
日付 種目

小森 裕一朗(6) 12.09 赤坂 優光(6) 12.87 藤田 亘(6) 13.11 村上 葵維(6) 13.20 石原 幹太(6) 13.38 大貫 偉楓(6) 13.43 長田 伍平(6) 13.48 飯塚 悠希(6) 13.50
茂木小 GR godsspeed 烏山小 大宮北小 大原間小 那須塩原Jr陸上 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 芳賀南小
髙橋 力輝斗(6) 2:57.54 大木 滉仁(6) 2:59.82 遅沢 友海(6) 3:06.12 森戸 大志(5) 3:10.80 山本 晃大(5) 3:15.47 吉原 瑠伽(5) 3:16.57 永嶋 伶(6) 3:16.97 吉田 晴翔(6) 3:18.15
さくら市陸上教室 佐野･城北小 矢板市陸上教室 落合東小 華陵ｸﾗﾌﾞ 落陸ｼﾞｭﾆｱ 茂木小 上三川Jr.
八木沢 恵(6) 13.94 宮下 凛音(6) 13.94 齋藤 倖之介(6) 14.12 大塚 貴宏(6) 14.18 功力 蒼葉(6) 14.27 増渕 優(6) 14.50 田代 陽己(6) 15.03 小出 翔空(6) 19.42
那須塩原Jr陸上 烏山小 那須塩原Jr陸上 大宮南小 那須Jr 那須陸上ｸﾗﾌﾞ さくら市陸上教室 大平陸上ｸﾗﾌﾞ
さくら市陸上教室 52.98 那須塩原Jr陸上 53.76 真岡小 54.73 godsspeed 54.91 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 56.38 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 56.74 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 56.82 大宮南小 57.09
村上 なな(5) 薄井 小羽(6) 細谷 美弘(6) 田中 陽菜(5) 梶原 滴希(5) 青山 朔人(6) 小川 結愛(6) 白水 愛莉(5)
斎藤 心羽(6) 渡邉 花惟(6) 落合 徠翔(6) 赤坂 優光(6) 豊後 聖也(6) 芝間 慈樹(6) 堤 崇温(6) 相子 真人(6)
髙橋 力輝斗(6) 八木沢 恵(6) 近藤 望愛(6) 澤田 聖良(6) 高橋 彩子(5) 高田 紗愛(6) 鈴木 七海(6) 須田 絢萌(6)
伊東 梓(6) 大貫 偉楓(6) 鈴木 壮人(6) 金子 藍花(6) 長田 伍平(6) 手塚 心結(6) 後村 宇源(5) 大森 勇輝(6)
笠井 啓至(6) 1m25 塗茂 叶大(5) 1m20 寺内 尊(6) 1m20 桑野 太賀(6) 1m15 宮川 洸星(5) 1m10
栃木中央小 那須塩原Jr陸上 大宮北小 大宮北小 菊東JSC
髙橋 圭丞(6) 4m49(-0.4) 林 海心(6) 4m45(+1.0) 相子 真人(6) 4m42(+0.1) 後村 宇源(5) 4m30(+0.6) 麻生 真羽(6) 4m25(-0.4) 篠﨑 洸希(6) 4m23(+0.3) 野村 要太(6) 4m18(+1.8) 陰井 那槻(5) 3m99(+0.5)
日光IRC 北光 大宮南小 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 大宮北小 那須塩原Jr陸上 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 宇都宮･西原小
荒関 悠世(6) 50m94 星 瞭翔(6) 49m80 山口 達也(6) 49m66 薄井 空翔(5) 46m35 北寺 夏都(6) 40m35 杉下 千浩(6) 39m27 長山 颯太(6) 39m10 相馬 悠大(6) 37m01
さくら市陸上教室 馬頭小 江川小 馬頭小 安塚小 上三川Jr. みどりが丘 那須Jr

凡例  GR:大会記録

11月6日 男女混合4X100mR

11月6日 男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

11月6日 男子走高跳

11月6日 男子走幅跳

8位

11月6日
男子100m
風：-2.3

11月6日 男子1000m

11月6日
男子80ｍH

風：+0.1

第5回栃木県小学生陸上競技大会 【22090309】
下野市立大松山運動公園陸上競技場 【94070】
2022/11/06 ～ 2022/11/06

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

日付 種目

手塚 心結(6) 13.51 金子 藍花(6) 13.86 村上 なな(5) 13.89 増渕 明歩(6) 14.06 中田 柚花(6) 14.48 伊東 梓(6) 14.56 櫻井 美咲(6) 14.65 星野 彩果(6) 14.79
那須陸上ｸﾗﾌﾞ godsspeed さくら市陸上教室 国分寺RCJr 日光IRC さくら市陸上教室 栃木第五小 日光IRC
萩原 汐音(6) 3:03.46 萩原 花音(6) 3:04.02 君島 琴莉(6) 3:09.38 栗田 こと(6) 3:15.56 吉田 紗英子(6) 3:17.05 飯塚 結菜(5) 3:18.89 古川 姫愛(5) 3:20.02 對馬 秋音(6) 3:20.52
芳賀真岡陸上 GR,TER 芳賀真岡陸上 GR 那須塩原Jr陸上 茂木小 那須塩原Jr陸上 東光 東城南小 大谷東小
須藤 心晴(6) 13.10 渡邉 花惟(6) 13.43 村山 紅丹(6) 14.00 家住 結心(6) 14.28 鈴木 利聖(6) 14.73 松元 芙羽奈(6) 14.74 須田 絢萌(6) 14.89 金枝 紗良(6) 14.97
大宮北小 那須塩原Jr陸上 大宮北小 足利陸上教室 那須陸上ｸﾗﾌﾞ さくら市陸上教室 大宮南小 さくら市陸上教室
薄井 小羽(6) 1m25 田島 優(6) 1m20 長谷川 華子(6) 1m20 鈴木 彩響(6) 1m15 福田 柚季(6) 1m10
那須塩原Jr陸上 菊東JSC 那須塩原Jr陸上 江川小 安塚小
厚木 彩佐(6) 4m60(-0.6) 松澤 彩華(6) 3m96(-0.9) 熊田 莉子(6) 3m92(-1.3) 國貞 茉凛(6) 3m90(+0.5) 菊池 陽莉(6) 3m80(0.0) 伍井 里衣奈(6) 3m77(-0.9) 仲津 愛美(6) 3m76(-2.0) 福田 莉子(6) 3m76(-1.3)
足利陸上教室 GR 栃木中央小 さくら市陸上教室 宇大附属小 安塚小 亀山小 大宮北小 日光ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
酒主 絆(6) 37m33 秋山 咲希(6) 33m73 委文 紗帆(5) 32m63 紺野 愛菜(6) 28m55 芳谷 心優(5) 27m85 宮 瑠花(6) 23m96 石塚 志帆(5) 21m84 林 彩愛(6) 21m71
日光You Go! 那須塩原Jr陸上 真岡小 上三川Jr. 北光 那須塩原Jr陸上 大田原･西原小 北光

凡例  GR:大会記録 TER:栃木県小学生記録

11月6日 女子走高跳

11月6日 女子走幅跳

11月6日 女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

8位

11月6日
女子100m
風：-1.3

11月6日 女子1000m

11月6日
女子80ｍH

風：-0.1

第5回栃木県小学生陸上競技大会 【22090309】
下野市立大松山運動公園陸上競技場 【94070】
2022/11/06 ～ 2022/11/06

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



第5回栃木県小学生陸上競技大会 【22090309】 新・タイ記録一覧表
下野市立大松山運動公園陸上競技場 【94070】 出力時刻 2022/11/06 14:43
2022/11/06 ～ 2022/11/06

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 11月6日 大会記録 男 ｼﾞｭﾆｱ 100m 決　勝 1 1 12.09 -2.3m/s 小森 裕一朗(6) 茂木小(栃　木)

2 11月6日 大会記録 女 ｼﾞｭﾆｱ 100m 予　選 6 1 13.42 0.0m/s 手塚 心結(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ(栃　木)

3 11月6日 大会記録 女 ｼﾞｭﾆｱ 1000m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 3:04.02 萩原 花音(6) 芳賀真岡陸上(栃　木)

4 11月6日 大会記録 女 ｼﾞｭﾆｱ 1000m ﾀｲﾑﾚｰｽ 3 1 3:03.46 萩原 汐音(6) 芳賀真岡陸上(栃　木)

栃木県小学生記録
5 11月6日 大会記録 女 ｼﾞｭﾆｱ 走幅跳 決　勝 1 1 4m60 -0.6m/s 厚木 彩佐(6) 足利陸上教室(栃　木)

コンディション情報

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2022/11/06 09:30 晴 16.0 50.0 北北東 0.8

10:00 晴 18.0 44.0 北東 0.5
11:00 晴 19.5 42.0 北 0.8
12:00 晴 19.5 38.0 北 0.4
13:00 晴 18.5 44.0 南 0.8
14:00 晴 18.0 40.0 南 0.4

下野市大松山陸上競技場
下野市大松山陸上競技場
下野市大松山陸上競技場

測定場所
下野市大松山陸上競技場
下野市大松山陸上競技場
下野市大松山陸上競技場



男子100m

11月6日 10:50 予　選

11月6日 13:25 決　勝

予　選　10組0着＋8

1組 (風:+1.4) 2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

ｺﾓﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ

1 4 189 小森 裕一朗(6) 茂木小 12.12 q 1 6 240 長田 伍平(6) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 13.15 q
ｻﾄｳ ﾘｸ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ

2 6 215 佐藤 凛空(6) 安塚小 13.96 2 5 155 鈴木 壮人(6) 真岡小 13.68
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｱ ﾐﾔｳﾁ ﾋﾅﾀ

3 1 289 小林 凉空(6) SAC 14.11 3 4 219 宮内 陽向(5) 東光 14.33
ﾀｶｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ ｻﾄｳ ｱﾗﾀ

4 5 207 髙澤 文太朗(6) 足利陸上教室 14.51 4 3 203 佐藤 新太(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.92
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ ｽｽﾞｷ ｿｳｽｹ

5 2 168 鈴木 駿弥(6) 間々田小 14.55 5 2 101 鈴木 壮亮(5) 国分寺RCJr 15.08
ｸﾘﾀ ﾕｲﾄ ﾋﾛｾ ｱｻｷ

6 3 151 栗田 結翔(5) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 14.91 6 7 281 広瀬 旦季(6) 矢板市陸上教室 15.23
ﾅｶｼﾞﾏ ｳｷｮｳ ｵｵﾃﾞ ﾕｷﾄ

7 7 112 中島 右喬(6) 那須Jr 15.15 7 8 159 大出 結輝斗(5) 古山RC 16.44
ｱｼﾀﾞ ﾌｳﾏ ﾋｶﾞﾉ ｴｲｽｹ

8 8 145 蘆田 楓真(6) 石橋Jr陸上 15.43 1 288 日向野 瑛介(6) SAC DNS

3組 (風:-0.5) 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

ｱｶｻｶ ﾕｳｷ ｻｲﾄｳ ｼﾝﾊﾞ

1 4 186 赤坂 優光(6) godsspeed 12.79 q 1 4 190 斎藤 心羽(6) さくら市陸上教室 13.53
ﾌｼﾞﾀ ﾜﾀﾙ ﾋｸﾞﾁ ｶﾅﾀ

2 3 231 藤田 亘(6) 烏山小 12.99 q 2 5 224 樋口 可那多(6) 日光IRC 13.67
ﾌﾞﾝｺﾞ ｾｲﾔ ｼﾊﾞﾏ ｲﾂｷ

3 6 242 豊後 聖也(6) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 13.88 3 3 277 芝間 慈樹(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 14.70
ﾄﾐﾔﾏ ﾕｳ ｶﾍﾞﾀ ﾕｳﾏ

4 5 175 冨山 結(5) 那須塩原Jr陸上 14.14 4 7 153 壁田 悠馬(5) 久下田小 15.66
ﾊﾈｲｼ ﾊﾝﾄ ﾓﾘﾔ ﾕﾒﾄ

5 2 280 羽石 絆音(6) 矢板市陸上教室 15.48 5 2 161 森谷 夢斗(6) 雀宮JRC 16.07
ﾊﾔｼ ﾔｽﾌﾐ ﾔﾏｲﾁ ﾙｷ

6 7 114 林 泰史(5) 瑞穂台小 15.60 6 262 山市 龍輝(5) 大宮北小 DNS
ｷﾈﾌﾞﾁ ﾊﾙﾄ ｱｸﾂ ｾﾞﾝ

7 8 131 杵渕 春杜(5) 北光 16.21 8 274 阿久津 善生(6) みどりが丘 DNS

5組 (風:-0.3) 6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

ｲｲﾂｶ ﾊﾙｷ ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ

1 4 122 飯塚 悠希(6) 芳賀南小 13.36 q 1 5 111 鈴木 颯斗(6) 那須Jr 14.46
ｵｵｼﾏ ﾘｭｳｶﾞ ﾜｶｲｽﾞﾐ ﾕｳｾｲ

2 5 191 大嶋 琉雅(6) さくら市陸上教室 13.94 2 6 248 若泉 佑星(6) 栃木中央小 14.47
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ ﾖｺﾔﾏ ｿｳｼ

3 6 202 佐藤 優太(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.59 3 2 264 横山 創志(5) 馬頭小 15.48
ｻﾜﾀﾞ ｾﾗ ﾊｼﾓﾄ ﾕｲｶﾞ

4 3 187 澤田 聖良(6) godsspeed 14.60 4 8 102 橋本 唯我(5) 国分寺RCJr 15.87
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ ｻﾄｳ ﾘｸ

5 8 218 長谷川 泰世(5) 東光 16.35 5 7 284 佐藤 凛空(6) U-CLUB 16.21
ﾖｼﾀﾞ ｵｳｾｲ ﾀｼﾛ ﾘｸ

2 283 吉田 旺星(6) U-CLUB DNS 3 211 田代 凌久(6) 江川小 DNS
ｵｸﾔﾏ ｿｳﾀ ｷﾑﾗ ﾕｳｷ

7 206 奥山 聡大(6) 足利陸上教室 DNS 4 255 木村 優希(6) 田沼小 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 q:記録による通過者



男子100m

11月6日 10:50 予　選

11月6日 13:25 決　勝

予　選　10組0着＋8

7組 (風:0.0) 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

ﾃﾗｳﾁ ﾀﾞｲﾁ ｲｼﾊﾗ ｶﾝﾀ

1 5 247 寺内 大智(6) 栃木中央小 13.58 1 4 147 石原 幹太(6) 大原間小 13.30 q
ｵﾁｱｲ ﾗｲﾄ ﾓﾘﾅｶﾞ ﾊﾙﾀｶ

2 6 154 落合 徠翔(6) 真岡小 13.91 2 3 164 森永 暖隆(6) もおかｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 13.73
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾄ ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ

3 3 156 小林 信仁(5) 古山RC 14.36 3 5 119 大森 勇輝(6) 大宮南小 14.30
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ ｳｼｺﾞﾒ ﾊﾙﾏ

4 2 144 斎藤 陵臣(6) 石橋Jr陸上 15.30 4 2 130 牛込 陽真(5) 北光 15.09
ｺｴﾀﾞ ｱﾕﾑ ｺﾄｸ ﾗｲｷ

5 8 275 小枝 歩夢(5) みどりが丘 16.88 5 8 200 古徳 來希(5) 亀山小 15.73
ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾙ ｲﾜﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ

4 212 中山 健(6) 江川小 DNS 6 7 171 岩松 龍之介(5) 栃木第五小 16.03
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ ﾔｸﾞﾁ ﾙｲ

7 170 山本 翔(6) 栃木第五小 DNS 6 269 谷口 琉偉(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ DNS

9組 (風:-0.4) 10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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵﾇｷ ｲﾌﾞｷ ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ

1 4 174 大貫 偉楓(6) 那須塩原Jr陸上 13.37 q 1 5 258 村上 葵維(6) 大宮北小 13.06 q
ｶﾜﾉ ﾚﾝ ﾏﾂﾔﾏ ｵｳｶﾞ

2 3 196 河野 蓮(5) 宇大附属小 13.76 2 3 265 松山 旺雅(6) 馬頭小 13.85
ｶﾝﾉ ｷｯﾍﾟｲ ｻﾀｹ ｶｲﾘ

3 5 121 菅野 桔平(5) 芳賀南小 14.07 3 4 138 佐竹 海俐(6) 上三川Jr. 14.15
ﾀｼﾛ ﾘｮｳｶﾞ ﾂﾂﾐ ｼｵﾝ

4 2 137 田代 凌雅(6) 上三川Jr. 15.20 4 8 268 堤 崇温(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 14.55
ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲﾀ ｼﾉｻﾞｷ ｼｭﾝ

5 8 204 小林 永卓(5) 津田ｽﾎﾟｰﾂ 15.57 5 6 197 篠﨑 駿(5) 宇大附属小 15.17
ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ ﾂﾁﾀﾞ ﾄｳﾏ

6 6 160 池田 紘人(6) 雀宮JRC 15.63 6 2 220 土田 柊真(5) 鹿沼東小 18.43
ｲｶﾞﾗｼ ｿﾗ ｼﾝﾐｮｳ ｶｲﾙ

7 167 五十嵐 蒼来(6) 間々田小 DNS 7 149 新名 海琉(5) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ DNS

決　勝　

(風:-2.3)

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 4 189 小森 裕一朗(6) 茂木小 12.09 GR
ｱｶｻｶ ﾕｳｷ

2 3 186 赤坂 優光(6) godsspeed 12.87
ﾌｼﾞﾀ ﾜﾀﾙ

3 5 231 藤田 亘(6) 烏山小 13.11
ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ

4 6 258 村上 葵維(6) 大宮北小 13.20
ｲｼﾊﾗ ｶﾝﾀ

5 7 147 石原 幹太(6) 大原間小 13.38
ｵｵﾇｷ ｲﾌﾞｷ

6 2 174 大貫 偉楓(6) 那須塩原Jr陸上 13.43
ﾅｶﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ

7 8 240 長田 伍平(6) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 13.48
ｲｲﾂｶ ﾊﾙｷ

8 1 122 飯塚 悠希(6) 芳賀南小 13.50

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 q:記録による通過者



男子1000m

11月6日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ﾓﾘﾄ ﾀｲｼ ﾀｶﾊｼ ﾘｷﾄ

1 12 238 森戸 大志(5) 落合東小 3:10.80 1 9 193 髙橋 力輝斗(6) さくら市陸上教室 2:57.54
ﾅｶﾞｼﾏ ﾚｲ ｵｵｷ ｱｷﾋﾄ

2 14 188 永嶋 伶(6) 茂木小 3:16.97 2 15 198 大木 滉仁(6) 佐野･城北小 2:59.82
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｼﾏ ﾕｳﾄ

3 11 139 吉田 晴翔(6) 上三川Jr. 3:18.15 3 16 256 嶋 悠翔(5) 大宮北小 3:21.30
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ ｲｼﾔﾏ ｶｹﾙ

4 8 249 萩原 祐煕(6) 栃木中央小 3:20.83 4 13 173 石山 天翔(5) 芝野ｽﾎﾟｰﾂ 3:23.13
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ｵﾉﾀﾞ ﾐﾅﾄ

5 5 107 渡邉 厘太郎(6) 那須Jr 3:21.45 5 12 179 小野田 湊斗(5) 那須塩原Jr陸上 3:24.08
ﾅｶﾞﾀ コウガ ｹﾂﾞｶ ﾅｵｷ

6 9 235 永田 煌芽(6) 横川西小 3:23.28 6 8 127 毛塚 直輝(5) 野木小 3:27.50
ｶﾝ ﾊﾔﾄ ｺﾞﾄｳ ｷｮｳﾍｲ

7 4 267 管 勇人(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 3:26.99 7 4 125 後藤 恭平(5) 益子JRC 3:31.14
ｾｷﾈ ｵｳｲﾁﾛｳ ｷｸｵｶ ｱｽﾑ

8 6 257 関根 桜一郎(5) 大宮北小 3:32.90 8 10 227 菊岡 明日向(6) 日光ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 3:32.41
ﾀｲ ﾐｽﾞｷ ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾔ

9 2 209 田井 瑞季(6) 猪倉小 3:37.21 9 5 250 橋本 朋弥(5) 栃木中央小 3:35.52
ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼ

10 15 158 島田 翔平(5) 古山RC 3:39.91 10 2 210 島田 祐志(5) 猪倉小 3:36.25
ｲｼﾑﾗ ﾘｮｳ ﾃﾂﾞｶ ﾐｽﾞｷ

11 10 208 石村 亮(5) 足利陸上教室 3:42.11 11 6 237 手塚 康輔(6) 落合東小 3:45.26
ﾌｸﾀﾞ ﾕｲﾄ ｲｹﾀﾞ ﾎﾀｶ

12 16 243 福田 唯斗(5) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 3:43.51 12 11 163 池田 歩岳(5) 白沢小 4:00.40
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ ｱｷﾔﾏ ｼｭｳ

13 13 287 渡辺 航輝(5) U-CLUB 4:04.28 13 7 103 秋山 脩(5) 国分寺RCJr 4:16.93
ｷﾑﾗ ﾕｳｾｲ ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ

14 3 104 木村 悠誠(5) 国分寺RCJr 4:05.42 14 14 133 田中 翔太(5) 北光 4:57.45
ｶﾗｻﾜ ﾄﾜ ﾊｯﾄﾘ ｶﾅﾃﾞ

15 17 228 柄沢 音輪(6) 日光ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 4:05.81 1 157 服部 奏(5) 古山RC DNS
ｸﾛｻｷ ｻﾄｼ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

1 126 黒崎 哲史(5) 益子西小 DNS 3 136 佐藤 匠(5) 豊郷南小 DNS
ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ ｲﾉ ﾀｲｼ

7 152 上野 陽翔(6) 久下田小 DNS 17 169 猪野 太伊史(6) 間々田小 DNS
ｲﾄｲ ﾏﾋﾄ

18 291 糸井 雅人(6) 菊東JSC DNS

凡例  DNS:欠場



男子1000m

11月6日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

ｵｿｻﾞﾜ ﾕｳ ﾀｶﾊｼ ﾘｷﾄ

1 12 282 遅沢 友海(6) 矢板市陸上教室 3:06.12 1 193 髙橋 力輝斗(6) さくら市陸上教室 2:57.54
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ ｵｵｷ ｱｷﾋﾄ

2 16 201 山本 晃大(5) 華陵ｸﾗﾌﾞ 3:15.47 2 198 大木 滉仁(6) 佐野･城北小 2:59.82
ﾖｼﾊﾗ ﾙｶ ｵｿｻﾞﾜ ﾕｳ

3 4 236 吉原 瑠伽(5) 落陸ｼﾞｭﾆｱ 3:16.57 3 282 遅沢 友海(6) 矢板市陸上教室 3:06.12
ｲﾅｶﾞﾜ ｶｲ ﾓﾘﾄ ﾀｲｼ

4 8 178 稲川 櫂(5) 那須塩原Jr陸上 3:20.39 4 238 森戸 大志(5) 落合東小 3:10.80
ﾄﾘｲ ﾋﾛﾀｶ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ

5 7 166 鳥居 大空(6) 東城南小 3:21.36 5 201 山本 晃大(5) 華陵ｸﾗﾌﾞ 3:15.47
ｵｵｼﾏ ｱﾕｷ ﾖｼﾊﾗ ﾙｶ

6 17 165 大島 歩樹(5) もおかｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 3:22.96 6 236 吉原 瑠伽(5) 落陸ｼﾞｭﾆｱ 3:16.57
ﾜｸ ｱｵﾊﾞ ﾅｶﾞｼﾏ ﾚｲ

7 15 194 和久 葵波(6) さくら市陸上教室 3:26.61 7 188 永嶋 伶(6) 茂木小 3:16.97
ｲﾄｳ ｿｳﾔ ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ

8 10 110 伊藤 颯哉(5) 那須Jr 3:35.79 8 139 吉田 晴翔(6) 上三川Jr. 3:18.15
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁﾄ

9 9 124 渡邉 一登(5) 益子JRC 3:36.60
ﾋｹﾞﾀ ﾕｳ

10 6 239 日下田 結(6) 昭和小 3:41.02
ｶｼﾜｻﾞｷ ﾐﾂﾞｷ

11 14 205 柏﨑 瑞月(5) 津田ｽﾎﾟｰﾂ 3:50.12
ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ

12 11 221 野澤 勇太(5) 鹿沼東小 3:52.96
ｳﾒﾔﾏ ﾄﾓｷ

13 1 246 梅山 友樹(5) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 4:08.98
ﾔﾅｼﾏ ﾋﾅﾀ

14 13 146 梁島 燈向(6) 石橋Jr陸上 4:15.66
ｳﾌﾞｶﾀ ﾀｸ

15 3 135 産形 拓来(5) 北光 5:11.58
ｸﾛｷ ﾕｳ

2 232 黒木 遊(6) 烏山小 DNS
ﾓﾘｼﾏ ｶｲﾄ

5 115 森島 魅音(5) 瑞穂台小 DNS

凡例  DNS:欠場



男子80ｍH

11月6日 13:15 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

ﾔｷﾞｻﾜ ﾒｸﾞﾑ

1 4 177 八木沢 恵(6) 那須塩原Jr陸上 13.94
ﾐﾔｼﾀ ﾘｵ

2 5 234 宮下 凛音(6) 烏山小 13.94
ｻｲﾄｳ ｺｳﾉｽｹ

3 6 176 齋藤 倖之介(6) 那須塩原Jr陸上 14.12
ｵｵﾂｶ ﾀｶﾋﾛ

4 7 116 大塚 貴宏(6) 大宮南小 14.18
ｸﾇｷﾞ ｱｵﾊﾞ

5 3 106 功力 蒼葉(6) 那須Jr 14.27
ﾏｽﾌﾞﾁ ﾕｳ

6 8 278 増渕 優(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 14.50
ﾀｼﾛ ﾊﾙｷ

7 2 192 田代 陽己(6) さくら市陸上教室 15.03
ｺｲﾃﾞ ﾄｱ

8 1 148 小出 翔空(6) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 19.42



男女混合4X100mR

11月6日 09:30 予　選

11月6日 14:30 決　勝

予　選　4組0着＋8

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 4 さくら市陸上教室 579 村上 なな(5) ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 53.42 1 4 日光IRC 223 髙橋 圭丞(6) ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ 58.05
190 斎藤 心羽(6) ｻｲﾄｳ ｼﾝﾊﾞ q 620 中田 柚花(6) ﾅｶﾀ ﾕｽﾞﾊ
193 髙橋 力輝斗(6) ﾀｶﾊｼ ﾘｷﾄ 621 星野 彩果(6) ﾎｼﾉ ｲﾛﾊ
578 伊東 梓(6) ｲﾄｳ ｱｽﾞｻ 224 樋口 可那多(6) ﾋｸﾞﾁ ｶﾅﾀ

2 5 栃木中央小 640 佐藤 心音(6) ｻﾄｳ ｺｺﾈ 58.39 2 5 上三川Jr. 532 高実子 詞音(5) ﾀｶｼﾞﾂｺ ｼｵﾝ 58.65
645 吉田 詩紡奏(6) ﾖｼﾀﾞ ｼﾎｶ 137 田代 凌雅(6) ﾀｼﾛ ﾘｮｳｶﾞ
254 若松 司真(6) ﾜｶﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 528 秋山 葵音(6) ｱｷﾔﾏ ｱｵﾈ
247 寺内 大智(6) ﾃﾗｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 138 佐竹 海俐(6) ｻﾀｹ ｶｲﾘ

3 6 国分寺RCJr 102 橋本 唯我(5) ﾊｼﾓﾄ ﾕｲｶﾞ 58.66 3 7 雀宮JRC 162 川上 恵壱(5) ｶﾜｶﾐ ｹｲｲﾁ 1:00.11

502 金子 凛莉(5) ｶﾈｺ ﾘﾘ 549 知久 琴音(6) ﾁｸ ｺﾄﾈ
101 鈴木 壮亮(5) ｽｽﾞｷ ｿｳｽｹ 548 金子 涼那(6) ｶﾈｺ ｽｽﾞﾅ
501 増渕 明歩(6) ﾏｽﾌﾞﾁ ｱｷﾎ 160 池田 紘人(6) ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ

4 3 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 151 栗田 結翔(5) ｸﾘﾀ ﾕｲﾄ 1:00.49 4 6 宇大附属小 197 篠﨑 駿(5) ｼﾉｻﾞｷ ｼｭﾝ 1:00.27

538 今井 優理菜(6) ｲﾏｲ ﾕﾘﾅ 196 河野 蓮(5) ｶﾜﾉ ﾚﾝ
539 臼井 杏奈(6) ｳｽｲ ｱﾝﾅ 605 松岡 芽花(5) ﾏﾂｵｶ ﾒｲｶ
148 小出 翔空(6) ｺｲﾃﾞ ﾄｱ 587 國貞 茉凛(6) ｸﾆｻﾀﾞ ﾏﾘﾝ

5 7 鹿沼東小 222 加藤 裕葵(5) ｶﾄｳ ﾕｳｷ 1:05.28 5 2 北光 522 林 彩愛(6) ﾊﾔｼ ｻﾗ 1:04.34

616 藤江 舞花(5) ﾌｼﾞｴ ﾏﾊﾅ 129 吉原 丈瑠(6) ﾖｼﾊﾗ ﾀｹﾙ
221 野澤 勇太(5) ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 521 柏谷 優依(6) ｶｼﾜﾔ ﾕｲ
617 近藤 あかり(5) ｺﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 128 林 海心(6) ﾊﾔｼ ｶｲﾘ

2 みどりが丘 DNS 3 石橋Jr陸上 DNS

8 菊東JSC DNS 8 SAC DNS

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 5 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 276 青山 朔人(6) ｱｵﾔﾏ ｻｸﾄ 56.06 1 4 那須塩原Jr陸上 568 薄井 小羽(6) ｳｽｲ ｺﾊﾅ 53.80
277 芝間 慈樹(6) ｼﾊﾞﾏ ｲﾂｷ q 564 渡邉 花惟(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｲ q
676 高田 紗愛(6) ﾀｶﾀﾞ ｻﾗ 177 八木沢 恵(6) ﾔｷﾞｻﾜ ﾒｸﾞﾑ
675 手塚 心結(6) ﾃﾂｶ ﾐﾕ 174 大貫 偉楓(6) ｵｵﾇｷ ｲﾌﾞｷ

2 3 大宮南小 513 白水 愛莉(5) ｼﾛﾐｽﾞ ｱｲﾘ 56.08 2 3 真岡小 544 細谷 美弘(6) ﾎｿﾔ ﾐﾋﾛ 54.68
118 相子 真人(6) ｱｲｺ ﾏﾅﾄ q 154 落合 徠翔(6) ｵﾁｱｲ ﾗｲﾄ q
510 須田 絢萌(6) ｽﾀﾞ ｱﾔﾒ 543 近藤 望愛(6) ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｱ
119 大森 勇輝(6) ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 155 鈴木 壮人(6) ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ

3 4 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 663 小川 結愛(6) ｵｶﾞﾜ ﾕｱ 56.45 3 2 godsspeed 576 田中 陽菜(5) ﾀﾅｶ ﾋﾅ 54.80
268 堤 崇温(6) ﾂﾂﾐ ｼｵﾝ q 186 赤坂 優光(6) ｱｶｻｶ ﾕｳｷ q
662 鈴木 七海(6) ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾐ 187 澤田 聖良(6) ｻﾜﾀﾞ ｾﾗ
271 後村 宇源(5) ｱﾄﾑﾗ ｳｹﾞﾝ 574 金子 藍花(6) ｶﾈｺ ｱｲｶ

4 7 東光 613 飯塚 結菜(5) ｲｲﾂﾞｶ ﾕﾅ 1:00.82 4 6 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 636 梶原 滴希(5) ｶｼﾞﾜﾗ ｼｽﾞﾈ 55.41
614 澤﨑 杏菜(5) ｻﾜｻｷ ｱﾝﾅ 242 豊後 聖也(6) ﾌﾞﾝｺﾞ ｾｲﾔ q
218 長谷川 泰世(5) ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 638 高橋 彩子(5) ﾀｶﾊｼ ｻﾔｺ
219 宮内 陽向(5) ﾐﾔｳﾁ ﾋﾅﾀ 240 長田 伍平(6) ﾅｶﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ

5 6 古山RC 158 島田 翔平(5) ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 1:02.21 5 5 日光You Go! 226 成島 陸斗(5) ﾅﾘｼﾏ ﾘｸﾄ 58.39
546 菊田 凛(6) ｷｸﾀ ﾘﾝ 624 高谷 咲希(5) ﾀｶﾔ ｻｷ
547 髙山 莉瑚(6) ﾀｶﾔﾏ ﾘｺ 225 柳沢 大翔(6) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾄ
156 小林 信仁(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾄ 623 斎藤 海結(6) ｻｲﾄｳ ﾐﾕ

6 2 日光ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 227 菊岡 明日向(6) ｷｸｵｶ ｱｽﾑ 1:02.58 7 矢板市陸上教室 280 羽石 絆音(6) ﾊﾈｲｼ ﾊﾝﾄ DQ,T3

229 小倉 大輝(5) ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 681 大島 沙耶(5) ｵｵｼﾏ ｻﾔ
626 長田 実夕(6) ﾅｶﾞﾀ ﾐﾕ 279 鈴木 琉平(6) ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾍｲ
627 福田 莉子(6) ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ 679 渡邉 陽菜(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T3:(R163-3(b))縁石のうえ、内側ﾗｲﾝ上またはその内側を走った q:記録による通過者



男女混合4X100mR

11月6日 09:30 予　選

11月6日 14:30 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 さくら市陸上教室 579 村上 なな(5) ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 52.98
190 斎藤 心羽(6) ｻｲﾄｳ ｼﾝﾊﾞ
193 髙橋 力輝斗(6) ﾀｶﾊｼ ﾘｷﾄ
578 伊東 梓(6) ｲﾄｳ ｱｽﾞｻ

2 5 那須塩原Jr陸上 568 薄井 小羽(6) ｳｽｲ ｺﾊﾅ 53.76
564 渡邉 花惟(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｲ
177 八木沢 恵(6) ﾔｷﾞｻﾜ ﾒｸﾞﾑ
174 大貫 偉楓(6) ｵｵﾇｷ ｲﾌﾞｷ

3 3 真岡小 544 細谷 美弘(6) ﾎｿﾔ ﾐﾋﾛ 54.73
154 落合 徠翔(6) ｵﾁｱｲ ﾗｲﾄ
543 近藤 望愛(6) ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｱ
155 鈴木 壮人(6) ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ

4 6 godsspeed 576 田中 陽菜(5) ﾀﾅｶ ﾋﾅ 54.91
186 赤坂 優光(6) ｱｶｻｶ ﾕｳｷ
187 澤田 聖良(6) ｻﾜﾀﾞ ｾﾗ
574 金子 藍花(6) ｶﾈｺ ｱｲｶ

5 7 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 636 梶原 滴希(5) ｶｼﾞﾜﾗ ｼｽﾞﾈ 56.38
242 豊後 聖也(6) ﾌﾞﾝｺﾞ ｾｲﾔ
638 高橋 彩子(5) ﾀｶﾊｼ ｻﾔｺ
240 長田 伍平(6) ﾅｶﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ

6 8 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 276 青山 朔人(6) ｱｵﾔﾏ ｻｸﾄ 56.74
277 芝間 慈樹(6) ｼﾊﾞﾏ ｲﾂｷ
676 高田 紗愛(6) ﾀｶﾀﾞ ｻﾗ
675 手塚 心結(6) ﾃﾂｶ ﾐﾕ

7 2 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 663 小川 結愛(6) ｵｶﾞﾜ ﾕｱ 56.82
268 堤 崇温(6) ﾂﾂﾐ ｼｵﾝ
662 鈴木 七海(6) ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾐ
271 後村 宇源(5) ｱﾄﾑﾗ ｳｹﾞﾝ

8 1 大宮南小 513 白水 愛莉(5) ｼﾛﾐｽﾞ ｱｲﾘ 57.09
118 相子 真人(6) ｱｲｺ ﾏﾅﾄ
510 須田 絢萌(6) ｽﾀﾞ ｱﾔﾒ
119 大森 勇輝(6) ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T3:(R163-3(b))縁石のうえ、内側ﾗｲﾝ上またはその内側を走った q:記録による通過者



男子走高跳

11月6日 12:00 決　勝

決　勝　

ｶｻｲ ｹｲｼ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 6 251 笠井 啓至(6) 栃木中央小 1m25
ﾇｼﾓ ｶﾅﾀ ○ ○ ○ × × ×

2 1 181 塗茂 叶大(5) 那須塩原Jr陸上 1m20
ﾃﾗｳﾁ ﾀｹﾙ ○ ○ × ○ × × ×

3 3 261 寺内 尊(6) 大宮北小 1m20
ｸﾜﾉ ﾀｲｶﾞ ○ × × ○ × × ×

4 8 260 桑野 太賀(6) 大宮北小 1m15
ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｾｲ ○ × × ×

5 9 292 宮川 洸星(5) 菊東JSC 1m10
ﾃﾗｳﾁ ｱﾔﾄ × × ×

2 120 寺内 彬人(5) 大宮南小 NM
ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾄ r

4 290 岩田 竜刀(6) 菊東JSC NM
ｶﾏﾀ ｵｳｽｹ × × ×

5 180 鎌田 旺介(6) 那須塩原Jr陸上 NM
ｱﾏｶﾞｲ ｿﾗ r

7 172 天海 大空(5) 栃木第五小 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
1m25 1m30

記録 ｺﾒﾝﾄ所属
1m10 1m15 1m20

凡例  NM:記録なし



男子走幅跳

11月6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

ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ 4m30 4m34 4m26 4m21 4m49 4m28 4m49
1 16 223 髙橋 圭丞(6) 日光IRC -0.7 +0.9 +0.6 -0.7 -0.4 -0.2 -0.4

ﾊﾔｼ ｶｲﾘ 4m26 4m31 4m45 4m35 × 4m29 4m45
2 26 128 林 海心(6) 北光 -0.3 -0.1 +1.0 -0.2 -1.3 +1.0

ｱｲｺ ﾏﾅﾄ 4m42 4m39 4m10 4m16 4m26 × 4m42
3 19 118 相子 真人(6) 大宮南小 +0.1 +0.5 -0.1 -0.9 -0.2 +0.1

ｱﾄﾑﾗ ｳｹﾞﾝ 4m00 4m30 4m01 3m98 4m15 4m20 4m30
4 22 271 後村 宇源(5) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ -0.5 +0.6 0.0 -1.2 -1.5 -0.4 +0.6

ｱｿｳ ｼﾝﾊﾞ 4m03 3m96 4m02 3m89 3m95 4m25 4m25
5 7 259 麻生 真羽(6) 大宮北小 0.0 +1.1 -0.4 -2.1 -0.4 -0.4 -0.4

ｼﾉｻﾞｷ ｺｳｷ 4m23 4m11 × × × 3m86 4m23
6 4 182 篠﨑 洸希(6) 那須塩原Jr陸上 +0.3 +1.1 -0.6 +0.3

ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ 3m94 × 4m18 2m44 × 4m09 4m18
7 25 241 野村 要太(6) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ +0.2 +1.8 -2.0 -1.6 +1.8

ｲﾏｲ ﾅﾂｷ 3m83 3m99 3m87 3m69 3m80 3m87 3m99
8 17 123 陰井 那槻(5) 宇都宮･西原小 +0.1 +0.5 +0.4 -1.0 0.0 -0.5 +0.5

ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｷ × 3m92 × 3m92
9 24 183 土屋 和輝(5) 那須塩原Jr陸上 +0.3 +0.3

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾄ 3m43 3m62 3m84 3m84
10 10 225 柳沢 大翔(6) 日光You Go! +0.1 +0.2 +0.3 +0.3

ﾉﾅｶ ﾖｼﾋﾄ 2m98 3m79 3m27 3m79
11 3 252 野中 由士(6) 栃木中央小 -0.5 +0.7 +0.6 +0.7

ﾅﾘｼﾏ ﾘｸﾄ 3m11 × 3m78 3m78
12 28 226 成島 陸斗(5) 日光You Go! +0.2 +1.2 +1.2

ｲｷ ﾊﾔﾄ 3m66 3m55 3m41 3m66
13 12 113 壹岐 隼(5) 瑞穂台小 +0.2 -0.2 +1.5 +0.2

ｷﾑﾗ ｶﾝｻﾞﾝ × 3m63 3m52 3m63
14 6 214 木村 観山(6) 昭和小 +1.0 -0.3 +1.0

ｺﾐﾈ ｹｲｽｹ 3m62 3m54 3m33 3m62
15 27 285 小峰 佳典(6) U-CLUB 0.0 -0.2 +1.4 0.0

ｵｵﾓﾘ ｴｲﾀ 3m14 × 3m62 3m62
16 14 245 大森 瑛太(5) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ +0.2 +1.4 +1.4

ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 3m53 × × 3m53
17 5 229 小倉 大輝(5) 日光ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.1 +0.1

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾜ 3m45 × 3m30 3m45
18 13 132 鈴木 優羽(5) 北光 -0.3 +1.3 -0.3

ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞﾝ 3m44 × 3m40 3m44
19 11 117 大久保 神(6) 大宮南小 +0.1 +1.4 +0.1

ﾖｼﾑﾗ ｺｳｾｲ 3m36 3m39 3m29 3m39
20 2 270 吉村 康星(5) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ -0.9 +1.0 +1.0 +1.0

ｱｵﾔﾏ ｻｸﾄ 3m34 3m37 3m35 3m37
21 8 276 青山 朔人(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 0.0 +0.4 +0.4 +0.4

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾏ × 3m25 3m36 3m36
22 1 140 小笠原 和真(6) 上三川Jr. +0.3 +0.5 +0.5

ｶﾄｳ ﾕｳｷ 2m96 3m04 3m04 3m04
23 21 222 加藤 裕葵(5) 鹿沼東小 -0.3 +0.9 -0.6 +0.9

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 3m04 2m95 2m98 3m04
24 29 105 若林 尚汰(5) 国分寺RCJr +0.4 +1.0 +0.9 +0.4

ｸﾛｻｷ ｹｲﾉｽｹ 2m95 2m87 × 2m95
25 23 199 黒﨑 恵之介(5) 亀山小 -0.1 +0.2 -0.1

ﾀｶｷﾞ ｱﾗﾀ 1m95 2m20 2m14 2m20
26 20 150 高木 新太(5) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ +0.2 +0.6 -0.1 +0.6

ｻｲﾄｳ ﾊﾙ r
9 233 齋藤 陽(6) 烏山小 NM

ﾀﾞｲﾓﾝ ﾊﾙﾄ r
15 272 大門 悠翔(6) みどりが丘 NM

ｵｵｼﾛ ﾋｲﾛ r
18 253 大城 光彩(6) 栃木中央小 NM

凡例  NM:記録なし



男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

11月6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

ｱﾗｾﾞｷ ﾕｳｾｲ 〇 〇

1 3 195 荒関 悠世(6) さくら市陸上教室 50m94 50m94 50m94

ﾎｼ ｱｷﾄ 〇

2 18 266 星 瞭翔(6) 馬頭小 × 49m80 49m80 49m80

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 〇 〇

3 13 213 山口 達也(6) 江川小 49m66 49m66 49m66

ｳｽｲ ｸｳﾄ 〇 〇

4 4 263 薄井 空翔(5) 馬頭小 46m35 46m35 46m35

ｷﾀﾃﾞﾗ ﾅﾂ 〇 〇

5 14 216 北寺 夏都(6) 安塚小 40m35 40m35 40m35

ｽｷﾞｼﾀ ﾁﾋﾛ 〇 〇

6 11 141 杉下 千浩(6) 上三川Jr. 39m27 39m27 39m27

ﾅｶﾞﾔﾏ ｿｳﾀ 〇 〇

7 6 273 長山 颯太(6) みどりが丘 39m10 39m10 39m10

ｿｳﾏ ﾊﾙｷ 〇

8 17 108 相馬 悠大(6) 那須Jr 37m01 × 37m01 37m01

ｵｵﾓﾘ ﾏﾂﾘ 〇 〇

9 8 109 大森 祭(5) 那須Jr 36m99 36m99 36m99

ﾀｹﾊﾗ ｹﾝﾄ 〇 〇

10 19 217 竹原 健斗(6) 安塚小 36m62 36m62 36m62

ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 〇

11 1 134 福田 匠(5) 北光 × 32m72 32m72 32m72

ﾋﾔﾏ ｻﾈｱｷ 〇 〇

12 5 230 樋山 実義(5) 烏山小 32m16 32m16 32m16

ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 〇 〇

13 7 244 加藤 光晟(5) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 31m59 31m59 31m59

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾍｲ 〇 〇

14 10 279 鈴木 琉平(6) 矢板市陸上教室 28m64 28m64 28m64

ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾀ 〇

15 12 143 篠原 佑太(6) 城山西小 × 27m37 27m37 27m37

ﾖｼﾊﾗ ﾀｹﾙ

16 16 129 吉原 丈瑠(6) 北光 × 26m00 × 26m00 26m00

ｳｴｷ ｼｭｳﾔ 〇 〇

17 2 185 植木 柊哉(5) 那須塩原Jr陸上 23m62 23m62 23m62

ｻｶﾓﾄ ﾊｸｴｲ 〇 〇

18 9 142 坂本 珀瑛(6) 上三川Jr. 23m32 23m32 23m32

ｶﾈﾀﾞ ｿｳｼ 〇 〇

19 15 184 金田 蒼史(6) 那須塩原Jr陸上 16m74 16m74 16m74

ﾄｻｷ ﾐﾂﾉﾘ

20 286 戸崎 益徳(5) U-CLUB r NM

凡例  NM:記録なし



女子100m

11月6日 11:40 予　選

11月6日 13:30 決　勝

予　選　10組0着＋8

1組 (風:-1.5) 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

ﾏｽﾌﾞﾁ ｱｷﾎ ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｱ

1 6 501 増渕 明歩(6) 国分寺RCJr 14.13 q 1 3 543 近藤 望愛(6) 真岡小 14.85
ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾊﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ

2 3 551 飯塚 実花(6) もおかｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 14.71 2 7 661 山田 莉央(6) 犬伏東小 15.06
ﾀｶﾔ ｻｷ ﾀｶﾊｼ ｻﾔｺ

3 7 624 高谷 咲希(5) 日光You Go! 15.47 3 5 638 高橋 彩子(5) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 15.81
ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｶ ｼﾛﾐｽﾞ ｱｲﾘ

4 2 563 水沼 夏花(5) 那須塩原Jr陸上 15.59 4 6 513 白水 愛莉(5) 大宮南小 15.88
ﾃﾂｶ ﾁﾕｲ ｺﾞﾐﾀ ｱｲﾅ

5 4 672 手塚 千結(5) 大内東小 15.74 5 4 596 五味田 愛菜(5) 足利陸上教室 15.92
ﾋﾗｲｼ ｻｷ ﾊﾝﾀﾞ ﾉﾊﾙ

6 5 607 平石 咲妃(6) 安塚小 16.59 2 674 半田 乃春(5) みどりが丘 DNS
ｵｵﾊｼ ﾕｳﾅ ﾀﾅｶ ｶﾉ

7 8 657 大橋 優那(5) 二杉橋陸上ｸﾗﾌﾞ 17.17 8 534 田中 花野(6) 石橋Jr陸上 DNS

3組 (風:+0.5) 4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

ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ ﾎｼﾉ ｲﾛﾊ

1 3 579 村上 なな(5) さくら市陸上教室 13.67 q 1 5 621 星野 彩果(6) 日光IRC 14.42 q
ｻｲﾄｳ ﾐﾕ ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳｶ

2 5 623 斎藤 海結(6) 日光You Go! 15.18 2 4 658 岡田 涼花(6) 馬頭小 14.89
ｲﾏｲ ﾕﾘﾅ ｾｵ ﾘﾉ

3 6 538 今井 優理菜(6) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ 15.26 3 7 631 瀬尾 梨乃(6) ゆいの杜小 15.13
ｽｽﾞｷ ｺﾊﾙ ﾊﾈｲｼ ﾘﾘｱ

4 2 629 鈴木 小晴(6) 烏山小 15.62 4 6 671 羽石 莉吏愛(5) 大内東小 15.23
ｲｻﾞﾜ ｶﾝﾅ ｻﾄｳ ｺｺﾈ

5 7 527 伊澤 栞菜(6) 上三川Jr. 15.63 5 3 640 佐藤 心音(6) 栃木中央小 15.43
ﾀﾅｶ ﾋﾅ ｶﾈｺ ｽｽﾞﾅ

6 4 576 田中 陽菜(5) godsspeed 15.71 6 8 548 金子 涼那(6) 雀宮JRC 16.05
ﾄﾁｷﾞ ｾｱ ﾃﾗｵ ﾋﾅ

7 8 514 栃木 星愛(5) 大宮南小 18.17 7 2 615 寺尾 日菜(5) 東光 17.59

5組 (風:+0.9) 6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

ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ ﾃﾂｶ ﾐﾕ

1 3 553 櫻井 美咲(6) 栃木第五小 14.28 q 1 4 675 手塚 心結(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 13.42 GR q
ﾁｸ ｺﾄﾈ ﾎｿﾔ ﾐﾋﾛ

2 6 549 知久 琴音(6) 雀宮JRC 15.04 2 7 544 細谷 美弘(6) 真岡小 14.63
ｶｼﾞﾜﾗ ｼｽﾞﾈ ｱｷﾔﾏ ｱｵﾈ

3 4 636 梶原 滴希(5) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 15.05 3 3 528 秋山 葵音(6) 上三川Jr. 14.94
ｲｼｶﾜ ﾘﾉ ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ

4 5 541 石川 璃乃(6) 長田小 15.21 4 6 669 吉澤 芽依(6) U-CLUB 15.56
ｳﾁ ﾕｲﾅ ｺｼﾞﾏ ホノカ

5 7 619 内 結菜(6) 陽東小 15.97 5 5 648 小島 愛加(6) 明治小 15.81
ｻｸﾗｵｶ ﾅｵ ｱｸﾂ ﾕｳｶ

6 8 680 桜岡 奈央(6) 矢板市陸上教室 16.14 6 2 523 阿久津 結加(5) 北光 16.43
ﾌｼﾞｴ ﾏﾊﾅ ﾏﾂｵ ｻｸﾗ

7 2 616 藤江 舞花(5) 鹿沼東小 16.73 8 682 松尾 咲良(6) SAC DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 q:記録による通過者



女子100m

11月6日 11:40 予　選

11月6日 13:30 決　勝

予　選　10組0着＋8

7組 (風:-0.1) 8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

ﾅｶﾀ ﾕｽﾞﾊ ｲﾄｳ ｱｽﾞｻ

1 3 620 中田 柚花(6) 日光IRC 13.98 q 1 4 578 伊東 梓(6) さくら市陸上教室 14.20 q
ｼﾐｽﾞ ｿﾖﾅ ｲｹﾓﾘ ｺﾊﾙ

2 8 683 清水 紗奈(5) SAC 14.45 2 3 595 池守 心春(5) 足利陸上教室 14.86
ｲｹｻﾞﾜ ｱｶﾘ ｱﾍﾞ ﾐｺﾄ

3 7 554 池澤 明(5) 栃木第五小 14.72 3 5 562 阿部 みこと(5) 那須塩原Jr陸上 14.96
ｱﾗｷ ｻｴ ｻﾄｳ ﾊﾙｶ

4 6 524 荒木 咲永(5) 北光 15.12 4 6 601 佐藤 晴香(6) 江川小 15.36
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ

5 2 679 渡邉 陽菜(6) 矢板市陸上教室 15.60 5 7 540 柏原 美優(6) 久下田小 16.15
ｶﾜｲ ﾕﾒ ｺﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ

6 4 589 河合 優芽(6) 亀山小 15.74 6 2 617 近藤 あかり(5) 鹿沼東小 16.82
ﾂｶﾊﾗ ﾕｲ

5 606 塚原 結愛(6) 安塚小 DNS

9組 (風:+0.4) 10組 (風:-1.6)

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

ｶﾈｺ ｱｲｶ ｵｶﾞﾜ ﾕｱ

1 4 574 金子 藍花(6) godsspeed 13.61 q 1 3 663 小川 結愛(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 14.98
ﾃﾂｶ ｶﾚﾝ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｵ

2 3 603 手塚 花恋(6) 江川小 15.29 2 6 653 松本 里桜(6) 大宮北小 15.13
ﾀｶﾀﾞ ｻﾗ ﾈﾓﾄ ﾎﾉｶ

3 6 676 高田 紗愛(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 15.31 3 5 673 根本 歩乃花(6) みどりが丘 15.30
ｻﾜｻｷ ｱﾝﾅ ｶﾈｺ ﾘﾘ

4 5 614 澤﨑 杏菜(5) 東光 15.37 4 4 502 金子 凛莉(5) 国分寺RCJr 15.68
ﾌｼﾞｲ ｻﾗ ｶｹﾞﾔﾏ ｻﾅ

5 2 535 藤井 咲良(6) 石橋Jr陸上 15.84 5 2 509 影山 紗奈(6) 瑞穂台小 15.86
ｻﾄｳ ﾄｱ ｵｵｼﾀ ﾆﾅ

6 7 641 佐藤 音愛(5) 栃木中央小 16.62 6 7 591 大下 虹七(6) 津田ｽﾎﾟｰﾂ 16.40

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

ﾃﾂｶ ﾐﾕ

1 4 675 手塚 心結(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 13.51
ｶﾈｺ ｱｲｶ

2 5 574 金子 藍花(6) godsspeed 13.86
ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ

3 3 579 村上 なな(5) さくら市陸上教室 13.89
ﾏｽﾌﾞﾁ ｱｷﾎ

4 7 501 増渕 明歩(6) 国分寺RCJr 14.06
ﾅｶﾀ ﾕｽﾞﾊ

5 6 620 中田 柚花(6) 日光IRC 14.48
ｲﾄｳ ｱｽﾞｻ

6 8 578 伊東 梓(6) さくら市陸上教室 14.56
ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ

7 2 553 櫻井 美咲(6) 栃木第五小 14.65
ﾎｼﾉ ｲﾛﾊ

8 1 621 星野 彩果(6) 日光IRC 14.79

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 q:記録による通過者



女子1000m

11月6日 12:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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 ｶﾉﾝ ｸﾘﾀ ｺﾄ

1 9 659 萩原 花音(6) 芳賀真岡陸上 3:04.02 GR 1 11 577 栗田 こと(6) 茂木小 3:15.56
ｷﾐｼﾏ ｺﾄﾘ ﾖｼﾀﾞ ｻｴｺ

2 4 566 君島 琴莉(6) 那須塩原Jr陸上 3:09.38 2 4 567 吉田 紗英子(6) 那須塩原Jr陸上 3:17.05
ｲｲﾂﾞｶ ﾕﾅ ｽｽﾞｷ ﾘﾏ

3 2 613 飯塚 結菜(5) 東光 3:18.89 3 6 560 鈴木 莉茉(6) 芝野ｽﾎﾟｰﾂ 3:23.59
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾒｱ ｶﾜﾑﾗ ｱｲﾘ

4 10 552 古川 姫愛(5) 東城南小 3:20.02 4 16 542 川村 愛梨(6) 長田小 3:25.71
ﾂｼﾏ ｼｵﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐｶ

5 5 516 對馬 秋音(6) 大谷東小 3:20.52 5 1 608 渡部 史香(6) 安塚小 3:33.59
ｲｲﾀﾞ ｺｺﾅ ｵｻﾞﾜ ﾘｱ

6 11 632 飯田 心菜(6) 落陸ｼﾞｭﾆｱ 3:28.04 6 14 518 小澤 莉愛(6) 益子JRC 3:36.37
ｷｸﾁ ｱﾐ ﾑﾗｾ ﾕｳﾅ

7 7 598 菊地 彩未(5) 足利陸上教室 3:31.36 7 10 582 村瀬 友菜(5) さくら市陸上教室 3:40.31
ｻｲﾄｳ ﾐﾕ ﾅｶﾞﾀ ﾐﾕ

8 14 651 斉藤 心結(6) 大宮北小 3:37.96 8 3 626 長田 実夕(6) 日光ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 3:42.45
ｵｸﾞﾗ ﾅﾂﾐ ﾅｶﾉ ﾕｲ

9 3 556 小倉 夏実(6) 栃木第五小 3:42.04 9 7 644 中野 結依(6) 栃木中央小 3:43.17
ﾎｼﾉ ｱｺ ﾜｸｲ ﾘｵ

10 1 519 星野 愛來(6) 益子西小 3:44.62 10 5 639 和久井 梨生(5) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 3:45.43
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋｲﾛ ｸｼﾞﾗ ｱｶﾘ

11 16 622 出口 陽彩(5) 日光IRC 3:46.69 11 15 530 鯨 灯(5) 上三川Jr. 3:46.46
ｽｽﾞｷ ｻﾔ ﾃﾂｶ ｺｺﾐ

12 6 618 鈴木 咲陽(5) 鹿沼東小 3:48.00 12 2 633 手塚 心望(5) 落陸ｼﾞｭﾆｱ 3:47.82
ｷｸﾀ ﾘﾝ ｻｶﾓﾄ ﾒｲﾅ

13 12 546 菊田 凛(6) 古山RC 3:54.99 13 8 520 坂本 明菜(6) 益子西小 3:55.83
ｳｽｲ ﾕｽﾞｷ ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾘﾉｱ

14 17 685 臼井 柚姫(6) 菊東JSC 3:55.44 14 9 592 宇賀神 莉亜(6) 津田ｽﾎﾟｰﾂ 4:01.85
ﾖｺﾂﾞｶ ﾐﾐ ﾃﾂｶ ｾﾘﾅ

15 8 583 横塚 美々(6) さくら市陸上教室 3:57.20 15 12 600 手塚 芹奈(5) 江川小 4:06.21
ｶﾄｳ ｱｲﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ

16 15 637 加藤 愛哩(5) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 4:01.19 13 505 山口 夏未(6) 国分寺RCJr DNS
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ

13 599 高橋 莉奈(5) 猪倉小 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 TER:栃木県小学生記録



女子1000m

11月6日 12:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｵﾝ ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｵﾝ GR,TER
1 10 660 萩原 汐音(6) 芳賀真岡陸上 3:03.46 GR,TER 1 660 萩原 汐音(6) 芳賀真岡陸上 3:03.46

ｶｻｲ ﾉｱ ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾉﾝ GR
2 6 529 笠井 望愛(6) 上三川Jr. 3:28.99 2 659 萩原 花音(6) 芳賀真岡陸上 3:04.02

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘﾅ ｷﾐｼﾏ ｺﾄﾘ

3 1 508 仲村 柚里奈(5) 大山小 3:30.38 3 566 君島 琴莉(6) 那須塩原Jr陸上 3:09.38
ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾞｭﾘ ｸﾘﾀ ｺﾄ

4 15 652 永島 潤里(6) 大宮北小 3:31.36 4 577 栗田 こと(6) 茂木小 3:15.56
ｶﾀｵｶ ﾅﾅ ﾖｼﾀﾞ ｻｴｺ

5 13 517 片岡 南菜(6) 益子JRC 3:31.94 5 567 吉田 紗英子(6) 那須塩原Jr陸上 3:17.05
ﾔﾅｷ ｱﾕﾐ ｲｲﾂﾞｶ ﾕﾅ

6 4 670 梁木 歩美(6) 大内東小 3:33.29 6 613 飯塚 結菜(5) 東光 3:18.89
ﾌﾅﾔﾏ ｻﾔｶ ﾌﾙｶﾜ ﾋﾒｱ

7 14 561 船山 咲弥花(5) 芝野ｽﾎﾟｰﾂ 3:34.10 7 552 古川 姫愛(5) 東城南小 3:20.02
ﾀｶﾔﾏ ﾘｺ ﾂｼﾏ ｼｵﾝ

8 2 547 髙山 莉瑚(6) 古山RC 3:36.69 8 516 對馬 秋音(6) 大谷東小 3:20.52
ｲﾅ ﾂﾊﾞｻ

9 8 557 伊奈 つばさ(5) 栃木第五小 3:37.31
ｷﾓﾄ ｱﾕﾐ

10 5 666 木本 愛弓(5) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 3:37.49
ｵｵﾀﾆ ﾕｲ

11 12 609 大谷 由衣(6) 安塚小 3:40.79
ｶﾈﾑﾗ ｻﾔ

12 3 647 金村 爽(6) 田沼小 3:45.26
ｵｾﾞｷ ﾘｵ

13 11 597 小関 里緖(5) 足利陸上教室 3:46.87
ｳｼｵﾀﾞ ﾘﾘｱ

14 16 634 潮田 莉々綺(5) 落合東小 3:50.33
ｶﾈｺ ｱｲﾘ

15 7 506 金子 愛梨(5) 国分寺RCJr 4:00.97
ｻｲﾀﾞ ｱｹﾐ

16 9 512 斉田 明美(6) 大宮南小 4:55.98

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 TER:栃木県小学生記録



女子80ｍH

11月6日 10:40 予　選

11月6日 13:20 決　勝

予　選　2組0着＋8

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｲ ｽﾄｳ ｺﾊﾙ

1 3 564 渡邉 花惟(6) 那須塩原Jr陸上 13.35 q 1 4 649 須藤 心晴(6) 大宮北小 13.23 q
ﾑﾗﾔﾏ ﾍﾞﾆ ｶﾅｴﾀﾞ ｻﾗ

2 5 650 村山 紅丹(6) 大宮北小 13.93 q 2 7 580 金枝 紗良(6) さくら市陸上教室 14.59 q
ｲｴｽﾞﾐ ﾕﾅ ｽｽﾞｷ ﾘｾ

3 4 594 家住 結心(6) 足利陸上教室 14.22 q 3 3 678 鈴木 利聖(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 14.95 q
ｽﾀﾞ ｱﾔﾒ ｽﾀﾞ ﾜｶﾅ

4 6 510 須田 絢萌(6) 大宮南小 14.64 q 4 8 511 須田 和香那(6) 大宮南小 14.97
ﾏﾂﾓﾄ ﾌｳﾅ ﾜｷﾀ ﾕｳﾅ

5 8 581 松元 芙羽奈(6) さくら市陸上教室 14.77 q 5 5 642 脇田 優菜(6) 栃木中央小 16.01
ｺｴﾂﾞｶ ｻﾂｷ ｵｵｼﾏ ｻﾔ

6 2 643 肥塚 紗月(5) 栃木中央小 15.04 6 2 681 大島 沙耶(5) 矢板市陸上教室 18.40
ｺｲｹ ﾘｵ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾈﾈ

7 1 590 小池 莉桜(6) 亀山小 16.17 7 6 565 萩原 寧々(6) 那須塩原Jr陸上 19.09
ﾐﾔﾎﾞﾘ ﾕﾂﾞｷ

8 7 555 宮堀 優月(6) 栃木第五小 16.20

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

ｽﾄｳ ｺﾊﾙ

1 5 649 須藤 心晴(6) 大宮北小 13.10
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｲ

2 3 564 渡邉 花惟(6) 那須塩原Jr陸上 13.43
ﾑﾗﾔﾏ ﾍﾞﾆ

3 4 650 村山 紅丹(6) 大宮北小 14.00
ｲｴｽﾞﾐ ﾕﾅ

4 6 594 家住 結心(6) 足利陸上教室 14.28
ｽｽﾞｷ ﾘｾ

5 1 678 鈴木 利聖(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 14.73
ﾏﾂﾓﾄ ﾌｳﾅ

6 2 581 松元 芙羽奈(6) さくら市陸上教室 14.74
ｽﾀﾞ ｱﾔﾒ

7 8 510 須田 絢萌(6) 大宮南小 14.89
ｶﾅｴﾀﾞ ｻﾗ

8 7 580 金枝 紗良(6) さくら市陸上教室 14.97

凡例  q:記録による通過者



女子走高跳

11月6日 10:30 決　勝

決　勝　

ｳｽｲ ｺﾊﾅ － ○ ○ × × ○ × r

1 2 568 薄井 小羽(6) 那須塩原Jr陸上 1m25
ﾀｼﾞﾏ ﾕｳ － ○ ○ × × ×

2 7 684 田島 優(6) 菊東JSC 1m20
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾅｺ ○ × ○ × × ○ × × ×

3 5 569 長谷川 華子(6) 那須塩原Jr陸上 1m20
ｽｽﾞｷ ｱﾔﾈ × ○ × ○ × × ×

4 4 602 鈴木 彩響(6) 江川小 1m15
ﾌｸﾀﾞ ﾕｽﾞｷ ○ × × ×

5 6 610 福田 柚季(6) 安塚小 1m10
ｵｵﾌﾞﾁ ｱｽﾞｻ × × ×

1 630 大渕 杏紗(6) 烏山小 NM
ｳｽｲ ｱﾝﾅ × × ×

3 539 臼井 杏奈(6) 大平陸上ｸﾗﾌﾞ NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
1m25 1m30

記録 ｺﾒﾝﾄ所属
1m10 1m15 1m20

凡例  NM:記録なし



女子走幅跳

11月6日 12:00 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
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 4m54 4m58 4m60 4m55 × 4m53 4m60
1 9 593 厚木 彩佐(6) 足利陸上教室 0.0 -0.7 -0.6 -0.6 -2.1 -0.6

ﾏﾂｻﾞﾜ ｻｴｶ 3m54 3m92 3m78 3m66 3m82 3m96 3m96
2 23 646 松澤 彩華(6) 栃木中央小 +1.6 -1.3 0.0 -0.5 -1.3 -0.9 -0.9

ｸﾏﾀﾞ ﾘｺ 3m92 × 3m52 3m49 3m32 3m83 3m92
3 27 584 熊田 莉子(6) さくら市陸上教室 -1.3 +0.5 -0.2 -2.5 -0.5 -1.3

ｸﾆｻﾀﾞ ﾏﾘﾝ 3m87 3m90 3m79 × 3m62 3m90 3m90
4 19 587 國貞 茉凛(6) 宇大附属小 +0.2 +0.5 -1.3 -2.0 +0.5 +0.5

ｷｸﾁ ﾋﾏﾘ 3m65 3m80 × 3m50 3m63 3m51 3m80
5 20 611 菊池 陽莉(6) 安塚小 +0.5 0.0 -0.7 -2.8 -0.3 0.0

ｲﾂｲ ﾘｲﾅ 3m77 3m67 3m43 3m58 3m42 3m38 3m77
6 30 588 伍井 里衣奈(6) 亀山小 -0.9 -0.8 -0.9 +0.5 -0.7 -0.5 -0.9

ﾅｶﾂ ﾏﾅﾐ 3m76 3m53 3m65 3m75 3m58 3m64 3m76
7 28 654 仲津 愛美(6) 大宮北小 -2.0 -0.8 +1.6 +1.4 -1.0 -1.1 -2.0

ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ × 3m61 3m72 3m62 3m45 3m76 3m76
8 26 627 福田 莉子(6) 日光ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -0.9 0.0 +0.8 -0.6 -1.3 -1.3

ｱﾗｶﾜ ﾘｺ 3m70 3m57 2m98 3m70
9 6 612 荒川 理子(6) 安塚小 +0.5 +0.3 -0.3 +0.5

ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾝ 3m46 3m69 3m64 3m69
10 1 677 黒田 由音(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ +1.0 +0.1 -0.6 +0.1

ｼﾉﾊﾗ ｱﾔﾒ 3m64 3m28 3m67 3m67
11 29 525 篠原 彩芽(5) 北光 -1.6 -0.1 +0.1 +0.1

ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾐ × × 3m66 3m66
12 4 662 鈴木 七海(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ -0.6 -0.6

ﾓﾘﾄ ｺｺﾅ 3m64 × 3m36 3m64
13 31 503 森戸 心菜(6) 国分寺RCJr 0.0 -1.1 0.0

ﾋﾗﾔﾏ ﾒｲ × 3m46 3m59 3m59
14 32 507 平山 芽依(6) 那須Jr -1.8 -1.0 -1.0

ﾀｶｼﾞﾂｺ ｼｵﾝ × 3m46 3m45 3m46
15 18 532 高実子 詞音(5) 上三川Jr. +0.4 -1.8 +0.4

ﾓﾘﾔﾏ ﾘｺ 3m36 3m32 3m45 3m45
16 14 655 森山 葵心(6) 大宮北小 -1.2 -0.4 +1.4 +1.4

ｵｵﾇｷ ｾﾅ 3m40 3m23 3m30 3m40
17 17 571 大沼 聖奈(5) 那須塩原Jr陸上 +0.2 -0.7 -0.6 +0.2

ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾅ 3m17 3m29 3m01 3m29
18 3 504 山中 陽菜(6) 国分寺RCJr +0.3 +0.5 -1.0 +0.5

ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵ × 3m17 3m26 3m26
19 22 668 長谷川 菜緖(6) 昭和小 -0.5 -1.2 -1.2

ｶｼﾜﾔ ﾕｲ 3m16 × 3m24 3m24
20 7 521 柏谷 優依(6) 北光 +0.5 -1.3 -1.3

ｲｹﾀﾞ ﾕｲ 2m99 3m22 2m62 3m22
21 25 664 池田 結泉(6) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ +0.3 -1.0 +0.1 -1.0

ｵｵﾂｷ ﾏﾕ × 3m12 3m08 3m12
22 16 537 大槻 万結(6) 大田原･西原小 -0.3 +1.0 -0.3

ｼﾏﾀﾞ ﾅﾉﾊ × 2m95 3m12 3m12
23 2 656 嶋田 なのは(5) 二杉橋陸上ｸﾗﾌﾞ +0.3 -1.2 -1.2

ﾀﾅｶ ﾐｷ 2m76 3m10 2m89 3m10
24 11 628 田中 美久(5) 日光ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -2.4 -1.1 -0.1 -1.1

ｲﾜﾏﾂ ﾘﾉｱ × 2m69 3m05 3m05
25 10 558 岩松 莉乃愛(6) 栃木第五小 -1.8 +0.4 +0.4

ｼﾊﾞﾀ ｲﾘﾅｱｷ 2m95 2m95 2m96 2m96
26 8 604 柴田 衣理夏ｱｷ(5) 睦小 -0.2 -0.8 -0.2 -0.2

ﾏﾂｵｶ ﾒｲｶ 2m32 2m73 2m76 2m76
27 13 605 松岡 芽花(5) 宇大附属小 -1.7 -0.2 +0.2 +0.2

ｲｲﾂﾞｶ ﾏﾅｶ × 2m63 × 2m63
28 33 515 飯塚 麻奈加(5) 大宮南小 -1.3 -1.3

ｱﾗｶﾞﾈ ﾐﾕ 2m41 2m53 2m46 2m53
29 24 559 荒金 未悠(5) 栃木第五小 +0.2 -0.5 -0.2 -0.5

ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ r
5 531 吉田 美咲(6) 上三川Jr. NM

ﾅｶﾔﾏ ﾈﾈ r
12 635 中山 寧々(6) 栃木ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ NM

ﾆｼﾔﾏ ﾜｶﾅ r
15 585 西山 和花菜(6) さくら市陸上教室 NM

ｵｷﾞﾜﾗ ｱｲﾐ r
21 570 荻原 愛心(6) 那須塩原Jr陸上 NM

凡例  NM:記録なし



女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

11月6日 12:00 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
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

ｻｶﾇｼ ｷｽﾞﾅ 〇 〇

1 7 625 酒主 絆(6) 日光You Go! 37m33 37m33 37m33

ｱｷﾔﾏ ｻｷ 〇 〇

2 9 572 秋山 咲希(6) 那須塩原Jr陸上 33m73 33m73 33m73

ｼﾄﾞﾘ ｻﾎ 〇 〇

3 6 545 委文 紗帆(5) 真岡小 32m63 32m63 32m63

ｺﾝﾉ ｱｲﾅ 〇 〇

4 2 533 紺野 愛菜(6) 上三川Jr. 28m55 28m55 28m55

ﾖｼﾔ ﾐｭｳ 〇 〇

5 5 526 芳谷 心優(5) 北光 27m85 27m85 27m85

ﾐﾔ ﾙｶ

6 3 573 宮 瑠花(6) 那須塩原Jr陸上 × 23m96 × 23m96 23m96

ｲｼﾂﾞｶ ｼﾎ 〇 〇

7 11 536 石塚 志帆(5) 大田原･西原小 21m84 21m84 21m84

ﾊﾔｼ ｻﾗ 〇 〇

8 8 522 林 彩愛(6) 北光 21m71 21m71 21m71

ﾐｳﾗ ﾁｶ 〇 〇

9 4 586 三浦 智椛(6) さくら市陸上教室 19m53 19m53 19m53

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｸ 〇 〇

10 1 665 若林 柚歩(5) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ 16m59 16m59 16m59

ｲｲﾉ ｽｽﾞｶ

10 667 飯野 涼風(5) 陽南陸上ｸﾗﾌﾞ r NM

凡例  NM:記録なし


