
競技会名

主催者名 一般財団法人埼玉陸上競技協会 ト ラ ッ ク 審 判 長 新井　　充 投 て き 審 判 長 緑川　祐子

開催期日 令和3年8月28日(土）・29日(日） ス タ ー ト 審 判 長 市倉　隆有 招 集 所 審 判 長 鎌田　智之

会場 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 跳 躍 審 判 長 田端　和輝 記 録 主 任 馬場　洋平

日付 種目

齋藤　隆太朗(3) 11.02 山田　空駕(3) 11.04 臼井　泰斗(3) 11.26 恵面　伊吹(3) 11.28 齊藤　恋緒(3) 11.29 佐藤　孔明(3) 11.29 島村　捺(3) 11.33 青木　大知(3) 11.47

所沢小手指中 デカキッズAC 鶴ヶ島中 鶴ヶ島西中 日高高萩中 S さいたま大原中 S 新座二中 小川東中

橋本　悠(3) 16.34 青木　大知(3) 16.74 見原　智洋(3) 16.95 岡安　爽汰(3) 16.99 島村　捺(3) 17.15 工藤　琉斗(3) 17.18 須加　湧大(3) 17.38

埼北陸上クラブ 小川東中 D 川口芝東中 鴻巣西中 新座二中 鶴ヶ島中 新座第五中

佐藤　孔明(3) 16.74

さいたま大原中 D

三井　翔太(3) 2:36.10 島田　悠人(3) 2:37.53 小笠原　優諭(3) 2:37.58 高澤　侑世(3) 2:38.93 関　朝陽(3) 2:39.11 桑原　大地(3) 2:39.50 井上　陸斗(3) 2:40.04 鍵山　琉星(3) 2:40.38

坂戸中 鴻巣中 川口芝東中 川口安行中 川島西中 所沢南陵 松伏中 白岡中

石塚　怜王(3) 14.88 橋本　太陽(2) 14.94 野口　真太郎(3) 15.11 大塚　大輝(3) 15.71 戸井田　琉玖(2) 16.49 田原　薫(3) 19.66

春日部飯沼中 加須北川辺中 百間中 桶川加納中 越谷北陽中 所沢南陵

橋本　悠(3) 14.64 堀井　永遠(3) 15.02

埼北陸上クラブ 草加中

清水　情太郎(3) 1m91 竹之内　櫂斗(3) 1m63

上尾大石南中 八潮大原中

山口　珠李(2) 3m50 岩崎　透弥(3) 3m40 牧内　伶澪(2) 3m40 宮﨑　志世(1) 3m40

大成中 加須昭和中 さいたま第二東中 さいたま片柳中

倉地　崚太(3) 3m40

さいたま植竹中

山﨑　琉楓(3) 6m49(+1.4) 大久保　航汰(3) 6m16(+0.9) 上田　鍵(3) 6m15(+0.4) 大澤　俊(3) 6m12(+1.4) 佐藤　大地(2) 6m09(0.0) 宮里　紀良(2) 6m08(+1.1) 嶋田　勇斗(3) 6m07(+0.1) 山本　豊千(3) 6m02(+0.4)

越谷東中 越谷栄進中 八潮大原中 秩父第一中 蕨一中 三郷彦糸中 八潮中 所沢小手指中

岡平　知大(3) 12m45(+0.7) 山中　澪(3) 12m31(-1.0) 三宅　亜門(3) 11m49(-1.0)

鶴ヶ島西中 坂戸若宮中 西武文理中

石井　敏斗(3) 13m29 海蓋　恋大(3) 13m28 勝浦　清士郎(3) 10m74 菅原　央介(3) 10m34

新座二中 さいたま宮原中 所沢中 春日部緑中

富田　凉桜(3) 33m29 海蓋　恋大(3) 30m67 菅原　央介(3) 29m32 石井　敏斗(3) 27m85 坂本　明日暉(3) 26m00 木村　拓海(3) 24m97 遠藤　一真(3) 24m93 三角　宙(2) 24m43

深谷花園中 さいたま宮原中 春日部緑中 新座二中 ときがわ玉川中 羽生南中 行田西中 さいたま宮原中

保谷　真宏(1) 52m38 小泉　吏玖(3) 46m25 菊島　虎太郎(3) 43m11 髙橋　颯汰(3) 42m51 和田　隼人(3) 42m40 笠原　羽大(2) 41m35 小池　琉飛(3) 37m45 吉田　光宏(2) 37m11

坂戸西高 羽生南中 新座第三中 さいたま城北中 慈恩寺中 羽生西中 新座第三中 志木中

森本　宗介(1) 11.04 小池　諒武(3) 11.12 久保　慶明(2) 11.36 町田　凜人(2) 11.38 佐津川　碧空(2) 11.41 安藤　優貴(2) 11.46 秋田　明日奏(2) 11.54

川越東高 大宮東高 上尾南高 花咲徳栄高 花咲徳栄高 花咲徳栄高 花咲徳栄高

松田　璃央(3) 22.67 棚澤　樹(1) 22.99 神　侑晟(2) 23.35 草野　拓登(2) 23.38 内田　雄斗(1) 24.13

大宮東高 武南高 花咲徳栄高 春日部東高 花咲徳栄高

兒嶋　遥希(2) 36.52 橋本　慶悟(1) 36.81 永井　幹大(1) 36.93 諏訪　泰晴(1) 37.16 蛭田　公輔(2) 37.25 松島　夢斗(2) 37.86 打田　惺悠(1) 38.01

花咲徳栄高 花咲徳栄高 川越東高 川越東高 花咲徳栄高 国際学院高 川越東高

樋口　隼人(3) 13.67 工藤　晴斗(2) 14.13 深澤　向快(2) 14.36 西山　兼人(2) 14.49 野中　瑛心(2) 14.57 田口　祐一朗(2) 15.36 横塚　昴(2) 15.60

松山高 花咲徳栄高 川口市立高 昌平高 埼玉栄高 昌平高 昌平高

草野　拓登(2) 39.17 棚澤　樹(1) 39.78 堤　大翔(2) 39.88

春日部東高 武南高 春日部東高

山下　優人(1) 1m94 中村　楓馬(1) 1m91

昌平高 昌平高

倉田恒輝　(2) 4m10 長谷川　史温(1) 4m00 坂本　陽亮(1) 3m80 塔山暖樹　(2) 3m50

草加南高 羽生一高 久喜工高 草加南高

髙橋　利空(1) 6m13(0.0) 宮下　凱(1) 6m11(-0.3) 半井　優明(1) 6m03(+1.0) 青木　　和史(2) 6m02(+0.5) 巻島　陽(2) 5m76(-0.1) 橋本　匠海(2) 5m64(+0.6)

花咲徳栄高 昌平高 花咲徳栄高 川越東高 花咲徳栄高 花咲徳栄高

渡部　勘太(2) 11m73(-1.3) 福武　哲琉(1) 11m68(-0.5) 良井　颯斗(2) 11m50(-1.7)

花咲徳栄高 昌平高 川越東高

木島　暖斗(3) 14m00 橋本　空楽(1) 13m49 菅　海斗(1) 9m06 瀬山　樹(1) 8m06

坂戸西高 埼玉栄高 上尾南高 花咲徳栄高

三上　陸(2) 36m34 西澤　慎太郎(2) 29m24

坂戸西高 所沢西高

決　勝　成　績　一　覧　

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

8月28日 代表選考U-16男子1000m

8月29日
記録挑戦U-16男子

110mH(0.914m) 
風：+0.9

令和３年度　JOCジュニアオリンピックカップ
第５２回U１６陸上競技大会　埼玉県選手選考会　兼　第１５回U１８陸上競技大会　埼玉県記録挑戦会

8位

8月28日
記録挑戦U-16男子100m 

風：+0.8

8月29日
U-18男子110mH(0.991m) 

風：+2.7

8月28日 記録挑戦U-16男子走高跳

8月28日
U-18男子200m 

風：-1.3

8月28日
U-18男子100m 

風：0.0

8月28日 代表選考U-16男子三段跳

8月29日
代表選考U-16男子

110mH(0.991m) 
風：+1.5

8月28日 記録挑戦U-16男子棒高跳

8月29日
記録挑戦U-16男子砲丸投

(5.000kg)

8月29日 U-18男子砲丸投(6.000kg)

8月28日 U-18男子走高跳

8月29日 U-18男子走幅跳

8月28日 U-18男子棒高跳

8月29日 U-18男子300mH(0.914m)

8月29日
代表選考U-16男子150m 

風：+1.5

8月28日 U-18男子円盤投(1.750kg)

8月28日
代表選考U-16男子ジャベリッ

クスロｰ

8月28日 U-18男子三段跳

8月29日 記録挑戦U-16男子走幅跳

8月29日 U-18男子300m 

8月28日
代表選考U-16男子円盤投

(1.500kg)



競技会名

主催者名 一般財団法人埼玉陸上競技協会 ト ラ ッ ク 審 判 長 新井　　充 投 て き 審 判 長 緑川　祐子

開催期日 令和3年8月28日(土）・29日(日） ス タ ー ト 審 判 長 市倉　隆有 招 集 所 審 判 長 鎌田　智之

会場 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 跳 躍 審 判 長 田端　和輝 記 録 主 任 馬場　洋平

ワジェロ　リサ(3) 12.54 シラ　ファンタ恵里加(3) 12.68 三島　菜楠(3) 12.69 三島　美結(3) 12.70 墨野倉　千夏(3) 12.80 遠山　あん(1) 12.97 本木　結萌(2) 12.98 ガムンダニ　晏那(3) 12.98

桶川東中 埼玉栄中 国際学院中 坂戸浅羽野中 深谷幡羅中 越谷富士中 深谷幡羅中 S 所沢中 S
シラ　ファンタ恵里加(3) 18.66 三島　菜楠(3) 18.79 ワジェロ　リサ(3) 18.83 三島　美結(3) 18.88 ガムンダニ　晏那(3) 19.12 新木　水姫(3) 19.21 春木　伶菜(3) 19.24 大槻　さくら(3) 19.27

埼玉栄中 国際学院中 桶川東中 坂戸浅羽野中 所沢中 熊谷富士見中 朝霞第二中 朝霞第一中

江良　梨音(3) 2:57.21 松本　美澄(3) 2:59.23 川田　倫子(2) 2:59.25 成瀬　結菜(3) 3:03.22 渡辺　優衣(2) 3:04.18 高須　望華(3) 3:06.02 小林　凜花(3) 3:06.74 内山　由菜(2) 3:07.00

さいたま宮原中 男衾中 熊谷富士見中 鶴ヶ島藤中 所沢南陵 三郷栄中 寄居城南中 熊谷富士見中

清水　陽和(2) 15.14 大室ひまり(1) 15.47 茅根　唯(3) 15.65 須田　結月(2) 15.83 高橋　希空(3) 16.70

深谷幡羅中 上尾大谷中 安行東中 坂戸中 朝霞第一中

春木　伶菜(3) 14.72 河野　珠季(3) 14.74 佐野　奏歩(3) 14.94 日髙　彩葉(3) 15.06 佐藤　奈々夏(2) 16.35

朝霞第二中 鴻巣赤見台中 福岡中 新座第三中 騎西中

佐野　奏歩(3) 1m60 香川　恵愛シポーラハヴィリ(3) 1m60 村山　羽乃(3) 1m51 山口　歩華(2) 1m43 岩堀　榮穏(3) 1m43 高重　葵(2) 1m38

福岡中 さいたま三室中 三郷北中 蓮田中 加須西中 蓮田中

髙橋　蒼生(2) 1m38

上尾原市中

渡邊　紗莱(2) 3m10 馬場　ひなた　(1) 3m00 島田　咲良　(1) 2m80

川口幸並中 草加南高 草加南高

池上　瑠依(3) 5m50(+0.1) 関川　莉良(3) 5m26(+1.6) 島崎　真央(3) 5m12(+1.4) 伊藤　紗良(3) 5m12(+1.6) 川口　寧音(2) 5m08(+1.6) 大内　美優(3) 5m06(+0.9) 三宅　彩来(3) 4m95(0.0) 青木　彩葉(3) 4m90(+0.5)

デカキッズAC 瓦葺中 羽生南中 所沢小手指中 内谷中 蓮田南中 北本宮内中 さいたま大原中
香川　恵愛シポーラハヴィリ(3) 11m13(-0.9) 加藤　有純(1) 10m31(+1.5) 五十嵐　舞衣(3) 10m26(+1.5) 小南　智晶(3) 10m18(+1.8) 田代　莉央(3) 9m77(+1.1) 村橋　美春(1) 9m70(-0.4)

さいたま三室中 熊谷女子高 小川東中 熊谷大原中 EiferAC 熊谷女子高

川上　風花(3) 12m46 深田　心羽(3) 10m75 秋葉　渚(3) 10m49

SSAC 深谷幡羅中 所沢南陵

川上　風花(3) 24m49 橋本　佳歩(1) 23m41 立石　千央里(3) 21m76 堀内　美妃(3) 18m60 石瀬　結菜(3) 16m72

SSAC 所沢西高 ときがわ玉川中 ときがわ玉川中 羽生南中

松永　成美(3) 33m93 小峰　奈々美(3) 30m99 入江　瑞枝(3) 28m07 萩原　あみ(3) 26m74 秋葉　渚(3) 26m28 相田　奈緒(3) 26m05 森田　乙音(1) 25m93 宮　茉夢(3) 23m09

久喜中 ときがわ玉川中 国際学院中 本庄南中 所沢南陵 ときがわ玉川中 神川中 新座第三中

カン　メヘナズ(1) 12.76 赤堀　空来(1) 13.05 鈴木　凛(2) 13.07 阿部　友(2) 13.09 村越　京(2) 13.16 鈴木　麻衣香(2) 13.16 本多　咲輝(2) 13.23

昌平高 昌平高 熊谷女高 松山女高 国際学院高 S 昌平高 S 国際学院高

岡田　裕佳(2) 26.26 石井　花奈(2) 26.43 小杉　友美(2) 26.77 加藤　璃美(2) 26.96 橋本　祈(1) 27.75 園田　和遥(2) 28.13 猪股　佑衣(2) 28.34 小高　千鶴(2) 28.44

花咲徳栄高 花咲徳栄高 花咲徳栄高 熊谷女高 熊谷女高 昌平高 昌平高 松山女高

吉永　葉月(2) 40.45 山中　美咲(1) 46.62 佐藤　愛夏(1) 46.86 大木　陽良吏(2) 47.22 奈柄　星 53.30

豊岡高 昌平高 花咲徳栄高 松山女高 花咲徳栄高

赤堀　空来(1) 14.46 鈴木　凛(2) 14.73 冨澤　春可(1) 16.96 中村　葵(1) 17.53

昌平高 熊谷女高 蕨高 松山女高

小高　千鶴(2) 46.87 三橋　陽菜(2) 47.61 髙坂　歩未(1) 57.16

松山女高 豊岡高 蕨高

渡邊　冴璃(1) 3m20 岩田　淑美(1) 2m90

大宮東高 久喜高

田中　美憂(2) 5m39(+1.5) 村越　京(2) 5m19(+2.0) 鈴木　麻衣香(2) 5m18(+0.7) 遠藤　彩華(2) 5m10(+0.8) 山副　杏和(2) 5m09(+1.5) 田口　侑楽(1) 5m06(+2.0) 福寿　彩花(1) 4m58(+2.4) 渡邊　冴璃(1) 4m53(+2.1)

松山女高 国際学院高 昌平高 豊岡高 松山女高 国際学院高 松山女高 公認4m45(+1.0) 大宮東高 公認4m49(+1.2)

田中　美憂(2) 11m73(+1.0) 田口　侑楽(1) 11m48(-0.8) 杉口　みらい(3) 11m01(+0.2) 山副　杏和(2) 10m66(-0.2) 福寿　彩花(1) 9m76(+0.8) 仙波　音羽(2) 9m62(-1.0) 林　奈々葉(2) 9m31(-0.2)

松山女高 国際学院高 東京農大三高 松山女高 松山女高 熊谷女高 熊谷女高

飯野　碧梨(1) 8m50 矢作　彩(1) 5m71

松山女高 国際学院高

民谷　遥菜(2) 30m53 佐藤　久良々(2) 29m23 飯野　碧梨(1) 20m81 矢作　彩(1) 18m46

所沢西高 西武文理高 松山女高 国際学院高
凡例  D:同着 S:着差あり

令和３年度　JOCジュニアオリンピックカップ
第５２回U１６陸上競技大会　埼玉県選手選考会　兼　第１５回U１８陸上競技大会　埼玉県記録挑戦会

決　勝　成　績　一　覧　

8月28日 代表選考U-16女子1000m

8月28日
記録挑戦U-16女子100m 

風：-1.4

8月29日 U-18女子走幅跳

8月28日
U-18女子100m 

風：-2.2

8月28日 記録挑戦U-16女子走高跳

8月28日 代表選考U-16女子棒高跳

8月28日
U-18女子200m 

風：-0.4

8月28日 U-18女子円盤投(1.000kg)

8月28日 代表選考U-16女子三段跳

8月28日 U-18女子三段跳

8月29日
記録挑戦U-16女子砲丸投

(2.721kg)

8月29日
U-18女子100mH(0.762m) 

風：+0.9

8月29日 記録挑戦U-16女子走幅跳

8月29日 U-18女子300mH(0.762m)

8月29日 U-18女子砲丸投(4.000kg)

8月28日
代表選考U-16女子円盤投

(1.000kg)

8月28日 U-18女子棒高跳

8月29日 U-18女子300m 

8月29日
代表選考U-16女子150m 

風：+1.0

8月29日
記録挑戦U-16女子
100mH(0.762m/8m) 

風：+1.4

8月29日
代表選考U16女

100mH(0.762m/8.5m) 
風：+1.0

8月28日
代表選考U-16女子ジャベリッ

クスロｰ


