
日付 種目

渡部　凌士(1) 12.88 正木　悠太(1) 12.98 宇津野　暁(1) 13.02 笠岡　斗馬(1) 13.61 宇田　青波(1) 13.61 鈴木　智也(1) 13.63 中島　一樹(1) 13.64 大森　咲陽(1) 13.86

那　須・三島中 那　須・厚崎中 那　須・大田原中 那　須・西那須野中 那　須・親園中 那　須・西那須野中 那　須・親園中 那　須・那須中

小須賀　優(2) 11.64 山関　来輝(2) 12.18 八木澤　瑞月(2) 12.22 小菅　煌斗(2) 12.37 中村　圭汰(2) 12.46 山田　得暁(2) 12.50 大森　颯良(2) 12.50 池田　崇汰(2) 12.54

那　須・三島中 GR 那　須・西那須野中 那　須・日新中 那　須・大田原中 那　須・三島中 那　須・黒羽中 那　須・大田原中 那　須・東那須野中

糸数　昌穂(3) 11.60 金子　怜央(3) 11.63 糸井　駿太朗(3) 11.85 大町　強希(3) 12.10 溝口　蒼太(3) 12.20 深山　歩夢(3) 12.21 中島　郁哉(3) 12.24 長井　高明(3) 12.26

那　須・大田原中 那　須・厚崎中 那　須・那須中央中 那　須・西那須野中 那　須・大田原中 那　須・那須中央中 那　須・日新中 那　須・三島中

金子　怜央(3) 23.38(+0.2) 小須賀　優(2) 23.75(+0.2) 糸井　駿太朗(3) 23.87(+0.8) 糸数　昌穂(3) 23.94(+0.2) 川口　柊斗(3) 24.44(+0.2) 内藤　琉偉(3) 24.66(+0.2) 山関　来輝(2) 24.79(+1.0) 八木澤　瑞月(2) 24.84(+0.2)

那　須・厚崎中 那　須・三島中 那　須・那須中央中 那　須・大田原中 那　須・大田原中 那　須・日新中 那　須・西那須野中 那　須・日新中

畠田　隼佑(3) 55.01 髙野　空良(2) 55.97 大町　強希(3) 56.57 薄葉　岳(3) 56.89 内藤　琉偉(3) 58.19 和家　優陽(2) 59.08 片岡　カイオ(3) 59.13 仙野　珀翔(2) 59.28

那　須・大田原中 那　須・大田原中 那　須・西那須野中 那　須・那須中央中 那　須・日新中 那　須・黒羽中 那　須・西那須野中 那　須・黒羽中

東泉　鎧亜(3) 2:05.24 蓮實　仁貴(3) 2:06.23 石川　悠斗(2) 2:08.28 畠田　隼佑(3) 2:10.03 後藤　霞維(3) 2:10.24 三森　陽向(2) 2:11.41 鈴木　湊翔(3) 2:12.22 上田　大雅(3) 2:12.24

那　須・三島中 那　須・日新中 那　須・西那須野中 那　須・大田原中 那　須・大田原中 那　須・西那須野中 那　須・親園中 那　須・三島中

渡邉　京太郎(1) 4:47.41 五月女　翔太(1) 4:48.57 佐藤　獅士侑(1) 4:50.40 鉢村　晴大(1) 4:50.86 村田　亜月(1) 5:06.64 盛田　音弥(1) 5:19.98 相馬　颯斗(1) 5:22.52 渡辺　優太(1) 5:27.19

那　須・那須中央中 那　須・三島中 那　須・黒磯北中 那　須・親園中 那　須・三島中 那　須・日新中 那　須・西那須野中 那　須・大田原中

大島　福(3) 4:06.11 荒川　煌介(3) 4:08.45 福井　煌(3) 4:15.19 石川　悠斗(2) 4:31.27 渡邉　音王(3) 4:33.02 水戸　康友(2) 4:46.44 露久保　成(3) 4:47.30 白井　唯斗(2) 4:47.31

那　須・厚崎中 GR 那　須・三島中 GR 那　須・三島中 那　須・西那須野中 那　須・西那須野中 那　須・厚崎中 那　須・大田原中 那　須・那須中央中

大島　福(3) 8:55.18 福井　煌(3) 8:58.48 中村　龍堂(2) 9:30.51 蓮實　瞭仁(3) 9:44.29 梅田　綾人(2) 9:44.69 田中　大雅(3) 9:50.59 石川　竣也(3) 10:04.91 月井　峻也(3) 10:09.64

那　須・厚崎中 GR 那　須・三島中 那　須・三島中 那　須・日新中 那　須・西那須野中 那　須・西那須野中 那　須・金田北中 那　須・那須中央中

鷹栖　興翼(3) 17.05(-0.9) 齋藤　健大(2) 17.51(+0.4) 大塚　煌生(3) 18.70(-0.9) 大森　由倭(3) 18.83(+0.4) 鈴木　颯人(3) 19.50(+0.4) 大賀　暁斗(2) 19.72(-0.9) 佐々木　寛斗(1) 19.89(-0.9) 髙野　俐都(3) 20.21(-0.9)

那　須・大田原中 那　須・黒磯北中 那　須・那須中央中 那　須・黒磯北中 那　須・那須中央中 那　須・親園中 那　須・親園中 那　須・厚崎中

那　須・大田原中 45.21 那　須・日新中 46.30 那　須・厚崎中 46.42 那　須・三島中 46.60 那　須・那須中央中 46.79 那　須・東那須野中 48.35 那　須・若草中 48.43 那　須・西那須野中 48.46

川口　柊斗(3) 八木澤　瑞月(2) 佐川　蒼空(3) 長谷部　也雲(2) 深山　歩夢(3) 鮎瀬　純心(2) 大森　虎太郎(2) 平塚　純弥(3)

糸数　昌穂(3) 中島　郁哉(3) 金子　怜央(3) 小須賀　優(2) 糸井　駿太朗(3) 池田　崇汰(2) 関谷　彪(3) 大町　強希(3)

溝口　蒼太(3) 蓮實　仁貴(3) 保坂　悠葵(3) 中村　圭汰(2) 鈴木　颯人(3) 川島　乙葵(2) 藤巻　京督(3) 吉田　周世(3)

渋谷　勇次(3) 蓮實　瞭仁(3) 畠山　友翔(2) 長井　高明(3) 清水　尚(3) 室井　陽太郎(2) 髙崎　延空(3) 山関　来輝(2)

渋谷　勇次(3) 1m60 大森　煌生(3) 1m55 保坂　悠葵(3) 1m55 薄葉　岳(3) 1m55 秋元　結翔(2) 1m55 黒田　悠人(3) 1m50

那　須・大田原中 那　須・大田原中 那　須・厚崎中 那　須・那須中央中 那　須・黒磯中 那　須・黒羽中

大塚　煌生(3) 1m55 室井　皐貴(3) 1m50

那　須・那須中央中 那　須・厚崎中

村上　恒貴(3) 1m55

那　須・親園中

大森　煌生(3) 3m10 佐川　蒼空(3) 2m90 竹田　ロドゼン(3) 2m80

那　須・大田原中 那　須・厚崎中 那　須・大田原中

正木　悠太(1) 4m92 佐々木　寛斗(1) 4m44 渡部　凌士(1) 4m43 杉本　啓隼(1) 4m13 宇津野　暁(1) 4m09 室井　玲音(1) 4m08 橋本　創(1) 3m92 秋山　來央(1) 3m92

那　須・厚崎中 GR 那　須・親園中 那　須・三島中 那　須・湯津上中 那　須・大田原中 那　須・箒根中 那　須・湯津上中 那　須・箒根中

渋谷　勇次(3) 5m64 関谷　彪(3) 5m51 小松　コエチ(2) 5m44 鮎ヶ瀬　陸大(3) 5m41 中島　郁哉(3) 5m39 鮎瀬　純心(2) 5m15 室井　陽太郎(2) 5m03 杉山　康生(2) 5m01

那　須・大田原中 那　須・若草中 那　須・大田原中 那　須・黒磯北中 那　須・日新中 那　須・東那須野中 那　須・東那須野中 那　須・三島中

猪瀬　照英(3) 9m29 安瀨　璃亜(3) 9m19 矢内　ユウジ(3) 8m84 丸亀　夢叶(3) 8m64 関　勇介(3) 8m63 小峰　灯真(3) 8m56 渡邉　優太(2) 8m54 小野　健悟(3) 7m88

那　須・大田原中 那　須・黒磯北中 那　須・大田原中 那　須・若草中 那　須・黒磯中 那　須・日新中 那　須・那須中央中 那　須・黒羽中

印南　穂向(3) 1538点 長谷部　也雲(2) 1189点

那　須・箒根中 那　須・三島中

石井　伶旺(1) 5:10.14 福井　涼介(1) 5:10.34 平山　忠頼(1) 5:26.15 芦野　清楽(1) 5:31.94 月井　奏汰(1) 5:34.18 柴田　伊吹(1) 5:37.66 斎藤　知充(1) 5:45.98 塚田　琥珀(1) 5:47.24

那　須・三島中 那　須・三島中 那　須・三島中 那　須・高林中 那　須・三島中 那　須・三島中 那　須・三島中 那　須・大田原中

五月女　千明(2) 4:33.90 中三川　大和(2) 4:44.50 髙槻　涼介(2) 4:49.16 佐久間　蒼空(2) 4:50.89 小山田　陣(2) 5:05.98 高市　華心(2) 5:07.80 宇田川　泰弘(2) 5:08.88 松本千　太郎(2) 5:12.29

那　須・三島中 那　須・三島中 那　須・西那須野中 那　須・高林中 那　須・那須中央中 那　須・大田原中 那　須・金田北中 那　須・金田北中

山口　陸琥(3) 4:53.04 戸上　翔太(3) 4:57.21 小川　淳平(3) 5:01.13 薄井　晴(3) 5:01.42 鈴木　陽士(3) 5:02.35 長山　智輝(3) 5:05.37 松本　遙也(3) 5:07.07 橋本　琥太朗(3) 5:08.19

那　須・高林中 那　須・那須中央中 那　須・若草中 那　須・金田北中 那　須・那須中央中 那　須・湯津上中 那　須・大田原中 那　須・金田北中

対抗得点 男子総合 大田原中 138点 三島中 86点 厚崎中 69.5点 西那須野中 58点 那須中央中 54点 日新中 45点 黒磯北中 30点 親園中 28点

凡例  GR:大会記録

5月18日 共通男子砲丸投(5.000kg)

19.85(+1.4)-8m35-1m50-1:00.37

5月18日 共通男子四種競技

19.88(+1.4)-6m72-1m30-1:03.94

5月18日 共通男子棒高跳

5月18日 １年男子走幅跳

5月18日 共通男子走幅跳

5月18日 共通男子110mH(0.914m)

5月18日 共通男子4X100mR

5月18日 共通男子走高跳

5月18日 ３年男子1500mOP

5月18日 共通男子1500m

5月18日 共通男子3000m

5月18日 １年男子1500m

5月18日 １年男子1500mOP

5月18日 ２年男子1500mOP

5月18日 共通男子200m

5月18日 共通男子400m

5月18日 共通男子800m

8位

5月18日
１年男子100m

風：-0.4

5月18日
２年男子100m

風：-0.9

5月18日
３年男子100m

風：-1.2

第49回那須地区中学校春季体育大会陸上競技大会
大田原市美原公園陸上競技場
2021/05/18

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



日付 種目

金子　なぎさ(1) 13.91 植野　遥(1) 14.04 宮　妃花(1) 14.06 溝口　ひおり(1) 14.42 土谷　祈星(1) 14.60 清水　桜羽(1) 14.69 伊藤　苺花(1) 14.79 加藤　愛菜(1) 15.05

那　須・黒磯中 那　須・三島中 那　須・三島中 那　須・大田原中 那　須・西那須野中 那　須・大田原中 那　須・親園中 那　須・日新中

櫻岡　和佳奈(2) 13.26 木村　百恵(2) 13.46 永井　結衣(2) 13.47 岡田　愛生(2) 13.58 日下部　鈴(2) 13.84 佐藤　花音(2) 13.98 豊泉　琉依(2) 14.17 益子　里緒(2) 14.32

那　須・大田原中 那　須・三島中 那　須・黒羽中 那　須・西那須野中 那　須・黒磯北中 那　須・那須中央中 那　須・日新中 那　須・大田原中

渡部　かれん(3) 13.15 中里　莉央(3) 13.23 前田　海希(3) 13.44 眞見　桜奈(3) 13.55 石川　結菜(3) 13.58 石川　実鈴(3) 13.64 小森　和奏(3) 13.89 吉冨　蘭(3) 13.95

那　須・厚崎中 那　須・三島中 那　須・厚崎中 那　須・西那須野中 那　須・大田原中 那　須・大田原中 那　須・那須中 那　須・日新中

渡部　かれん(3) 26.80(+1.2) 永井　結衣(2) 27.07(+1.0) 石川　実鈴(3) 27.25(+1.2) 眞見　桜奈(3) 27.64(+1.2) 岡田　愛生(2) 27.85(+1.2) 木村　百恵(2) 27.97(+1.2) 市川　結羽(3) 28.01(+1.2) 堀中　みなみ(3) 28.24(+1.2)

那　須・厚崎中 那　須・黒羽中 那　須・大田原中 那　須・西那須野中 那　須・西那須野中 那　須・三島中 那　須・厚崎中 那　須・大田原中

野澤　優里彩(1) 2:35.17 上田　理央(1) 2:36.21 八木沢　惟(1) 2:45.40 長岡　虹空(1) 2:45.58 関谷　唯(1) 2:51.80 生田目　栞衣(1) 2:52.70 中野　莉空(1) 2:54.67 松山　愛莉(1) 2:55.80

那　須・三島中 那　須・三島中 那　須・箒根中 那　須・黒磯北中 那　須・厚崎中 那　須・東那須野中 那　須・若草中 那　須・大田原中

渡邊　奈菜(3) 2:21.95 磯　陽向(2) 2:22.32 渡邊　怜菜(3) 2:24.92 福田　実広(2) 2:30.21 福田　美緒(3) 2:30.24 星　遥陽(3) 2:33.45 星野　沙耶(3) 2:36.94 毛塚　侑来(3) 2:37.18

那　須・大田原中 那　須・厚崎中 那　須・大田原中 那　須・三島中 那　須・黒磯北中 那　須・西那須野中 那　須・厚崎中 那　須・三島中

渡邊　奈菜(3) 4:55.80 磯　陽向(2) 4:55.89 前沢　汐璃(2) 5:01.66 渡邊　怜菜(3) 5:10.67 福田　実広(2) 5:10.74 星　遥陽(3) 5:17.01 福田　美緒(3) 5:23.39 泉田　楓香(2) 5:23.69

那　須・大田原中 那　須・厚崎中 那　須・三島中 那　須・大田原中 那　須・三島中 那　須・西那須野中 那　須・黒磯北中 那　須・日新中

櫻岡　和佳奈(2) 15.43(+0.7) 安達　萌美(3) 16.14(+0.7) 小林　夏凜(3) 18.49(+0.7) 本澤　美莉愛(3) 19.04(+0.7) 村田　小春(3) 19.30(+0.9) 山崎　珠里(3) 19.52(+0.7) 齋藤　和花(3) 19.81(+0.7) 草野　七星(3) 21.27(+0.9)

那　須・大田原中 GR 那　須・大田原中 那　須・厚崎中 那　須・三島中 那　須・黒磯中 那　須・西那須野中 那　須・三島中 那　須・東那須野中

那　須・大田原中 51.88 那　須・厚崎中 52.10 那　須・三島中 52.88 那　須・黒羽中 53.37 那　須・西那須野中 54.49 那　須・日新中 54.50 那　須・黒磯北中 54.97 那　須・那須中 56.48

石川　結菜(3) 星野　沙耶(3) 田村　海典(2) 益子　愛那(2) 金田　瑠乃(3) 吉冨　蘭(3) 大野　笑瑠(2) 小森　和奏(3)

櫻岡　和佳奈(2) 渡部　かれん(3) 中里　莉央(3) 粕谷　萌愛(2) 眞見　桜奈(3) 豊泉　琉依(2) 日下部　鈴(2) 宮谷　葉月(3)

堀中　みなみ(3) 市川　結羽(3) 齋藤　和花(3) 大島　蘭(2) 山崎　珠里(3) 平山　心乃音(3) 弓座　詩音(2) 星　吏紗(3)

石川　実鈴(3) 前田　海希(3) 木村　百恵(2) 永井　結衣(2) 岡田　愛生(2) 荒井　ひより(2) 村上　奈々瀬(3) 内野　心結(1)

安達　萌美(3) 1m50 宮谷　葉月(3) 1m50 相馬　七海(3) 1m45 弓座　詩音(2) 1m30 八木沢　心和(3) 1m30 関谷　煌空(2) 1m30 大島　蘭(2) 1m25

那　須・大田原中 那　須・那須中 那　須・西那須野中 那　須・黒磯北中 那　須・厚崎中 那　須・黒羽中 那　須・黒羽中

金田　瑠乃(3) 1m30 宮　妃花(1) 1m25

那　須・西那須野中 那　須・三島中

加藤　愛菜(1) 4m21 植野　遥(1) 4m04 内野　心結(1) 3m98 齋須　明理(1) 3m87 小河原　愛由(1) 3m86 髙久　夏月(1) 3m84 松山　愛莉(1) 3m77 宮川　一花(1) 3m76

那　須・日新中 那　須・三島中 那　須・那須中 那　須・大田原中 那　須・黒羽中 那　須・那須中央中 那　須・大田原中 那　須・親園中

水口　ゆあ(2) 4m54 粕谷　萌愛(2) 4m54 八木沢　心和(3) 4m38 市川　結羽(3) 4m32 人見　みづき(3) 4m31 佐藤　怜佳(3) 4m18 薄井　友那(2) 4m10 猪瀨　日菜子(2) 4m08

那　須・大田原中 那　須・黒羽中 那　須・厚崎中 那　須・厚崎中 那　須・高林中 那　須・若草中 那　須・黒磯中 那　須・大田原中

藤田　陽葵(3) 9m19 木下　愛瑠(3) 9m12 髙根沢　和奏(3) 8m65 薄井　美月(3) 8m57 中村　楽姫(3) 8m28 関谷　煌空(2) 8m25 篠崎　楓花(3) 8m00 髙野　愛七(2) 7m82

那　須・厚崎中 那　須・大田原中 那　須・厚崎中 那　須・高林中 那　須・黒磯北中 那　須・黒羽中 那　須・黒磯中 那　須・黒羽中

本澤　美莉愛(3) 1148点 齋藤　佳奈(3) 952点

那　須・三島中 那　須・三島中

橋本　雫里(1) 2:54.10 清水　悠莉(1) 2:56.25 印出　涼乃(1) 3:00.44 長谷川　郁果(1) 3:05.38 木舘　綺音(1) 3:08.37 藤田　真央(1) 3:10.34 熊田　羽奈乃(1) 3:13.66 猪瀬　胡桃(1) 3:19.13

那　須・三島中 那　須・湯津上中 那　須・三島中 那　須・湯津上中 那　須・金田南中 那　須・大田原中 那　須・金田南中 那　須・大田原中

岩城　花蓮(2) 2:34.88 池野　結奏(2) 2:37.21 影山　紗也(2) 2:45.80 平山　いのり(2) 2:46.60 前原　知歩(2) 2:50.13 天谷　未来(2) 2:50.61 福田　恋(2) 2:52.39 大沼　瑞來(2) 2:58.08

那　須・大田原中 那　須・三島中 那　須・若草中 那　須・那須中 那　須・若草中 那　須・大田原中 那　須・野崎中 那　須・高林中

阿久津　奈都美(3) 2:40.40 渡信　楓(3) 2:46.86 平山　碧彩(3) 2:47.06 渡邉　怜美(3) 2:47.27 岩﨑　遥香(3) 2:53.98 杉浦　瑞月(3) 2:56.59 坂本　杏奈(3) 2:59.58 橋本　紗希(3) 2:59.75

那　須・三島中 那　須・大田原中 那　須・西那須野中 那　須・高林中 那　須・野崎中 那　須・金田北中 那　須・高林中 那　須・野崎中

対抗得点 女子総合 大田原中 113点 厚崎中 85点 三島中 81.5点 西那須野中 46.5点 黒羽中 35.5点 黒磯北中 25.5点 黒磯中 16点 日新中 16点

凡例  GR:大会記録

5月18日 共通女子砲丸投(2.721kg)

5月18日 共通女子四種競技

19.18(+1.6)-1m10-7m02-34.47(-1.9) 22.36(+1.6)-1m05-6m43-32.24(-1.9)

5月18日 共通女子走高跳

5月18日 １年女子走幅跳

5月18日 共通女子走幅跳

5月18日 共通女子1500m

5月18日 共通女子100mH(0.762m)

5月18日 共通女子4X100mR

5月18日 ２年女子800mOP

5月18日 ３年女子800mOP

5月18日 共通女子800m

5月18日 共通女子200m

5月18日 １年女子800m

5月18日 １年女子800mOP

5月18日
１年女子100m

風：+0.4

5月18日
２年女子100m

風：0.0

5月18日
３年女子100m

風：-0.6

8位

第49回那須地区中学校春季体育大会陸上競技大会
大田原市美原公園陸上競技場
2021/05/18

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


