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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 6/16 中野  睦良(小1)  9.21/-1.4

いだてん

小池  太陽(小1)  9.24/-0.6

バディ陸上

桂  瑛都(小1)  9.35/-1.7

バディ陸上

吉村  孔佑(小1)  9.44/-0.6

バディ陸上

丹羽  龍(小1)  9.69/-1.7

ﾌｫﾙﾃ世田谷

西山  幸輝(小1)  9.69/-1.7

野田ジュニア

櫻井  和輝(小1)  9.70/-0.6

千住ジュニア

沖川  頼駕(小1)  9.74/-0.6

バディ陸上

男子小
学1年

５０ｍ 6/16 飯島  唯斗(小2)  8.55/-4.0

TRAC

加藤  瑛斗(小2)  8.65/-4.0

バディ陸上

寺嶋  旺生(小2)  8.68/-0.4

imakids

城  力斗(小2)  8.88/-1.0

川崎陸上

新村  鳳麿(小2)  8.95/-4.0

R-キッズ

坂口  蒼太(小2)  9.01/-0.4

バディ陸上

田辺  琳太郎(小2)  9.08/-1.0

いだてん

熊谷  拓大(小2)  9.33/-2.0

バディ陸上

男子小
学2年

６０ｍ 6/16 安藤  光太郎(小3)  9.37/-3.6

NGRimakids

岸  建瑠(小3)  9.77/-2.1

バディ陸上

鎌田  浩輔(小3)  9.83/-2.1

千住ジュニア

早瀬  舜(小3)  9.87/-3.6

ﾌｫﾙﾃ世田谷

迎  希生(小3)  9.94/-3.6

バディ陸上

蟹江  飛呂(小3) 10.09/-3.6

バディ陸上

榎戸  隼之介(小3) 10.18/-3.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

鎌田  健矢(小3) 10.19/-4.7

ﾌｫﾙﾃ世田谷

男子小
学3年

６０ｍ 6/16 岩本  然(小4)  9.02/-0.9

NGRＫＭＣ陸上ク

後藤  大樹(小4)  9.10/-3.6

NGRimakids

中野  新太(小4)  9.41/-2.8

いだてん

鎌田  夏(小4)  9.45/-3.1

ＫＭＣ陸上ク

橋本  優真(小4)  9.54/-2.5

宮内小

渡邉  幸輝(小4)  9.60/-3.1

ＫＭＣ陸上ク

橘  新乃輔(小4)  9.64/-0.9

バディ陸上

丸山  凛久(小4)  9.69/-2.8

MJアスリーツ

男子小
学4年

１００ｍ 6/16 池田  悠斗(小5) 13.97/-2.5

ＫＭＣ陸上ク

西岡  弥人(小5) 14.08/-2.3

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

林  佑有(小5) 14.23/-3.1

imakids

市川  優空(小5) 14.36/-0.6

R-キッズ

北山  俊太朗(小5) 14.44/-1.8

千住ジュニア

小島  璃大(小5) 14.45/-2.2

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

薮崎  康介(小5) 横浜ＡＣ 14.72/-3.1

山田  竜摩(小5) imakids 14.72/-0.6

８００ｍ 6/16 北山  俊太朗(小5)  2:24.19

NGR千住ジュニア

加瀬  唯翔(小5)  2:29.48

imakids

山川  朔太朗(小5)  2:33.15

千住ジュニア

麻田  結斗(小5)  2:35.33

千住ジュニア

関根  進太郎(小5)  2:35.69

野田ジュニア

細井  渚吾(小5)  2:40.64

MJアスリーツ

古川  創大(小5)  2:42.76

imakids

岸岡  亮佑(小5)  2:46.62

白金クラブ

８０ｍＨ 6/16 飯沼  亮太(小5) 14.81/-1.8

ＫＭＣ陸上ク

藤原  啓寛(小5) 15.30/-3.5

白金クラブ

松下  穂高(小5) 15.66/-1.8

ＫＭＣ陸上ク

津嘉田  凰汰(小5) 15.73/-3.5

imakids

中條  晄大(小5) 16.26/-1.8

ミウラSC

浅見  慶(小5) 18.35/-3.5

ＫＭＣ陸上ク

福田  吏功(小5) 18.36/-3.5

いだてん

男子小
学5年

１００ｍ 6/16 橋  心之介(小6) 13.11/-2.5

城北AC

亀井  人輪(小6) 13.42/-1.5

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

佐藤  琉陽(小6) 13.52/-2.2

東京ドリーム

高崎  颯太(小6) 13.63/-1.6

ＫＭＣ陸上ク

須山  恵成(小6) 13.69/-0.5

川崎陸上

中原  靖仁(小6) 13.77/-2.2

ＫＭＣ陸上ク

佐藤  那由多(小6) 杉並Jr 13.82/-0.5

大坪  勇貴(小6) 野田ジュニア 13.82/-1.6

８００ｍ 6/16 貝塚  祐(小6)  2:20.46

城北AC

渡辺  耀介(小6)  2:25.17

野田ジュニア

伊藤  優喜(小6)  2:25.27

横浜ＡＣ

宮内  駿汰(小6)  2:28.91

imakids

髙橋  佳汰(小6)  2:31.72

imakids

森  啓太(小6)  2:32.12

城北AC

北岡  良介(小6)  2:35.80

野田ジュニア

髙橋  大智(小6)  2:36.83

城北AC

８０ｍＨ 6/16 安倍  朋希(小6) 13.05/-3.4

バディ陸上

ヘラス  シュウジ(小6)13.59/-3.0

ＫＭＣ陸上ク

岡野  陸(小6) 13.61/-3.4

imakids

加瀬  瑛人(小6) 13.68/-3.0

imakids

神宮司  泰稚(小6) 13.85/-3.0

ＫＭＣ陸上ク

細見  颯真(小6) 13.98/-3.4

ＫＭＣ陸上ク

佐藤  重光(小6) 14.96/-3.4

明神クラブ

福西  啓人(小6) 15.34/-3.4

府中AC

男子小
学6年

４×１００ｍ 6/16 ＫＭＣ陸上ク 53.87

神宮司  泰稚(小6)

ヘラス  シュウジ(小6)

池田  悠斗(小5)

高崎  颯太(小6)

imakids 54.68

篠原  颯天(小6)

植木  琥生(小6)

林  佑有(小5)

鈴木  爽太(小6)

東京ドリーム 54.93

青木  陽大(小6)

佐藤  琉陽(小6)

今野  悠生(小6)

青木  誠也(小6)

横浜ＡＣ 55.74

中  啓惺(小6)

藤井  幸太郎(小6)

中里  崇雅(小6)

赤川  音(小6)

ミウラSC 56.38

中條  晄大(小5)

猪狩  悠人(小6)

戸井田  大慧(小6)

二角  太朗(小6)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 58.75

小島  璃大(小5)

西岡  弥人(小5)

新谷  順太郎(小6)

戸田  蒼(小5)

ﾌｫﾙﾃ世田谷 58.88

松本  光生(小6)

伊東  一隼(小6)

古屋  瑛太(小5)

明光  真寛(小5)

明神クラブ 59.44

安田  開(小5)

佐藤  重光(小6)

大津  遼翔(小5)

武隈  拓(小6)

男子小
学

１００ｍ 6/16 小野  浬空(中1) 13.34/-2.4

ＫＭＣ陸上ク

古屋  太陽(中1) 13.54/-2.4

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

佐藤  陽星(中1) 13.63/-2.4

ＫＭＣ陸上ク

佐藤  樹(中1) 14.25/-2.4

城北AC

木暮  佑真(中1) 14.89/-2.4

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

菊地  欧介(中1) 15.60/-2.4

ミウラSC

上原  凛(中1) 16.13/-2.4

ＫＭＣ陸上ク

山下  柊(中1) 16.14/-2.4

ＫＭＣ陸上ク

２００ｍ 6/16 佐藤  陽星(中1) 27.82/-3.3

ＫＭＣ陸上ク

小野  浬空(中1) 27.89/-3.3

ＫＭＣ陸上ク

ダンカン  陽(中1) 33.44/-3.3

ＫＭＣ陸上ク

８００ｍ 6/16 細川  空蒼(中1)  2:29.19

横浜ＡＣ

遠藤  拓人(中1)  2:36.31

ＫＭＣ陸上ク

ダンカン  陽(中1)  2:42.12

ＫＭＣ陸上ク

１５００ｍ 6/16 林  春空(中1)  4:58.95

城北AC

遠藤  拓人(中1)  5:16.72

ＫＭＣ陸上ク

森田  陽一(中1)  5:32.34

城北AC

男子中
学1年

１００ｍ 6/16 伊橋  璃矩(中2) 11.74/-2.0

imakids

川口  玲於(中2) 12.12/-2.0

ＫＭＣ陸上ク

宮嶋  知輝(中3) 12.51/-2.0

慶應普通部中

高木  奏音(中2) 12.64/-2.0

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

石橋  政音(中3) 12.74/-2.0

慶應普通部中

中村  文治(中2) 12.93/-2.0

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

庭野  椿(中2) 13.02/-2.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

鳥谷部  彪翔(中3) 13.09/-2.0

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

２００ｍ 6/16 古屋  新太(中3) 22.96/+0.3

NGRﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

宮嶋  知輝(中3) 24.97/+0.3

慶應普通部中

直江  孝人(中2) 26.79/+0.3

慶應普通部中

８００ｍ 6/16 沼倉  圭吾(中3)  2:17.53

ＫＭＣ陸上ク

田代  漣(中2)  2:27.42

ＫＭＣ陸上ク

宇津宮  塁(中3)  2:47.02

清明学園中

１５００ｍ 6/16 世古口  優羽(中3)  4:41.00

城北AC

猪谷  祐一(中2)  4:46.44

慶應普通部中

櫻井  和輝(中2)  4:50.23

習志野ＮＢＳ

清水  佑眞(中2)  4:57.55

慶應普通部中

田代  漣(中2)  4:59.37

ＫＭＣ陸上ク

三上  結也(中3)  5:03.77

慶應普通部中

竹崎  魁真(中2)  5:04.91

城北AC

沼倉  圭吾(中3)  5:06.40

ＫＭＣ陸上ク

男子中
学2・3
年

４×１００ｍ 6/16 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂB 50.09

加藤  健太(中2)

高木  奏音(中2)

中村  文治(中2)

神津  弘輝(中2)

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂA 50.22

古屋  新太(中3)

古屋  太陽(中1)

鳥谷部  彪翔(中3)

木暮  佑真(中1)

ＫＭＣ陸上ク 54.26

山下  柊(中1)

小野  浬空(中1)

遠藤  拓人(中1)

佐藤  陽星(中1)

男子中
学

走幅跳 6/16 吉村  孔佑(小1)   2m64/ 0.0

バディ陸上

西山  幸輝(小1)   2m47/ 0.0

野田ジュニア

小池  太陽(小1)   2m24/ 0.0

バディ陸上

宮地  翔(小1)   2m22/ 0.0

バディ陸上

倉部  光輝(小1)   2m16/ 0.0

野田ジュニア

桂  瑛都(小1)   2m09/ 0.0

バディ陸上

福澤  岳人(小1)   1m97/ 0.0

府中AC

飯沼  遼斗(小1)   1m88/ 0.0

由木東小

男子小
学1年

走幅跳 6/16 寺嶋  旺生(小2)   2m96/ 0.0

imakids

石毛  仁(小2)   2m74/ 0.0

imakids

飯島  唯斗(小2)   2m72/ 0.0

TRAC

加藤  瑛斗(小2)   2m58/ 0.0

バディ陸上

加瀬  新(小2)   2m52/ 0.0

imakids

西谷  聡真(小2)   2m34/ 0.0

エムズ81外苑

坂口  蒼太(小2)   2m34/ 0.0

バディ陸上

石橋  知諭(小2)   2m28/ 0.0

バディ陸上

男子小
学2年

走幅跳 6/16 安藤  光太郎(小3)   3m93/+2.0

NGRimakids

岡野  丈(小3)   3m28/+2.8

imakids

榎戸  隼之介(小3)   3m27/+3.2

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

西山  拓輝(小3)   3m10/+5.1

野田ジュニア

高木  元斗(小3)   3m08/+4.3

バディ陸上

青木  琉煌(小3)   3m02/+4.3

imakids

細川  瑞葵(小3)   3m02/+2.0

横浜ＡＣ

佐々木  陽大(小3)   2m97/+2.2

ミウラSC

ｼﾞｬﾍﾞｯﾘｸﾎﾞｰﾙ投 6/16 岡田  薫(小3)  23m95

R-キッズ

迎  希生(小3)  23m47

バディ陸上

岡野  丈(小3)  23m09

imakids

青島  佳輝(小3)  21m46

MJアスリーツ

片岡  龍之介(小3)  21m03

ﾌｫﾙﾃ世田谷

北村  哲平(小3)  20m01

ﾌｫﾙﾃ世田谷

佐藤  快(小3)  18m18

ﾌｫﾙﾃ江東

細川  瑞葵(小3)  17m66

横浜ＡＣ

男子小
学3年

走幅跳 6/16 宮入  令穏(小4)   3m77/+3.3

府中AC

橘  新乃輔(小4)   3m73/+2.3

バディ陸上

関  佑大(小4)   3m66/+1.3

TRAC

小野寺  宙(小4)   3m59/+3.1

imakids

渡邉  幸輝(小4)   3m47/+2.8

ＫＭＣ陸上ク

甲斐  翔太郎(小4)   3m47/+1.9

MJアスリーツ

岩本  然(小4)   3m44/+6.1

ＫＭＣ陸上ク

熊谷  颯真(小4)   3m27/-0.2

バディ陸上

ｼﾞｬﾍﾞｯﾘｸﾎﾞｰﾙ投 6/16 大場  純太(小4)  32m70

東京ドリーム

山下  匠(小4)  30m77

imakids

安田  偉智(小4)  30m61

横浜ＡＣ

市  佳佑(小4)  30m25

府中AC

岩崎  勝真(小4)  29m25

アカデミーＪｒ

丸山  凛久(小4)  28m78

MJアスリーツ

小林  琉椰(小4)  28m65

東京ドリーム

松岡  晄成(小4)  28m04

ﾌｫﾙﾃ世田谷

男子小
学4年

走幅跳 6/16 林  佑有(小5)   4m30/+4.6

imakids

田伏  兜真(小5)   4m12/+2.6

野田ジュニア

薮崎  康介(小5)   3m99/+3.4

横浜ＡＣ

中條  晄大(小5)   3m96/+4.5

ミウラSC

池田  悠斗(小5)   3m95/+3.8

ＫＭＣ陸上ク

安田  開(小5)   3m91/+2.5

明神クラブ

岸岡  亮佑(小5)   3m88/+3.2

白金クラブ

葛西  翔大(小5)   3m79/+2.0

ＫＭＣ陸上ク

ｼﾞｬﾍﾞｯﾘｸﾎﾞｰﾙ投 6/16 藤原  啓寛(小5)  36m27

白金クラブ

鴛海  真一(小5)  36m06

横浜ＡＣ

小坂  海心(小5)  35m36

ＫＭＣ陸上ク

飯沼  亮太(小5)  34m68

ＫＭＣ陸上ク

田伏  兜真(小5)  34m52

野田ジュニア

大杉  真人(小5)  33m78

千住ジュニア

米山  大地(小5)  30m10

川崎陸上

米山  陽大(小5)  29m79

川崎陸上

男子小
学5年

走幅跳 6/16 猪狩  悠人(小6)   4m98/+2.2

ミウラSC

岡野  陸(小6)   4m69/+3.2

imakids

宮下  輝一(小6)   4m39/+1.4

imakids

赤川  音(小6)   4m32/+1.4

横浜ＡＣ

武隈  拓(小6)   4m23/+3.2

明神クラブ

青木  康太(小6)   4m14/+4.2

横浜ＡＣ

新谷  順太郎(小6)   4m13/+2.6

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

野田  七星(小6)   4m12/+3.4

野田ジュニア

ｼﾞｬﾍﾞｯﾘｸﾎﾞｰﾙ投 6/16 猪狩  悠人(小6)  49m81

ミウラSC

赤川  音(小6)  42m73

横浜ＡＣ

宮下  輝一(小6)  41m33

imakids

林  莉旬(小6)  40m92

野田ジュニア

柏﨑  渉(小6)  38m10

いだてん

和田  旺太(小6)  37m13

バディ陸上

白石  健祐(小6)  34m48

府中AC

永原  志音(小6)  30m74

川崎陸上

男子小
学6年

走幅跳 6/16 上原  凛(中1)   3m71/+1.0

ＫＭＣ陸上ク

山下  柊(中1)   3m53/+2.1

ＫＭＣ陸上ク

田中  士温(中1)   3m46/+2.5

清明学園中

男子中
学1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
走幅跳 6/16 伊橋  璃矩(中2)   6m30/+2.3

imakids

鳥谷部  彪翔(中3)   5m36/+1.1

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

藤  純市(中3)   5m18/+0.9

清明学園中

布施  蔵人(中2)   5m16/+3.9

ミウラSC

川口  玲於(中2)   5m11/+4.0

ＫＭＣ陸上ク

加藤  健太(中2)   4m90/+1.8

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

男子中
学2・3
年

５０ｍ 6/16 藤田  結愛(小1)  9.76/-3.1

横浜ＡＣ

荒川  紗瑛(小1) 10.09/-3.1

野田ジュニア

小野寺  玲衣(小1) 10.17/-3.1

imakids

尾﨑  優袖(小1) 10.22/-3.1

府中AC

秋山  碧(小1) 11.18/-3.1

バディ陸上

女子小
学1年

５０ｍ 6/16 千葉  華(小2)  8.85/-1.0

バディ陸上

長谷川  美風(小2)  8.97/-2.6

R-キッズ

林  麻央(小2)  9.02/-1.0

imakids

田部井  蘭(小2)  9.03/-2.6

バディ陸上

税所  ももな(小2)  9.14/-2.6

バディ陸上

酒井  鈴奈(小2)  9.28/-2.6

川崎陸上

北見  くるみ(小2)  9.37/-2.6

バディ陸上

津田  みなみ(小2)  9.55/-1.0

明神クラブ

女子小
学2年

６０ｍ 6/16 田中  くらら(小3)  9.97/-1.8

白金クラブ

東海林  このは(小3) 10.15/-4.1

クレンサAC

石井  緩奈(小3) 10.48/-3.0

imakids

新井  柚菜(小3) 10.75/-1.8

光和小

大崎  悠羽(小3) 10.77/-1.8

東京ドリーム

渡辺  さくら(小3) 10.79/-4.1

バディ陸上

小堺  千尋(小3) 10.80/-1.4

TRAC

徳谷  芽(小3) 10.81/-1.8

R-キッズ

女子小
学3年

６０ｍ 6/16 鹿田  夕菜(小4)  9.11/-2.0

NGRチーム柏

西山  凛星(小4)  9.25/-2.3

imakids

佐藤  杷奈(小4)  9.43/-0.9

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

吉永  ひまり(小4)  9.70/-0.9

川崎陸上

松野  玲来(小4)  9.73/-2.0

横浜ＡＣ

春本  汐里(小4)  9.74/-3.1

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

平田  椛七(小4)  9.85/-2.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

平野  いろは(小4)  9.88/-0.9

imakids

女子小
学4年

１００ｍ 6/16 山﨑  蒼海(小5) 14.01/-1.2

imakids

伊藤  優亜(小5) 14.07/-1.9

imakids

須藤  杏々(小5) 14.94/-1.9

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

松本  巴瑠(小5) 14.99/-1.7

府中AC

関口  茉優(小5) 15.26/-3.7

千住ジュニア

東  海花(小5) 15.36/-1.7

ミウラSC

伊藤  瑠花(小5) 15.40/-1.1

imakids

渡邊  愛子(小5) 15.53/-1.1

ﾌｫﾙﾃ世田谷

８００ｍ 6/16 井上  穂奏(小5)  2:29.70

横浜ＡＣ

椎名  美月(小5)  2:37.85

imakids

前橋  莉桜(小5)  2:41.92

東京ドリーム

櫻井  希羽(小5)  2:46.40

吾妻ミラクル

松下  倫子(小5)  2:49.29

千住ジュニア

新井  夏瑞(小5)  2:49.56

横浜ＡＣ

安藤  夏嶺(小5)  2:50.84

MJアスリーツ

朽津  朝香(小5)  2:51.64

横浜ＡＣ

８０ｍＨ 6/16 磯部  友菜(小5) 14.52/-1.6

ＫＭＣ陸上ク

篠原  みゆ(小5) 14.58/-1.6

imakids

市川  結唯(小5) 14.87/-3.3

imakids

松本  巴瑠(小5) 15.14/-3.3

府中AC

佐藤  深青(小5) 15.27/-1.6

バディ陸上

北條  里奈(小5) 16.47/-1.6

府中AC

末武  夏実(小5) 17.61/-1.6

府中AC

阿部  柚実(小5) 18.13/-3.3

府中AC

女子小
学5年

１００ｍ 6/16 高橋  結愛(小6) 13.56/-1.7

野田ジュニア

山田  姫蘭(小6) 13.71/-3.5

imakids

山本  美空(小6) 13.97/-1.7

横浜ＡＣ

大上  カレン(小6) 14.01/-4.7

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

槇村  せいあ(小6) 14.27/-3.9

ＫＭＣ陸上ク

高橋  愛音(小6) 14.29/-2.2

吾妻ミラクル

奈良  和奏(小6) 14.32/-2.0

吾妻ミラクル

大関  芽唯(小6) 14.50/-2.9

チーム柏

８００ｍ 6/16 清水  唯(小6)  2:31.10

吾妻ミラクル

手塚  蕾(小6)  2:33.22

imakids

木下  小雪(小6)  2:33.94

imakids

水野  佑香(小6)  2:34.32

imakids

遠山  心絆(小6)  2:34.81

imakids

川上  栞(小6)  2:35.53

野田ジュニア

小川  優希羽(小6)  2:35.86

imakids

諸持  来望(小6)  2:36.09

imakids

８０ｍＨ 6/16 槇村  せいあ(小6) 13.00/-2.7

ＫＭＣ陸上ク

長谷川  愛良(小6) 13.46/-2.1

imakids

多田  藍璃(小6) 13.83/-2.7

imakids

山上  瑠奈(小6) 14.34/-2.1

ＫＭＣ陸上ク

伊藤  玲奈(小6) 14.63/-2.7

川崎陸上

関口  優妃(小6) 東京ドリーム 14.64/-2.1

追分  爽心(小6) 野田ジュニア

伊藤  花凛(小6) 14.84/-2.1

川崎陸上

女子小
学6年

４×１００ｍ 6/16 imakids 53.74

多田  藍璃(小6)

山田  姫蘭(小6)

長谷川  愛良(小6)

伊藤  優亜(小5)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸA 57.23

松村  瑞月(小6)

須藤  杏々(小5)

神山  晴加(小6)

藤原  優心(小6)

吾妻ミラクルA 57.32

田野  央夢(小6)

高橋  愛音(小6)

川本  桜(小6)

浅野  麻衣(小6)

ＫＭＣ陸上ク 57.44

内田  優杏(小6)

佐藤  奏慧(小6)

金子  理子(小6)

槇村  せいあ(小6)

吾妻ミラクルB 58.60

甲斐  彩葉(小6)

奈良  和奏(小6)

清水  唯(小6)

稲生  絢心(小6)

府中AC　A 58.93

釋  藍瑠(小6)

松本  巴瑠(小5)

田中  梨瑚(小6)

岩田  琴乃(小5)

横浜ＡＣ 59.03

三本松  秋香(小6)

杉﨑  朱里(小6)

岩本  羽夏(小6)

近藤  璃音(小6)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸB  1:00.12

原田  優南(小5)

佐藤  菜央(小6)

藤木  彩英(小5)

北田  真由佳(小5)

女子小
学

１００ｍ 6/16 永島  栞花(中1) 14.29/-2.1

府中AC

大高  史華(中1) 14.37/-2.1

ｴﾑｽﾞ81ﾊﾘﾏﾔ

岩本  真帆(中1) 14.48/-2.1

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

篠  有華(中1) 14.52/-2.1

ミウラSC

千野  さくら子(中1) 14.65/-2.1

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

若林  紗世(中1) 14.76/-2.1

ｴﾑｽﾞ81ﾊﾘﾏﾔ

岩永  真子(中1) 15.16/-2.1

横浜ＡＣ

吉田  紗英(中1) 15.38/-2.1

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

２００ｍ 6/16 大高  史華(中1) 29.92/-3.8

ｴﾑｽﾞ81ﾊﾘﾏﾔ

吉田  紗英(中1) 32.25/-3.8

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

８００ｍ 6/16 椎名  恵(中1)  2:25.25

NGRimakids

若林  紗世(中1)  2:43.13

ｴﾑｽﾞ81ﾊﾘﾏﾔ

物部  杏月(中1)  2:49.99

ＫＭＣ陸上ク

１５００ｍ 6/16 椎名  恵(中1)  5:04.64

imakids

宇野  木花(中1)  5:17.30

城北AC

物部  杏月(中1)  5:50.34

ＫＭＣ陸上ク

女子中
学1年

１００ｍ 6/16 醍醐  未玖(中2) 13.38/-3.2

府中AC

石川  央乃(中2) 13.67/-3.2

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

出雲  杏優(中3) 13.87/-3.2

古ヶ崎中

高田  茉奈(中2) 13.89/-3.2

ミウラSC

吉雄  陽香(中2) 13.98/-3.2

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

原  あかり(中2) 14.01/-3.2

城北AC

杉本  姫麗(中2) 14.03/-3.2

城北AC

貝嶋  美紗希(中3) 14.74/-3.2

城北AC

２００ｍ 6/16 小林 　優真(中2) 28.73/-1.3

城北AC

山口  渚奈(中3) 29.87/-1.3

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

８００ｍ 6/16 永池  佑梨(中2)  2:39.24

ＫＭＣ陸上ク

山口  渚奈(中3)  2:41.59

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

嶋津  愛海(中2)  2:47.56

ＫＭＣ陸上ク

若杉  優奈(中2)  3:00.09

清明学園中

村田  美佳(中2)  3:08.26

清明学園中

１５００ｍ 6/16 岡部  こころ(中2)  5:21.77

城北AC

永池  佑梨(中2)  5:39.63

ＫＭＣ陸上ク

嶋津  愛海(中2)  5:41.14

ＫＭＣ陸上ク

女子中
学2・3
年

４×１００ｍ 6/16 城北AC 53.18

杉本  姫麗(中2)

原  あかり(中2)

貝嶋  美紗希(中3)

小林 　優真(中2)

ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ 55.31

石川  央乃(中2)

吉雄  陽香(中2)

吉田  紗英(中1)

千野  さくら子(中1)

女子中
学

走幅跳 6/16 尾﨑  優袖(小1)   2m06/ 0.0

府中AC

秋山  碧(小1)   1m54/ 0.0

バディ陸上

小野寺  玲衣(小1)   1m43/ 0.0

imakids

女子小
学1年

走幅跳 6/16 津田  みなみ(小2)   2m66/ 0.0

明神クラブ

酒井  鈴奈(小2)   2m43/ 0.0

川崎陸上

千葉  華(小2)   2m41/ 0.0

バディ陸上

税所  ももな(小2)   2m38/ 0.0

バディ陸上

田部井  蘭(小2)   2m36/ 0.0

バディ陸上

武内  美鈴(小2)   2m30/ 0.0

東京ドリーム

村野  佳子(小2)   2m20/ 0.0

府中AC

林  麻央(小2)   2m03/ 0.0

imakids

女子小
学2年

走幅跳 6/16 石井  緩奈(小3)   2m95/+3.5

imakids

東海林  このは(小3)  2m88/+0.9

クレンサAC

澤田  絢葉(小3)   2m64/+5.9

横浜ＡＣ

佐藤  心花(小3)   2m61/+2.8

imakids

藤井  結希(小3)   2m55/+1.5

川崎陸上

渡辺  さくら(小3)   2m55/+3.1

バディ陸上

倉部  明愛(小3)   2m40/+4.1

野田ジュニア

小川  琴音(小3)   2m33/+4.0

アカデミーＪｒ

ｼﾞｬﾍﾞｯﾘｸﾎﾞｰﾙ投 6/16 白石  陽詩(小3)  22m92

NGR府中AC

櫻庭  心葉(小3)  11m18

NGRﾌｫﾙﾃ世田谷

女子小
学3年

走幅跳 6/16 佐藤  杷奈(小4)   3m51/+3.5

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

瀧口  絢芽(小4)   3m34/+1.5

府中AC

平田  椛七(小4)   3m20/+3.6

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

市川  しずく(小4)   2m94/+1.9

府中AC

平野  いろは(小4)   2m93/+3.5

imakids

松野  玲来(小4)   2m89/+2.0

横浜ＡＣ

吉永  ひまり(小4)   2m88/+3.2

川崎陸上

松岡  梨緒(小4)   2m86/+3.9

白金クラブ

ｼﾞｬﾍﾞｯﾘｸﾎﾞｰﾙ投 6/16 市  佑菜(小4)  20m78

府中AC

酒井  陽琳(小4)  18m73

アカデミーＪｒ

木立  ことね(小4)  18m45

R-キッズ

春本  汐里(小4)  17m64

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

佐藤  心咲(小4)  17m45

imakids

佐藤  美和(小4)  16m55

明神クラブ

丸山  穂葉(小4)  13m96

府中AC

森  菜帆子(小4)  13m78

明神クラブ

女子小
学4年

走幅跳 6/16 篠原  みゆ(小5)   4m02/+7.1

imakids

磯部  友菜(小5)   3m75/+3.6

ＫＭＣ陸上ク

市川  結唯(小5)   3m73/+1.4

imakids

山本  夏翠(小5)   3m63/+4.8

TRAC

高橋  萌愛(小5)   3m49/+5.2

野田ジュニア

藤木  彩英(小5)   3m38/+6.1

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

原田  優南(小5)   3m37/+3.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

丸山  柚花(小5)   3m37/+2.4

川崎陸上

ｼﾞｬﾍﾞｯﾘｸﾎﾞｰﾙ投 6/16 滝本  優羽(小5)  30m53

東京ドリーム

石橋  愛心(小5)  29m32

imakids

前橋  莉桜(小5)  28m78

東京ドリーム

新井  夏瑞(小5)  28m37

横浜ＡＣ

福間  夏端(小5)  25m17

ﾌｫﾙﾃ世田谷

有村  彩那(小5)  23m97

アカデミーＪｒ

南雲  のの(小5)  23m68

横浜ＡＣ

伊藤  叶奈(小5)  21m93

習志野ＮＢＳ

女子小
学5年

走幅跳 6/16 佐山  凛香(小6)   4m68/+2.8

imakids

武田  愛白(小6)   4m42/+2.9

ミウラSC

長谷川  愛良(小6)   4m37/+1.5

imakids

日比生  希実(小6)   4m32/+4.8

imakids

遠藤  唯華(小6)   4m27/+3.8

imakids

後藤  千里(小6)   4m24/+3.9

川崎陸上

大橋  小春(小6)   3m81/+5.3

チーム柏

小堺　文乃(小6)   3m72/+3.1

TRAC

ｼﾞｬﾍﾞｯﾘｸﾎﾞｰﾙ投 6/16 後藤  千里(小6)  42m67

川崎陸上

中路  花(小6)  39m73

川崎陸上

日比生  希実(小6)  39m50

imakids

ガードナ  レイチェル麻由(小6) 37m11

いだてん

安池  美雛(小6)  31m23

横浜ＡＣ

田中  梨瑚(小6)  25m92

府中AC

内田  優杏(小6)  24m20

ＫＭＣ陸上ク

吉田  佳洋子(小6)  23m55

明神クラブ

女子小
学6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
走幅跳 6/16 篠  有華(中1)   4m51/+2.0

ミウラSC

岩本  真帆(中1)   4m42/+7.3

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

岩永  真子(中1)   4m08/+2.7

横浜ＡＣ

伊藤  花奈(中1)   4m04/+2.2

習志野ＮＢＳ

籔根  優(中1)   2m83/+2.5

清明学園中

女子中
学1年

走幅跳女子中
学2・3
年

４×１００ｍ 6/16 横浜ＡＣ 53.44

水本  菜々美(小6)

櫻田  直之(小6)

青木  康太(小6)

山本  美空(小6)

チーム柏 53.60

福島  天司(小6)

大橋  小春(小6)

大関  芽唯(小6)

西崎  慶(小6)

野田ジュニア 53.81

福田  妃來(小6)

高橋  結愛(小6)

大坪  勇貴(小6)

野田  七星(小6)

川崎陸上 54.46

後藤  千里(小6)

永原  志音(小6)

若林  杏果(小6)

須山  恵成(小6)

城北AC 54.67

中橋  芽依(小6)

橋  心之介(小6)

森山  成拓(小6)

大塚  凛那(小6)

ＫＭＣ陸上ク 56.19

細見  颯真(小6)

酒井  優誠(小6)

高橋  理彩(小6)

山上  瑠奈(小6)

府中AC 56.39

尾﨑  理菜(小6)

井川  隼(小6)

白石  健祐(小6)

幸村  怜香(小6)

杉並Jr 58.07

深町  柊(小6)

平井  菜結(小6)

山口  千英(小6)

佐藤  那由多(小6)

混合　
小学


