
審 判 長 小瀧　直人

ト ラ ッ ク 審 判 長 齋藤　光

フィールド審判長 星　政明

記 録 主 任 福﨑　悠平

日付 種目

吉成　雄翔(1) 12.98 飯塚　大凱(1) 13.17 藤田　翔太郎(1) 13.17 糸数　夏惟(1) 13.21 伊藤　卓美(1) 13.39 桒木　伸之亮(1) 13.40 大嶋　日々輝(1) 13.49 深山　蒼介(1) 13.56
那　須・湯津上中 那　須・湯津上中 *T 那　須・大田原中 那　須・大田原中 那　須・西那須野中 那　須・黒磯中 那　須・黒羽中 那　須・那須中央中
秦野　敬(1) 4:37.72 加藤　聖大(1) 4:38.58 竹内　琉カ(1) 4:43.27 河治　晴真(1) 4:51.66 大牟礼　結人(1) 4:52.40 月井　蒼空(1) 4:52.94 齋藤　光(1) 4:55.84 加藤　大暉(1) 4:56.18
那　須・東那須野中 那　須・西那須野中 那　須・三島中 那　須・若草中 那　須・大田原中 那　須・高林中 那　須・黒磯中 那　須・西那須野中
那　須・大田原中 50.09 那　須・湯津上中 51.14 那　須・西那須野中 51.87 那　須・三島中 53.82 那　須・若草中 53.84 那　須・日新中 53.96 那　須・黒磯中 54.01 那　須・那須中央中 54.16
永倉　辰規(1) 森嶋　輝人(1) 尾崎　旬(1) 鈴木　大志(1) 菊池　遥斗(1) 高城　海青(1) 生井　想大(1) 渡邉　健太(1)
藤田　翔太郎(1) 吉成　雄翔(1) 伊藤　卓美(1) 齋藤　義人(1) 西名　譲(1) 澤　道我(1) 坂井　琉生(1) 宮坂　勇輝(1)
糸数　夏惟(1) 澤瀬　昊汰(1) 加藤　大暉(1) 池田　康成(1) 河治　晴真(1) 森田　琉希(1) 春山　光斗(1) 亀井　優翔(1)
石川　睦人(1) 飯塚　大凱(1) 崔　翔太(1) 野俣　陸(1) 竹内　颯亮(1) 泉田　一護(1) 桒木　伸之亮(1) 深山　蒼介(1)
井上　雅也(1) 1m30 桒木　伸之亮(1) 1m30 木下　雷(1) 1m25 青山　昊暉(1) 1m20 中村　大翔(1) 1m20 鈴木　大志(1) 1m15 石塚　柊弥(1) 1m15
那　須・那須中央中 那　須・黒磯中 那　須・三島中 那　須・西那須野中 那　須・厚崎中 那　須・三島中 那　須・親園中

室井　創太(1) 1m20
那　須・大田原中

大嶋　日々輝(1) 4m91 平山　慶(1) 4m91 森田　琉希(1) 4m90 糸数　夏惟(1) 4m72 鈴木　大志(1) 4m62 関　鴻乃輔(1) 4m54 坂井　琉生(1) 4m38 黒子　穂尊(1) 4m33
那　須・黒羽中 那　須・那須中 那　須・日新中 那　須・大田原中 那　須・三島中 那　須・西那須野中 那　須・黒磯中 那　須・黒磯北中
畠田　宙來(1) 8m07 平山　音桜(1) 7m51 遅沢　悠希(1) 7m00 齋藤　成那(1) 6m99 高城　海青(1) 6m98 加藤　颯埜(1) 6m59 村上　慶太(1) 6m58 渡邉　蒼空(1) 6m48
那　須・大田原中 那　須・湯津上中 那　須・黒磯中 那　須・厚崎中 那　須・日新中 那　須・大田原中 那　須・親園中 那　須・親園中
益子　亜蓮(1) 5:03.58 村上　晴久(1) 5:07.96 上野　竜禅(1) 5:08.95 新保　柊哉(1) 5:12.00 伊藤　利夢(1) 5:24.35 室井　陽向(1) 5:24.75 堀　浩太朗(1) 5:37.30 丸山　峰生(1) 5:41.04
那　須・三島中 那　須・西那須野中 那　須・三島中 那　須・西那須野中 那　須・三島中 那　須・日新中 那　須・西那須野中 那　須・若草中
宇津野　暁(2) 12.45 渡部　凌士(2) 12.45 鈴木　智也(2) 12.58 磯　庚汰(2) 12.62 中島　一樹(2) 12.78 宇田　青波(2) 12.91 笠岡　斗馬(2) 12.93 平山　奏汰(2) 12.96
那　須・大田原中 *T 那　須・三島中 那　須・西那須野中 那　須・若草中 那　須・親園中 那　須・親園中 那　須・西那須野中 那　須・日新中
宇津野　暁(2) 24.53(-1.3) 鈴木　智也(2) 25.01(-1.3) 渡部　凌士(2) 25.02(-1.3) 笠岡　斗馬(2) 25.48(-1.3) 中島　一樹(2) 25.49(-1.3) 宇田　青波(2) 26.22(-2.4) 齋藤　知充(2) 26.58(-2.4) 平山　礼(2) 26.64(-1.3)
那　須・大田原中 那　須・西那須野中 那　須・三島中 那　須・西那須野中 那　須・親園中 那　須・親園中 那　須・三島中 那　須・大田原中
渡邉　京太郎(2) 4:34.12 福井　涼介(2) 4:35.80 阿部　進次郎(2) 4:45.43 村上　慶汰(2) 4:47.96 工藤　なな朗(2) 4:48.18 内海　雅人(2) 4:48.45 渡邊　優月(2) 4:52.59 大沢　強(2) 4:53.62
那　須・那須中央中 那　須・三島中 那　須・高林中 那　須・黒羽中 那　須・東那須野中 那　須・厚崎中 那　須・黒磯中 那　須・西那須野中
福井　涼介(2) 9:55.69 工藤　なな朗(2) 9:56.59 五月女　翔太(2) 9:57.69 内海　雅人(2) 9:58.07 深沢　政成(2) 10:34.35 相馬　颯斗(2) 10:43.38 石原　俊輔(2) 10:43.56 鉢村　晴大(2) 10:49.05
那　須・三島中 那　須・東那須野中 那　須・三島中 那　須・厚崎中 那　須・日新中 那　須・西那須野中 那　須・大田原中 那　須・親園中
正木　悠太(2) 17.61(-1.4) 佐々木　寛斗(2) 17.90(-1.4) 渡邉　寛(2) 19.64(-1.4) 印南　晃翔(2) 19.75(-1.4) 平山　忠頼(2) 21.44(-1.4) 大槻　祐太(2) 22.03(-1.9) 藤田　悠椰(2) 22.11(-1.9) 荻田　大輝(2) 24.20(-1.9)
那　須・厚崎中 那　須・親園中 那　須・三島中 那　須・大田原中 那　須・三島中 那　須・大田原中 那　須・日新中 那　須・那須中
那　須・三島中 48.81 那　須・親園中 49.04 那　須・日新中 49.09 那　須・大田原中 49.31 那　須・黒磯中 50.69 那　須・厚崎中 50.72 那　須・那須中央中 50.99 那　須・黒磯北中 51.55
東田　里央太(2) 宇田　青波(2) 松本　翔(2) 印南　晃翔(2) 荒生　結太(2) 君島　啓斗(2) 岩﨑　大祐(2) メンドザ　アイル(2)
渡部　凌士(2) 中島　一樹(2) 平山　奏汰(2) 宇津野　暁(2) 野木　陸人(2) 正木　悠太(2) 津田　晴也(2) 田島　海音(2)
渡邉　悠斗(2) 鉢村　晴大(2) 入江　連翔(2) 平山　礼(2) 藤田　笙汰(2) 平　奏心大(2) 稲田　蓮(2) 平山　優弥(2)
鎌田　光(2) 佐藤　由唯(2) 深沢　政成(2) 塚田　琥珀(2) 渡邊　優月(2) 瀧田　怜央(2) 佐藤　優真(2) 本澤　愛騎(2)
平　奏心大(2) 1m50 鎌田　光(2) 1m45 室井　玲央(2) 1m45
那　須・厚崎中 那　須・三島中 那　須・箒根中
宮本　侑空(2) 2m30 篠田　潤(2) 2m20 我妻　柊人(2) 2m00
那　須・大田原中 那　須・西那須野中 那　須・大田原中
正木　悠太(2) 5m78 佐々木　寛斗(2) 5m32 佐藤　優真(2) 5m30 荒生　結太(2) 5m29 佐藤　由唯(2) 5m14 髙橋　好誠(2) 5m04 入江　連翔(2) 4m84 津田　晴也(2) 4m82
那　須・厚崎中 那　須・親園中 那　須・那須中央中 那　須・黒磯中 那　須・親園中 那　須・東那須野中 那　須・日新中 那　須・那須中央中
三森　大和(2) 8m38 樋口　瑛太(2) 7m72 人見　遥斗(2) 6m97 福井　孝誠(8) 6m78 君島　誉(2) 6m77 相馬　咲哉(2) 6m58 瀧田　怜央(2) 6m56 渡邉　零士(2) 6m56
那　須・那須中央中 那　須・若草中 那　須・三島中 那　須・塩原小中 那　須・大田原中 那　須・若草中 那　須・厚崎中 那　須・黒磯北中
石井　伶旺(2) 4:47.00 平山　慶次郎(2) 4:53.13 鎌田　憲信(2) 4:54.45 須藤　大和(2) 4:54.48 芦野　清楽(2) 4:58.96 関根　空来(2) 5:00.35 山口　大慶(2) 5:02.43 福田　渓喜(2) 5:03.78
那　須・三島中 那　須・西那須野中 那　須・西那須野中 那　須・野崎中 那　須・高林中 那　須・西那須野中 那　須・野崎中 那　須・三島中
小須賀　優(3) 11.41 八木澤　瑞月(3) 11.80 山関　来輝(3) 11.88 藤田　唯来(3) 12.16 山田　得暁(3) 12.17 中村　圭汰(3) 12.18 小菅　煌斗(3) 12.21 大森　颯良(3) 12.35
那　須・三島中 GR 那　須・日新中 那　須・西那須野中 那　須・親園中 那　須・黒羽中 那　須・三島中 那　須・大田原中 那　須・大田原中
小須賀　優(3) 22.74(-1.5) 山関　来輝(3) 23.18(-1.5) 八木澤　瑞月(3) 23.32(-1.5) 中村　圭汰(3) 24.16(-1.5) 畠山　友翔(3) 24.43(-1.5) 大森　颯良(3) 25.06(-1.5) 渡邉　光翔(3) 25.12(-1.5) 和家　優陽(3) 25.14(-2.3)
那　須・三島中 GR 那　須・西那須野中 那　須・日新中 那　須・三島中 那　須・厚崎中 那　須・大田原中 那　須・日新中 那　須・黒羽中
小菅　煌斗(3) 54.12 髙野　空良(3) 54.73 松本　育也(3) 56.96 島野　元(3) 58.45 磯　隆之佑(3) 58.85 関野　恭弥(3) 1:00.72 櫻井　蒔仁(3) 1:01.33 佐藤　寧穂(3) 1:02.09
那　須・大田原中 那　須・大田原中 那　須・日新中 那　須・若草中 那　須・那須中央中 那　須・東那須野中 那　須・三島中 那　須・若草中
石川　悠斗(3) 2:05.33 松本　育也(3) 2:07.23 三森　陽向(3) 2:07.41 中三川　大和(3) 2:12.00 畠田　朔來(3) 2:13.59 松本　千太郎(3) 2:16.47 小山田　陣(3) 2:16.85 小林　大河(3) 2:19.26
那　須・西那須野中 那　須・日新中 那　須・西那須野中 那　須・三島中 那　須・大田原中 那　須・金田北中 那　須・那須中央中 那　須・若草中
坂井　駿太(3) 4:14.35 石川　悠斗(3) 4:18.82 五月女　千明(3) 4:23.37 佐久間　蒼空(3) 4:30.28 根本　元稀(3) 4:35.82 白井　唯斗(3) 4:37.13 三森　陽向(3) 4:42.42 星野　太杜(3) 4:44.01
那　須・厚崎中 那　須・西那須野中 那　須・三島中 那　須・高林中 那　須・厚崎中 那　須・那須中央中 那　須・西那須野中 那　須・金田北中
坂井　駿太(3) 9:08.94 五月女　千明(3) 9:14.22 國井　慎央(3) 9:51.49 白井　唯斗(3) 9:54.81 梅田　綾人(3) 10:04.66 浅野　瑛太(3) 10:07.88 髙槻　涼介(3) 10:19.93 後藤　李空(3) 10:27.82
那　須・厚崎中 那　須・三島中 那　須・日新中 那　須・那須中央中 那　須・西那須野中 那　須・日新中 那　須・西那須野中 那　須・金田北中
齋藤　健大(3) 15.28(-2.7) 畠山　友翔(3) 16.28(-2.7) 長谷部　也雲(3) 18.06(-2.7) 杉山　康生(3) 18.47(-1.6) 大輪　誠(3) 18.48(-2.7) 松本　陸来(3) 18.88(-1.6) 大森　悠叶(3) 18.89(-2.7) 水口　雅久(3) 19.00(-1.6)
那　須・黒磯北中 =GR 那　須・厚崎中 那　須・三島中 那　須・三島中 那　須・那須中央中 那　須・箒根中 那　須・那須中 那　須・大田原中
那　須・三島中 45.35 那　須・日新中 45.90 那　須・大田原中 46.18 那　須・東那須野中 46.44 那　須・親園中 46.98 那　須・若草中 47.16 那　須・黒磯北中 47.84 那　須・那須中央中 48.26
杉山　康生(3) 渡邉　光翔(3) 大森　颯良(3) 鮎瀬　純心(3) 佐藤　巧人(3) 大森　虎太郎(3) 磯　叶夢(3) 渡邉　優太(3)
長谷部　也雲(3) 松本　育也(3) 小菅　煌斗(3) 池田　崇汰(3) 坂和　葉琉(3) 蓮實　優斗(3) 齋藤　健大(3) 丸田　尊(3)
中村　圭汰(3) 國井　慎央(3) 髙野　空良(3) 川島　乙葵(3) 清水　風道(3) 島野　元(3) 相馬　麗星(3) 磯　隆之佑(3)
小須賀　優(3) 八木澤　瑞月(3) 水口　雅久(3) 室井　陽太郎(3) 藤田　唯来(3) 下重　直己(3) 櫻井　ユウヤ(3) 室井　維月(3)
平山　円生(3) 1m65 磯　隆之佑(3) 1m60 秋元　結翔(3) 1m55 上山　琉衣(9) 1m55 川島　乙葵(3) 1m45 居城　奏葵(3) 1m40 中里　翔琉(3) 1m40 髙田　翔太朗(3) 1m35
那　須・那須中央中 那　須・那須中央中 那　須・黒磯中 那　須・塩原小中 那　須・東那須野中 那　須・黒磯北中 那　須・西那須野中 那　須・若草中
久保田　涼皇(3) 3m00 髙野　空良(3) 2m60
那　須・西那須野中 那　須・大田原中
櫻井　ユウヤ(3) 5m96 坂和　葉琉(3) 5m90 村上　涼(3) 5m87 鮎瀬　純心(3) 5m69 杉山　康生(3) 5m52 小森　優希(3) 5m52 丸田　尊(3) 5m50 大森　虎太郎(3) 5m34
那　須・黒磯北中 那　須・親園中 那　須・日新中 那　須・東那須野中 那　須・三島中 那　須・黒磯中 那　須・那須中央中 那　須・若草中
渡邉　優太(3) 10m27 鮎瀬　純心(3) 8m82 郡司　悠音(3) 8m32 長谷部　也雲(3) 8m23 前澤　駿大(3) 8m01 益子　琥太郎(3) 7m94 田沢　寛大(3) 7m76 遠藤　優(3) 7m28
那　須・那須中央中 那　須・東那須野中 那　須・黒羽中 那　須・三島中 那　須・大田原中 那　須・黒磯北中 那　須・大田原中 那　須・箒根中
大田原　健悟(3) 4:52.81 小林　大陸(3) 4:54.83 鈴木　悠也(3) 5:02.68 幾田　大翔(3) 5:05.57 安藤　一翔(3) 5:06.78 石橋　健太郎(3) 5:07.45 田代　空雅(3) 5:08.08 阿久津　悠斗(3) 5:10.03
那　須・高林中 那　須・若草中 那　須・野崎中 那　須・西那須野中 那　須・野崎中 那　須・西那須野中 那　須・野崎中 那　須・湯津上中

男子総合 三島中 162点 大田原中 138.5点 西那須野中 108.5点 那須中央中 79点 日新中 78点 厚崎中 76点 親園中 60点 東那須野中 46点
1年男子総合 大田原中 43.5点 湯津上中 29点 西那須野中 25.5点 三島中 23点 黒磯中 22点 日新中 13点 黒羽中 10点 那須中央中 10点
2年男子総合 三島中 67点 大田原中 50点 親園中 40点 厚崎中 37点 西那須野中 31点 那須中央中 25点 若草中 15点 日新中 15点
3年男子総合 三島中 72点 西那須野中 52点 日新中 50点 大田原中 45点 那須中央中 44点 厚崎中 31点 黒磯北中 24点 東那須野中 24点

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 *T:着差あり

6月21日 3年男子走幅跳

6月21日 3年男子砲丸投(5.000kg)

対抗得点

6月21日 3年男子4X100mR

6月21日 3年男子走高跳

6月21日 3年男子棒高跳

6月21日 3年男子1500mOP

6月21日 3年男子3000m

6月21日
3年男子

110mH(0.914m/9.14m)

6月21日 3年男子400m

6月21日 3年男子800m

6月21日 3年男子1500m

6月21日 2年男子砲丸投(5.000kg)

6月21日
3年男子100m

風：-2.2

6月21日 3年男子200m

6月21日 2年男子走高跳

6月21日 2年男子棒高跳

6月21日 2年男子走幅跳

6月21日 2年男子3000m

6月21日
2年男子

110mH(0.914m/9.14m)

6月21日 2年男子4X100mR

6月21日 2年男子200m

6月21日 2年男子1500m

6月21日 2年男子1500mOP

6月21日 1年男子走幅跳

6月21日 1年男子砲丸投(4.000kg)

6月21日
2年男子100m

風：-2.1

6月21日 1年男子4X100mR

6月21日 1年男子走高跳

8位

6月21日
1年男子100m

風：-2.0

6月21日 1年男子1500m

6月21日 1年男子1500mOP

第75回那須地区中学校総合体育大会陸上競技大会
DI STADIUM（大田原市美原公園陸上競技場）
2022/06/21

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



審 判 長 小瀧　直人

ト ラ ッ ク 審 判 長 齋藤　光

フィールド審判長 星　政明

記 録 主 任 福﨑　悠平

日付 種目

土屋　明日香(1) 14.37 星野　心菜(1) 14.43 樋口　まこ(1) 14.56 滝田　千尋(1) 14.60 小川　詩乃(1) 14.66 小片　優莉(1) 14.80 三森　菜々穂(1) 15.00 石山　虹(1) 15.12
那　須・厚崎中 那　須・厚崎中 那　須・三島中 那　須・親園中 那　須・若草中 那　須・三島中 那　須・東那須野中 那　須・那須中央中
大沼　愛歩(1) 2:38.03 木下　愛理(1) 2:39.28 麓　奈月(1) 2:41.28 大森　陸晶(1) 2:43.32 松本　莉緒(1) 2:43.82 阿久津　実里(1) 2:44.64 前沢　朱里(1) 2:45.95 安藤　蒼波(1) 2:46.69
那　須・高林中 那　須・大田原中 那　須・三島中 那　須・日新中 那　須・大田原中 那　須・若草中 那　須・西那須野中 那　須・東那須野中
那　須・三島中 55.97 那　須・厚崎中 56.81 那　須・親園中 57.15 那　須・若草中 58.29 那　須・大田原中 58.40 那　須・那須中央中 59.31 那　須・黒羽中 59.37 那　須・日新中 1:00.64
江連　由眞(1) 吉武　伶実香(1) 関谷　紬菜(1) 出井　明佳(1) 武田　樹里(1) 石山　虹(1) 鈴木　里々愛(1) 大野　羚奈(1)
小片　優莉(1) 星野　心菜(1) 原　琴羽(1) 瀬尾　愛葉(1) 槐　香(1) 丸田　祭(1) 松本　舞花(1) 石川　璃音(1)
鈴木　沙菜(1) 土屋　明日香(1) 柴田　乃々華(1) 前島　優葉(1) 永山　凜(1) 菊地　桃那(1) 伊藤　さゆ(1) 大森　陸晶(1)
樋口　まこ(1) 宮城　遥(1) 滝田　千尋(1) 小川　詩乃(1) 園田　真子(1) ダイヤー　美亜(1) 藤田　萌愛(1) 松本　紗帆(1)
室井　まお(1) 1m25 槐　香(1) 1m20 宮城　遥(1) 1m15 永山　凜(1) 1m15 藤田　心結(1) 1m15 出井　明佳(1) 1m10 髙橋　奏(1) 1m10
那　須・高林中 那　須・大田原中 那　須・厚崎中 那　須・大田原中 那　須・那須中 那　須・若草中 那　須・黒羽中

磯　亜紀菜(1) 1m15
那　須・親園中

星野　心菜(1) 4m44 土屋　明日香(1) 4m31 前沢　朱里(1) 4m21 秋元　彩李(1) 3m96 丸田　祭(1) 3m91 仙野　心暖(1) 3m84 前島　優葉(1) 3m83 篠﨑　涼(1) 3m77
那　須・厚崎中 那　須・厚崎中 那　須・西那須野中 那　須・西那須野中 那　須・那須中央中 那　須・黒羽中 那　須・若草中 那　須・東那須野中
菊地　友優(1) 6m85 宮城　遥(1) 6m49 髙久　栞里(1) 6m44 薄井　彩夏(1) 6m43 滝田　千尋(1) 6m42 仙野　心暖(1) 6m01 保苅　希空(1) 5m95 金井　唯愛(1) 5m77
那　須・那須中央中 那　須・厚崎中 那　須・高林中 那　須・那須中央中 那　須・親園中 那　須・黒羽中 那　須・三島中 那　須・若草中
久保　柚稀(1) 2:41.45 金川　心音(1) 2:41.62 鈴木　愛菜(1) 2:44.82 仁平　愛海(1) 2:47.94 片岡　李奈(1) 2:49.16 君島　愛(1) 2:50.24 藤田　雪稀乃(1) 2:50.30 京原　美咲(1) 2:55.09
那　須・三島中 那　須・三島中 那　須・野崎中 那　須・野崎中 那　須・野崎中 那　須・高林中 那　須・野崎中 那　須・西那須野中
髙久　夏月(2) 13.52 植野　遥(2) 13.71 溝口　ひおり(2) 13.97 土谷　祈星(2) 14.23 加藤　愛菜(2) 14.28 田代　葵彩(2) 14.33 金子　なぎさ(2) 14.36 宮　妃花(2) 14.56
那　須・那須中央中 那　須・三島中 那　須・大田原中 那　須・西那須野中 那　須・日新中 那　須・黒磯北中 那　須・黒磯中 那　須・三島中
髙久　夏月(2) 27.77(-2.0) 清水　桜羽(2) 28.18(-1.8) 植野　遥(2) 28.89(-1.8) 田代　葵彩(2) 29.32(-1.8) 松山　愛莉(2) 29.60(-2.0) 渡邉　千采(2) 29.89(-1.8) 伊藤　苺花(2) 29.95(-2.0) 髙橋　歩(2) 30.41(-1.8)
那　須・那須中央中 那　須・大田原中 那　須・三島中 那　須・黒磯北中 那　須・大田原中 那　須・黒羽中 那　須・親園中 那　須・厚崎中
清水　桜羽(2) 2:27.95 橋本　雫里(2) 2:36.03 長岡　虹空(2) 2:38.13 染谷　俐央那(2) 2:39.33 大竹　桃可(2) 2:42.38 八木沢　惟(2) 2:42.82 野澤　優里彩(2) 2:44.50 加藤　朱莉(2) 2:46.96
那　須・大田原中 那　須・三島中 那　須・黒磯北中 那　須・厚崎中 那　須・野崎中 那　須・箒根中 那　須・三島中 那　須・金田南中
染谷　俐央那(2) 5:23.88 本多　柚月(2) 5:25.11 大塚　心晴(2) 5:26.81 奥田　琴(2) 5:38.32 長岡　虹空(2) 5:44.43 関谷　唯(2) 5:49.01 長谷川　郁果(2) 5:53.11 渡辺　夏帆(2) 5:58.15
那　須・厚崎中 那　須・金田北中 那　須・那須中央中 那　須・那須中央中 那　須・黒磯北中 那　須・厚崎中 那　須・湯津上中 那　須・日新中
溝口　ひおり(2) 17.47(-1.6) 齋須　明理(2) 17.64(-1.6) 鈴木　椛々子(2) 19.11(-1.6) 坂上　未樹(2) 19.29(-1.6) 櫻井　杏梛(2) 19.61(-3.0) 後藤　真桜(2) 20.48(-1.6) 山本　和奏(2) 20.77(-3.0) 若井田　瑠夏(2) 20.99(-3.0)
那　須・大田原中 那　須・大田原中 那　須・厚崎中 那　須・西那須野中 那　須・西那須野中 那　須・三島中 那　須・箒根中 那　須・黒磯北中
那　須・大田原中 52.48 那　須・三島中 55.12 那　須・黒磯北中 55.36 那　須・那須中央中 55.79 那　須・日新中 56.65 那　須・親園中 57.01 那　須・黒羽中 57.41 那　須・若草中 57.50
溝口　ひおり(2) 橋本　雫里(2) 若井田　瑠夏(2) 奥田　琴(2) 蓮實　咲希(2) 小沼　実里(2) 大森　愛美(2) 寺内　苺優(2)
清水　桜羽(2) 宮　妃花(2) 江面　愛花(2) 髙久　夏月(2) 加藤　愛菜(2) 伊藤　苺花(2) 渡邉　千采(2) 中野　莉空(2)
齋須　明理(2) 後藤　真桜(2) 田中　ここみ(2) 大塚　心晴(2) 髙根澤　虹和(2) 前田　杏(2) 宮本　苺(2) 芹江　杏梨(2)
松山　愛莉(2) 植野　遥(2) 田代　葵彩(2) 板垣　結衣(2) 平山　柑奈(2) 戸田　優羽(2) 永井　里奈(2) 田代　乃愛(2)
薄葉　百花(2) 1m35 倭文　美侑(2) 1m35 田中　ここみ(2) 1m35 宮　妃花(2) 1m30 齋藤　麻歩(2) 1m25 重田　瑚子(2) 1m25 鈴木　りのあ(2) 1m25
那　須・大田原中 那　須・若草中 那　須・黒磯北中 那　須・三島中 那　須・黒羽中 那　須・厚崎中 那　須・西那須野中

工藤　羽奈(8) 1m25
那　須・塩原小中

齋須　明理(2) 4m63 鈴木　椛々子(2) 4m55 加藤　愛菜(2) 4m50 松山　愛莉(2) 4m38 土谷　祈星(2) 4m38 永井　里奈(2) 4m32 倭文　美侑(2) 4m25 小河原　愛由(2) 4m02
那　須・大田原中 那　須・厚崎中 那　須・日新中 那　須・大田原中 那　須・西那須野中 那　須・黒羽中 那　須・若草中 那　須・黒羽中
中島　佳奈(2) 10m17 小林　心美(2) 9m38 渡邉　果恋(2) 7m08 金子　彩香(2) 6m74 黒田　結衣(2) 6m51 猪瀬　胡桃(2) 6m33 櫻井　杏梛(2) 6m31 丹羽　菜々美(2) 6m23
那　須・那須中央中 那　須・湯津上中 那　須・那須中央中 那　須・若草中 那　須・東那須野中 那　須・大田原中 那　須・西那須野中 那　須・若草中
瀧口　嘉音(2) 2:44.67 瀧口　紫音(2) 2:47.82 長田　芹奈(2) 2:49.46 清水　悠莉(2) 2:50.84 山口　愛絢(2) 2:54.61 藤田　恋那(2) 2:56.83 松本　果琳(2) 3:00.92 三森　千穂(2) 3:01.82
那　須・黒磯北中 那　須・黒磯北中 那　須・金田北中 那　須・湯津上中 那　須・湯津上中 那　須・金田南中 那　須・金田北中 那　須・那須中央中
櫻岡　和佳奈(3) 13.00 永井　結衣(3) 13.22 木村　百恵(3) 13.34 日下部　鈴(3) 13.90 佐藤　花音(3) 14.08 益子　里緒(3) 14.09 大野　笑瑠(3) 14.22 平山　奈津花(3) 14.28
那　須・大田原中 那　須・黒羽中 那　須・三島中 那　須・黒磯北中 那　須・那須中央中 那　須・大田原中 那　須・黒磯北中 那　須・三島中
永井　結衣(3) 27.09(-1.4) 木村　百恵(3) 27.30(-1.4) 岡田　愛生(3) 28.82(-1.4) 益子　里緒(3) 29.22(-1.4) 大野　笑瑠(3) 29.75(-1.4) 奈良　優花(3) 30.04(-1.4) 豊泉　琉依(3) 30.47(-1.1) 島田　彩生(3) 31.14(-1.4)
那　須・黒羽中 那　須・三島中 那　須・西那須野中 那　須・大田原中 那　須・黒磯北中 那　須・西那須野中 那　須・日新中 那　須・三島中
磯　陽向(3) 2:17.57 福田　実広(3) 2:26.87 池野　結奏(3) 2:28.45 前沢　汐璃(3) 2:33.00 福山　李愛(3) 2:34.99 仁平　悠月(3) 2:40.08 岩城　花蓮(3) 2:41.00 田村　香里奈(3) 2:41.16
那　須・厚崎中 那　須・三島中 那　須・三島中 那　須・西那須野中 那　須・日新中 那　須・野崎中 那　須・大田原中 那　須・西那須野中
磯　陽向(3) 4:42.17 前沢　汐璃(3) 5:02.90 福田　実広(3) 5:06.54 池野　結奏(3) 5:06.95 関口　夏海(3) 5:15.59 横山　友菜(3) 5:25.95 岩城　花蓮(3) 5:39.21 深澤　夢叶(3) 5:44.82
那　須・厚崎中 那　須・西那須野中 那　須・三島中 那　須・三島中 那　須・西那須野中 那　須・東那須野中 那　須・大田原中 那　須・金田南中
櫻岡　和佳奈(3) 15.16 猪瀨　日菜子(3) 18.26 菊地　寛夏(3) 18.89 上村　七海(3) 19.90 高久　ひまり(3) 20.40 佐川　心海(3) 20.45 阿久津　茉生(3) 21.58
那　須・大田原中 GR 那　須・大田原中 那　須・金田南中 那　須・西那須野中 那　須・那須中 那　須・厚崎中 那　須・親園中
那　須・大田原中 52.50 那　須・黒磯北中 53.72 那　須・西那須野中 54.62 那　須・三島中 55.08 那　須・若草中 55.76 那　須・日新中 55.77 那　須・那須中央中 55.97 那　須・黒磯中 58.41
益子　里緒(3) 小澤　美夕(3) 植竹　美空(3) 横山　千枝李(3) 影山　紗也(3) 荒井　ひより(3) 三森　結菜(3) 相馬　しずく(3)
櫻岡　和佳奈(3) 大野　笑瑠(3) 岡田　愛生(3) 木村　百恵(3) 相馬　優葉(3) 豊泉　琉依(3) 室井　花琳(3) 室井　心寧(3)
水口　ゆあ(3) 弓座　詩音(3) 奈良　優花(3) 田村　海典(3) 小泉　百花(3) 福山　李愛(3) 金子　美咲姫(3) 折原　早弥子(3)
猪瀨　日菜子(3) 日下部　鈴(3) 冨川　茉莉(3) 平山　奈津花(3) 大金　菜央(3) 後藤　紗世(3) 佐藤　花音(3) 須藤　凜々子(3)
弓座　詩音(3) 1m45 水口　ゆあ(3) 1m40 青山　知夏(9) 1m35 須藤　凜々子(3) 1m30 土屋　ﾍｲﾘｰ華里奈(3) 1m30 横山　千枝李(3) 1m30 菊地　こころ(9) 1m25 伴　嘉穗(3) 1m15
那　須・黒磯北中 那　須・大田原中 那　須・塩原小中 那　須・黒磯中 那　須・三島中 那　須・三島中 那　須・塩原小中 那　須・親園中
水口　ゆあ(3) 4m87 岡田　愛生(3) 4m74 日下部　鈴(3) 4m73 猪瀨　日菜子(3) 4m00 田村　海典(3) 3m90 相馬　優葉(3) 3m89 小泉　百花(3) 3m85 青山　知夏(9) 3m78
那　須・大田原中 那　須・西那須野中 那　須・黒磯北中 那　須・大田原中 那　須・三島中 那　須・若草中 那　須・若草中 那　須・塩原小中
小礒　莉珠(3) 10m76 関谷　煌空(3) 10m19 菊地　陽菜(3) 9m25 薄井　美嘉(3) 8m00 薄井　陽菜(3) 7m92 椎名　杏(3) 7m84 沼野　未翔(3) 7m60 穐山　京美(3) 7m48
那　須・那須中 那　須・黒羽中 那　須・厚崎中 那　須・箒根中 那　須・那須中央中 那　須・高林中 那　須・親園中 那　須・箒根中
髙久　千尋(3) 2:47.27 天倉　沙夜奏(3) 2:48.98 福田　恋(3) 2:49.21 橋本　愛菜(3) 2:52.08 市村　志姫(3) 2:52.64 小髙　月楓(3) 2:52.97 大野　由椛(3) 2:53.02 武藤　彩葉(3) 2:56.03
那　須・高林中 那　須・日新中 那　須・野崎中 那　須・日新中 那　須・湯津上中 那　須・野崎中 那　須・日新中 那　須・日新中

女子総合 大田原中 161点 三島中 118点 厚崎中 106.5点 西那須野中 78点 那須中央中 77点 黒磯北中 63点 黒羽中 43.5点 若草中 42点
1年女子総合 厚崎中 49.5点 大田原中 26点 三島中 25点 高林中 22点 那須中央中 21点 親園中 20.5点 若草中 17点 西那須野中 13点
2年女子総合 大田原中 72点 那須中央中 46点 三島中 38点 厚崎中 32点 黒磯北中 31点 西那須野中 21点 若草中 16点 日新中 15点
3年女子総合 大田原中 63点 三島中 55点 西那須野中 44点 黒磯北中 32点 厚崎中 25点 黒羽中 22点 那須中 12点 那須中央中 10点

凡例  GR:大会記録

6月21日 3年女子走幅跳

6月21日 3年女子砲丸投(2.721kg)

対抗得点

第75回那須地区中学校総合体育大会陸上競技大会
DI STADIUM（大田原市美原公園陸上競技場）
2022/06/21

6月21日
3年女子100mH(0.762m/8.00m)

風：-2.2

6月21日 3年女子4X100mR

6月21日 3年女子走高跳

6月21日 3年女子800m

6月21日 3年女子800mOP

6月21日 3年女子1500m

6月21日 2年女子砲丸投(2.721kg)

6月21日
3年女子100m

風：-1.2

6月21日 3年女子200m

6月21日 2年女子走高跳

6月21日 2年女子走幅跳

6月21日 2年女子1500m

6月21日 2年女子100mH(0.762m/8.00m)

6月21日 2年女子4X100mR

6月21日 2年女子200m

6月21日 2年女子800m

6月21日 2年女子800mOP

6月21日 1年女子走幅跳

6月21日 1年女子砲丸投(2.721kg)

6月21日
2年女子100m

風：-1.6

6月21日 1年女子4X100mR

6月21日 1年女子走高跳

8位

6月21日
1年女子100m

風：-2.5

6月21日 1年女子800m

6月21日 1年女子800mOP

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


