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日付 種目

森　奏人(1) 11.44(+2.1) 鈴木　聖渚(1) 11.52(+2.1) 北　遥斗(1) 11.59(+2.1) 岡部　将大(1) 11.61(+0.3) 峯　悠斗(1) 11.78(+2.1) 村井　琉駕(1) 11.81(+2.1) 小林　尤人(1) 11.88(+0.9) 脇　遼太(1) 11.88(+0.9)
埼　玉・川口里 群　馬・毛里田 埼　玉・熊谷富士見 埼　玉・ふじみ野福岡 茨　城・結城 栃　木・山前 群　馬・北の杜学園 *T 埼　玉・川口里
菅野　翔唯(2) 10.93(-0.7) 矢澤　煌希(2) 11.10(-0.7) 庄司　蓮(2) 11.17(-0.7) 竹内　晄功(2) 11.25(-0.1) 松井　奏人(2) 11.27(-1.3) 島田　陽大(2) 11.39(-1.3) 土屋　玲人(2) 11.42(-0.7) 池田　響瑚(2) 11.43(-0.7)
群　馬・安中第一 埼　玉・川越城南 茨　城・中郷 群　馬・共愛学園 群　馬・北橘 埼　玉・鶴ヶ島 群　馬・大類 茨　城・東海南
谷　雅史(2) 22.67(+0.4) 鈴木　陽心(2) 22.78(+0.4) 比企　泰聖(2) 23.19(+0.4) 江連　佑真(2) 23.43(-1.2) 宇治野　壱星(2) 23.44(-1.2) 田村　亮真(2) 23.46(+0.4) 井村　開(2) 23.48(+0.4) 竹田　渚(2) 23.49(-1.2)
茨　城・守谷 栃　木・鹿沼東 群　馬・前橋第六 埼　玉・さいたま桜木 埼　玉・和光大和 茨　城・美野里 埼　玉・朝霞第三 栃　木・陽北
笠間　尚輝(2) 52.41 笠間　達成(2) 52.97 澤田　玖羽(2) 53.08 栗原　柾(2) 53.49 平山　礼(2) 53.76 大澤　翔空(2) 53.82 中田　健一朗(2) 53.97 武石　真ノ助(2) 54.17
群　馬・高崎第一 群　馬・高崎第一 埼　玉・大久保 群　馬・群馬南 栃　木・大田原 埼　玉・深谷川本 茨　城・土浦一 茨　城・内原
林　奏斗(2) 1:58.11 小林　修輔(2) 2:01.68 石川　遥斗(2) 2:01.72 小谷　政志(1) 2:02.80 清水　怜生(2) 2:03.42 齋藤　諒(2) 2:03.74 津久井　麻仁(2) 2:04.11 甲村　晴生(2) 2:04.32
群　馬・沼田南 群　馬・荒砥 茨　城・結城 埼　玉・本太 群　馬・前橋第一 埼　玉・日高高萩北 栃　木・清原 栃　木・陽北
利根川　悠樹(2) 4:05.28 柳本　直輝(2) 4:07.52 相蘇　耀介(2) 4:08.55 清水　夢琉(2) 4:11.99 山本　蒼空(2) 4:12.71 星野　勢太郎(2) 4:13.46 山本　真慧(2) 4:14.66 須川　悠輝(2) 4:16.86
埼　玉・尾間木 埼　玉・春日部大沼 群　馬・群馬中央 栃　木・陽西 茨　城・霞ヶ浦 埼　玉・春日部 茨　城・谷田部 群　馬・前橋第六
馬場　柚(2) 8:52.74 石岡　煌星(2) 8:54.36 阿久津　和希(2) 8:55.68 須田　颯(2) 8:58.12 岩澤　翼希(2) 8:59.47 武田　大和(2) 9:05.29 亀谷　光希(2) 9:09.73 新井　陽翔(2) 9:12.70
埼　玉・春日部江戸川 埼　玉・鶴ヶ島 栃　木・久下田 群　馬・伊勢崎第一 群　馬・大間々 埼　玉・小川東 茨　城・学園の森 埼　玉・ふじみ野葦原
森野　桜佑(2) 14.91(+0.3) 山本　達己(2) 15.12(+0.3) 松村　航汰(2) 15.62(+1.1) 結束　駿樹(2) 15.68(+0.3) 岸　優希(2) 15.72(+0.3) 秋山　陽翔(2) 16.02(+0.8) 中澤　颯太(2) 16.02(+1.1) 近藤　淳平(2) 16.11(+0.8)
埼　玉・草加花栗 埼　玉・羽生南 埼　玉・S＆K 茨　城・谷田部 群　馬・南橘 栃　木・瑞穂野 埼　玉・さいたま桜木 埼　玉・熊谷三尻
栃　木・氏家 44.76 埼　玉・川越城南 45.04 栃　木・鹿沼東 45.26 群　馬・大類 45.34 埼　玉・鶴ヶ島 45.74 群　馬・南橘 46.28 栃　木・宮の原 46.37 茨　城・谷田部 46.40
石垣　琉翔(2) 小川原　慶(2) 本間　心(2) 峯　福太郎(2) 清水　陽稀(2) 石橋　将麻(2) 吉田　夢祈(2) 隠岐　勇惺(1) *T
吉澤　映太(2) 矢澤　煌希(2) 鈴木　陽心(2) 土屋　玲人(2) 田中　遥貴(2) 倉澤　怜汰(2) 八重幡　勇世(2) 結束　駿樹(2)
稲葉　一磨(2) 土屋　颯介(1) 渡辺　颯太(2) 設楽　夏希(2) 須田　壮太(2) 岸　優希(2) 松本　瑛太(2) 小林　宥羽(2)
杉山　寛太(2) 栗原　希(2) 星野　麟玖(2) 豊田　快音(2) 島田　陽大(2) 松本　翼(2) 守屋　蕉佑(2) 間中　遂也(2)
小砂川　慶士(2) 1m93 清水　怜修(2) 1m90 桑名　樹(2) 1m84 田中　秀麿(2) 1m78 佐生　凛太郎(2) 1m75 松﨑　海心(2) 1m72 岩崎　颯人(1) 1m69 藤田　湘真(2) 1m69
茨　城・滑川 埼　玉・毛呂山 埼　玉・深谷花園 埼　玉・ふじみ野福岡 埼　玉・三郷北 埼　玉・朝霞第二 栃　木・陽東 栃　木・泉が丘
宮﨑　志世(2) 4m10 比嘉　健人(2) 3m80 岡田　倖典(2) 3m70 鈴木　啓太郎(2) 3m50 小松　和真(2) 3m50 折笠　碧叶(1) 3m40 栗原　義範(2) 3m40 高波　凌平(2) 3m40
埼　玉・さいたま片柳 群　馬・子持 群　馬・伊勢崎第四 群　馬・群馬中央 埼　玉・さいたま桜木 埼　玉・三郷瑞穂 群　馬・樹徳 群　馬・群馬南
関口　我空(2) 6m36(0.0) 黒澤　琉(2) 6m25(-1.2) カトラル　リュウ　マイケル　ブラナグ(2) 6m13(+0.5) 御代川　元翔(2) 6m10(-0.9) 朝倉　健大(2) 6m09(-0.7) 本間　心(2) 6m01(-0.4) 鈴木　雄弘(2) 5m98(-1.3) 清水　賢一郎(2) 5m86(-1.5)
群　馬・あずま 埼　玉・秩父影森 栃　木・阿久津 埼　玉・白岡篠津 埼　玉・蓮田 栃　木・鹿沼東 群　馬・あずま 群　馬・伊勢崎第四
庄子　高栄(2) 14m86 鈴木　雅人(2) 13m30 藤江　遼太(2) 12m97 長沢　竜己(2) 12m29 根岸　英汰(2) 12m16 金澤　樹生(2) 11m99 阿部　大輔(2) 11m98 村井　健仁(2) 11m60
埼　玉・富士見勝瀬 茨　城・土浦二 埼　玉・鶴ヶ島藤 栃　木・赤見 群　馬・前橋第五 茨　城・中郷 栃　木・宮の原 栃　木・矢板
田中　良弥(2) 31m83 竹内　かつき(2) 27m38 山口　水樹(2) 27m31 伊藤　梢善(2) 26m93 栗山　顕成(1) 26m33 野村　祐輔(2) 25m36 久村　倖生(2) 24m81 麦島　創(2) 23m93
群　馬・中央中等 栃　木・小山城南 栃　木・若松原 埼　玉・寄居 茨　城・城西 埼　玉・寄居男衾 群　馬・塚沢 栃　木・清原
宮田　美波(1) 12.65(+1.4) 鵜川　結愛(1) 12.68(+1.4) 伊藤　夢(1) 12.90(+1.4) 小南　智鶴(1) 12.91(+0.8) 石井　佳歩(1) 12.91(+1.4) 岡田　紗和(1) 13.05(+0.8) 奥澤　晴(1) 13.09(+1.4) 髙橋　悠(1) 13.10(+1.4)
茨　城・明光 群　馬・木瀬 茨　城・江戸川学園 埼　玉・熊谷富士見 埼　玉・狭山西 埼　玉・春日部豊野 埼　玉・さいたま日進 栃　木・鹿沼東
西村　風月(2) 12.64(+0.8) 長洲　さら(2) 12.68(+0.8) 根岸　美乃(2) 12.80(+1.0) 野田　絢菜(2) 12.89(+1.0) 小宮　璃音(2) 12.93(+0.8) 樋口　心都(2) 12.95(+0.8) 大塚　奈央(2) 12.96(+0.8) 國府田　沙耶(2) 12.99(+0.8)
群　馬・前橋第七 茨　城・明光 群　馬・宮郷 茨　城・泉丘 埼　玉・東松山松山 群　馬・北橘 埼　玉・川口青木 栃　木・石橋 *T
小沼　彩愛(2) 26.73(+0.6) 村中　理央(2) 26.81(-0.4) 清水　桜羽(2) 26.93(+0.6) 田中　愛笑(1) 27.08(-0.4) 髙久　夏月(2) 27.14(-0.4) 渡辺　梨愛(1) 27.18(-0.4) 関川　友彩(2) 27.25(-0.4) 坂本　結愛(2) 27.26(-0.4)
栃　木・足利二 埼　玉・朝霞第三 栃　木・大田原 群　馬・北橘 栃　木・那須中央 茨　城・江戸崎 埼　玉・新座第二 栃　木・氏家
金子　希来莉(2) 2:15.35 松浦　銘玉(2) 2:15.49 齊藤　優空(2) 2:17.14 猪俣　優来(2) 2:17.16 小黒　那奈(2) 2:17.72 中宗　梨音(1) 2:18.32 木村　美月(2) 2:18.40 阿久津　嘉萌(1) 2:18.81
群　馬・白沢 埼　玉・上尾東 埼　玉・さいたま宮原 茨　城・古河中等 栃　木・東陽 茨　城・勝田三 埼　玉・鴻巣赤見台 栃　木・小山城南
稲井　円花(2) 4:35.32 長島　彩音(2) 4:36.19 菅　陽万里(2) 4:39.48 田村　爽葉(2) 4:42.51 大谷　彩乃(2) 4:42.92 中村　紗莉(1) 4:44.35 樋口　結愛(2) 4:45.93 仁田　美利優(2) 4:47.68
群　馬・荒砥 栃　木・真岡 茨　城・中郷 群　馬・富岡南 群　馬・前橋第七 茨　城・谷田部東 栃　木・横川 茨　城・中郷
香取　奈摘(2) 14.30(0.0) 廣田　ひかり(2) 14.47(0.0) 加藤　新奈(2) 14.83(0.0) 樺澤　茉央(2) 14.92(0.0) 境野　葵(2) 15.00(0.0) 細田　侑杏(1) 15.15(-0.6) 増子　芽衣(1) 15.28(+0.3) 大室　ひまり(2) 15.30(0.0)
茨　城・三和 茨　城・三和 群　馬・高松 群　馬・富士見 埼　玉・鴻巣赤見台 埼　玉・さいたま桜木 埼　玉・草加花栗 埼　玉・S＆K
埼　玉・朝霞第三 50.67 栃　木・東陽 50.91 埼　玉・春日部豊野 51.14 埼　玉・新座第三 51.70 茨　城・三和 51.74 群　馬・木瀬 51.91 茨　城・水戸四 51.93 埼　玉・さいたま日進 52.27
上月　郁奈(2) 松本　凛(2) 若狭　真悠(2) 小﨑　莉子(1) 福田　穂乃華(2) 狩野　湖春(1) 森　一花(1) 佐藤　心結(2)
阿部　あかり(2) 渡邉　心愛(2) 岡田　紗和(1) 小川　柚奈(2) 並木　みずき(1) 岩本　真優(1) 渡邉　樹那(1) 齊藤　明凛(1)
橋本　蒼空(2) 須田　彩希(2) 島村　美羽(2) 本田　美來(2) 廣田　ひかり(2) 井野　胡桃(2) 白田　舞(2) 市村　優依(2)
舘　寿美礼(2) 小黒　那奈(2) 長尾　真優(1) 楠　心結(1) 香取　奈摘(2) 鵜川　結愛(1) 小池　苺(2) 奥澤　晴(1)
渡邊　栞里(2) 1m61 横山　陽菜(2) 1m58 吉家　遥那(2) 1m55 阿久澤　聖愛(2) 1m52 大渕　真子(2) 1m52 前田　心羽(2) 1m52 鈴木　優空(2) 1m49
栃　木・一条 茨　城・大島 栃　木・大平南 群　馬・箱田 埼　玉・さいたま大成 茨　城・竹園東 栃　木・北押原

荻野　未夕(2) 1m52
群　馬・渋川

中村　心葵(1) 3m40 大豆生田　花音(2) 3m30 堀上　和花子(1) 3m20 田島　あおい(1) 2m80 永田　亜実(1) 2m50 三浦　明夏痢(2) 2m20 河波　玲衣(2) 2m20 斎藤　彩花(2) 2m10
埼　玉・さいたま三室 群　馬・樹徳 群　馬・中央中等 群　馬・市立太田 群　馬・群馬南 埼　玉・三郷前川 埼　玉・三郷瑞穂 埼　玉・越谷光陽
山形　美由紀(2) 5m22(-0.2) 上月　郁奈(2) 5m16(-0.9) 中田　美桜(2) 5m16(-1.3) 丸山　愛留(2) 5m10(+0.5) 佐藤　麻里奈(2) 5m08(-0.1) 吉村　風香(1) 4m99(+0.3) 津村　佳奈(1) 4m92(-0.3) 横山　菜々子(2) 4m87(-1.1)
埼　玉・S＆K 埼　玉・朝霞第三 群　馬・あずま 群　馬・笠懸 栃　木・陽南 栃　木・陽南 群　馬・高松 栃　木・阿久津
諏訪　彩乃(2) 14m10 皆川　美佳(1) 12m33 江田　朋未(1) 12m24 飯山　みのり(2) 10m84 塚田　鼓永(2) 10m67 黒澤　埜羽(2) 10m56 佐藤　美優(2) 10m41 鈴木　凜碧(2) 10m35
栃　木・中村 群　馬・木瀬 栃　木・桑 埼　玉・与野東 埼　玉・越谷富士 栃　木・間々田 茨　城・土浦二 茨　城・中郷
七五三掛　未紗(2) 29m55 福田　日瑚(2) 28m55 門間　千里(2) 27m59 内田　夕喜(1) 25m73 植野　凛花(2) 25m30 都橋　一花(2) 23m57 工藤　愛唯(2) 23m14 石井　詩乃(2) 22m50
茨　城・古河二 埼　玉・深谷花園 茨　城・古河二 埼　玉・深谷花園 茨　城・古河二 群　馬・群馬南 群　馬・吉井中央 栃　木・落合

対抗得点 男子 埼　玉 204点 群　馬 146点 栃　木 82点 茨　城 67点
対抗得点 女子 埼　玉 127.5点 群　馬 123.5点 茨　城 98点 栃　木 83点
対抗得点 男女総合 埼　玉 331.5点 群　馬 269.5点 茨　城 165点 栃　木 165点

凡例  *T:着差あり

North Kanto Jr Athletic Games 2023
カンセキスタジアムとちぎ（栃木県総合運動公園陸上競技場） 【91020】
2023/03/21

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

3月21日 1年男子100m

3月21日 2年男子100m

3月21日 共通男子200m

3月21日 共通男子400m

3月21日 共通男子800m

3月21日 共通男子1500m

3月21日 共通男子3000m

3月21日
共通男子

110mH(0.914m/9.14m)

3月21日 共通男子4X100mR

3月21日 共通男子走高跳

3月21日 共通男子棒高跳

3月21日 共通男子走幅跳

3月21日 共通男子砲丸投(5.000kg)

3月21日 共通男子円盤投(1.500kg)

3月21日 1年女子100m

3月21日 2年女子100m

3月21日 共通女子200m

3月21日 共通女子800m

3月21日 共通女子走高跳

3月21日 共通女子棒高跳

3月21日 共通女子1500m

3月21日
共通女子

100mH(0.762m/8.00m)

3月21日 共通女子4X100mR

3月21日 共通女子走幅跳

3月21日 共通女子砲丸投(2.721kg)

3月21日 共通女子円盤投(1.000kg)


