(2) 佐野南中 20.54
ﾀﾅｱﾐ ﾐﾕ

6 9 7324 田名網 愛結(2) 佐野南中 20.70
ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ

7 8541 石原 南菜(2) 足利陸上教室 DNS

凡例  DNS:欠場



中学2年女子走高跳

9月10日 11:10 決 勝

決 勝 

ｼﾏﾉ ｻｸﾗ ○ ○ ○ × × ×

1 1 8539 島野 桜(2) 足利陸上教室 1m30

1m25 1m30 1m35
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m20



中学2年女子走幅跳

9月10日 11:40 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾂｷ ﾋﾏﾘ 5m09 5m26 5m33 5m33
1 2 8540 厚木 ひまり(2) 足利陸上教室 +0.2 +0.1 +0.5 +0.5

ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾊ 4m21 × 4m30 4m30
2 1 259 山田 詩葉(2) 城東中 -0.1 +0.3 +0.3

ｼｲ ﾘﾘｶ 3m17 3m49 3m92 3m92
3 4 7326 椎 梨々香(2) 佐野南中 0.0 +0.2 +0.5 +0.5

ｵｿｻﾞﾜ ﾋｵﾘ 2m50 2m93 3m07 3m07
4 3 7323 遅澤 陽織(2) 佐野南中 +0.1 0.0 +0.5 +0.5



中学2年女子砲丸投

9月10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

ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ

1 5 8541 石原 南菜(2) 足利陸上教室 9m79 11m02 10m82 11m02 10m93 10m47 × 11m02
ﾀﾅｶ ﾐｳ

2 2 7320 田中 美羽(2) 佐野南中 7m19 7m08 7m55 7m55 7m15 7m38 7m12 7m55
ﾓﾃｷﾞ ﾊﾅ

3 3 7221 茂木 花凪(2) 佐野西中 6m60 6m71 6m84 6m84 6m60 6m38 6m74 6m84
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ

4 4 258 小林 栞己(2) 城東中 × 4m71 6m01 6m01 5m46 5m06 5m03 6m01
ﾈｷﾞｼ ﾅﾅ DNS

1 254 根岸 奈々(2) 城東中



小学女子4X100mR

9月10日 14:00 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 5 足利陸上教室 56 家住 結心(6) ｲｴｽﾞﾐ ﾕﾅ 56.93
77 桑内 結菜(6) ｸﾜｳﾁ ﾕﾅ
58 長尾 莉央(6) ﾅｶﾞｵ ﾘｵ
57 厚木 彩佐(6) ｱﾂｷ ｱﾔｻ

2 7 godsspeedA 42 小川 楓愛(5) ｵｶﾞﾜ ﾌｳｱ 59.81
44 金子 藍花(6) ｶﾈｺ ｱｲｶ
48 澤田 莉衣奈(5) ｻﾜﾀﾞ ﾘｲﾅ
45 田中 陽菜(5) ﾀﾅｶ ﾋﾅ

3 4 青葉小A 1 福地 心湊(6) ﾌｸﾁ ﾐﾄ 1:00.97

2 阿由葉 璃子(6) ｱﾕﾊ ﾘｺ
3 金井 美穏(6) ｶﾅｲ ﾐｵﾝ
6 髙島 朱々(6) ﾀｶｼﾏ ｽｽﾞ

4 6 青葉小B 5 柴田 唯楽(6) ｼﾊﾞﾀ ﾕﾗ 1:02.05

4 山口 莉音(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵﾝ
2 松本 萌奈美(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾅﾐ
4 桑山 哩衣(6) ｸﾜﾔﾏ ﾙｳｷ

5 2 植野小 330 小菅 亜胡(6) ｺｽｶﾞ ｱｺ 1:03.43

324 金子 芽生(6) ｶﾈｺ ﾒｲ
332 青木 うみ(6) ｱｵｷ ｳﾐ
327 田口 瑠莉(6) ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ

6 8 桜小A 3 仁田山 倫瑠(6) ﾆﾀﾔﾏ ﾐﾁﾙ 1:03.71

6 浦川 優那(5) ｳﾗｶﾜ ﾕｳﾅ
2 桑原 凛夏(6) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾝﾅ
5 杉山 鳳乃夏(6) ｽｷﾞﾔﾏ ﾎﾉｶ

7 3 石塚小A 1221 園部 未來(6) ｿﾉﾍﾞ ﾐｸ 1:04.09

1215 明慶 芽衣(6) ｱｹﾖｼ ﾒｲ
1219 金居 里歩(6) ｶﾅｲ ﾘﾎ
1222 寺﨑 麗希(6) ﾃﾗｻｷ ﾚｷ

8 9 石塚小B 1223 戸叶 咲空(6) ﾄｶﾉ ｻﾗ 1:07.39

1217 池田 麗華(6) ｲｹﾀﾞ ﾚｲｶ
1227 片柳 音羽(5) ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｵﾄﾊ
1231 中村 芽奈(5) ﾅｶﾑﾗ ﾒｲﾅ

OP 1 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 50 中山 寧々(6) ﾅｶﾔﾏ ﾈﾈ 1:02.36

49 加藤 愛哩(5) ｶﾄｳ ｱｲﾘ
51 高橋 彩子(5) ﾀｶﾊｼ ｱﾔｺ
43 梶原 滴希(5) ｶｼﾞﾜﾗ ｼｽﾞﾈ



小学4年女子100m

9月10日 09:10 予 選

9月10日 13:10 決 勝

予 選 3組0着＋8

1組 (風:+1.1) 2組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼｶﾜ ﾗﾝ ｷﾑﾗ ｱﾝﾅ

1 4 612 石川 蘭(4) 犬伏東小 16.22 q 1 2 1 木村 杏奈(4) 桜小 16.32 q
ﾄｸﾊﾗ ﾘﾝｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾒｷ

2 3 10 徳原 凛佳(4) 栃本小 16.29 q 2 4 533 渡辺 媛希(4) 犬伏小 16.49 q
ｲｿｶﾞｲ ﾘｵ ﾓｷﾞ ﾆｲﾅ

3 9 431 磯貝 莉緒(4) 界小 17.06 3 7 1236 茂木 新愛(4) 石塚小 18.02
ﾅｶﾉ ﾘｱ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ

4 5 1506 中野 璃星(4) 吉水小 17.30 4 6 605 山田 結衣(4) 犬伏東小 18.04
ｵｵﾂｷ ﾚｲｱ ｵｵﾔ ﾕﾒｶ

5 8 1232 大槻 怜愛(4) 石塚小 17.56 5 3 1436 大谷 友萌香(4) 田沼小 18.07
ｱｻﾇﾏ ﾚｲｶ ｶﾄｳ ﾋﾅ

6 2 5 浅沼 玲香(4) 青葉小 17.76 6 9 1437 加藤 陽菜(4) 田沼小 18.21
ﾔｴｶﾞｼ ｶﾅ ﾑﾗﾉ ﾏｳ

7 6 1438 八重樫 叶(4) 田沼小 18.57 7 8 3 村野 舞羽(4) 青葉小 19.50
ｱｵｷ ﾁｻ ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱﾝﾘ

8 7 532 青木 千紗(4) 犬伏小 18.67 5 3 今泉 杏梨(4) 桜小 DNS

3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
ﾅｶﾞｲ ﾕﾒ

1 4 1 永井 結萌(4) 青葉小 15.64 q
ｶﾒﾔﾏ ｳﾙﾐ

2 5 1435 亀山 麗心(4) 田沼小 16.31 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾎ

3 7 202 山口 理帆(4) 天明小 16.72 q
ｽｹｶﾞﾜ ｱｲﾘ

4 3 434 助川 愛梨(4) 界小 16.79 q
ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｺﾈ

5 9 4 桑原 心音(4) 桜小 16.91
ﾔｼﾞﾏ ｼﾞｭﾅ

6 8 51 矢島 樹奈(4) godsspeed 17.88
ﾔｹﾞﾀ ﾖｼｶ

7 6 1507 八下田 好椛(4) 吉水小 18.10

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
ﾅｶﾞｲ ﾕﾒ

1 4 1 永井 結萌(4) 青葉小 15.88
ｶﾒﾔﾏ ｳﾙﾐ

2 5 1435 亀山 麗心(4) 田沼小 16.13
ｷﾑﾗ ｱﾝﾅ

3 8 1 木村 杏奈(4) 桜小 16.26
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾒｷ

4 9 533 渡辺 媛希(4) 犬伏小 16.35
ﾄｸﾊﾗ ﾘﾝｶ

5 7 10 徳原 凛佳(4) 栃本小 16.45
ｲｼｶﾜ ﾗﾝ

6 6 612 石川 蘭(4) 犬伏東小 16.46
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾎ

7 3 202 山口 理帆(4) 天明小 16.64
ｽｹｶﾞﾜ ｱｲﾘ

8 2 434 助川 愛梨(4) 界小 16.75



小学5年女子100m

9月10日 09:20 予 選

9月10日 13:15 決 勝

予 選 4組0着＋8

1組 (風:+1.5) 2組 (風:+1.3)

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
ｺﾞﾐﾀ ｱｲﾅ ｲｹﾓﾘ ｺﾊﾙ

1 7 67 五味田 愛菜(5) 足利陸上教室 15.48 q 1 7 80 池守 心春(5) 足利陸上教室 14.59 q
ｱｵｷ ｸﾚｱ ﾔﾏﾀﾞ ﾆﾅ

2 5 415 青木 來愛(5) 界小 15.71 q 2 5 54 山田 紅菜(5) godsspeed 16.39
ｻﾜﾀﾞ ﾘｲﾅ ﾖﾈﾔ ﾏﾅｶ

3 6 48 澤田 莉衣奈(5) godsspeed 16.02 3 8 1716 米屋 眞花(5) 多田小 16.41
ｱﾍﾞ ﾊﾝﾅ ｲﾗﾗ ｻﾕﾐ

4 9 825 安部 帆南(5) 旗川小 16.20 4 3 101 イララ サユミ(5) 佐野小 16.70
ｶﾄｳ ｱｲﾘ ﾀﾅｱﾐ ｳﾐ

OP 8 49 加藤 愛哩(5) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 17.04 5 4 427 田名網 羽海(5) 界小 17.75
ｱﾕﾊ ｺｺ ﾌｼﾞｳ ｲﾌﾞｷ

4 5 阿由葉 湖子(5) 青葉小 DNS 6 6 3 藤生 夢希(5) 青葉小 18.03
ｶｷｱｹﾞ ﾚｱ

9 1226 書上 麗歩(5) 石塚小 DNS

3組 (風:+0.4) 4組 (風:+1.9)

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
ｼﾐｽﾞ ｿﾖﾅ ﾀﾅｶ ﾋﾅ

1 5 526 清水 紗奈(5) 犬伏小 14.64 q 1 6 45 田中 陽菜(5) godsspeed 15.21 q
ﾔﾏﾈ ﾗﾅ ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾒﾅ

2 9 430 山根 來奈(5) 界小 15.63 q 2 9 1502 飯島 夢菜(5) 吉水小 16.02
ｵｶﾞﾜ ﾌｳｱ ﾏｷﾀ ｸﾙﾐ

3 4 42 小川 楓愛(5) godsspeed 15.67 q 3 8 428 槇田 くるみ(5) 界小 17.00
ﾔｹﾞﾀ ｻﾕ ｽﾄｳ ｱｲﾅ

4 6 1440 八下田 彩夢(5) 田沼小 15.74 q 4 4 1439 須藤 愛奈(5) 田沼小 17.14
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｵﾄﾊ ｺﾏｷﾈ ﾋﾅﾀ

5 3 1227 片柳 音羽(5) 石塚小 16.90 5 5 7 駒木根 陽葵(5) 桜小 17.50
ｲｲﾂﾞｶ ﾏｲｱ ｱﾗｷ ｻｴ

6 7 334 飯塚 まいあ(5) 植野小 17.26 OP 3 703 荒木 咲永(5) 北光陸上部 15.09
ｶｼﾞﾜﾗ ｼｽﾞﾈ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｺ

OP 8 43 梶原 滴希(5) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 14.86 OP 7 51 高橋 彩子(5) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 15.14

決 勝 

(風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾐｽﾞ ｿﾖﾅ

1 7 526 清水 紗奈(5) 犬伏小 14.37
ｲｹﾓﾘ ｺﾊﾙ

2 4 80 池守 心春(5) 足利陸上教室 14.53
ｺﾞﾐﾀ ｱｲﾅ

3 5 67 五味田 愛菜(5) 足利陸上教室 15.65
ﾀﾅｶ ﾋﾅ

4 6 45 田中 陽菜(5) godsspeed 15.72
ﾔｹﾞﾀ ｻﾕ

5 2 1440 八下田 彩夢(5) 田沼小 15.78
ﾔﾏﾈ ﾗﾅ

6 8 430 山根 來奈(5) 界小 15.81
ｱｵｷ ｸﾚｱ

7 3 415 青木 來愛(5) 界小 15.86
ｵｶﾞﾜ ﾌｳｱ

8 9 42 小川 楓愛(5) godsspeed 16.17



小学5年女子800m

9月10日 10:50 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 ｱﾔﾐ

1 6 73 菊地 彩未(5) 足利陸上教室 2:45.03
ｵｾﾞｷ ﾘｵ

2 5 72 小関 里緖(5) 足利陸上教室 2:46.24
ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾒﾅ

3 11 1502 飯島 夢菜(5) 吉水小 2:52.68
ﾄｶﾉ ｺﾄ

4 8 76 戸叶 香都(5) 足利陸上教室 2:52.91
ﾔｹﾞﾀ ﾕﾒ

5 10 1424 八下田 結萌(5) 田沼小 2:59.79
ﾃﾂﾞｶ ｺｺﾐ

6 7 48 手塚 心望(5) 落合陸上クラブ 2:59.95
ﾔｹﾞﾀ ﾘｵ

7 3 2402 八下田 莉央(5) 葛生小 3:03.90
ﾐｾｷ ﾘﾝ

8 1 419 三関 凛(5) 界小 3:04.61
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ

9 13 829 渡辺 凛(5) 旗川小 3:19.17
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲﾅ

10 4 1231 中村 芽奈(5) 石塚小 3:20.58
ﾀﾍﾞｲ ｴﾘﾝ

OP 2 73 田部井 惠鈴(5) 芝スポ歩走塾 2:43.68
ﾌﾅﾔﾏ ｻﾔｶ

OP 12 74 船山 咲弥花(5) 芝スポ歩走塾 2:46.51
ﾏﾙﾔﾏ ｴﾐﾘ

9 66 丸山 えみり(5) 足利陸上教室 DNS



小学5年女子80mH

9月10日 11:45 決 勝

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
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｵﾄﾊ

1 3 1227 片柳 音羽(5) 石塚小 19.23



小学5年女子走高跳

9月10日 10:20 決 勝

決 勝 

ﾐｾｷ ｶﾅ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 2 425 三関 花菜(5) 界小 1m10
ﾑﾗﾉ ｲﾛﾊ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

2 1 4 村野 彩羽(5) 青葉小 1m10
ﾌｸﾄﾐ ｶﾉﾝ × × ×

3 426 福富 花音(5) 界小 NM

記録 ｺﾒﾝﾄ
0m90 0m95 1m00 1m05 1m10 1m15

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
0m85

凡例  NM:記録なし



小学5年女子走幅跳

9月10日 10:50 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖﾈﾔ ﾏﾅｶ 3m26 × 3m22 3m26
1 5 1716 米屋 眞花(5) 多田小 +1.5 +1.5 +1.5

ｼｵﾊﾞﾗ ﾘｵﾝ 3m01 3m01 3m04 3m04
2 1 527 塩原 莉音(5) 犬伏小 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5

ﾌｼﾞｳ ｲﾌﾞｷ 2m83 2m71 2m87 2m87
3 4 3 藤生 夢希(5) 青葉小 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5

ﾂﾎﾞ ｸﾏﾅ × × ×
3 1230 津保 久愛(5) 石塚小 NM

ｼﾐｽﾞ ｿﾖﾅ

2 526 清水 紗奈(5) 犬伏小 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



小学6年女子100m

9月10日 09:35 予 選

9月10日 13:20 決 勝

予 選 4組0着＋8

1組 (風:+0.3) 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
ﾏﾂｵ ｻｸﾗ ｸﾜｳﾁ ﾕﾅ

1 3 49 松尾 咲良(6) あそ野義 14.57 q 1 5 77 桑内 結菜(6) 足利陸上教室 13.98 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ ｶﾈｺ ﾒｲ

2 9 601 山田 莉央(6) 犬伏東小 14.91 q 2 8 324 金子 芽生(6) 植野小 14.75 q
ｵｵﾇｷ ｻｴ ﾀｶｼﾏ ｽｽﾞ

3 8 521 大貫 紗衣(6) 犬伏小 14.93 q 3 4 6 髙島 朱々(6) 青葉小 15.23 q
ﾔﾏｶﾜ ｻﾅ ｿﾉﾍﾞ ﾐｸ

4 4 3 山川 紗奈(6) 青葉小 15.82 4 6 1221 園部 未來(6) 石塚小 15.56
ﾆﾀﾔﾏ ﾐﾁﾙ ｱﾕﾊ ﾘｺ

5 7 3 仁田山 倫瑠(6) 桜小 16.17 5 3 2 阿由葉 璃子(6) 青葉小 15.89
ﾃﾗｻｷ ﾚｷ ﾌｸﾁ ﾐﾄ

6 6 1222 寺﨑 麗希(6) 石塚小 16.22 6 9 1 福地 心湊(6) 青葉小 16.05
ｸﾛｽ ﾐﾚｲ ｶﾈｺ ｱｲｶ

OP 5 10 黒須 美怜(6) TMRC・JR 14.68 OP 7 40 金子 藍花(6) godsspeed 13.64

3組 (風:+0.8) 4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
ｸﾜﾔﾏ ﾙｳｷ ﾅｶﾞｵ ﾘｵ

1 6 4 桑山 哩衣(6) 青葉小 14.98 q 1 4 58 長尾 莉央(6) 足利陸上教室 15.28 q
ｽｷﾞﾔﾏ ﾎﾉｶ ｼﾊﾞﾀ ﾕﾗ

2 5 5 杉山 鳳乃夏(6) 桜小 15.86 2 7 5 柴田 唯楽(6) 青葉小 15.83
ｶﾄｳ ｱﾔﾈ ｲｲﾂﾞｶ ﾓﾆｶ

3 7 325 加藤 絢音(6) 植野小 16.23 3 6 328 飯塚 もにか(6) 植野小 16.01
ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾅﾐ ﾀｶﾊｼ ｻｷ

4 4 2 松本 萌奈美(6) 青葉小 16.45 4 8 404 髙橋 咲喜(6) 界小 16.06
ｶﾅｲ ﾘﾎ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵﾝ

5 8 1219 金居 里歩(6) 石塚小 16.73 5 9 4 山口 莉音(6) 青葉小 16.30
ﾅｶﾔﾏ ﾈﾈ ｲｹﾀﾞ ﾚｲｶ

OP 9 50 中山 寧々(6) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 15.42 6 5 1217 池田 麗華(6) 石塚小 17.82

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
ｸﾜｳﾁ ﾕﾅ

1 5 77 桑内 結菜(6) 足利陸上教室 14.18
ﾏﾂｵ ｻｸﾗ

2 7 49 松尾 咲良(6) あそ野義 14.47
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ

3 6 601 山田 莉央(6) 犬伏東小 14.99
ｶﾈｺ ﾒｲ

4 4 324 金子 芽生(6) 植野小 15.05
ｸﾜﾔﾏ ﾙｳｷ

5 8 4 桑山 哩衣(6) 青葉小 15.10
ｵｵﾇｷ ｻｴ

6 9 521 大貫 紗衣(6) 犬伏小 15.17
ﾅｶﾞｵ ﾘｵ

7 3 58 長尾 莉央(6) 足利陸上教室 15.31
ﾀｶｼﾏ ｽｽﾞ

8 2 6 髙島 朱々(6) 青葉小 15.43



小学6年女子800m

9月10日 10:55 決 勝

決 勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂﾉ ｼﾞｭﾝﾅ

1 9 524 津野 純菜(6) 犬伏小 2:44.60
ｶﾈﾑﾗ ｻﾔ

2 1 1418 金村 爽(6) 田沼小 2:50.17
ﾉｸﾞﾁ ﾕｱ

3 3 75 野口 結愛(6) 足利陸上教室 2:52.39
ｱｵｷ ｻﾅ

4 11 523 青木 紗奈(6) 犬伏小 2:56.21
ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ

5 2 327 田口 瑠莉(6) 植野小 2:57.98
ｱｹﾖｼ ﾒｲ

6 4 1215 明慶 芽衣(6) 石塚小 3:04.65
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｲ

7 7 201 山口 結愛(6) 天明小 3:04.97
ｶﾜﾑﾗ ｱﾔﾘ

8 8 85 川村 絢梨(6) 足利陸上教室 3:08.48
ｲｹﾀﾞ ﾚｲｶ

9 5 1217 池田 麗華(6) 石塚小 3:14.45
ｽｽﾞｷ ﾘﾏ

OP 10 71 鈴木 莉茉(6) 芝スポ歩走塾 2:36.95
ﾂﾁｻﾞﾜ ｶｴﾃﾞ

6 822 土澤 楓(6) 旗川小 DNS



小学6年女子80mH

9月10日 11:50 決 勝

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
ｲｴｽﾞﾐ ﾕﾅ

1 7 56 家住 結心(6) 足利陸上教室 14.72
ｱﾂｷ ｱﾔｻ

2 8 57 厚木 彩佐(6) 足利陸上教室 14.92
ﾄｶﾉ ｻﾗ

3 6 1223 戸叶 咲空(6) 石塚小 18.74



小学6年女子走高跳

9月10日 10:20 決 勝

決 勝 

ｶﾒｵｶ ｱﾔﾈ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 1 1420 亀岡 文音(6) 田沼小 1m20
ｵｵﾇｷ ｻｴ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 2 521 大貫 紗衣(6) 犬伏小 1m15
ｶﾅｲ ﾐｵﾝ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 7 3 金井 美穏(6) 青葉小 1m15
ｱﾕﾊ ﾘｺ ○ ○ ○ ○ × × ×

4 5 2 阿由葉 璃子(6) 青葉小 1m10
ｽｷﾞﾔﾏ ﾎﾉｶ － ○ × ○ × ○ × × ×

5 3 5 杉山 鳳乃夏(6) 桜小 1m10
ﾖﾈｸﾗ ｱﾕﾐ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

5 8 522 米倉 歩美(6) 犬伏小 1m10
ｺｽｶﾞ ｱｺ ○ ○ ○ × × ×

7 6 330 小菅 亜胡(6) 植野小 1m05
ﾃﾗｻｷ ﾚｷ ○ ○ ○ × × ×

7 10 1222 寺﨑 麗希(6) 石塚小 1m05
ｼﾉｻﾞｷ ｺｺﾈ ○ × ○ × × ×

9 4 821 篠﨑 心音(6) 旗川小 1m00
ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾙﾘ DNS

9 1501 勅使川原 琉里(6) 吉水小

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
0m95

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25
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順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾂｷ ｱﾔｻ 4m48 4m44 4m55 4m55
1 6 57 厚木 彩佐(6) 足利陸上教室 +0.3 -0.3 +0.2 +0.2

ｲｴｽﾞﾐ ﾕﾅ × 3m82 3m86 3m86
2 2 56 家住 結心(6) 足利陸上教室 -0.3 -0.2 -0.2

ｱﾗｶﾜ ｺﾄﾈ 3m68 3m73 × 3m73
3 5 2404 荒川 琴音(6) 葛生小 +0.5 -0.1 -0.1

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾝﾅ 3m55 × 3m71 3m71
4 10 2 桑原 凛夏(6) 桜小 +0.3 +0.3 +0.3

ﾔﾏｶﾜ ｻﾅ 3m43 3m20 3m67 3m67
5 4 3 山川 紗奈(6) 青葉小 +0.4 0.0 +0.1 +0.1

ﾌｸﾀﾞ ｱﾘｻ 3m42 3m24 3m30 3m42
6 8 520 福田 惟紗(6) 犬伏小 +0.5 +0.3 +0.3 +0.5

ｶﾅｲ ﾐｵﾝ 3m41 × 3m29 3m41
7 11 3 金井 美穏(6) 青葉小 +0.1 -0.1 +0.1

ﾀﾑﾗ ﾕｷ 2m50 2m61 3m27 3m27
8 3 1421 田村 優希(6) 田沼小 +0.8 +0.3 0.0 0.0

ｹﾂﾞｶ ﾅﾐ 3m18 3m02 2m80 3m18
9 7 329 毛塚 凪海(6) 植野小 +0.5 -0.3 +0.2 +0.5

ﾑﾈｲｼ ﾗｲｶ 2m94 3m06 3m17 3m17
10 9 519 宗石 來夏(6) 犬伏小 +0.3 -0.2 +0.2 +0.2

ｱｵｷ ｳﾐ 2m99 3m03 2m74 3m03
11 1 332 青木 うみ(6) 植野小 +0.3 0.0 0.0 0.0


