
日付 種目

神山 綾音 12.30(+1.9) 市川 亜澄(2) 12.34(-0.2) 関根 こころ(2) 12.39(-0.2) 福田 奈央(3) 12.47(+1.9) 福田 捺巴(2) 12.53(+1.9) 小野 真由(4) 12.59(-0.2) 二宮 音彩(1) 12.62(-0.2) 飯島 真帆(4) 12.66(+1.9)

鹿沼市役所 作新学院大 作新学院大 作新学院大 作新学院大 中央大 白鴎大足利高 作新学院大

保坂 日菜(3) 12.66(-0.2)

白鴎大足利高

市川 亜澄(2) 12.09(+2.5) 関根 こころ(2) 12.15(+2.5) 小野 真由(4) 12.41(+2.5) 福田 捺巴(2) 12.43(+2.4) 福田 奈央(3) 12.57(+2.5) 大橋 麻友(2) 12.80(+2.4) 高橋 小夜 13.20(+2.4) 神戸 美音(4) 14.40(+2.4)

作新学院大 作新学院大 中央大 作新学院大 作新学院大 作新学院大 TRAINI 東京学芸大

山本 実希(3) 13.17(-0.7) 石原 南菜(1) 13.25(-0.7) 島野 桜(1) 13.40(+3.0) 荒牧 毬菜(2) 13.43(+3.0) 関口 はな(3) 13.67(-0.7) 宮澤 亜実(2) 13.72(-0.7) 大高 真陽(3) 13.88(-0.7) 岩坂 茉依(2) 13.93(+3.0)

足利陸上ｸﾗﾌﾞ 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 清原中 佐野北中 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 佐野北中 一条中

岩坂 茉依(2) 14.17 荒井 里圭(2) 14.47

一条中 一条中

髙橋 悠(6) 14.09(-1.6) 佐山 結季子(6) 14.39(+0.8) 熊倉 有菜(6) 14.53(-1.6) 宇賀神 美羽(6) 14.68(-1.6) 片見 響(6) 14.93(-1.6) 今井 優理菜(5) 15.47(-1.6) 須藤 有咲(6) 15.91(+0.8)

華陵ｸﾗﾌﾞ TSN陸上 華陵ｸﾗﾌﾞ 華陵ｸﾗﾌﾞ 華陵ｸﾗﾌﾞ TSN陸上 TSN陸上

本橋 由衣(6) 14.39(+0.8)

TSN陸上

髙橋 悠(6) 13.68 熊倉 有菜(6) 14.23 日景 ﾚｲﾁｪﾙ(4) 14.66 厚川 茉那(4) 14.87

華陵ｸﾗﾌﾞ 華陵ｸﾗﾌﾞ RUN.jp RUN.jp

柴 凛(2) 59.08 安達 千乃(4) 1:01.32 高橋 萌(3) 1:01.74 濱野 友鈴(1) 1:05.90 齊藤 麗来(1) 1:07.73 片柳 沙弥(3) 1:08.37

作新学院大 作新学院大 作新学院大 小山西高 小山西高 佐野東高

黒岩 恭香(4) 14.21 大山 茜里 14.24 中里 百葉(2) 14.70 黒川 怜華(2) 15.36

作新学院大 佐野市役所 白鴎大足利高 白鴎大足利高

山本 実希(3) 14.53(+2.4) 石原 南菜(1) 14.77(+2.4) 髙橋 玲緒(3) 15.56(+2.4) 本田 雅(3) 16.04(+2.4) 宮澤 亜実(2) 16.19(+2.4) 島野 桜(1) 16.26(+2.4) 髙澤 奈々(2) 17.70(+1.0) 三田 遙花(2) 17.94(+1.0)

足利陸上ｸﾗﾌﾞ 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 清原中 陽東中 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 一条中 佐野高附属中

作新学院大 47.52 作新学院高 48.22

福田 捺巴(2) 倉澤 みはな(3)

福田 奈央(3) 山口 優芽(3)

関根 こころ(2) 大貫 那緒(2)

市川 亜澄(2) 五月女 光(2)

足利陸上ｸﾗﾌﾞ 52.18 陽東中 52.82 佐野高校附属中 56.37

島野 桜(1) 諸橋 空(3) 山根 百合愛(3)

山本 実希(3) 本田 雅(3) 三田 遙花(2)

宮澤 亜実(2) 松林 美羽(3) 坂本 妃織(3)

石原 南菜(1) 里井 知咲(3) 塩野 綾香(3)

華陵ｸﾗﾌﾞ 56.02 TSN陸上 59.66

宇賀神 美羽(6) 本橋 由衣(6)

髙橋 悠(6) 佐山 結季子(6)

熊倉 有菜(6) 臼井 杏奈(5)

片見 響(6) 須藤 有咲(6)

5月2日 小学女子4X100mR

中学女子100mB 
風：+2.0

5月2日 一般・高校女子400m

5月2日 中学女子4X100mR

5月2日 一般・高校女子4X100mR

5月2日
小学女子100mB 

風：+1.6

5月2日 中学女子100m

5月2日 小学女子100m

5月2日
中学女子

100mH(0.762m_8.0m)

5月2日 一般・高校女子100m

5月2日 一般・高校女子100mB

5月2日
一般・高校女子

100mH(0.838m_8.5m) 
風：+1.0

6位

5月2日

7位 8位

令和3年度第1回栃木県スプリント記録会（佐野市運動公園陸上競技場・2021/05/02）

1位 2位 3位 4位 5位



日付 種目 6位 7位 8位

令和3年度第1回栃木県スプリント記録会（佐野市運動公園陸上競技場・2021/05/02）

1位 2位 3位 4位 5位

東田 旺洋 10.40(+0.5) 茂呂 柊汰(4) 10.67(+0.5) 松嶋 伶弥(3) 10.68(+0.5) 平山 大志(2) 10.73(+1.3) 近江 清能(2) 10.78(+0.5) 稲垣 広弥(3) 10.88(+1.1) 粕尾 悠人(2) 10.94(+1.1)

栃木県ｽﾎﾟ協 作新学院大 白鴎大足利高 青山学院大 関東学園大学 作新学院大 作新学院大

櫻井 朴也(3) 10.78(+1.1)

元気寿司

東田 旺洋 10.33(+0.9) 茂呂 柊汰(4) 10.57(+0.9) 松嶋 伶弥(3) 10.69(+0.9) 近江 清能(2) 10.71(+0.9) 稲垣 広弥(3) 10.80(+1.8) ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 10.86(+1.8) 高松 克輝(4) 10.89(+1.8) 渡部 航平(3) 10.91(+1.8)

栃木県ｽﾎﾟ協 作新学院大 白鴎大足利高 関東学園大学 作新学院大 作新学院大 白鴎大 作新学院大

福田 知隼(2) 11.46(+2.0) 佐藤 空河(2) 11.48(+2.0) 鷹箸 颯太(2) 11.55(+2.0) 石見 だいや(3) 11.85(+2.0) 片見 楓(3) 11.95(+1.5) 小倉 哲也(3) 12.01(+1.9) 川上 知椰(2) 12.06(+1.9) 飯野 陽稀(2) 12.09(+2.0)

横川中 一条中 今市中 中村中 南押原中 中村中 清原中 今市中

佐藤 空河(2) 11.41 今井 尊琉(3) 12.21 齋藤 由來(2) 12.52 岩下 竣太 12.78 川村 董哉 13.35

一条中 RUN.jp 横川中 JSC 栃木陸協

中峰 ﾃｨﾑ(6) 13.83(-0.5) 天谷 絆人(6) 14.11(-0.5) 増山 颯太(6) 14.13(-0.4) 高木 幹太(6) 14.87(-0.5) 長田 伍平(5) 15.02(-0.5) 野村 要太(5) 15.54(-0.4) 石川 直哉(6) 15.60(-0.5)

華陵ｸﾗﾌﾞ TSN陸上 華陵ｸﾗﾌﾞ TSN陸上 TSN陸上 TSN陸上 TSN陸上

渡邉 暖己(6) 15.54(-0.4)

ｺｳﾛｸJr

中峰 ﾃｨﾑ(6) 13.73 増山 颯太(6) 13.90 吉田 空矢(4) 14.42 佐々木 陽太(4) 14.56 池田 夏(4) 14.77 山本 大貴(4) 15.15

華陵ｸﾗﾌﾞ 華陵ｸﾗﾌﾞ RUN.jp RUN.jp RUN.jp RUN.jp

中里 将基(3) 48.28 川野辺 涼(3) 49.79 米川 航(4) 50.49 青木 心(1) 50.81 古島 匠稀(2) 50.83 細山 祐司(2) 51.55 大橋 広夢(2) 51.79 長谷川 嵩幸 52.28

作新学院大 作新学院大 作新学院大 関東学園大学 作新学院大 高崎経済大 作新学院大 i-Link

首藤 貴之 14.70 平山 大志(2) 14.75 降矢 稀祐(3) 14.92 丸山 長輝(2) 15.22 大山 一斗(4) 15.75 伊藤 優眞(3) 15.76 小宮 一摩(2) 15.96

栃木陸協 青山学院大 作新学院大 関東学園大学 関東学園大学 小山西高 小山西高

吉里 礼(3) 16.02 片見 楓(3) 17.65 植木 美冴輝(3) 17.69 初谷 凌(3) 18.67

清原中 南押原中 ｺｳﾛｸJr 佐野高附属中

作新学院大 40.68 白鴎大 42.18

熊澤 尚央(4) 高松 克輝(4)

茂呂 柊汰(4) 櫛田 崇裕(3)

ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 添田 悠真(3)

稲垣 広弥(3) 山本 翔真(4)

今市中 47.15 佐野高校附属中 49.93

飯野 陽稀(2) 兵藤 崇人(3)

鷹箸 颯太(2) 西 晃煕(2)

渡辺 雄斗(3) 初谷 凌(3)

齋藤 定吾(3) 酒本 大雅(3)

TSN陸上A 58.58 RUN.jp 58.77 コウロクＪｒ 1:00.37 TSN陸上B 1:03.34

村田 凌唯(6) 池田 夏(4) 岩瀨 温人(5) 大森 瑛太(5)

天谷 絆人(6) 吉田 空矢(4) 渡邉 暖己(6) 小出 翔空(5)

高木 幹太(6) 山本 大貴(4) 林 嵩真(6) 野村 要太(5)

石川 直哉(6) 佐々木 陽太(4) 渡邉 雅己(6) 長田 伍平(5)

5月2日 小学男子4X100mR

5月2日 中学男子4X100mR

5月2日 一般・高校男子4X100mR

5月2日
中学男子

110mH(0.914m_9.14m) 
風：+2.0

5月2日
一般・高校男子
110mH(1.067m) 

風：+2.3

5月2日
中学男子100mB 

風：+3.8

5月2日 一般・高校男子400m

5月2日
小学男子100mB 

風：+4.0

5月2日 中学男子100m

5月2日 一般・高校男子100mB

5月2日 小学男子100m

5月2日 一般・高校男子100m



コンディション情報

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2021/05/02 10:00 晴 19.5 52.0 西南西 1.0

11:00 晴 20.0 48.0 南 2.0
12:00 晴 21.5 43.0 南西 2.2
13:00 晴 22.0 42.0 南西 2.5
14:00 晴 23.0 33.0 西 4.0
15:00 晴 23.0 31.0 西北西 4.0

3 / 30



一般・高校女子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-0.2) 2組 (風:+1.9)

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

ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ ｶﾐﾔﾏ ｱﾔﾈ

1 8 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大 12.34 1 3 8010 神山 綾音 鹿沼市役所 12.30
ｾｷﾈ ｺｺﾛ ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ

2 3 9477 関根 こころ(2) 作新学院大 12.39 2 6 9473 福田 奈央(3) 作新学院大 12.47
ｵﾉ ﾏﾕ ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ

3 6 9722 小野 真由(4) 中央大 12.59 3 5 9479 福田 捺巴(2) 作新学院大 12.53
ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾎ

4 4 3017 二宮 音彩(1) 白鴎大足利高 12.62 4 7 9472 飯島 真帆(4) 作新学院大 12.66
ﾎｻｶ ﾋﾅ ｵｵﾊｼ ﾏﾕ

5 7 5029 保坂 日菜(3) 白鴎大足利高 12.66 5 9 9476 大橋 麻友(2) 作新学院大 12.89
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ

6 9 4025 福田 菜々子(2) 白鴎大足利高 12.72 4 3018 畠中 梨好(1) 白鴎大足利高 DNS
ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶ

5 8012 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 DNS 8 3015 池田 優花(1) 白鴎大足利高 DNS

3組 (風:+1.6) 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 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾁ ﾐｻｷ ｶﾐﾔﾏ ｱﾔﾈ

1 7 4100 福地 岬 (2) 佐野高 13.07 1 8010 神山 綾音 鹿沼市役所 12.30 +1.9
ﾀｶﾊｼ ｻﾖ ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ

2 6 8029 高橋 小夜 TRAINI 13.30 2 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大 12.34 -0.2
ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ ｾｷﾈ ｺｺﾛ

3 5 4101 加藤 瞳(2) 佐野高 13.73 3 9477 関根 こころ(2) 作新学院大 12.39 -0.2
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｶ ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ

4 4 9482 小嶋 夕香(3) 作新学院大 13.81 4 9473 福田 奈央(3) 作新学院大 12.47 +1.9
ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ

5 9 4102 新井 美月(2) 佐野高 14.11 5 9479 福田 捺巴(2) 作新学院大 12.53 +1.9
ｶﾝﾍﾞ ﾐｵ ｵﾉ ﾏﾕ

6 8 9533 神戸 美音(4) 東京学芸大 14.50 6 9722 小野 真由(4) 中央大 12.59 -0.2
ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ

7 3017 二宮 音彩(1) 白鴎大足利高 12.62 -0.2
ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾎ

8 9472 飯島 真帆(4) 作新学院大 12.66 +1.9
ﾎｻｶ ﾋﾅ

8 5029 保坂 日菜(3) 白鴎大足利高 12.66 -0.2

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子100mB

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+2.5) 2組 (風:+2.4)

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

ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ

1 6 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大 12.09 1 7 9479 福田 捺巴(2) 作新学院大 12.43
ｾｷﾈ ｺｺﾛ ｵｵﾊｼ ﾏﾕ

2 4 9477 関根 こころ(2) 作新学院大 12.15 2 6 9476 大橋 麻友(2) 作新学院大 12.80
ｵﾉ ﾏﾕ ﾀｶﾊｼ ｻﾖ

3 7 9722 小野 真由(4) 中央大 12.41 3 5 8029 高橋 小夜 TRAINI 13.20
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ ｶﾝﾍﾞ ﾐｵ

4 8 9473 福田 奈央(3) 作新学院大 12.57 4 4 9533 神戸 美音(4) 東京学芸大 14.40
ｺﾃﾞﾗ ﾐｻｷ

5 8012 小寺 美沙季 宇都宮記念病院 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ

1 9478 市川 亜澄(2) 作新学院大 12.09 +2.5
ｾｷﾈ ｺｺﾛ

2 9477 関根 こころ(2) 作新学院大 12.15 +2.5
ｵﾉ ﾏﾕ

3 9722 小野 真由(4) 中央大 12.41 +2.5
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ

4 9479 福田 捺巴(2) 作新学院大 12.43 +2.4
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ

5 9473 福田 奈央(3) 作新学院大 12.57 +2.5
ｵｵﾊｼ ﾏﾕ

6 9476 大橋 麻友(2) 作新学院大 12.80 +2.4
ﾀｶﾊｼ ｻﾖ

7 8029 高橋 小夜 TRAINI 13.20 +2.4
ｶﾝﾍﾞ ﾐｵ

8 9533 神戸 美音(4) 東京学芸大 14.40 +2.4

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子100mH(0.838m_8.5m)

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

ｸﾛｲﾜ ｷｮｳｶ

1 6 9469 黒岩 恭香(4) 作新学院大 14.21
ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ

2 4 8041 大山 茜里 佐野市役所 14.24
ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾓﾊ

3 7 4023 中里 百葉(2) 白鴎大足利高 14.70
ｸﾛｶﾜ ﾚｲｶ

4 3 4019 黒川 怜華(2) 白鴎大足利高 15.36
ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ

5 9471 笹沼 若奈(4) 作新学院大 DNS
ﾀｲ ｻﾕﾘ

8 587 田井 小百合 SMBC日興 DNS
ｲﾄｳ ﾐｻｷ

9 9475 伊藤 美咲(3) 作新学院大 DNS

凡例  DNS:欠場

一般・高校女子4X100mR

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 作新学院大 9479 福田 捺巴(2) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 47.52
9473 福田 奈央(3) ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ
9477 関根 こころ(2) ｾｷﾈ ｺｺﾛ
9478 市川 亜澄(2) ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ

2 6 作新学院高 5033 倉澤 みはな(3) ｸﾗｻﾜ　ﾐﾊﾅ 48.22
5031 山口 優芽(3) ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾕﾒ
4035 大貫 那緒(2) ｵｵﾇｷ　ﾅｵ
4012 五月女 光(2) ｿｳﾄﾒ　ﾋｶﾘ

7 佐野東高 DNS



中学女子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-0.7) 2組 (風:+3.0)

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

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ ｼﾏﾉ ｻｸﾗ

1 6 2001 山本 実希(3) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 13.17 1 5 4 島野 桜(1) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 13.40
ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ ｱﾗﾏｷ ﾏﾘﾅ

2 4 1 石原 南菜(1) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 13.25 2 4 1423 荒牧 毬菜(2) 清原中 13.43
ｾｷｸﾞﾁ　ﾊﾅ ｲﾜｻｶ ﾏｲ

3 9 2265 関口 はな(3) 佐野北中 13.67 3 9 1148 岩坂 茉依(2) 一条中 13.93
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ

4 7 1383 宮澤 亜実(2) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 13.72 4 8 1094 中村 ゆきの(2) 佐野高附属中 14.30
ｵｵﾀｶ ﾏﾊﾙ ｱﾗｲ ﾘｶ

5 8 2264 大高 真陽(3) 佐野北中 13.88 5 7 1356 荒井 里圭(2) 一条中 14.30
ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ ｳﾁｷﾞ ﾐｻﾄ

5 2150 吉田 楓(3) 陽東中 DNS 6 2262 打木 美聡(3) 佐野北中 DNS

3組 (風:+1.3) 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 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｼﾛ ﾚｵﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ

1 6 1096 矢代 怜央菜(2) 佐野高附属中 14.34 1 2001 山本 実希(3) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 13.17 -0.7
ｵｵｶﾜ ﾘｻ ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ

2 4 1093 大川 りさ(2) 佐野高附属中 14.58 2 1 石原 南菜(1) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 13.25 -0.7
ｲｼﾀﾞ ｶﾚﾝ ｼﾏﾉ ｻｸﾗ

3 5 1424 石田 果蓮(2) 清原中 14.64 3 4 島野 桜(1) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 13.40 +3.0
ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾗｲ ｱﾗﾏｷ ﾏﾘﾅ

4 7 1421 相澤 美来(2) 清原中 14.90 4 1423 荒牧 毬菜(2) 清原中 13.43 +3.0
ﾔﾏｶﾜ ﾐｽﾞｷ ｾｷｸﾞﾁ　ﾊﾅ

5 8 1097 山川 瑞希(2) 佐野高附属中 15.42 5 2265 関口 はな(3) 佐野北中 13.67 -0.7
ｵｵﾆｼ ｺｺﾐ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ

6 9 1426 大西 心美(2) 清原中 16.71 6 1383 宮澤 亜実(2) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 13.72 -0.7
ｵｵﾀｶ ﾏﾊﾙ

7 2264 大高 真陽(3) 佐野北中 13.88 -0.7
ｲﾜｻｶ ﾏｲ

8 1148 岩坂 茉依(2) 一条中 13.93 +3.0

凡例  DNS:欠場

中学女子100mB

決　勝　

(風:+2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｻｶ ﾏｲ

1 6 1148 岩坂 茉依(2) 一条中 14.17
ｱﾗｲ ﾘｶ

2 5 1356 荒井 里圭(2) 一条中 14.47



中学女子100mH(0.762m_8.0m)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+2.4) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ ﾀｶｻﾞﾜ ﾅﾅ

1 4 2001 山本 実希(3) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 14.53 1 5 1360 髙澤 奈々(2) 一条中 17.70
ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ ﾐﾀ ﾊﾙｶ

2 7 1 石原 南菜(1) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 14.77 2 6 1095 三田 遙花(2) 佐野高附属中 17.94
ﾀｶﾊｼ ﾚｵ ﾑﾗﾀ ｶｵﾙｺ

3 6 2118 髙橋 玲緒(3) 清原中 15.56 3 9 1361 村田 薫子(2) 一条中 18.46
ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ ｱｸﾂ ｲﾁｺﾞ

4 8 2153 本田 雅(3) 陽東中 16.04 4 8 2116 阿久津 苺(3) 清原中 18.54
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾈ

5 5 1383 宮澤 亜実(2) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 16.19 5 4 1098 山田 文音(2) 佐野高附属中 18.82
ｼﾏﾉ ｻｸﾗ ﾅｶｻﾞﾄ ｱﾔﾉ

6 9 4 島野 桜(1) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 16.26 6 3 1003 中里 綾乃(2) 真岡西中 18.92
ｲｲﾀﾞ ｱｵｲ ｶﾄｳ ｱﾝﾅ

7 3 2117 飯田 あおい(3) 清原中 18.38 7 2 1427 加藤 杏奈(2) 清原中 19.45
ｶﾄｳ ﾕﾅ ｱｸﾂ ｱｵｲ

2 2169 加藤 佑菜(3) 葛生中 DNS 8 7 1422 阿久津 蒼(2) 清原中 19.60

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ

1 2001 山本 実希(3) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 14.53 +2.4
ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ

2 1 石原 南菜(1) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 14.77 +2.4
ﾀｶﾊｼ ﾚｵ

3 2118 髙橋 玲緒(3) 清原中 15.56 +2.4
ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ

4 2153 本田 雅(3) 陽東中 16.04 +2.4
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ

5 1383 宮澤 亜実(2) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 16.19 +2.4
ｼﾏﾉ ｻｸﾗ

6 4 島野 桜(1) 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 16.26 +2.4
ﾀｶｻﾞﾜ ﾅﾅ

7 1360 髙澤 奈々(2) 一条中 17.70 +1.0
ﾐﾀ ﾊﾙｶ

8 1095 三田 遙花(2) 佐野高附属中 17.94 +1.0

凡例  DNS:欠場

中学女子4X100mR

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 足利陸上ｸﾗﾌﾞ 4 島野 桜(1) ｼﾏﾉ ｻｸﾗ 52.18
2001 山本 実希(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ
1383 宮澤 亜実(2) ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ

1 石原 南菜(1) ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ
2 7 陽東中 2149 諸橋 空(3) ﾓﾛﾊｼ ｿﾗ 52.82

2153 本田 雅(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ
2154 松林 美羽(3) ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾐｳ
2148 里井 知咲(3) ｻﾄｲ ﾁｻｷ

3 5 佐野高校附属中 2328 山根 百合愛(3) ﾔﾏﾈ ﾕﾘｱ 56.37
1095 三田 遙花(2) ﾐﾀ ﾊﾙｶ
2325 坂本 妃織(3) ｻｶﾓﾄ ﾋｵﾘ
2326 塩野 綾香(3) ｼｵﾉ ｱﾔｶ



小学女子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-1.6) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾕｳ ｻﾔﾏ ﾕｷｺ

1 5 228 髙橋 悠(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.09 1 6 20 佐山 結季子(6) TSN陸上 14.39
ｸﾏｸﾗ ﾕﾅ ﾓﾄﾊｼ ﾕｲ

2 7 229 熊倉 有菜(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.53 1 8 21 本橋 由衣(6) TSN陸上 14.39
ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾐｳ ｽﾄｳ ｱﾘｻ

3 8 231 宇賀神 美羽(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.68 3 5 22 須藤 有咲(6) TSN陸上 15.91
ｶﾀﾐ ﾋﾋﾞｷ ｳｽｲ ｱﾝﾅ

4 4 230 片見 響(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.93 4 7 23 臼井 杏奈(5) TSN陸上 16.97
ｲﾏｲ ﾕﾘﾅ

5 6 24 今井 優理菜(5) TSN陸上 15.47

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾕｳ

1 228 髙橋 悠(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.09 -1.6
ｻﾔﾏ ﾕｷｺ

2 20 佐山 結季子(6) TSN陸上 14.39 +0.8
ﾓﾄﾊｼ ﾕｲ

2 21 本橋 由衣(6) TSN陸上 14.39 +0.8
ｸﾏｸﾗ ﾕﾅ

4 229 熊倉 有菜(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.53 -1.6
ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾐｳ

5 231 宇賀神 美羽(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.68 -1.6
ｶﾀﾐ ﾋﾋﾞｷ

6 230 片見 響(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.93 -1.6
ｲﾏｲ ﾕﾘﾅ

7 24 今井 優理菜(5) TSN陸上 15.47 -1.6
ｽﾄｳ ｱﾘｻ

8 22 須藤 有咲(6) TSN陸上 15.91 +0.8

小学女子100mB

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

ﾀｶﾊｼ ﾕｳ

1 5 228 髙橋 悠(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 13.68
ｸﾏｸﾗ ﾕﾅ

2 6 229 熊倉 有菜(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.23
ﾋｶｹﾞ　ﾚｲﾁｪﾙ

3 3 297 日景 ﾚｲﾁｪﾙ(4) RUN.jp 14.66
ｱﾂｶﾜ ﾏﾅ

4 4 296 厚川 茉那(4) RUN.jp 14.87



小学女子4X100mR

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 7 華陵ｸﾗﾌﾞ 231 宇賀神 美羽(6) ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾐｳ 56.02
228 髙橋 悠(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｳ
229 熊倉 有菜(6) ｸﾏｸﾗ ﾕﾅ
230 片見 響(6) ｶﾀﾐ ﾋﾋﾞｷ

2 6 TSN陸上 21 本橋 由衣(6) ﾓﾄﾊｼ ﾕｲ 59.66
20 佐山 結季子(6) ｻﾔﾏ ﾕｷｺ
23 臼井 杏奈(5) ｳｽｲ ｱﾝﾅ
22 須藤 有咲(6) ｽﾄｳ ｱﾘｻ



一般・高校男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　12組

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+1.1)

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

ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ

1 4 8003 東田 旺洋 栃木県ｽﾎﾟ協 10.40 1 7 8105 櫻井 朴也(3) 元気寿司 10.78
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ ｶｽｵ ﾕｳﾄ

2 6 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大 10.67 2 6 2009 粕尾 悠人(2) 作新学院大 10.94
ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ ﾈｷﾞｼ ｱｷﾋﾄ

3 7 5028 松嶋 伶弥(3) 白鴎大足利高 10.68 3 5 111 根岸 明人(4) 関東学園大学 10.96
ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ

4 2 120 近江 清能(2) 関東学園大学 10.78 4 4 645 小倉 篤人 群大TF 10.98
ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ

5 8 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 作新学院大 10.99 5 3 5026 中里 碧翔(3) 白鴎大足利高 11.00
ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ

6 9 1995 熊澤 尚央(4) 作新学院大 11.05 6 8 2005 渡部 航平(3) 作新学院大 11.00
ｵｵﾊｼ ﾀｸﾄ ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

7 3 3402 大橋 拓翔(2) 武蔵丘短大 11.14 7 2 3386 櫛田 崇裕(3) 白鴎大 11.04
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ ｵｵｶﾜﾗ ﾀｸﾄ

5 5029 松本 涼(3) 白鴎大足利高 DNS 8 9 124 大河原 拓人(1) 関東学園大学 11.11

3組 (風:+1.1) 4組 (風:+1.3)

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

ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲｼ

1 2 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大 10.88 1 1 2794 平山 大志(2) 青山学院大 10.73
ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

2 4 1994 橋本 柊(4) 作新学院大 10.99 2 9 8180 増田 健吾 佐野市役所 11.06
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾀ ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ

3 5 5030 山口 彩太(3) 白鴎大足利高 11.00 3 3 28 大石 浩貴 群馬陸協 11.11
ﾀｶﾏﾂ ｶﾂﾞｷ ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ

4 6 3393 高松 克輝(4) 白鴎大 11.03 4 5 1993 米川 航(4) 作新学院大 11.15
ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ

5 3 2010 古島 匠稀(2) 作新学院大 11.06 5 7 639 横山 尚明 群大TF 11.24
ﾇﾏﾀ ｱﾂﾑ ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ

6 7 3406 沼田 侑(2) 武蔵丘短大 11.12 6 8 8141 丸山 将 OCOSITEI 11.25
ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ

7 9 2017 大根田 翼(1) 作新学院大 11.13 7 6 650 遠藤 瑞貴 群大TF 11.40
ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾂｸﾞ

8 8 2019 久保 翼(1) 作新学院大 11.39 8 2 237 高木 俊次 東京陸協 11.60
ｱｵｷ ﾏｵ

9 4 8302 青木 慎央 栃木陸協 11.66

5組 (風:+0.6) 6組 (風:+2.0)

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

ｳｴﾉ ｿｳﾀ ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ

1 9 4036 上野 壮汰(2) 白鴎大足利高 11.09 1 2 1907 伊藤 卓 MBC 11.04
ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ ｻｲﾄｳ ｱｵｲ

2 5 2007 川野辺 涼(3) 作新学院大 11.13 2 8 5024 齋藤 蒼(3) 白鴎大足利高 11.06
ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ

3 4 2012 川上 大輝(2) 作新学院大 11.19 3 7 8055 浅子 隆一 滝沢ﾊﾑ 11.21
ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ

4 3 1042 水口 政人 TEAM HAL. 11.24 4 3 2021 山本 弥希(1) 作新学院大 11.27
ﾜｶﾅ ｹｲ ﾏｴﾀﾞ　ﾄｼｷ

5 2 8239 若菜 敬 栃木陸協 11.35 5 4 8112 前田 俊貴 栃木TFC 11.39
ﾌｼﾞﾋﾗ ﾊﾔﾄ ｵｵｷ ﾘｮｳ

6 7 5278 藤平 隼人(3) 白鴎大足利高 11.44 6 5 8107 大木 涼 栃木TFC 11.44
ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ ﾀﾚｲｼ ﾕｳｺﾞ

6 3183 野村 健太(1) 小山西高 DNS 6 3400 垂石 悠吾(2) 白鴎大 DNS
ｹﾂﾞｶ ｱｶﾙ ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

8 4039 毛塚 耀(2) 白鴎大足利高 DNS 9 507 阿部 亮太 群大TF DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　12組

7組 (風:+0.5) 8組 (風:+1.0)

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

ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ

1 6 2006 阿部 拓斗(3) 作新学院大 11.23 1 5 8240 近藤 真輝 栃木陸協 11.14
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ ｿｴﾀ ﾕｳﾏ

2 9 8056 小林 祐介 滝沢ﾊﾑ 11.26 2 2 3388 添田 悠真(3) 白鴎大 11.25
ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲﾔ ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ

3 4 118 中島 聖夜(2) 関東学園大学 11.40 3 7 8057 坂本 将希 滝沢ﾊﾑ 11.33
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ

4 8 3397 山本 翔真(4) 白鴎大 11.48 4 6 4261 藤本 夢璃(2) 佐野東高 11.42
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞﾄ

5 7 1996 中山 直紀(4) 作新学院大 11.50 5 8 2003 古澤 一杜(3) 作新学院大 11.66
ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ

6 2 5767 早川 倫弘(2) 高崎経済大 11.53 6 3 3015 竹村 陸空(1) 白鴎大足利高 11.74
ﾅﾅﾓﾘ ﾀｶｼ ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ

3 236 七森 孝之 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ DNS 7 9 2013 村上 潤(2) 作新学院大 11.83
ｽﾄｳ ｼｭｳ ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ

5 4024 須藤 史結(2) 佐野東高 DNS 8 4 3404 齋藤 響輝(2) 武蔵丘短大 11.87

9組 (風:+1.4) 10組 (風:+2.0)

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

ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ

1 4 422 髙橋 壱誓 群馬陸協 11.39 1 6 2011 佐藤 修斗(2) 作新学院大 11.27
ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ

2 5 3399 大沼 慶希(2) 白鴎大 11.53 2 7 2014 大橋 広夢(2) 作新学院大 11.38
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ ｲｶﾊﾀ ﾋｶﾙ

3 8 2004 山田 稜晟(3) 作新学院大 11.54 3 4 3010 五十畑 光(1) 白鴎大足利高 11.65
ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ ｻﾄｳ　ｼﾝﾀﾛｳ

4 6 8080 高山 修一 TRAINI 11.56 4 3 8108 佐藤 慎太郎 栃木TFC 11.81
ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ ｺｲﾃﾞ ｶﾂﾄｼ

5 7 221 宮本 義久 TEAM HAL. 11.67 5 9 8088 小出 勝利 SAC 12.49
ﾏﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ

6 9 117 侭田 佳祐(2) 関東学園大学 11.75 2 2000 井上 一真(3) 作新学院大 DNS
ｵｷﾞﾜﾗ ﾋｶﾙ ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ

7 2 8182 荻原 光 栃木TFC 11.89 5 8104 齊藤 元基 鹿沼市役所 DNS
ｵｶﾑﾗ ｱｷﾄ ｸﾎﾞ ｼｮｳ

3 4038 岡村 空都(2) 白鴎大足利高 DNS 8 1998 久保 翔(3) 作新学院大 DNS

11組 (風:+2.0) 12組 (風:+3.2)

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

ｶｻﾞﾐ ｺｳｾｲ ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｸﾄ

1 7 3013 風見 晄聖(1) 白鴎大足利高 11.64 1 6 4143 中里 拓翔(2) 小山西高 11.74
ｽｸﾞﾛ ﾀｸﾄ ｾｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ

2 6 5273 須黒 拓斗(3) 佐野東高 11.84 2 2 4136 関口 颯太(2) 小山西高 11.86
ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ

3 8 4134 加藤 健心(2) 小山西高 12.20 3 3 9174 上田 悠貴 愛知陸協名古屋 12.21
ﾆｼｸﾗ ｺｳｼﾞ ｲﾄｳ ﾚﾂ

4 5 222 西倉 鴻士 TEAM HAL. 12.40 4 4 3032 伊藤 烈(1) 佐野高 12.23
ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂｼ ｴﾂﾞﾗ ｹﾝﾀ

5 2 223 山下 哲司 TEAM HAL. 13.35 5 5 8403 江面 賢太 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.60
ｾｷﾔ ｼｮｳﾀ ﾀｶﾉ ﾖｳﾍｲ

3 3201 関谷 彰太(1) 佐野東高 DNS 6 7 8218 高野 洋平 栃木陸協 12.62
ｱﾗｲ ﾏｼｭｳ ｶﾅｲ ﾀｲﾁ

4 8084 新井 真秀 SAC DNS 7 8 5356 金井 大知(3) 白鴎大足利高 12.96
ｸﾒ ﾀｹｵ ｲｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

9 655 久米 健夫 群大TF DNS 8 9 8404 石田 祐一 栃木陸協 13.06

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子100m

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

1 8003 東田 旺洋 栃木県ｽﾎﾟ協 10.40 +0.5
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ

2 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大 10.67 +0.5
ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ

3 5028 松嶋 伶弥(3) 白鴎大足利高 10.68 +0.5
ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲｼ

4 2794 平山 大志(2) 青山学院大 10.73 +1.3
ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ

5 120 近江 清能(2) 関東学園大学 10.78 +0.5
ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ

5 8105 櫻井 朴也(3) 元気寿司 10.78 +1.1
ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ

7 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大 10.88 +1.1
ｶｽｵ ﾕｳﾄ

8 2009 粕尾 悠人(2) 作新学院大 10.94 +1.1

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子100mB

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 (風:+0.9) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ

1 6 8003 東田 旺洋 栃木県ｽﾎﾟ協 10.33 1 8 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大 10.80
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ

2 4 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大 10.57 2 2 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 作新学院大 10.86
ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ ﾀｶﾏﾂ ｶﾂﾞｷ

3 5 5028 松嶋 伶弥(3) 白鴎大足利高 10.69 3 3 3393 高松 克輝(4) 白鴎大 10.89
ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ

4 9 120 近江 清能(2) 関東学園大学 10.71 4 5 2005 渡部 航平(3) 作新学院大 10.91
ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ ｶｽｵ ﾕｳﾄ

5 2 645 小倉 篤人 群大TF 10.94 5 4 2009 粕尾 悠人(2) 作新学院大 10.93
ﾈｷﾞｼ ｱｷﾋﾄ ｵｵｶﾜﾗ ﾀｸﾄ

6 3 111 根岸 明人(4) 関東学園大学 10.95 6 6 124 大河原 拓人(1) 関東学園大学 11.00
ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ

7 7 1995 熊澤 尚央(4) 作新学院大 10.99 7 7 1994 橋本 柊(4) 作新学院大 11.05
ｵｵﾊｼ ﾀｸﾄ ﾇﾏﾀ ｱﾂﾑ

8 8 3402 大橋 拓翔(2) 武蔵丘短大 10.99 8 9 3406 沼田 侑(2) 武蔵丘短大 11.11

3組 (風:+0.6) 4組 (風:-1.8)

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

ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ

1 5 8180 増田 健吾 佐野市役所 11.00 1 7 1907 伊藤 卓 MBC 11.42
ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

2 9 28 大石 浩貴 群馬陸協 11.02 2 9 8056 小林 祐介 滝沢ﾊﾑ 11.47
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲﾔ

3 2 2006 阿部 拓斗(3) 作新学院大 11.23 3 4 118 中島 聖夜(2) 関東学園大学 11.66
ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄ ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ

4 8 1042 水口 政人 TEAM HAL. 11.24 4 6 1996 中山 直紀(4) 作新学院大 11.70
ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

5 3 8055 浅子 隆一 滝沢ﾊﾑ 11.24 5 5 507 阿部 亮太 群大TF 11.73
ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

6 4 639 横山 尚明 群大TF 11.26 6 3 5767 早川 倫弘(2) 高崎経済大 11.77
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ ﾏｴﾀﾞ　ﾄｼｷ

7 6 650 遠藤 瑞貴 群大TF 11.30 7 2 8112 前田 俊貴 栃木TFC 11.81
ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ ﾅﾅﾓﾘ ﾀｶｼ

7 3183 野村 健太(1) 小山西高 DNS 8 236 七森 孝之 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ DNS

5組 (風:+2.3) 6組 (風:+0.3)

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

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ

1 5 8240 近藤 真輝 栃木陸協 11.13 1 6 2011 佐藤 修斗(2) 作新学院大 11.52
ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ ｴﾂﾞﾗ ｹﾝﾀ

2 7 8057 坂本 将希 滝沢ﾊﾑ 11.29 2 8 8403 江面 賢太 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.88
ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ

3 8 3399 大沼 慶希(2) 白鴎大 11.51 3 3 9174 上田 悠貴 愛知陸協名古屋 12.93
ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂｼ

4 9 221 宮本 義久 TEAM HAL. 11.70 7 223 山下 哲司 TEAM HAL. DNF
ﾆｼｸﾗ ｺｳｼﾞ ｸﾒ ﾀｹｵ

5 3 222 西倉 鴻士 TEAM HAL. 12.35 4 655 久米 健夫 群大TF DNS
ｿｴﾀ ﾕｳﾏ ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ

4 3388 添田 悠真(3) 白鴎大 DNS 5 2000 井上 一真(3) 作新学院大 DNS
ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ ｲｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

6 3404 齋藤 響輝(2) 武蔵丘短大 DNS 9 8404 石田 祐一 栃木陸協 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般・高校男子100mB

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

1 8003 東田 旺洋 栃木県ｽﾎﾟ協 10.33 +0.9
ﾓﾛ ｼｭｳﾀ

2 1992 茂呂 柊汰(4) 作新学院大 10.57 +0.9
ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ

3 5028 松嶋 伶弥(3) 白鴎大足利高 10.69 +0.9
ｵｵﾐ ｷﾖﾀｶ

4 120 近江 清能(2) 関東学園大学 10.71 +0.9
ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ

5 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大 10.80 +1.8
ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ

6 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) 作新学院大 10.86 +1.8
ﾀｶﾏﾂ ｶﾂﾞｷ

7 3393 高松 克輝(4) 白鴎大 10.89 +1.8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ

8 2005 渡部 航平(3) 作新学院大 10.91 +1.8

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般・高校男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ

1 4 2001 中里 将基(3) 作新学院大 48.28 1 7 1993 米川 航(4) 作新学院大 50.49
ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ

2 6 2007 川野辺 涼(3) 作新学院大 49.79 2 8 2014 大橋 広夢(2) 作新学院大 51.79
ｱｵｷ ｼﾝ ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ

3 5 123 青木 心(1) 関東学園大学 50.81 3 4 234 長谷川 嵩幸 i-Link 52.28
ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ ｸｽﾞﾐ ｶｽﾞﾄ

4 9 2010 古島 匠稀(2) 作新学院大 50.83 4 6 8074 久住 一翔 葛生ｱｽﾘｰﾄ 52.50
ﾎｿﾔﾏ ﾕｳｼﾞ ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾏ

5 7 1989 細山 祐司(2) 高崎経済大 51.55 5 3 7119 大森 拓真 国際医療福祉大 54.87
ﾄﾖﾀ ﾚﾝ ﾅﾏｲ ﾓﾄﾑ

6 3 115 豊田 廉(2) 関東学園大学 54.67 6 9 4002 生井 求(2) 佐野高 54.96
ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾂｸﾞ ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

8 237 高木 俊次 東京陸協 DNS 5 3386 櫛田 崇裕(3) 白鴎大 DNS

3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

ｽﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ

1 7 3035 須藤 涼佑(1) 佐野高 54.05 1 2001 中里 将基(3) 作新学院大 48.28
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ

2 6 2004 山田 稜晟(3) 作新学院大 54.18 2 2007 川野辺 涼(3) 作新学院大 49.79
ｵﾊﾞﾅ ﾄﾓﾉﾘ ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ

3 5 5062 尾花 知典(3) 佐野高 57.05 3 1993 米川 航(4) 作新学院大 50.49
ﾆｼ ｱｷﾋﾛ ｱｵｷ ｼﾝ

4 3 1142 西 晃煕(2) 佐野高附属中 57.35 4 123 青木 心(1) 関東学園大学 50.81
ﾖｼﾊﾞ ﾀｹｼ ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ

5 8 8208 葭葉 剛士 栃木陸協 1:01.54 5 2010 古島 匠稀(2) 作新学院大 50.83
ﾏﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾎｿﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

4 2008 馬立 涼太朗(3) 作新学院大 DNS 6 1989 細山 祐司(2) 高崎経済大 51.55
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ

9 3397 山本 翔真(4) 白鴎大 DNS 7 2014 大橋 広夢(2) 作新学院大 51.79
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ

8 234 長谷川 嵩幸 i-Link 52.28

凡例  DNS:欠場

一般・高校男子110mH(1.067m)

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

ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1 5 8249 首藤 貴之 栃木陸協 14.70
ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲｼ

2 3 2794 平山 大志(2) 青山学院大 14.75
ﾌﾙﾔ ﾏﾋﾛ

3 6 1999 降矢 稀祐(3) 作新学院大 14.92
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｻｷ

4 8 116 丸山 長輝(2) 関東学園大学 15.22
ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞﾄ

5 7 112 大山 一斗(4) 関東学園大学 15.75
ｲﾄｳ ﾕｳﾏ

6 4 5043 伊藤 優眞(3) 小山西高 15.76
ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾏ

7 9 4137 小宮 一摩(2) 小山西高 15.96



一般・高校男子4X100mR

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 作新学院大 1995 熊澤 尚央(4) ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ 40.68
1992 茂呂 柊汰(4) ﾓﾛ ｼｭｳﾀ
2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(1) ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ
2002 稲垣 広弥(3) ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ

2 4 白鴎大 3393 高松 克輝(4) ﾀｶﾏﾂ ｶﾂﾞｷ 42.18
3386 櫛田 崇裕(3) ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
3388 添田 悠真(3) ｿｴﾀ ﾕｳﾏ
3397 山本 翔真(4) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ

5 作新学院高 3004 高橋 虎ノ介(1) ﾀｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ DQ,R3

3001 中谷 郁斗(1) ﾅｶﾀﾆ ｱﾔﾄ
3003 郡司 快晴(1) ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲｾｲ
3002 奥村 太翔(1) ｵｸﾑﾗ　ﾀﾞｲﾄ

7 佐野高 DNS

8 滝沢ハム DNS

9 佐野東高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+2.0) 2組 (風:+1.9)

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

ﾌｸﾀﾞ ﾁﾊﾔ ｵｸﾞﾗ ﾃﾂﾔ

1 7 1051 福田 知隼(2) 横川中 11.46 1 6 2085 小倉 哲也(3) 中村中 12.01
ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ

2 6 1167 佐藤 空河(2) 一条中 11.48 2 4 1176 川上 知椰(2) 清原中 12.06
ﾀｶﾉﾊｼ ｿｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

3 5 1308 鷹箸 颯太(2) 今市中 11.55 3 5 2376 渡辺 雄斗(3) 今市中 12.32
ｲﾜﾐ ﾀﾞｲﾔ ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾏ

4 9 2086 石見 だいや(3) 中村中 11.85 4 9 1305 山川 優真(2) 今市中 12.47
ｲｲﾉ ﾊﾙｷ ﾆｼ ｱｷﾋﾛ

5 3 1306 飯野 陽稀(2) 今市中 12.09 5 7 1142 西 晃煕(2) 佐野高附属中 12.67
ｼﾉﾊﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ ｻｲﾄｳ ﾕﾗ

6 8 2001 篠原 紀啓(3) 落合中 12.11 6 8 1050 齋藤 由來(2) 横川中 12.73
ﾊﾔｼ ｳﾀﾔ ｲﾜｼﾀ ｼｭﾝﾀ

7 2 2146 林 謡哉(3) 一条中 12.76 7 3 484 岩下 竣太 JSC 12.82
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ

4 2177 吉田 賢人(3) 中村中 DNS

3組 (風:+1.5) 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 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾀﾐ ｶｴﾃﾞ ﾌｸﾀﾞ ﾁﾊﾔ

1 8 2427 片見 楓(3) 南押原中 11.95 1 1051 福田 知隼(2) 横川中 11.46 +2.0
ｻｲﾄｳ ｼﾞｮｳｺﾞ ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ

2 7 2374 齋藤 定吾(3) 今市中 12.36 2 1167 佐藤 空河(2) 一条中 11.48 +2.0
ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼﾞｭｷﾔ ﾀｶﾉﾊｼ ｿｳﾀ

3 5 1214 山口 潤希也(2) 佐野北中 12.39 3 1308 鷹箸 颯太(2) 今市中 11.55 +2.0
ｳｴｷ ﾐｻｷ ｲﾜﾐ ﾀﾞｲﾔ

4 3 8274 植木 美冴輝(3) ｺｳﾛｸJr 12.57 4 2086 石見 だいや(3) 中村中 11.85 +2.0
ｻｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ ｶﾀﾐ ｶｴﾃﾞ

5 4 2336 酒本 大雅(3) 佐野高附属中 13.01 5 2427 片見 楓(3) 南押原中 11.95 +1.5
ｶﾜﾑﾗ ﾄｳﾔ ｵｸﾞﾗ ﾃﾂﾔ

6 6 55 川村 董哉 栃木陸協 13.23 6 2085 小倉 哲也(3) 中村中 12.01 +1.9
ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ

7 9 2339 兵藤 崇人(3) 佐野高附属中 13.37 7 1176 川上 知椰(2) 清原中 12.06 +1.9
ｲｲﾉ ﾊﾙｷ

8 1306 飯野 陽稀(2) 今市中 12.09 +2.0

凡例  DNS:欠場

中学男子100mB

決　勝　

(風:+3.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ

1 5 1167 佐藤 空河(2) 一条中 11.41
ｲﾏｲ ﾀｹﾙ

2 3 295 今井 尊琉(3) RUN.jp 12.21
ｻｲﾄｳ ﾕﾗ

3 6 1050 齋藤 由來(2) 横川中 12.52
ｲﾜｼﾀ ｼｭﾝﾀ

4 7 484 岩下 竣太 JSC 12.78
ｶﾜﾑﾗ ﾄｳﾔ

5 8 55 川村 董哉 栃木陸協 13.35
ﾌｸﾀﾞ ﾁﾊﾔ

4 1051 福田 知隼(2) 横川中 DNS



中学男子110mH(0.914m_9.14m)

決　勝　

(風:+2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｻﾞﾄ ﾚｲ

1 5 2120 吉里 礼(3) 清原中 16.02
ｶﾀﾐ ｶｴﾃﾞ

2 8 2427 片見 楓(3) 南押原中 17.65
ｳｴｷ ﾐｻｷ

3 4 8274 植木 美冴輝(3) ｺｳﾛｸJr 17.69
ﾊﾂｶﾞｲ ﾘｮｳ

4 6 2338 初谷 凌(3) 佐野高附属中 18.67
ﾐﾔﾃﾞﾗ ｶｲﾘ

7 1473 宮寺 恢利(2) 清原中 DNS

凡例  DNS:欠場

中学男子4X100mR

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 今市中 1306 飯野 陽稀(2) ｲｲﾉ ﾊﾙｷ 47.15
1308 鷹箸 颯太(2) ﾀｶﾉﾊｼ ｿｳﾀ
2376 渡辺 雄斗(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ
2374 齋藤 定吾(3) ｻｲﾄｳ ｼﾞｮｳｺﾞ

2 7 佐野高校附属中 2339 兵藤 崇人(3) ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 49.93
1142 西 晃煕(2) ﾆｼ ｱｷﾋﾛ
2338 初谷 凌(3) ﾊﾂｶﾞｲ ﾘｮｳ
2336 酒本 大雅(3) ｻｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ



小学男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.5) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾐﾈ ﾃｨﾑ ﾏｼﾔﾏ ｿｳﾀ

1 7 233 中峰 ﾃｨﾑ(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 13.83 1 4 232 増山 颯太(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.13
ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾝﾄ ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ

2 8 13 天谷 絆人(6) TSN陸上 14.11 2 6 12 野村 要太(5) TSN陸上 15.54
ﾀｶｷﾞ ｶﾝﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ

3 9 14 高木 幹太(6) TSN陸上 14.87 3 9 202 渡邉 暖己(6) ｺｳﾛｸJr 15.54
ﾅｶﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ

4 4 17 長田 伍平(5) TSN陸上 15.02 4 7 203 渡邉 雅己(6) ｺｳﾛｸJr 15.71
ｲｼｶﾜ ﾅｵﾔ ｲﾜｾ ﾊﾙﾄ

5 6 11 石川 直哉(6) TSN陸上 15.60 5 5 201 岩瀨 温人(5) ｺｳﾛｸJr 15.90
ｳｶﾞｼﾞﾝ ｺｳｽｹ ﾑﾗﾀ ﾉｲ

6 3 206 宇賀神 公祐(6) ｺｳﾛｸJr 15.69 6 3 15 村田 凌唯(6) TSN陸上 16.38
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ ｺｲﾃﾞ ﾄｱ

7 5 207 林 嵩真(6) ｺｳﾛｸJr 15.85 7 8 10 小出 翔空(5) TSN陸上 16.76
ﾀｶｷﾞ ｱﾗﾀ ｵｵﾓﾘ ｴｲﾀ

2 18 高木 新太(4) TSN陸上 DNS 8 2 16 大森 瑛太(5) TSN陸上 16.93

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾐﾈ ﾃｨﾑ

1 233 中峰 ﾃｨﾑ(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 13.83 -0.5
ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾝﾄ

2 13 天谷 絆人(6) TSN陸上 14.11 -0.5
ﾏｼﾔﾏ ｿｳﾀ

3 232 増山 颯太(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 14.13 -0.4
ﾀｶｷﾞ ｶﾝﾀ

4 14 高木 幹太(6) TSN陸上 14.87 -0.5
ﾅｶﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ

5 17 長田 伍平(5) TSN陸上 15.02 -0.5
ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ

6 12 野村 要太(5) TSN陸上 15.54 -0.4
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ

6 202 渡邉 暖己(6) ｺｳﾛｸJr 15.54 -0.4
ｲｼｶﾜ ﾅｵﾔ

8 11 石川 直哉(6) TSN陸上 15.60 -0.5

凡例  DNS:欠場

小学男子100mB

決　勝　

(風:+4.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾐﾈ ﾃｨﾑ

1 5 233 中峰 ﾃｨﾑ(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 13.73
ﾏｼﾔﾏ ｿｳﾀ

2 6 232 増山 颯太(6) 華陵ｸﾗﾌﾞ 13.90
ﾖｼﾀﾞ ｸｳﾔ

3 4 292 吉田 空矢(4) RUN.jp 14.42
ｻｻｷ ﾖｳﾀ

4 8 294 佐々木 陽太(4) RUN.jp 14.56
ｲｹﾀﾞ ﾅﾂ

5 3 291 池田 夏(4) RUN.jp 14.77
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

6 7 293 山本 大貴(4) RUN.jp 15.15



小学男子4X100mR

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 7 TSN陸上A 15 村田 凌唯(6) ﾑﾗﾀ ﾉｲ 58.58
13 天谷 絆人(6) ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾝﾄ
14 高木 幹太(6) ﾀｶｷﾞ ｶﾝﾀ
11 石川 直哉(6) ｲｼｶﾜ ﾅｵﾔ

2 4 RUN.jp 291 池田 夏(4) ｲｹﾀﾞ ﾅﾂ 58.77
292 吉田 空矢(4) ﾖｼﾀﾞ ｸｳﾔ
293 山本 大貴(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
294 佐々木 陽太(4) ｻｻｷ ﾖｳﾀ

3 6 コウロクＪｒ 201 岩瀨 温人(5) ｲﾜｾ ﾊﾙﾄ 1:00.37

202 渡邉 暖己(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ
207 林 嵩真(6) ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ
203 渡邉 雅己(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ

4 5 TSN陸上B 16 大森 瑛太(5) ｵｵﾓﾘ ｴｲﾀ 1:03.34

10 小出 翔空(5) ｺｲﾃﾞ ﾄｱ
12 野村 要太(5) ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ
17 長田 伍平(5) ﾅｶﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ


