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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
５０ｍ 10/7 板垣  星那(1)  8.65/-1.8

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ・東京

ﾇﾜｴﾒ  ｼﾞｮｼｭｱ(1)  8.92/-1.8

A.F.T.C.・東京

平田  慎吉(1)  9.05/-1.8

江戸取小・茨城

榊原  成那(1)  9.08/-1.8

赤坂小・東京

佐々木  元澄(1)  9.10/-1.8

草加ジュニア・埼玉

水田  蒼(1)  9.43/-1.8

RUN.jp・埼玉

岸  樹吹(1)  9.55/-1.8

青山学院初等部・東京

加藤  颯介(1)  9.98/-1.8

ワールウインド・神奈川

男子1
年

５０ｍ 10/7 宍倉  遙馬(2)  8.66/-3.2

東葛RC・千葉

近藤  直(2)  8.71/-3.2

RUN.jp・埼玉

篠塚  倖志朗(2)  8.71/-3.2

IJR・千葉

鎌田  健矢(2)  8.72/-3.2

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ・東京

松岡  晶佑(2)  8.73/-3.2

ワールウインド・神奈川

ﾗﾌﾞﾉ  ﾃﾞｰﾋﾞｽ(2)  8.75/-3.2

SLRC・東京

早瀬  舜(2)  8.77/-3.2

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ・東京

小森  玲音(2)  9.05/-3.2

精華清水RC・静岡

男子2
年

６０ｍ 10/7 岩本  然(3)  9.34/-1.5

ＫＭＣ陸上ク・東京

栗林  賢輔(4)  9.43/-1.5

RUN.jp・埼玉

住家  真幸(3)  9.62/-1.5

ゆめおりAC・東京

細田  大翔(3)  9.63/-1.5

RUN.jp・埼玉

井林  祐海(3)  9.73/-1.5

IJR・千葉

橋本  優真(3)  9.73/-1.5

宮内小・神奈川

鎌田  夏(3)  9.87/-1.5

BESTSPORTS・東京

大竹  巧馬(3)  9.89/-1.5

SLRC・東京

６０ｍＨ 10/7 岩本  然(3) 11.03/-3.4

NGRＫＭＣ陸上ク・東京

冨松  慶貴(3) 11.96/-1.4

ワールウインド・神奈川

栗林  賢輔(4) 12.04/-1.4

RUN.jp・埼玉

小笠原  結大(3) 12.38/-3.4

ゆめおりAC・東京

田中  汰知(3) 12.53/-1.4

草加ジュニア・埼玉

石川  瑠星(3) 12.89/-1.4

KaJAC・神奈川

松澤  登梧(3) 13.46/-3.4

千代田AC・静岡

渡邉  吏(3) 13.89/-1.4

習志野ＮＢＳ・千葉

走幅跳 10/7 冨松  慶貴(3)   3m53/+2.7

ワールウインド・神奈川

大西  大貴(3)   3m45/+2.9

J.VIC・東京

並木  琉生(3)   3m27/+3.8

RUN.jp・埼玉

今福  康介(3)   3m24/+1.5

汐入東小・東京

大神田  唯人(3)   3m21/+1.7

いだてん・東京

荻野  晃和(3)   3m16/+1.0

杉田クラブ・神奈川

丸山  凛久(3)   3m15/+0.6

MJアスリーツ・東京

関口  春輔(3)   3m15/+1.9

Ms81四谷外苑・東京

ジャベリックボール投 10/7 高木  洸貴(3)  27m73

白金クラブ・東京

浅場  裕翔(3)  27m63

渋谷ＪＲＣ・東京

赤岡  岳(3)  27m18

IJR・千葉

大竹  巧馬(3)  25m62

SLRC・東京

村田  晏隆(3)  25m49

ベイキッズ・神奈川

住家  真幸(3)  23m09

ゆめおりAC・東京

田坂  朔馬(3)  22m87

白金クラブ・東京

松岡  晄成(3)  22m71

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ・東京

男子3
年

６０ｍ 10/7 志田  大空(4)  9.08/-2.0

スクリプトＡＣ・東京

原  亮介(4)  9.09/-2.0

北大和小・神奈川

杉田  壮哉(4)  9.12/-2.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

小東  孝徳(4)  9.21/-2.0

ＫＭＣ陸上ク・東京

西岡  弥人(4)  9.22/-2.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

原  虎太朗(4)  9.23/-2.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

髙橋  勇翔(4)  9.26/-2.0

盛岡KTC・岩手

和田  一朗(4)  9.38/-2.0

ハピネスAC・神奈川

６０ｍＨ 10/7 辻  晴太(4) 10.83/-2.4

ゆめおりAC・東京

金子  大輝(4) 11.20/-2.4

千代田AC・静岡

内藤  光葉(4) 11.36/-4.1

ハピネスAC・神奈川

藤原  啓寛(4) 11.44/-4.1

白金クラブ・東京

飯沼  亮太(4) 11.57/-2.4

ＫＭＣ陸上ク・東京

渡邉  慧(4) 11.74/-1.6

習志野ＮＢＳ・千葉

松下  穂高(4) 11.77/-2.4

ＫＭＣ陸上ク・東京

大熊  康介(4) 11.85/-1.6

草加ジュニア・埼玉

走幅跳 10/7 山本  大輝(4)   4m04/+0.5

NGRゆめおりAC・東京

小東  孝徳(4)   3m86/-0.4

ＫＭＣ陸上ク・東京

藤田  環(4)   3m81/+0.7

MJアスリーツ・東京

金子  大輝(4)   3m81/+0.6

千代田AC・静岡

鈴木  優輔(4)   3m73/+0.6

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

湯家谷  洋佑(4)   3m67/-0.4

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

原  虎太朗(4)   3m64/+0.5

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

市川  優空(4)   3m49/+0.7

Ｒ－キッズ・東京

ジャベリックボール投 10/7 河野  隼羽(4)  37m78

RUN.jp・埼玉

若杉  一惺(4)  37m63

ベイキッズ・神奈川

南嶋  潤(4)  36m88

スクリプトＡＣ・東京

藤原  啓寛(4)  36m42

白金クラブ・東京

鈴木  知生(4)  36m19

和泉小・東京

綿  勇人(4)  34m57

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

古屋  瑛太(4)  33m96

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ・東京

山野  嘉仁(4)  31m20

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

男子4
年

１００ｍ 10/7 森田  陽斗(5) 13.84/-1.7

中原小・神奈川

亀井  人輪(5) 14.22/-1.7

MJアスリーツ・東京

佐藤  琉陽(5) 14.50/-1.7

東京ドリーム・東京

赤田  ゆうり(5) 14.63/-1.7

RUN.jp・埼玉

阿久田  圭佑(5) 14.70/-1.7

杉田クラブ・神奈川

小林  智哉(5) 14.78/-1.7

いだてん・東京

宮北  健太朗(5) 14.92/-1.7

RUN.jp・埼玉

大野  翔太郎(5) 15.15/-1.7

J.VIC・東京

８００ｍ 10/7 曽我  瑛(5)  2:23.02

NGR清新ＪＡＣ・東京

小野  耕作(5)  2:26.87

青戸AC・東京

樋口  総司(5)  2:34.51

青戸AC・東京

石井  琉之介(5)  2:34.74

東葛RC・茨城

成田  光輝(5)  2:34.81

東葛RC・千葉

小俣  柊(5)  2:35.37

清新ＪＡＣ・東京

小林  天(5)  2:35.65

清新ＪＡＣ・東京

伊藤  優喜(5)  2:36.56

横浜AC・神奈川

８０ｍＨ 10/7 海野  颯人(5) 13.60/-0.5

千代田AC・静岡

川原  陽貴(5) 13.95/-0.5

千代田AC・静岡

手島  敬汰(5) 14.20/-2.0

スクリプトＡＣ・東京

神宮司  泰稚(5) 14.55/-0.5

ＫＭＣ陸上ク・東京

関  優太(5) 14.66/-1.3

勝浦Jr.・千葉

出口  遥斗(5) 14.66/-1.3

ゆめおりAC・東京

渡邉  悠(5) 14.71/-0.5

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

ﾍﾗｽ  ｼｭｳｼﾞ(5) 15.08/-1.3

ＫＭＣ陸上ク・東京

走高跳 10/7 手島  敬汰(5) 1m35

NGRスクリプトＡＣ・東京

来住南  太心(5) ゆめおりAC・東京 1m20

ﾍﾗｽ  ｼｭｳｼﾞ(5) ＫＭＣ陸上ク・東京

白石  健祐(5) 府中ＡＣ・東京 1m15

鈴木  一結(5) ゆめおりAC・東京

松澤  公佑(5) 1m10

千代田AC・静岡

林田  創我(5) 1m10

ＫＭＣ陸上ク・東京

走幅跳 10/7 森山  遥斗(5)   4m48/+0.2

千代田AC・静岡

来住南  太心(5)   4m36/+2.3

ゆめおりAC・東京

海野  颯人(5)   4m32/+2.8

千代田AC・静岡

神宮司  泰稚(5)   3m97/+1.7

ＫＭＣ陸上ク・東京

中根  悠斗(5)   3m94/+2.5

KAKUSEI・東京

秋山  岳範(5)   3m92/+2.4

スクリプトＡＣ・東京

菅野  遥斗(5)   3m89/+3.5

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

林田  創我(5)   3m89/+4.0

ＫＭＣ陸上ク・東京

ジャベリックボール投 10/7 赤川  音(5)  47m41

NGR横浜AC・神奈川

鈴木  一結(5)  44m29

NGRゆめおりAC・東京

濱中  賢悟(5)  42m99

白金クラブ・東京

中根  航太ｼﾞｪｰﾑｽﾞ(5)  41m64

白金クラブ・東京

柏﨑  渉(5)  40m23

いだてん・東京

安達  惺(5)  36m26

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ・東京

小渡  朱里(5)  35m03

東京ドリーム・東京

山屋  賢士朗(5)  34m51

ＫＭＣ陸上ク・東京

男子5
年

１００ｍ 10/7 水上  颯介(6) 13.01/-1.3

RUN.jp・埼玉

金子  優太(6) 13.01/-1.3

千代田AC・静岡

早坂  朋弥(6) 13.06/-1.3

ＫＭＣ陸上ク・東京

山本  隼暉(6) 13.22/-1.3

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

若林  大和(6) 13.23/-1.3

RUN.jp・埼玉

関  慶允(6) 13.33/-1.3

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

西條  将平(6) 13.57/-1.3

杉田クラブ・神奈川

小田  悠太(6) 13.65/-1.3

Ｒ－キッズ・埼玉

８００ｍ 10/7 神邑  亮佑(6)  2:19.74

清新ＪＡＣ・東京

中村  佑真(6)  2:21.53

KJR・L・東京

増田  陸斗(6)  2:22.01

KJR・L・東京

石本  一登(6)  2:22.95

船橋陸上C・千葉

ﾚｼﾞｪﾝｲｰｻﾝ  ｷﾋﾞﾝｺ(6)  2:25.12

KJR・L・東京

山本  拓歩(6)  2:25.15

清新ＪＡＣ・東京

小菅  鉄平(6)  2:29.89

横浜AC・神奈川

中里  温明(6)  2:32.39

清新ＪＡＣ・東京

８０ｍＨ 10/7 浅井  惺流(6) 12.28/-1.0

千代田AC・静岡

早坂  朋弥(6) 12.29/-1.0

ＫＭＣ陸上ク・東京

成川  倭士(6) 12.96/-1.1

千代田AC・静岡

長沢  璃久(6) 13.22/-1.1

ＫＭＣ陸上ク・東京

堀井  永遠(6) 13.38/-1.0

草加ジュニア・埼玉

吉川  弘晟(6) 13.47/-1.0

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

藤岡  凌久(6) 13.62/-0.7

千代田AC・静岡

高沼  幸太(6) 13.70/-1.0

RUN.jp・埼玉

走高跳 10/7 増子  遥斗(6) 1m44

ＫＭＣ陸上ク・東京

水上  はる(6) 1m41

習志野ＮＢＳ・千葉

金子  優太(6) 1m41

千代田AC・静岡

西條  将平(6) 1m29

杉田クラブ・神奈川

山田  翔月(6) 1m29

千代田AC・静岡

羽生  寛太郎(6) 1m26

ＫＭＣ陸上ク・東京

松木  世名(6) 1m23

ＫＭＣ陸上ク・東京

片岡  勇人(6) 1m15

府中ＡＣ・東京

走幅跳 10/7 成川  倭士(6)   4m99/+1.3

千代田AC・静岡

上河内  理来(6)   4m84/+0.6

ゆめおりAC・東京

若林  大和(6)   4m77/+2.4

RUN.jp・埼玉

鍵山  昂志(6)   4m62/+1.6

千代田AC・静岡

大神田  秀人(6)   4m56/+2.1

いだてん・東京

浅井  惺流(6)   4m53/+2.6

千代田AC・静岡

五十嵐  智大(6)   4m51/+1.0

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

齋藤  悠太郎(6)   4m44/+2.9

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

ジャベリックボール投 10/7 水上  はる(6)  52m96

習志野ＮＢＳ・千葉

大江  陽斗(6)  50m91

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

佐々木  瑛太(6)  50m17

ゆめおりAC・東京

中西  巧(6)  43m56

白金クラブ・東京

齊藤  奨真(6)  43m46

府中ＡＣ・東京

中村  柊惺(6)  42m93

東京陸協・東京

萩原  悠太(6)  41m76

ｱｶﾃﾞﾐｰＪｒ・東京

畠山  允弥(6)  38m29

いだてん・東京

男子6
年

４×１００ｍ 10/7 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 58.53

NGR杉田  壮哉(4)

原  虎太朗(4)

西岡  弥人(4)

小林  大晟(4)

ＫＭＣ陸上ク 59.24

飯沼  亮太(4)

岩本  然(3)

橋本  昊大(4)

小東  孝徳(4)

RUN.jp  1:00.83

越田  連成(4)

丸山  貴生(4)

細田  大翔(3)

大根原  竜叶(4)

横浜AC  1:00.85

柏村  幸佑(4)

鴛海  真一(4)

武田  高明(4)

薮崎  康介(4)

いんばｼﾞｭﾆｱ  1:02.09

川村  諒平(3)

湯家谷  洋佑(4)

池田  潤(4)

鈴木  優輔(4)

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ  1:02.63

板橋  啓悟(4)

古屋  瑛太(4)

明光  真寛(4)

松岡  晄成(3)

ゆめおりAC  1:02.81

門脇  駿(4)

山本  大輝(4)

辻  晴太(4)

住家  真幸(3)

J.VIC  1:03.05

大西  大貴(3)

豊田  大遥(4)

敷地  凰生(4)

佐々木  将太(4)

男子3
・4年

４×１００ｍ 10/7 RUN.jp 50.85

長谷川  凌大(6)

若林  大和(6)

高沼  幸太(6)

水上  颯介(6)

千代田AC 53.32

成川  倭士(6)

浅井  惺流(6)

中澤  拓真(6)

金子  優太(6)

いんばｼﾞｭﾆｱ 53.97

吉川  弘晟(6)

飯塚  健介(6)

齋藤  悠太郎(6)

五十嵐  智大(6)

ＫＭＣ陸上ク 54.44

酒井  優誠(5)

羽生  寛太郎(6)

長沢  璃久(6)

早坂  朋弥(6)

草加ジュニア 54.51

新井  京悟(6)

坂田  充瞭(6)

日高  大佑(6)

堀井  永遠(6)

ゆめおりAC 54.80

加納  名流(6)

上河内  理来(6)

宮坂  玲皇(6)

渡邊  陽人(6)

清新ＪＡＣ 55.15

新谷  遙人(6)

石川  龍(6)

小口  翔輝(5)

中里  温明(6)

いだてん 55.44

畠山  允弥(6)

田澤  陽斗(6)

大神田  秀人(6)

豊島  悠真(6)

男子5
・6年

５０ｍ 10/7 原  実鈴(1)  9.35/-1.9

北大和小・神奈川

加賀山  奈音(1)  9.38/-1.9

Ms81四谷外苑・東京

村田  愛桜(1)  9.40/-1.9

ベイキッズ・神奈川

長谷川  美風(1)  9.57/-1.9

Ｒ－キッズ・東京

藤井  裕芽(1)  9.82/-1.9

ベイキッズ・神奈川

前橋  楓香(1)  9.92/-1.9

東京ドリーム・東京

小林  咲良(1) 10.02/-1.9

草加ジュニア・埼玉

濵田  結(1) 10.03/-1.9

上本郷小・千葉

女子1
年

５０ｍ 10/7 大野  紗(2)  8.54/-1.8

ゆめおりAC・東京

田中  柚南(2)  8.69/-1.8

清新ＪＡＣ・東京

大島  文(2)  8.82/-1.8

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ・東京

初澤  凜(2)  8.87/-1.8

ワールウインド・神奈川

鍋島  愛依(2)  8.97/-1.8

スクリプトＡＣ・東京

渡辺  心音莉(2)  9.05/-1.8

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ・東京

宮腰  芽吹(2)  9.16/-1.8

Ms81四谷外苑・東京

柴田  愛理(2)  9.35/-1.8

北原小・東京

女子2
年

６０ｍ 10/7 岡林  結衣(3)  9.14/-1.4

NGRまほろば南国・高知

内山  ｿﾆｱ(3)  9.22/-1.4

NGRゆめおりAC・東京

河田  天(3)  9.79/-1.4

MJアスリーツ・東京

増子  芽衣(3)  9.82/-1.4

草加ジュニア・埼玉

佐藤  杷奈(3)  9.88/-1.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

近藤  花奏(3)  9.98/-1.4

相模原陸上・神奈川

草間  彩羽(3) 10.07/-1.4

RUN.jp・埼玉

細萱  咲帆(3) 10.36/-1.4

東京陸協・東京

６０ｍＨ 10/7 増子  芽衣(3) 11.90/-2.2

草加ジュニア・埼玉

岡野  麻耶(3) 12.46/-2.2

ゆめおりAC・東京

増子  柚衣(3) 13.05/-4.7

草加ジュニア・埼玉

細萱  咲帆(3) 13.11/-4.7

東京陸協・東京

石井  ﾗﾅ(3) 13.39/-2.2

昭和小・東京

宮永  愛美(3) 13.40/-2.2

草加ジュニア・埼玉

西郷  咲成(3) 13.41/-4.7

SLRC・東京

八木  優香(3) 14.47/-2.2

白金クラブ・東京

走幅跳 10/7 岡林  結衣(3)   3m52/+0.7

NGRまほろば南国・高知

内山  ｿﾆｱ(3)   3m51/+2.4

ゆめおりAC・東京

草間  彩羽(3)   3m33/+3.3

RUN.jp・埼玉

佐藤  杷奈(3)   3m22/+1.2

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

神山  英恵(3)   3m14/+1.2

IJR・千葉

黒澤  夏音(3)   3m04/+1.4

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

大場  菜生(3)   2m85/+1.8

MJアスリーツ・東京

岡野  麻耶(3)   2m83/+0.4

ゆめおりAC・東京

ジャベリックボール投 10/7 奥平  佑香(3)  24m39

杉田クラブ・神奈川

王  悠里(3)  20m90

渋谷ＪＲＣ・東京

大髙  瑠香(3)  17m55

日野JAC・東京

木立  ことね(3)  16m44

Ｒ－キッズ・埼玉

酒井  陽琳(3)  15m50

ｱｶﾃﾞﾐｰＪｒ・東京

岡野  佑紀(3)  15m48

日野JAC・東京

杉森  優芽(3)  15m20

杉田クラブ・神奈川

渡邉  澪(3)  11m51

東葛西小・東京

女子3
年

凡例（NGR:大会新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
６０ｍ 10/7 川口  心花(4)  9.29/-2.0

ゆめおりAC・東京

松本  巴瑠(4)  9.44/-2.0

府中ＡＣ・東京

奥田  莉乃(4)  9.45/-2.0

RUN.jp・埼玉

須藤  杏々(4)  9.57/-2.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

高沼  幸奈(4)  9.63/-2.0

RUN.jp・埼玉

岩田  琴乃(4)  9.65/-2.0

府中ＡＣ・東京

佐藤  花音(4)  9.69/-2.0

青戸AC・東京

朝生  心(4)  9.75/-2.0

ベイキッズ・神奈川

６０ｍＨ 10/7 八巻  まるり(4) 11.06/-0.2

千代田AC・静岡

磯部  友菜(4) 11.40/-1.9

ＫＭＣ陸上ク・東京

白井  美愛莉(4) 11.55/-1.9

千代田AC・静岡

奥田  莉乃(4) 11.57/-0.2

RUN.jp・埼玉

藤岡  怜那(4) 11.82/-3.0

千代田AC・静岡

田村  美夏月(4) 11.99/-3.0

千代田AC・静岡

金澤  千夏(4) 12.02/-3.0

ゆめおりAC・東京

松本  巴瑠(4) 12.03/-1.9

府中ＡＣ・東京

走幅跳 10/7 八巻  まるり(4)   3m88/+0.3

NGR千代田AC・静岡

磯部  友菜(4)   3m62/+0.3

NGRＫＭＣ陸上ク・東京

藤岡  怜那(4)   3m39/+0.3

千代田AC・静岡

藤木  彩英(4)   3m27/-0.6

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

小名木  奏楽(4)   3m27/+0.0

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

岩田  琴乃(4)   3m26/-0.1

府中ＡＣ・東京

尾崎  よよせ(4)   3m20/+0.8

J.VIC・東京

中野  帆稀(4)   3m18/-1.2

J.VIC・東京

ジャベリックボール投 10/7 加藤  有砂(4)  30m96

NGRいんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

前橋  莉桜(4)  29m94

東京ドリーム・東京

新井  夏瑞(4)  26m67

横浜AC・神奈川

白井  美愛莉(4)  26m00

千代田AC・静岡

高野  友楠(4)  25m40

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

清水  柚来(4)  23m18

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

村橋  凛音(4)  23m18

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

石川  実結(4)  20m96

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

女子4
年

１００ｍ 10/7 渡辺  幸穂(5) 13.51/-1.6

RUN.jp・埼玉

大上  ｶﾚﾝ(5) 14.19/-1.6

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

岡林  沙季(5) 14.34/-1.6

まほろば南国・高知

福崎  愛華(5) 14.49/-1.6

盛岡KTC・岩手

荒井  英(5) 14.52/-1.6

ゆめおりAC・東京

斎藤  真衣子(5) 14.54/-1.6

ゆめおりAC・東京

工藤  ﾊﾝﾅ(5) 14.71/-1.6

盛岡KTC・岩手

槇村  せいあ(5) 15.68/-1.6

ＫＭＣ陸上ク・東京

８００ｍ 10/7 加藤  来実(5)  2:26.72

NGR東葛RC・茨城

恒本  風奏(5)  2:46.52

清新ＪＡＣ・東京

上田  和佳(5)  2:46.71

盛岡KTC・岩手

鈴木  はるの(5)  2:51.55

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

古賀  向日葵(5)  2:51.80

習志野ＮＢＳ・千葉

池田  蘭野(5)  2:57.14

千代田AC・静岡

伊藤  美喜(5)  2:57.19

横浜AC・神奈川

藤平  優安(5)  3:00.40

草加ジュニア・埼玉

８０ｍＨ 10/7 坂下  茉優(5) 13.43/-1.3

千代田AC・静岡

槇村  せいあ(5) 14.02/-2.3

ＫＭＣ陸上ク・東京

成澤  花奈(5) 14.05/-2.3

RUN.jp・埼玉

花村  日向(5) 14.14/-2.3

千代田AC・静岡

髙橋  怜美(5) 15.31/-1.3

ゆめおりAC・東京

関口  優妃(5) 15.46/-1.3

東京ドリーム・東京

高柳  菜乃葉(5) 15.63/-1.6

ゆめおりAC・東京

山上  瑠奈(5) 15.84/-2.3

ＫＭＣ陸上ク・東京

走高跳 10/7 荒井  英(5) 1m29

ゆめおりAC・東京

高柳  菜乃葉(5) 1m20

ゆめおりAC・東京

髙橋  怜美(5) ゆめおりAC・東京 1m20

高橋  奏心(5) ゆめおりAC・東京

佐藤  ひなの(5) 1m15

ＫＭＣ陸上ク・東京

麻生  七菜海(5) 1m10

勝浦Jr.・千葉

古賀  向日葵(5) 1m00

習志野ＮＢＳ・千葉

橋本  琴音(5) 0m95

白金クラブ・東京

走幅跳 10/7 坂下  茉優(5)   4m28/+1.3

千代田AC・静岡

麻生  七菜海(5)   4m03/+1.6

勝浦Jr.・千葉

斎藤  真衣子(5)   3m91/+2.5

ゆめおりAC・東京

佐藤  ひなの(5)   3m78/+1.9

ＫＭＣ陸上ク・東京

峯岸  実央(5)   3m74/+0.8

RUN.jp・埼玉

工藤  ﾊﾝﾅ(5)   3m71/+1.2

盛岡KTC・岩手

五十嵐  るり花(5)   3m70/+1.1

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

小堺  文乃(5)   3m66/+2.5

TRAC・東京

ジャベリックボール投 10/7 ｶﾞｰﾄﾞﾅ  ﾚｲﾁｪﾙ麻由(5)  33m93

いだてん・東京

高橋  奏心(5)  30m40

ゆめおりAC・東京

中村  百花(5)  28m42

ゆめおりAC・東京

戸倉  千夏(5)  28m08

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

内田  優杏(5)  26m83

ＫＭＣ陸上ク・東京

木場  心音(5)  26m29

港南小RC・東京

佐瀬  梨亜菜(5)  25m16

勝浦Jr.・千葉

今井  咲良(5)  23m85

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

女子5
年

１００ｍ 10/7 福西  和香子(6) 13.21/-0.8

府中ＡＣ・東京

六串  海遥(6) 13.63/-0.8

盛岡KTC・岩手

澤田  さくら(6) 13.85/-0.8

A.F.T.C.・東京

坂本  優羽(6) 13.86/-0.8

盛岡KTC・岩手

ﾇﾜｴﾒ  ｸﾞﾚｰｽ(6) 13.96/-0.8

A.F.T.C.・東京

多田  心春(6) 13.97/-0.8

盛岡KTC・岩手

橋本  天青大(6) 13.98/-0.8

清新ＪＡＣ・東京

小川  史織(6) 14.12/-0.8

府中ＡＣ・東京

８００ｍ 10/7 今西  紗世(6)  2:22.27

NGR東葛RC・千葉

杉山  雫(6)  2:23.28

東葛RC・千葉

田中  美豊(6)  2:28.53

KJR・L・東京

黒岩  桧菜子(6)  2:28.85

清新ＪＡＣ・東京

矢作  彩音(6)  2:31.44

清新ＪＡＣ・東京

竹安  結衣(6)  2:31.47

清新ＪＡＣ・東京

柏井  心乃(6)  2:34.70

KJR・L・東京

小倉  栞奈(6)  2:37.52

東葛RC・千葉

８０ｍＨ 10/7 中河  愛海(6) 13.05/-1.9

ゆめおりAC・東京

松下  小夏(6) 13.14/-2.2

千代田AC・静岡

仮屋  愛優(6) 13.28/-2.2

ゆめおりAC・東京

辻  紫那(6) 13.32/-1.9

ＫＭＣ陸上ク・東京

加藤  雅姫(6) 13.90/-2.1

流山ﾎｰｸｱｲ・千葉

横瀬  姫由(6) 14.00/-1.9

ハピネスAC・神奈川

宮澤  美桜(6) 14.03/-2.2

ＫＭＣ陸上ク・東京

澤井  唯乃(6) 14.06/-2.1

ＫＭＣ陸上ク・東京

走高跳 10/7 宮澤  美桜(6) 1m39

NGRＫＭＣ陸上ク・東京

浅見  凜(6) 千代田AC・静岡 1m26

坂本  優羽(6) 盛岡KTC・岩手

田中  美優(6) ゆめおりAC・東京 1m23

小川  史織(6) 府中ＡＣ・東京

齋藤  菜柚(6) 1m23

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

福本  理子(6) 1m20

ワールウインド・神奈川

山田  南(6) 1m20

いだてん・東京

走幅跳 10/7 田中  美優(6)   4m43/+1.0

ゆめおりAC・東京

松下  小夏(6)   4m37/+0.4

千代田AC・静岡

成ｹ澤  恭(6)   4m11/+0.3

盛岡KTC・岩手

荒地  翠(6)   4m07/+1.1

ゆめおりAC・東京

福西  和香子(6)   4m05/+0.0

府中ＡＣ・東京

福本  理子(6)   3m99/+0.7

ワールウインド・神奈川

齊藤  にいな(6)   3m97/+0.6

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ・東京

半谷  妃奈理(6)   3m96/+0.0

ゆめおりAC・東京

ジャベリックボール投 10/7 髙山  和花(6)  43m51

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

仮屋  愛優(6)  42m82

ゆめおりAC・東京

半谷  妃奈理(6)  42m62

ゆめおりAC・東京

青山  歩生(6)  40m60

横浜AC・神奈川

佐藤  杏花里(5)  40m03

ゆめおりAC・東京

渡辺  ﾊﾝﾅ(6)  39m74

港南小RC・東京

齋藤  菜柚(6)  39m25

いんばｼﾞｭﾆｱ・千葉

北谷  笑(6)  36m52

日野JAC・東京

女子6
年

４×１００ｍ 10/7 ゆめおりAC  1:00.64

藤野  紗都(4)

内山  ｿﾆｱ(3)

内田  梨里(4)

川口  心花(4)

RUN.jp  1:01.21

渡辺  叶歩(4)

奥田  莉乃(4)

草間  彩羽(3)

高沼  幸奈(4)

ベイキッズ  1:02.56

山田  華(4)

朝生  心(4)

加部  美琴(4)

藤井  裕穂(4)

MJアスリーツ  1:02.67

大場  菜生(3)

原田  優南(4)

安藤  夏嶺(4)

河田  天(3)

横浜AC  1:03.15

松野  玲来(3)

井上  穂奏(4)

石川  愛珠(4)

新井  夏瑞(4)

府中ＡＣ  1:03.32

福西  佐和子(3)

末武  夏実(4)

北條  里奈(4)

松本  巴瑠(4)

いんばｼﾞｭﾆｱ  1:04.26

黒澤  夏音(3)

土田  あかり(4)

村橋  凛音(4)

小名木  奏楽(4)

千代田AC  1:05.32

白井  美愛莉(4)

藤岡  怜那(4)

八巻  まるり(4)

田村  美夏月(4)

女子3
・4年

４×１００ｍ 10/7 盛岡KTC 52.73

鶴田  紗久來(6)

坂本  優羽(6)

多田  心春(6)

六串  海遥(6)

府中ＡＣ 53.53

大和田  真衣(6)

福西  和香子(6)

永島  栞花(6)

小川  史織(6)

A.F.T.C. 54.76

伊藤  舞(6)

ﾇﾜｴﾒ  ｸﾞﾚｰｽ(6)

澤田  さくら(6)

ﾛｽ  瑚花ｱﾃﾞｨｱ(6)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 55.32

杉浦  めい(6)

宮原  紫乃(6)

齊藤  にいな(6)

大上  ｶﾚﾝ(5)

RUN.jp 55.35

成澤  花奈(5)

渡辺  幸穂(5)

金子  詩(6)

藤井  優奈(5)

ゆめおりAC 55.57

斎藤  真衣子(5)

荒井  英(5)

仮屋  愛優(6)

田中  美優(6)

船橋陸上C 56.05

鈴木  麗(6)

米倉  あかり(6)

瀬川  白雪(6)

真島  菜穂(6)

ＫＭＣ陸上ク 56.77

岡部  有莉(6)

辻  紫那(6)

槇村  せいあ(5)

宮澤  美桜(6)

女子5
・6年

凡例（NGR:大会新記録）


