
 男子100m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             10.01     桐生　祥秀(京都・洛南)                2013

埼玉県高校記録(SHR)          10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 9月9日 12:35 予　選

大会記録(GR)                 10.66     後藤　乃毅(埼玉・春日部)              2005 9月9日 14:08 決　勝

予　選　10組0着＋8

1組 (風:-1.0) 2組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾏ

1 7 2806 宮下 凱(2) 昌平 11.34 q 1 5 2804 中村 楓馬(2) 昌平 11.40 q
ﾓﾙｷﾞｱ ﾏﾙｸ ｱﾏｲｹ ｴｲﾄ

2 5 5072 モルギア マルク(2) 八潮南 11.82 2 6 93 天池 栄翔(2) 春日部 11.73
ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ ﾂﾈﾖｼ ﾋｶﾙ

3 6 237 金子 大暉(1) 不動岡 11.86 3 4 2567 恒吉 光瑠(1) 越谷西 11.78
ｲｸﾞﾁ ｹｲﾀ ｴﾉﾓﾄ ｴｲﾀ

4 8 4752 井口 啓太(1) 草加西 12.18 4 8 1321 榎本 瑛太(1) 叡明 11.95
ｵｵｸﾞｼ ﾕｳﾄ ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ

5 9 3336 大串 祐斗(2) 三郷 12.38 5 7 2878 後藤 隆志(1) 春日部共栄 12.15
ｱｲｻﾞﾜ ｹﾝｻｸ ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ

6 2 4144 相澤 拳作(1) 草加東 13.04 6 9 2084 田村 一樹(2) 越谷北 12.37
ｴﾉﾓﾄ ﾉﾘﾋﾄ ｶﾈｺ ﾚﾝﾄ

7 3 1672 榎本 範仁(1) 久喜工 13.15 7 2 706 金子 蓮大(1) 杉戸農 12.46
ﾎﾝﾀﾞ ｺﾊﾙ ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾄ

4 1342 本多 琥晴(2) 叡明 DNS 8 3 1578 石川 大翔(1) 草加 12.62
ﾅｶﾑﾗｼﾄﾞｳ

9 1 4184 中村獅童(1) 三郷北 12.93

3組 (風:-0.7) 4組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ ｽｶﾞｲ ｲﾌﾞｷ

1 6 4657 内田 雄斗(2) 花咲徳栄 11.03 q 1 5 3612 菅井 歩暉(2) 春日部東 11.60
ｵｵｸﾎﾞ ｺｳﾀ ﾏﾅｶ ﾘｮｳﾀ

2 5 236 大久保 航汰(1) 不動岡 11.63 2 6 1652 眞中 崚汰(2) 久喜工 11.62
ｼﾗｲｼ ｱｵｲ ﾐｽﾞｶﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ

3 7 3665 白石 蒼威(2) 杉戸 11.76 3 4 2316 水上 信之介(1) 八潮 11.66
ｳﾗﾉ ﾄﾗﾈ ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ

4 4 4506 浦野 虎音(2) 越谷東 11.96 4 7 3661 及川 裕貴(2) 杉戸 12.14
ﾘｭｳ ﾄﾑ ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝ

5 9 356 劉 童木(2) 越ヶ谷 12.05 5 9 4145 藤原 健(1) 草加東 12.22
ﾆｼｼﾞﾏ ﾀﾞｲ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞﾝ

6 3 5315 西島 大(1) 越谷総技 12.64 6 8 4549 松永 暖(2) 宮代 12.27
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾏｻ

7 8 755 永田 祐輝(2) 幸手桜 12.89 7 3 2881 高橋 順大(2) 獨協埼玉 12.48
ﾌｶｲ ｹﾝﾀ ｱﾏﾉ ﾏｷﾄ

8 2 4757 深井 健太(1) 草加西 12.99 8 1 3586 天野 真希斗(1) 草加南 13.15
ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ ﾅﾏｲ ﾋﾛﾔ

9 1 1576 増田 友則(1) 草加 13.56 9 2 3372 生井 宏也(1) 栗橋北彩 13.28

5組 (風:-1.0) 6組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱﾗｲ ﾕｳｷ ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

1 7 2557 新井 優輝(2) 越谷西 11.28 q 1 4 3578 岡本 浩樹(2) 草加南 11.41 q
ﾖｼﾓﾘ ｺｳｷ ﾊﾗｸﾞﾁ ｹｲﾀ

2 6 4756 吉森 虹輝(1) 草加西 11.55 2 7 96 原口 景多(2) 春日部 11.80
ｼﾗｲ ﾓﾄｷ ｼﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ

3 5 4661 白井 志樹(1) 花咲徳栄 11.59 3 6 4520 嶋田 勇斗(1) 越谷東 11.87
ｲｹﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ ﾀｷﾀﾀﾞｲｷ

4 4 2886 池永 大誠(1) 獨協埼玉 11.88 4 1 4170 瀧田大輝(1) 三郷北 12.18
ｺｼﾐｽﾞ ｼﾉﾌﾞ ｶﾏﾀ ｺｳｽｹ

5 8 333 輿水 紫伸(1) 越ヶ谷 11.95 5 8 3251 鎌田 航輔(2) 開智未来 12.58
ｺﾐｿﾞ ﾅｷﾞ ﾊﾗ ﾕｳﾄ

6 9 1565 小溝 凪(2) 草加 12.44 6 9 4552 原 悠斗(1) 宮代 12.78
ｲﾁｶﾜ ｼﾉﾝ ﾐﾅﾐ ﾄｼｷ

7 3 2285 市川 紫暖(2) 蓮田松韻 12.55 7 2 5444 南 利樹(1) 久喜北陽 12.81
ｲﾜｲ ﾘｸ ｻｻﾊﾗ ﾕｽﾞｷ

8 2 5084 岩井 陸(1) 八潮南 13.49 8 3 1653 笹原 柚稀(2) 久喜工 12.89
ﾆﾉｶﾐ ｹｲﾄ ｾﾉｳ ﾄｱ

1 720 二ノ神 敬人(2) 杉戸農 DQ,FSn 5 2873 瀬能 斗亜(2) 春日部共栄 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FSn:不正スタート q:記録による通過者



 男子100m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             10.01     桐生　祥秀(京都・洛南)                2013

埼玉県高校記録(SHR)          10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 9月9日 12:35 予　選

大会記録(GR)                 10.66     後藤　乃毅(埼玉・春日部)              2005 9月9日 14:08 決　勝

予　選　10組0着＋8

7組 (風:-0.5) 8組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ

1 7 2807 宮崎 光太(2) 昌平 11.42 q 1 4 4659 松本 大翔(2) 花咲徳栄 11.42 q
ｺﾓﾘﾔ ﾀｽｹ ｷﾄﾞ ｴｲﾀ

2 4 3289 小森谷 太亮(2) 越谷南 11.55 2 6 3272 木戸 瑛大(1) 越谷南 11.66
ﾄｳｺﾞｳ ｼｮｳ ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋﾛﾔ

3 5 3672 東郷 翔優(2) 杉戸 11.79 3 5 3613 海老原 太陽(2) 春日部東 11.78
ｺｲﾜ ﾏｻｱｷ ｻｸﾏ ﾖｼｷ

4 6 3579 小岩 正明(2) 草加南 11.97 4 1 4121 佐久間 英樹(1) 庄和 11.97
ﾔｶﾞﾜﾏｻﾊﾙ ｱｶﾇﾏ ｱﾝﾋﾞ

5 8 4173 八川雅治(1) 三郷北 12.14 5 9 2311 赤沼 杏弥(1) 八潮 12.30
ﾅﾐｷ ﾚｵﾝ ﾜｷﾀ ﾘｭｳｶﾞ

6 9 5439 並木 玲音(1) 久喜北陽 12.51 6 7 5073 脇田 琉雅(2) 八潮南 12.31
ｼﾏﾑﾗ ﾀｲｼﾞｭ ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳ

7 3 3850 島村 泰朱(1) 鷲宮 12.64 7 2 3242 山崎 煌(1) 開智未来 12.61
ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ

8 1 3633 後藤 雅德(2) 白岡 12.87 8 8 2891 高橋 麟太郎(1) 獨協埼玉 12.71
ｳｽｲ ｶｲﾄ ｱｵﾔｷﾞ ｱﾂｼ

9 2 3339 薄井 海翔(1) 三郷 13.93 9 3 1323 青柳 厚志(1) 叡明 12.78

9組 (風:-1.1) 10組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶﾊｼ ｷﾗ ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

1 7 3620 髙橋 煌(1) 春日部東 11.37 q 1 5 238 増田 智広(1) 不動岡 11.53
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ

2 6 2852 渡辺 龍(1) 春日部共栄 11.61 2 4 2337 馬場 涼雅(2) 八潮 11.61
ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ ｺｸﾌﾞﾝ ｶﾞｸ

3 5 4513 田中 健太(1) 越谷東 11.68 3 7 3845 国分 雅空(1) 鷲宮 11.77
ﾏｽﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ ｺﾐﾈ ﾕｽﾞｷ

4 4 118 桝本 素晴(1) 春日部 11.75 4 9 5435 小峯 柚槻(1) 久喜北陽 11.93
ﾐｽﾞｶﾜ ﾊﾙｷ ﾏﾂﾏﾙ ﾘｮｳﾀ

5 2 4111 水川 陽貴(2) 庄和 11.91 5 6 4545 松丸 亮大(2) 宮代 12.08
ｵｵﾂｷ ｿｳﾔ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ

6 8 2558 大槻 颯也(2) 越谷西 12.00 6 8 3293 高橋 優空(2) 越谷南 12.32
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ｲｼｲ ﾚﾝ

7 9 4143 鈴木 寛人(2) 草加東 12.43 7 1 4125 石井 廉穏(1) 庄和 12.56
ﾊﾗ ｺｳﾀ ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞﾝ

8 1 3634 原 晃太(2) 白岡 12.52 8 2 334 丸山 辰(1) 越ヶ谷 12.77
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ ﾀｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ

9 3 758 山口 航大(1) 幸手桜 13.54 9 3 3645 田口 元葵(1) 白岡 13.06

決　勝　

(風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ

1 4 4657 内田 雄斗(2) 花咲徳栄 10.98
ｱﾗｲ ﾕｳｷ

2 5 2557 新井 優輝(2) 越谷西 11.19
ﾀｶﾊｼ ｷﾗ

3 7 3620 髙橋 煌(1) 春日部東 11.23
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ

4 2 4659 松本 大翔(2) 花咲徳栄 11.30
ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ

5 6 2806 宮下 凱(2) 昌平 11.34
ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

6 9 3578 岡本 浩樹(2) 草加南 11.36
ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀ

7 3 2807 宮崎 光太(2) 昌平 11.37
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾏ

8 8 2804 中村 楓馬(2) 昌平 11.46

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FSn:不正スタート q:記録による通過者



 男子100mB決勝
審 判 長：

記録主任：

9月9日 14:07 決　勝

決　勝　

(風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

1 4 238 増田 智広(1) 不動岡 11.41
ｺﾓﾘﾔ ﾀｽｹ

2 6 3289 小森谷 太亮(2) 越谷南 11.46
ﾖｼﾓﾘ ｺｳｷ

3 5 4756 吉森 虹輝(1) 草加西 11.51
ｽｶﾞｲ ｲﾌﾞｷ

4 8 3612 菅井 歩暉(2) 春日部東 11.53
ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ

5 2 2337 馬場 涼雅(2) 八潮 11.56
ﾏﾅｶ ﾘｮｳﾀ

6 3 1652 眞中 崚汰(2) 久喜工 11.57
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ

7 9 2852 渡辺 龍(1) 春日部共栄 11.58
ｼﾗｲ ﾓﾄｷ

8 7 4661 白井 志樹(1) 花咲徳栄 11.61



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             20.34     サニブラウン・Ａ・ハキーム(東京・城西)2015

埼玉県高校記録(SHR)          20.88     三輪　颯太(埼玉・西武文理)            2020 9月10日 11:40 予　選

大会記録(GR)                 21.40     松岡　達憲(埼玉・草加南)              1982 9月10日 13:48 決　勝

予　選　10組0着＋16

1組 (風:-1.9) 2組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱﾗｲ ﾕｳｷ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ

1 6 2557 新井 優輝(2) 越谷西 22.88 q 1 7 4657 内田 雄斗(2) 花咲徳栄 22.95 q
ｱﾏｲｹ ｴｲﾄ ｷﾄﾞ ｴｲﾀ

2 5 93 天池 栄翔(2) 春日部 24.02 2 5 3272 木戸 瑛大(1) 越谷南 23.82
ｼﾗｲｼ ｱｵｲ ﾂﾈﾖｼ ﾋｶﾙ

3 4 3665 白石 蒼威(2) 杉戸 24.18 3 4 2567 恒吉 光瑠(1) 越谷西 24.54
ｼﾏﾑﾗ ﾀｸﾐ ﾅﾘｻﾜ ｱｷﾄ

4 3 715 島村 拓実(2) 杉戸農 24.77 4 9 3581 成澤 瑛斗(2) 草加南 24.72
ﾓﾄﾑﾗ ｶｲﾄ ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ

5 8 5446 本村 海斗(1) 久喜北陽 24.97 5 6 2878 後藤 隆志(1) 春日部共栄 24.91
ｻｸﾗｲ ｶﾅﾒ ｲﾁｶﾜ ｼﾉﾝ

6 9 5071 櫻井 要(2) 八潮南 25.22 6 2 2285 市川 紫暖(2) 蓮田松韻 25.58
ｶﾈｺ ﾕｳﾄ ﾀｶﾉ ﾘｸ

7 7 233 金子 湧音(1) 不動岡 25.57 7 3 1673 髙野 璃琥(1) 久喜工 25.78
ﾐﾔﾓﾄﾀｸﾐ ﾀｷﾀﾀﾞｲｷ

8 2 4183 宮本匠(1) 三郷北 26.49 1 4170 瀧田大輝(1) 三郷北 DNS
ｻｸﾏ ﾖｼｷ ｲｲﾂﾞｶ ｾｲｺﾞ

1 4121 佐久間 英樹(1) 庄和 DNS 8 2312 飯塚 誠心(1) 八潮 DNS

3組 (風:-2.6) 4組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶﾊｼ ｷﾗ ｻﾄｳ ｼﾝ

1 4 3620 髙橋 煌(1) 春日部東 23.20 q 1 7 2805 佐藤 心(2) 昌平 23.60 q
ﾊﾗｸﾞﾁ ｹｲﾀ ｼｵｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

2 6 96 原口 景多(2) 春日部 23.76 q 2 5 92 塩﨑 亮太(2) 春日部 23.78 q
ﾐｽﾞｶﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ ｺﾐﾈ ﾕｽﾞｷ

3 7 2316 水上 信之介(1) 八潮 23.80 3 8 5435 小峯 柚槻(1) 久喜北陽 24.34
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ﾀﾅｶ ｴｲﾄ

4 8 1570 若林 優都(2) 草加 24.42 4 6 2071 田中 瑛人(1) 越谷北 24.70
ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｷ ｺｲﾜ ﾏｻｱｷ

5 5 5311 松村 遥輝(2) 越谷総技 24.64 5 9 3579 小岩 正明(2) 草加南 24.80
ｼｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ

6 9 357 塩崎 悠大(2) 越ヶ谷 25.09 6 4 4513 田中 健太(1) 越谷東 25.12
ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ｻｻﾊﾗ ﾕｽﾞｷ

7 2 3633 後藤 雅德(2) 白岡 26.09 7 3 1653 笹原 柚稀(2) 久喜工 26.06
ｶﾈｺ ﾚﾝﾄ ﾆｼｼﾞﾏ ﾀﾞｲ

8 3 706 金子 蓮大(1) 杉戸農 26.45 8 2 5315 西島 大(1) 越谷総技 26.32

5組 (風:-1.6) 6組 (風:-1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾔﾏﾄ ﾊﾈﾀﾞ ﾐﾂｷ

1 6 229 本条 大和(2) 不動岡 23.83 1 4 2814 羽田 光希(2) 昌平 23.27 q
ﾅｶﾗｲ ﾕｳｱ ｽｶﾞｲ ｲﾌﾞｷ

2 7 4655 半井 優明(2) 花咲徳栄 24.15 2 6 3612 菅井 歩暉(2) 春日部東 23.57 q
ｵｸﾔﾏ ﾎﾀｶ ﾏﾅｶ ﾘｮｳﾀ

3 4 2809 奥山 歩高(2) 昌平 24.46 3 7 1652 眞中 崚汰(2) 久喜工 24.14
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞﾝ ﾄｳｺﾞｳ ｼｮｳ

4 8 4549 松永 暖(2) 宮代 24.62 4 5 3672 東郷 翔優(2) 杉戸 24.20
ﾎｿﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ｲｸﾞﾁ ｹｲﾀ

5 9 707 細田 健二(1) 杉戸農 24.81 5 8 4752 井口 啓太(1) 草加西 24.98
ｻｶｲ ﾕｳｼ ｺｼﾐｽﾞ ｼﾉﾌﾞ

6 5 4507 酒井 雄士(2) 越谷東 24.95 6 9 333 輿水 紫伸(1) 越ヶ谷 25.14
ﾅﾐｷ ﾚｵﾝ ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾄ

7 3 5439 並木 玲音(1) 久喜北陽 25.30 7 3 1578 石川 大翔(1) 草加 26.45
ｺﾏﾀ ﾊﾔﾄ ﾀｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ

8 2 2890 小又 勇人(1) 獨協埼玉 27.93 8 2 3645 田口 元葵(1) 白岡 27.28

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



 男子200m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             20.34     サニブラウン・Ａ・ハキーム(東京・城西)2015

埼玉県高校記録(SHR)          20.88     三輪　颯太(埼玉・西武文理)            2020 9月10日 11:40 予　選

大会記録(GR)                 21.40     松岡　達憲(埼玉・草加南)              1982 9月10日 13:48 決　勝

予　選　10組0着＋16

7組 (風:-2.1) 8組 (風:-2.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

1 4 4659 松本 大翔(2) 花咲徳栄 23.14 q 1 5 3578 岡本 浩樹(2) 草加南 23.53 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ ﾖｼﾓﾘ ｺｳｷ

2 6 2852 渡辺 龍(1) 春日部共栄 23.75 q 2 7 4756 吉森 虹輝(1) 草加西 23.79
ﾓﾙｷﾞｱ ﾏﾙｸ ｳﾗﾉ ﾄﾗﾈ

3 5 5072 モルギア マルク(2) 八潮南 24.24 3 4 4506 浦野 虎音(2) 越谷東 24.37
ｾｷﾈ ﾋｶﾙ ｲｹﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ

4 8 1510 関根 輝(2) 春日部工 24.71 4 9 2886 池永 大誠(1) 獨協埼玉 24.85
ﾔｶﾞﾜﾏｻﾊﾙ ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ

5 1 4173 八川雅治(1) 三郷北 25.15 5 6 2084 田村 一樹(2) 越谷北 25.37
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳ ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｷ

6 9 3242 山崎 煌(1) 開智未来 25.39 6 2 3337 熊谷 優希(2) 三郷 26.88
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ ﾊﾗ ｺｳﾀ

7 7 3293 高橋 優空(2) 越谷南 25.62 3 3634 原 晃太(2) 白岡 DNS
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾐﾔｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

8 2 2891 高橋 麟太郎(1) 獨協埼玉 25.85 8 5316 宮口 釉斗(1) 越谷総技 DNS
ｴﾉﾓﾄ ﾊﾙﾄ

9 3 4117 榎本 悠人(2) 庄和 26.89

9組 (風:+1.3) 10組 (風:-1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱﾗｲ ﾀｲｷ ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

1 4 2551 新井 泰輝(2) 越谷西 23.09 q 1 6 3606 加藤 大貴(2) 春日部東 23.14 q
ｾｷ ｺｳｷ ｵｵﾔ ﾊﾙﾄ

2 6 3842 関 航輝(2) 鷲宮 23.74 q 2 4 227 大屋 日人(2) 不動岡 23.26 q
ｺﾓﾘﾔ ﾀｽｹ ﾘｭｳ ﾄﾑ

3 8 3289 小森谷 太亮(2) 越谷南 23.77 q 3 5 356 劉 童木(2) 越ヶ谷 24.42
ﾐﾂﾊｼ ﾀﾞｲｷ ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ

4 5 752 三橋 大喜(2) 幸手桜 24.19 4 8 3661 及川 裕貴(2) 杉戸 25.29
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝ ｵｵｸﾞｼ ﾕｳﾄ

5 7 4145 藤原 健(1) 草加東 24.52 5 2 3336 大串 祐斗(2) 三郷 25.33
ﾅｶﾞｲ ﾌｳｶﾞ ﾊﾗ ﾕｳﾄ

6 2 1336 永井 風河(2) 叡明 24.86 6 7 4552 原 悠斗(1) 宮代 26.05
ﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾄ

7 1 3823 田島 悠羽斗(1) 羽生一 25.23 7 3 1567 市川 雅斗(2) 草加 26.20
ｲｼｲ ﾚﾝ ﾐｶﾐ ｼｮｳｺﾞ

8 3 4125 石井 廉穏(1) 庄和 25.47 8 9 2863 三上 将吾(2) 春日部共栄 26.72
ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳｺﾞ

9 9 2314 小暮 涼梧(1) 八潮 25.88

決　勝　2組

1組 (風:-2.5) 2組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ ｱﾗｲ ﾕｳｷ

1 4 3578 岡本 浩樹(2) 草加南 23.26 1 4 2557 新井 優輝(2) 越谷西 22.57
ｽｶﾞｲ ｲﾌﾞｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ

2 5 3612 菅井 歩暉(2) 春日部東 23.53 2 8 4659 松本 大翔(2) 花咲徳栄 22.84
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ

3 8 2852 渡辺 龍(1) 春日部共栄 23.57 3 6 4657 内田 雄斗(2) 花咲徳栄 22.88
ｾｷ ｺｳｷ ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

4 7 3842 関 航輝(2) 鷲宮 23.57 4 5 3606 加藤 大貴(2) 春日部東 22.96
ｼｵｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ ｱﾗｲ ﾀｲｷ

5 3 92 塩﨑 亮太(2) 春日部 23.76 5 7 2551 新井 泰輝(2) 越谷西 22.98
ﾊﾗｸﾞﾁ ｹｲﾀ ﾊﾈﾀﾞ ﾐﾂｷ

6 9 96 原口 景多(2) 春日部 23.78 6 3 2814 羽田 光希(2) 昌平 23.00
ｺﾓﾘﾔ ﾀｽｹ ﾀｶﾊｼ ｷﾗ

7 2 3289 小森谷 太亮(2) 越谷南 23.91 7 9 3620 髙橋 煌(1) 春日部東 23.03
ｻﾄｳ ｼﾝ ｵｵﾔ ﾊﾙﾄ

6 2805 佐藤 心(2) 昌平 DNS 8 2 227 大屋 日人(2) 不動岡 23.06

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



 男子400m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             45.47     金丸　祐三(大阪・大阪)                2005

埼玉県高校記録(SHR)          46.51     友田　真隆(埼玉・川越東)              2020 9月9日 11:50 予　選

大会記録(GR)                 48.64     金子 将基(埼玉・昌平)                 2014 9月9日 14:25 決　勝

予　選　8組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ

1 5 2810 松本 海叶(2) 昌平 52.49 1 4 4654 橋本 慶悟(2) 花咲徳栄 51.44 q
ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜｼｭｳﾀ

2 4 2871 井上 瑛翔(2) 春日部共栄 53.20 2 7 4179 柳澤周汰(2) 三郷北 53.50
ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾀｶﾉ ｹﾞﾝｷ

3 6 4663 福田 倖太郎(2) 花咲徳栄 54.00 3 9 2864 髙野 元気(2) 春日部共栄 54.70
ｼｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ﾅﾘｻﾜ ｱｷﾄ

4 9 357 塩崎 悠大(2) 越ヶ谷 54.34 4 5 3581 成澤 瑛斗(2) 草加南 54.92
ﾔｽﾀﾞ ｱｵ ｻｻｶﾞﾜ ｺｳﾀ

5 7 1325 安田 碧(2) 叡明 55.94 5 3 2086 笹川 航汰(2) 越谷北 56.97
ｲﾏﾆｼ ﾉｱ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ

6 2 4517 今西 希歩(1) 越谷東 57.21 6 8 116 松本 凌(1) 春日部 58.30
ｴﾉﾓﾄ ﾊﾙﾄ ﾂｶｺﾞｼ ﾘｮｳﾏ

7 1 4117 榎本 悠人(2) 庄和 1:00.02 7 1 5082 塚越 涼真(1) 八潮南 59.09
ｱﾗｲ ｱﾚｯｸｽ ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ

8 3 4763 新井 アレックス(2) 草加西 1:08.29 8 2 1517 山中 遥斗(1) 春日部工 59.42
ｶﾓﾉ ﾏｻｷ ｾｷﾈ ﾂﾊﾞｻ

8 2889 鴨野 真暉(1) 獨協埼玉 DNS 6 5312 関根 翼(2) 越谷総技 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ ｱﾗｲ ﾀｲｷ

1 5 3606 加藤 大貴(2) 春日部東 51.63 q 1 5 2551 新井 泰輝(2) 越谷西 50.74 q
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ

2 6 2552 鈴木 優雅(2) 越谷西 54.44 2 4 3848 齋藤 結太(1) 鷲宮 52.58
ｻｶｲﾉ ｹｲﾀ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

3 7 2087 境野 啓太(2) 越谷北 54.48 3 7 1570 若林 優都(2) 草加 53.13
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ ﾀﾅｶ ｴｲﾄ

4 4 3843 小林 那央(2) 鷲宮 55.01 4 6 2071 田中 瑛人(1) 越谷北 53.86
ﾀｹﾉｳﾁ ﾄﾋﾞ ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｷ

5 1 4123 竹ノ内 斗飛(1) 庄和 55.81 5 8 5311 松村 遥輝(2) 越谷総技 55.60
ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ ｻﾉ ｲﾌﾞｷ

6 9 2866 川端 康介(2) 春日部共栄 56.90 6 9 331 佐野 亥吹(1) 越ヶ谷 55.86
ｼﾝﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾏｻ

7 8 115 新保 空大(1) 春日部 58.62 7 1 2881 高橋 順大(2) 獨協埼玉 57.41
ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ｲﾜｲ ﾘｮｳｽｹ

8 3 3298 西村 和真(2) 越谷南 58.77 8 2 1518 岩井 涼輔(1) 春日部工 59.93
ﾅｶﾑﾗｼﾄﾞｳ ｽﾜ ﾊﾔﾄ

9 2 4184 中村獅童(1) 三郷北 1:03.48 3 1656 諏訪 駿斗(2) 久喜工 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼｵｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ ｻｲﾀﾞ ﾕｳﾄ

1 5 92 塩﨑 亮太(2) 春日部 51.55 q 1 6 3580 座田 夢叶(2) 草加南 52.80
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙ ｴﾉﾓﾄ ﾕﾒｼﾞ

2 7 3611 小笠原 波琉(2) 春日部東 51.57 q 2 7 2553 榎本 夢士(2) 越谷西 53.94
ｶｻﾊﾗ ｶｲﾄ ﾐﾂﾊｼ ﾀﾞｲｷ

3 6 235 笠原 海人(1) 不動岡 52.66 3 5 752 三橋 大喜(2) 幸手桜 54.36
ｱﾏﾉ ｼｭｳｷ ｽｽﾞｷ ﾄﾓｷ

4 4 2320 天野 柊樹(1) 八潮 55.03 4 8 3283 鈴木 友規(2) 越谷南 54.72
ｻｶｲ ﾕｳｼ ｻｸﾗｲ ｶﾅﾒ

5 3 4507 酒井 雄士(2) 越谷東 58.18 5 9 5071 櫻井 要(2) 八潮南 56.01
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ｵｶﾀﾞ ﾛｳｼﾞｷｵ

6 8 4143 鈴木 寛人(2) 草加東 58.25 6 2 5314 岡田 ロウジキオ(2) 越谷総技 56.89
ｵｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ ﾓﾄﾑﾗ ｶｲﾄ

7 9 3673 小澤 はじめ(1) 杉戸 59.76 7 4 5446 本村 海斗(1) 久喜北陽 58.57
ｲｼﾊﾗ ﾏｺﾄ ｴｸﾞﾁ ｱﾕﾏ

8 2 1328 石原 充(1) 叡明 1:02.13 8 3 4515 江口 歩真(1) 越谷東 58.82

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



 男子400m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             45.47     金丸　祐三(大阪・大阪)                2005

埼玉県高校記録(SHR)          46.51     友田　真隆(埼玉・川越東)              2020 9月9日 11:50 予　選

大会記録(GR)                 48.64     金子 将基(埼玉・昌平)                 2014 9月9日 14:25 決　勝

予　選　8組0着＋8

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵﾔ ﾊﾙﾄ ﾀﾆｶﾜ ｼｮｳﾀ

1 5 227 大屋 日人(2) 不動岡 50.88 q 1 5 2820 谷川 祥太(1) 昌平 51.86 q
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ ｲﾜｾ ｼｮｳﾀ

2 6 3605 渋谷 勇耀(2) 春日部東 52.07 q 2 6 4141 岩瀬 翔大(2) 草加東 53.15
ﾎｼ ﾀｶﾉﾘ ｷｸﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ

3 7 2819 星 嵩徳(1) 昌平 53.38 3 7 2336 菊原 輝久(2) 八潮 54.61
ｺﾊｸ ﾖｳﾀ ｾｷﾈ ﾋｶﾙ

4 8 4652 小白 陽太(2) 花咲徳栄 54.67 4 4 1510 関根 輝(2) 春日部工 55.07
ﾎｿﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ｵｵｳﾐ ﾊﾔﾄ

5 9 707 細田 健二(1) 杉戸農 55.73 5 3 5074 大海 颯斗(2) 八潮南 56.83
ﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ

6 2 3823 田島 悠羽斗(1) 羽生一 57.46 6 2 1324 遠藤 諒也(1) 叡明 58.00
ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾏ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｾｲﾔ

7 3 3582 堀江 主真(2) 草加南 1:00.34 7 9 3644 柳原 成弥(1) 白岡 1:01.80
ｻｻｷ ﾀｹｼ ｲﾊﾗ ﾄｳｺﾞ

4 359 佐々木 雄士(2) 越ヶ谷 DNS 8 2887 井原 東吾(1) 獨協埼玉 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ

1 4 4654 橋本 慶悟(2) 花咲徳栄 49.74
ｱﾗｲ ﾀｲｷ

2 6 2551 新井 泰輝(2) 越谷西 50.24
ｵｵﾔ ﾊﾙﾄ

3 7 227 大屋 日人(2) 不動岡 50.86
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

4 8 3606 加藤 大貴(2) 春日部東 51.12
ｼｵｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

5 5 92 塩﨑 亮太(2) 春日部 51.31
ﾀﾆｶﾜ ｼｮｳﾀ

6 3 2820 谷川 祥太(1) 昌平 51.57
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ

7 2 3605 渋谷 勇耀(2) 春日部東 52.06
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙ

8 9 3611 小笠原 波琉(2) 春日部東 52.75

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



 男子400mB決勝
審 判 長：

記録主任：

9月9日 14:24 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ

1 2 2871 井上 瑛翔(2) 春日部共栄 52.57
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ

2 5 3848 齋藤 結太(1) 鷲宮 52.77
ｶｻﾊﾗ ｶｲﾄ

3 6 235 笠原 海人(1) 不動岡 52.86
ｻｲﾀﾞ ﾕｳﾄ

4 7 3580 座田 夢叶(2) 草加南 53.54
ﾎｼ ﾀｶﾉﾘ

5 3 2819 星 嵩徳(1) 昌平 53.61
ｲﾜｾ ｼｮｳﾀ

6 9 4141 岩瀬 翔大(2) 草加東 53.82
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

7 8 1570 若林 優都(2) 草加 54.45
ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ

4 2810 松本 海叶(2) 昌平 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子800m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           1:46.59     クレイ・アーロン竜波(神奈川・相洋)    2019

埼玉県高校記録(SHR)        1:49.90     山崎　浩二(埼玉・八潮)                1992 9月10日 10:10 予　選

大会記録(GR)               1:54.86     坂本　陸(埼玉・越谷西)                2016 9月10日 14:00 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ

1 4 2811 小澤 隼人(2) 昌平 2:01.05 q 1 5 2871 井上 瑛翔(2) 春日部共栄 2:01.06 q
ﾄﾘﾔ ﾅｵｷ ｴﾉﾓﾄ ﾕﾒｼﾞ

2 5 2867 登利谷 直生(2) 春日部共栄 2:02.21 q 2 7 2553 榎本 夢士(2) 越谷西 2:01.76 q
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾗｼｰﾄﾞ ｱﾃﾞﾙ

3 6 4509 吉田 響(2) 越谷東 2:07.29 3 4 2072 ラシード アデル(1) 越谷北 2:12.48
ｻﾉ ｲﾌﾞｷ ﾑｺｳ ｿｳﾔ

4 7 331 佐野 亥吹(1) 越ヶ谷 2:11.27 4 6 4519 向 草弥(1) 越谷東 2:15.46
ﾀｹﾉｳﾁ ﾄﾋﾞ ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ

5 3 4123 竹ノ内 斗飛(1) 庄和 2:15.77 5 9 1575 前田 和希(1) 草加 2:22.67
ｷﾉｳﾁ ｼｮｳﾏ ｵｲｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

6 8 3613 木之内 翔真(1) 春日部東 2:16.59 6 8 3689 及川 隆之介(1) 杉戸 2:23.01
ｵｶﾀﾞ ｹｲﾀ ﾔﾏﾀﾞ ﾄｳﾏ

7 9 4760 岡田 佳大(2) 草加西 2:21.53 7 2 5083 山田 東馬(1) 八潮南 2:32.78
ｲｲﾂﾞｶ ｺﾊｸ ｽﾜ ﾊﾔﾄ

8 2 3587 飯塚 琥珀(1) 草加南 2:21.94 3 1656 諏訪 駿斗(2) 久喜工 DNS
ｳｴﾉｱﾕｷ

9 1 4187 上野碧之(1) 三郷北 2:47.56

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾐｼﾏ ﾋﾅﾀ ｴﾊﾗ ﾕｳｷ

1 5 3274 上嶋 陽(2) 越谷南 2:01.57 q 1 5 4512 江原 優輝(1) 越谷東 2:04.02 q
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾙ

2 7 2808 田邉 裕也(2) 昌平 2:04.35 q 2 3 119 斎藤 充(1) 春日部 2:04.53
ﾖｼｸﾆ ﾏｻﾐﾁ ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ

3 3 120 吉國 正道(2) 春日部 2:08.68 3 4 2322 清水 颯斗(1) 八潮 2:06.22
ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｱｷ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ

4 6 2882 村上 直朗(2) 獨協埼玉 2:10.06 4 6 2552 鈴木 優雅(2) 越谷西 2:07.50
ﾄﾞｲ ﾀｶﾋﾛ ﾓﾘﾀ ｸｳｶﾞ

5 9 4755 土井 隆広(1) 草加西 2:14.29 5 7 4658 森田 空冴(2) 花咲徳栄 2:08.56
ｻｶｲﾉ ｹｲﾀ ｳｴｷ ﾀｸﾄ

6 4 2087 境野 啓太(2) 越谷北 2:20.09 6 1 5431 植木 拓斗(1) 久喜北陽 2:08.87
ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ ｴﾉﾓﾄ ﾚﾝ

7 8 1572 野村 竜生(1) 草加 2:26.13 7 2 3846 榎本 廉(1) 鷲宮 2:14.29
ｲﾀﾞ ﾘｭｳｺﾞ ﾉｸﾞﾁ ｺｳｷﾞ

8 2 5076 位田 琉悟(2) 八潮南 2:31.28 8 8 4551 野口 晃義(1) 宮代 2:39.65
ｲﾄｳ ﾄﾓｷ

9 3609 伊藤 近起(1) 春日部東 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾃｼﾏ ﾘｷ ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

1 6 225 手島 力輝(2) 不動岡 2:05.66 1 4 234 齊藤 悠斗(1) 不動岡 2:04.61
ﾍﾝﾐ ﾘｸ ｸｼﾑﾗ ｼｮｳﾀ

2 4 4654 逸見 理功(2) 花咲徳栄 2:06.34 2 6 1563 櫛村 翔太(2) 草加 2:05.91
ｶﾘﾉ ｼﾞﾝ ﾄﾔﾏ ｶｲ

3 7 3604 狩野 仁(2) 春日部東 2:07.13 3 8 2565 外山 櫂(1) 越谷西 2:08.45
ｵｶﾀﾞ ﾛｳｼﾞｷｵ ﾀﾏﾙ ｶﾅﾄ

4 5 5314 岡田 ロウジキオ(2) 越谷総技 2:11.59 4 2 4114 田丸 海七渡(2) 庄和 2:13.57
ﾑﾗｶﾐ ﾗｸﾀﾛｳ ﾄﾖｶﾜ ﾗｲｵｳ

5 8 5445 村上 楽太郎(1) 久喜北陽 2:16.91 5 7 2874 豊川 頼央(1) 春日部共栄 2:16.74
ｵｵｳﾐ ﾊﾔﾄ ｺﾝﾉ ﾊﾙ

6 9 5074 大海 颯斗(2) 八潮南 2:19.97 6 9 719 今野 羽遥(2) 杉戸農 2:24.08
ﾅｶﾑﾗｺﾃﾂ ｲﾍﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ

7 3 4171 中村虎鉄(1) 三郷北 2:22.61 7 5 3671 伊部 信孝(1) 杉戸 2:26.51
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｳｶﾞ ｲｼﾊﾗ ﾏｺﾄ

8 2 5225 山口 楓芽(2) 三郷工技 2:32.40 8 1 1328 石原 充(1) 叡明 2:27.56
ｱﾗｲ ｱﾚｯｸｽ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ

9 1 4763 新井 アレックス(2) 草加西 2:44.06 9 3 5226 鈴木 友埜(1) 三郷工技 2:43.36

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



 男子800m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           1:46.59     クレイ・アーロン竜波(神奈川・相洋)    2019

埼玉県高校記録(SHR)        1:49.90     山崎　浩二(埼玉・八潮)                1992 9月10日 10:10 予　選

大会記録(GR)               1:54.86     坂本　陸(埼玉・越谷西)                2016 9月10日 14:00 決　勝

予　選　7組0着＋8

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ

1 7 4656 松林 巧磨(2) 花咲徳栄 2:03.91 q
ｵｵﾔ ﾘｸ

2 4 3275 大矢 陸(1) 越谷南 2:07.65
ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ

3 5 5438 髙橋 颯汰(1) 久喜北陽 2:08.12
ｱﾀﾞﾁ ﾘｸ

4 1 115 足立 莉久(1) 春日部 2:10.17
ﾔｽﾀﾞ ｱｵ

5 8 1325 安田 碧(2) 叡明 2:13.27
ﾏｷ ﾕﾗ

6 6 2812 万木 優空(1) 昌平 2:13.98
ﾊﾗ ｾﾅﾄ

7 3 3851 原 聖七斗(1) 鷲宮 2:23.54
ｼﾐｽﾞﾘｸﾄ

2 4172 清水陸斗(1) 三郷北 DNS
ﾔｽﾀﾞ ｺｳ

9 2893 安田 幸(1) 獨協埼玉 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾐｼﾏ ﾋﾅﾀ

1 5 3274 上嶋 陽(2) 越谷南 2:01.93
ｵｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ

2 6 2811 小澤 隼人(2) 昌平 2:02.92
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ

3 9 4656 松林 巧磨(2) 花咲徳栄 2:04.69
ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ

4 4 2871 井上 瑛翔(2) 春日部共栄 2:05.26
ﾄﾘﾔ ﾅｵｷ

5 8 2867 登利谷 直生(2) 春日部共栄 2:05.62
ｴﾉﾓﾄ ﾕﾒｼﾞ

6 7 2553 榎本 夢士(2) 越谷西 2:06.42
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ

7 2 2808 田邉 裕也(2) 昌平 2:06.93
ｴﾊﾗ ﾕｳｷ

8 3 4512 江原 優輝(1) 越谷東 2:08.57

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



 男子1500m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           3:37.18     佐藤　圭汰(京都・洛南)                2021

埼玉県高校記録(SHR)        3:46.02     巽　博和(埼玉・埼玉栄)                1987 9月9日 10:20 予　選

大会記録(GR)               3:52.74     高橋　和也(埼玉・春日部東)            2003 9月9日 13:50 決　勝

予　選　5組3着＋3

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾖｺﾀ ﾊｸﾄ ｲｿﾔ ｺｳｷ

1 7 4676 横田 覇空斗(2) 花咲徳栄 4:24.79 Q 1 5 100 磯谷 虎樹(2) 春日部 4:18.12 Q
ﾄﾘﾔ ﾅｵｷ ｷｶﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ

2 3 2867 登利谷 直生(2) 春日部共栄 4:24.88 Q 2 6 1568 黄川田 陽斗(2) 草加 4:18.89 Q
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ ｺﾝﾄﾞｳ ｿﾗ

3 1 3606 髙橋 悠真(2) 春日部東 4:24.88 Q 3 3 2813 近藤 翔空(2) 昌平 4:19.80 Q
ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ ﾀﾆｱｲ ｼﾝｼﾞ

4 12 5438 髙橋 颯汰(1) 久喜北陽 4:25.29 4 12 3819 谷合 真治(2) 羽生一 4:25.35
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ ﾖｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

5 6 2804 山口 聡太(1) 昌平 4:32.11 5 2 4509 吉田 響(2) 越谷東 4:25.77
ｺﾀﾞﾏ ｹｲﾄ ﾐﾔｹ ｴｲｽｹ

6 14 4751 児玉 慶音(1) 草加西 4:37.44 6 9 3615 三宅 栄将(1) 春日部東 4:28.15
ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｱｷ ｺｶﾞ ｶｽﾞｷ

7 4 2882 村上 直朗(2) 獨協埼玉 4:41.44 7 10 3244 古賀 一輝(1) 開智未来 4:29.32
ｵｶﾓﾄ ｱｷﾄ ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｼﾞ

8 2 3676 岡本 煌斗(1) 杉戸 4:45.74 8 7 5443 松本 青次(1) 久喜北陽 4:29.50
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ ﾄｲﾀﾞ ﾕｳﾀ

9 13 1324 遠藤 諒也(1) 叡明 4:46.81 9 13 2892 戸井田 侑大(1) 獨協埼玉 4:52.26
ｴﾍﾞ ｹｲﾄ ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｾｲ

10 5 2319 江部 啓斗(1) 八潮 4:47.83 10 14 2284 小島 大世(1) 蓮田松韻 4:54.64
ﾀｶﾊｼ ﾘﾄ ｱｵｷ ｶﾅﾄ

11 8 3847 高橋 利知(1) 鷲宮 4:48.12 11 1 2574 青木 海凪斗(1) 越谷西 4:56.32
ｻﾀｹ ｼｮｳｾｲ ｵｶﾀﾞ ｹｲﾀ

12 9 2073 佐竹 惺成(1) 越谷北 4:50.11 12 8 4760 岡田 佳大(2) 草加西 4:57.29
ﾅｶﾑﾗｺﾃﾂ ｷｸﾁ ｼｭｳﾔ

13 15 4171 中村虎鉄(1) 三郷北 4:58.89 4 5313 菊地 柊哉(2) 越谷総技 DNS
ﾑﾗﾓﾄ ｼｷ ｼﾐｽﾞﾘｸﾄ

14 11 3282 村元 詩季(1) 越谷南 5:13.55 11 4172 清水陸斗(1) 三郷北 DNS
ｺﾔﾏ ｱｻﾞﾑｶｰﾝ ｻｲﾄｳ ｶｲ

10 5317 小山 アザムカーン(1) 越谷総技 DNS 15 240 齊藤 快(1) 不動岡 DNS

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾄ ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ

1 12 4659 渡邊 義仁(1) 花咲徳栄 4:16.92 Q 1 8 4657 藤井 智也(2) 花咲徳栄 4:19.18 Q
ｵｶﾑﾗ ﾕｷﾄ ﾓﾄﾋﾛ ﾏｻﾄ

2 11 2554 岡村 幸斗(2) 越谷西 4:17.66 Q 2 2 101 本廣 真人(2) 春日部 4:19.65 Q
ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

3 7 3686 田川 暖人(2) 杉戸 4:17.88 Q 3 13 234 齊藤 悠斗(1) 不動岡 4:20.46 Q
ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾖｳ ｻｶｲ ﾐﾂﾉﾘ

4 13 223 髙橋 大洋(2) 不動岡 4:19.21 q 4 12 3664 酒井 充則(2) 杉戸 4:20.70 q
ｵﾁ ｻﾂｷ ｲﾄｳ ﾋｶﾙ

5 3 2283 越智 皐(1) 蓮田松韻 4:34.16 5 4 2851 伊藤 光琉(1) 春日部共栄 4:36.27
ｱﾏﾉ ｺﾞｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

6 1 1577 天野 豪(1) 草加 4:35.51 6 10 2816 渡邉 諒大(2) 昌平 4:42.56
ｴﾉｳﾗ ｺｳｾｲ ﾅｶﾞｲ ｾﾅ

7 9 2880 江ノ浦 倖生(1) 春日部共栄 4:35.80 7 7 1520 永井 聖南(1) 春日部工 4:43.38
ﾑｺｳ ｿｳﾔ ﾔﾍﾞ ｺｳﾉｽｹ

8 4 4519 向 草弥(1) 越谷東 4:36.69 8 5 3258 矢部 幸之助(1) 開智未来 4:43.68
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ

9 14 1329 上林 千紘(2) 叡明 4:40.42 9 3 3603 山本 琢水(2) 春日部東 4:48.49
ﾄﾞｲ ﾀｶﾋﾛ ﾄﾗﾀﾆ ﾄﾓｷ

10 5 4755 土井 隆広(1) 草加西 4:49.45 10 11 1327 虎谷 知樹(1) 叡明 4:50.13
ｽﾅﾅｶﾞｺｳｷ ｲｲﾂﾞｶ ｺﾊｸ

11 10 4182 砂長昊希(1) 三郷北 4:51.90 11 6 3587 飯塚 琥珀(1) 草加南 4:50.71
ﾀｶﾄｸ ﾕｳﾔ ｵｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ

12 6 1515 高徳 祐也(2) 春日部工 4:57.83 12 14 4518 扇原 拓海(1) 越谷東 5:13.68
ｲﾀﾞ ﾘｭｳｺﾞ ｳｴﾀｹ ﾌﾐﾔ

13 8 5076 位田 琉悟(2) 八潮南 5:12.53 13 1 5224 植竹 文也(2) 三郷工技 5:21.98
ｾｷ ﾀｲﾖｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾄｳﾏ

14 15 2075 堰 大耀(1) 越谷北 5:13.19 14 9 5083 山田 東馬(1) 八潮南 5:29.87
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ

15 2 5226 鈴木 友埜(1) 三郷工技 5:26.09

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



 男子1500m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           3:37.18     佐藤　圭汰(京都・洛南)                2021

埼玉県高校記録(SHR)        3:46.02     巽　博和(埼玉・埼玉栄)                1987 9月9日 10:20 予　選

大会記録(GR)               3:52.74     高橋　和也(埼玉・春日部東)            2003 9月9日 13:50 決　勝

予　選　5組3着＋3

5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾐｼﾏ ﾋﾅﾀ

1 8 3274 上嶋 陽(2) 越谷南 4:19.28 Q
ｴﾉﾓﾄ ｹｲｺﾞ

2 11 104 榎本 圭吾(2) 春日部 4:20.86 Q
ｸｼﾑﾗ ｼｮｳﾀ

3 3 1563 櫛村 翔太(2) 草加 4:23.57 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ

4 1 2573 松本 大輝(1) 越谷西 4:24.52 q
ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼ

5 12 2282 原田 賢志(2) 蓮田松韻 4:26.51
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ

6 2 2322 清水 颯斗(1) 八潮 4:27.10
ｴﾉﾓﾄ ﾚﾝ

7 5 3846 榎本 廉(1) 鷲宮 4:33.68
ｺﾔﾏ ﾋｶﾙ

8 7 5436 小山 光(1) 久喜北陽 4:38.51
ﾀﾏﾙ ｶﾅﾄ

9 13 4114 田丸 海七渡(2) 庄和 4:46.19
ｺｽｷﾞ ﾘｭｳｶﾞ

10 14 1657 小杉 琉雅(2) 久喜工 5:07.32
ｺﾝﾉ ﾊﾙ

11 4 719 今野 羽遥(2) 杉戸農 5:14.14
ｶﾝﾀﾞ ｱｵｲ

12 10 2074 神田 碧海(1) 越谷北 5:14.96
ﾉｸﾞﾁ ｺｳｷﾞ

13 6 4551 野口 晃義(1) 宮代 5:27.90
ｶﾄｳ ｱｵﾊﾞ

9 2888 加藤 青葉(1) 獨協埼玉 DNS

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



 男子1500m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           3:37.18     佐藤　圭汰(京都・洛南)                2021

埼玉県高校記録(SHR)        3:46.02     巽　博和(埼玉・埼玉栄)                1987 9月9日 10:20 予　選

大会記録(GR)               3:52.74     高橋　和也(埼玉・春日部東)            2003 9月9日 13:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｿﾔ ｺｳｷ

1 3 100 磯谷 虎樹(2) 春日部 4:04.41
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾄ

2 2 4659 渡邊 義仁(1) 花咲徳栄 4:04.60
ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ

3 16 4657 藤井 智也(2) 花咲徳栄 4:06.10
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ

4 15 3606 髙橋 悠真(2) 春日部東 4:06.96
ｵｶﾑﾗ ﾕｷﾄ

5 14 2554 岡村 幸斗(2) 越谷西 4:07.94
ﾖｺﾀ ﾊｸﾄ

6 18 4676 横田 覇空斗(2) 花咲徳栄 4:08.00
ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ

7 13 3686 田川 暖人(2) 杉戸 4:08.63
ﾓﾄﾋﾛ ﾏｻﾄ

8 17 101 本廣 真人(2) 春日部 4:12.05
ｷｶﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ

9 7 1568 黄川田 陽斗(2) 草加 4:13.42
ｺﾝﾄﾞｳ ｿﾗ

10 11 2813 近藤 翔空(2) 昌平 4:15.00
ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾖｳ

11 5 223 髙橋 大洋(2) 不動岡 4:15.26
ｴﾉﾓﾄ ｹｲｺﾞ

12 1 104 榎本 圭吾(2) 春日部 4:15.31
ｶﾐｼﾏ ﾋﾅﾀ

13 9 3274 上嶋 陽(2) 越谷南 4:17.43
ﾄﾘﾔ ﾅｵｷ

14 6 2867 登利谷 直生(2) 春日部共栄 4:18.63
ｸｼﾑﾗ ｼｮｳﾀ

15 12 1563 櫛村 翔太(2) 草加 4:23.86
ｻｶｲ ﾐﾂﾉﾘ

16 8 3664 酒井 充則(2) 杉戸 4:24.07
ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

17 10 234 齊藤 悠斗(1) 不動岡 4:30.91
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ

18 4 2573 松本 大輝(1) 越谷西 4:35.68

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



 男子5000m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)          13:31.19     佐藤　圭汰(京都・洛南)                2021

埼玉県高校記録(SHR)       13:54.32     服部　翔大(埼玉・埼玉栄)              2009

大会記録(GR)              14:46.73     唐澤　拓海(埼玉・花咲徳栄)            2018 9月10日 14:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ ﾀﾆｱｲ ｼﾝｼﾞ

1 5 4657 藤井 智也(2) 花咲徳栄 15:37.12 1 15 3819 谷合 真治(2) 羽生一 17:39.11

ﾖｺﾀ ﾊｸﾄ ｱﾏﾉ ｺﾞｳ

2 7 4676 横田 覇空斗(2) 花咲徳栄 16:05.36 2 19 1577 天野 豪(1) 草加 17:50.15

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ ｶﾈｺ ﾀｲｶﾞ

3 4 3606 髙橋 悠真(2) 春日部東 16:13.94 3 6 3279 金子 大雅(1) 越谷南 18:09.05

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾄ ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｾｲ

4 10 4659 渡邊 義仁(1) 花咲徳栄 16:15.40 4 20 2284 小島 大世(1) 蓮田松韻 18:09.64

ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾖｳ ｵｶﾍﾞ ｺｳ

5 14 223 髙橋 大洋(2) 不動岡 16:15.59 5 3 3818 岡部 煌(2) 羽生一 18:11.23

ｺﾝﾄﾞｳ ｿﾗ ｵｶﾓﾄ ｱｷﾄ

6 23 2813 近藤 翔空(2) 昌平 16:33.25 6 5 3676 岡本 煌斗(1) 杉戸 18:15.81

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾏ ｽｶﾞﾀ ﾘｸ

7 8 2803 森田 和真(1) 昌平 16:48.54 7 10 4521 菅田 陸(1) 越谷東 18:16.63

ｴｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ﾀｶﾊｼ ﾘﾄ

8 3 3607 江川 雄大(2) 春日部東 16:49.49 8 23 3847 高橋 利知(1) 鷲宮 18:16.85

ｻｶｲ ﾐﾂﾉﾘ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ

9 6 3664 酒井 充則(2) 杉戸 16:57.83 9 13 4510 藤井 優樹(2) 越谷東 18:20.50

ﾉｼﾞﾘ ﾕｳｷ ｼﾗｲ ﾕｷﾋﾛ

10 11 3292 野尻 悠揮(2) 越谷南 16:59.76 10 16 2566 白井 幸宏(1) 越谷西 18:26.32

ﾓﾘﾔ ｲｸﾐ ﾔﾍﾞ ｺｳﾉｽｹ

11 12 106 森谷 郁海(2) 春日部 17:01.05 11 17 3258 矢部 幸之助(1) 開智未来 18:29.32

ｺｶﾞ ｶｽﾞｷ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ

12 24 3244 古賀 一輝(1) 開智未来 17:08.70 12 11 1329 上林 千紘(2) 叡明 18:31.93

ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｼﾞ ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ

13 21 5443 松本 青次(1) 久喜北陽 17:27.61 13 24 1575 前田 和希(1) 草加 18:48.92

ﾀｶｷﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾀｶﾔﾏ ｲﾂｷ

14 18 2802 髙木 悠二朗(1) 昌平 17:30.37 14 2 5081 髙山 稜来(1) 八潮南 18:52.09

ｷｶﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｵﾁ ｻﾂｷ

15 17 1568 黄川田 陽斗(2) 草加 17:43.55 15 7 2283 越智 皐(1) 蓮田松韻 19:05.78

ﾈﾂﾞ ｺｳｷ ﾅｶﾞﾊﾏ ﾂﾖｼ

16 9 2560 根津 紅貴(2) 越谷西 17:45.30 16 18 3669 長濱 健史(1) 杉戸 19:15.41

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｷ ｻｲﾄｳ ｶｲ

17 20 118 中島 康貴(1) 春日部 17:49.64 17 22 240 齊藤 快(1) 不動岡 19:41.40

ﾖｺﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ ﾄﾗﾀﾆ ﾄﾓｷ

18 16 3601 横山 魁(2) 春日部東 17:56.10 18 4 1327 虎谷 知樹(1) 叡明 20:19.01

ｺﾔﾏ ﾋｶﾙ ｺｽｷﾞ ﾘｭｳｶﾞ

19 13 5436 小山 光(1) 久喜北陽 18:00.40 19 8 1657 小杉 琉雅(2) 久喜工 20:19.26

ｴﾉｳﾗ ｺｳｾｲ ｲｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

20 25 2880 江ノ浦 倖生(1) 春日部共栄 18:03.22 20 12 2852 石田 柊一朗(1) 春日部共栄 20:28.72

ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾅﾀ ｶﾝﾀﾞ ｱｵｲ

21 15 102 石塚 陽向(2) 春日部 18:09.75 21 9 2074 神田 碧海(1) 越谷北 20:29.50

ｲﾄｳ ﾋｶﾙ ｵｵﾔﾏ ﾘｭｳｸ

22 19 2851 伊藤 光琉(1) 春日部共栄 18:29.29 22 21 239 大山 瑠駈(1) 不動岡 20:33.83

ｷｸﾁ ｼｭｳﾔ ﾄｲﾀﾞ ﾕｳﾀ

1 5313 菊地 柊哉(2) 越谷総技 DNS 1 2892 戸井田 侑大(1) 獨協埼玉 DNS
ﾗｯﾄﾞ ﾃﾞｨﾃﾞｨｴｼﾝ ｺﾔﾏ ｱｻﾞﾑｶｰﾝ

2 2885 ラッド ディディエ心(2) 獨協埼玉 DNS 14 5317 小山 アザムカーン(1) 越谷総技 DNS
ﾐｳﾗ ﾊﾔﾄ

22 2561 三浦 隼斗(2) 越谷西 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子5000m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)          13:31.19     佐藤　圭汰(京都・洛南)                2021

埼玉県高校記録(SHR)       13:54.32     服部　翔大(埼玉・埼玉栄)              2009

大会記録(GR)              14:46.73     唐澤　拓海(埼玉・花咲徳栄)            2018 9月10日 14:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ

1 4657 藤井 智也(2) 花咲徳栄 15:37.12
ﾖｺﾀ ﾊｸﾄ

2 4676 横田 覇空斗(2) 花咲徳栄 16:05.36
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ

3 3606 髙橋 悠真(2) 春日部東 16:13.94
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾄ

4 4659 渡邊 義仁(1) 花咲徳栄 16:15.40
ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾖｳ

5 223 髙橋 大洋(2) 不動岡 16:15.59
ｺﾝﾄﾞｳ ｿﾗ

6 2813 近藤 翔空(2) 昌平 16:33.25
ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾏ

7 2803 森田 和真(1) 昌平 16:48.54
ｴｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

8 3607 江川 雄大(2) 春日部東 16:49.49

凡例  DNS:欠場



 男子110mH(1.067m)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             13.69     西　徹朗(愛知・名古屋)                2021

埼玉県高校記録(SHR)          13.95     樋口　隼人(埼玉・松山)                2021 9月9日 11:20 予　選

大会記録(GR)                 14.92     馬場  和樹(埼玉・昌平)                2009 9月9日 13:25 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.5) 2組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾎﾘｲ ﾄﾜ ｻﾄｳ ｼﾝ

1 4 2818 堀井 永遠(1) 昌平 15.65 Q 1 6 2805 佐藤 心(2) 昌平 15.79 Q
ﾑﾗﾔﾏ ｶﾅﾀ ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ

2 5 3601 村山 叶(2) 春日部東 15.80 Q 2 4 3618 金子 朋裕(1) 春日部東 16.10 Q
ｲｸﾞﾗ ｿｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

3 7 2085 伊倉 颯汰(2) 越谷北 16.88 Q 3 5 2854 山本 篤志(2) 春日部共栄 16.58 Q
ｲﾄｳ ﾀｸﾄ ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ

4 6 2851 伊藤 巧翔(1) 春日部共栄 17.11 4 7 3603 髙山 優輝(2) 春日部東 17.08 q
ﾊﾅｵｶ ﾋﾛｷ ﾐｽﾞﾉ ｱﾂｼ

5 8 113 花岡 拓樹(1) 春日部 17.42 5 9 112 水野 敦士(1) 春日部 17.10 q
ｲｼｲ ｺｳｾｲ ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ

6 9 703 石井 航成(1) 杉戸農 20.88 6 2 2082 井上 結人(2) 越谷北 17.84
ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ ｳﾂｷﾞ ﾀﾂﾐ

7 3 237 金子 大暉(1) 不動岡 20.96 7 8 231 宇都木 巽(2) 不動岡 18.00
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾄ

8 3 1671 黒田 雄翔(1) 久喜工 20.43

決　勝　

(風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ｼﾝ

1 4 2805 佐藤 心(2) 昌平 15.42
ﾎﾘｲ ﾄﾜ

2 6 2818 堀井 永遠(1) 昌平 15.57
ﾑﾗﾔﾏ ｶﾅﾀ

3 5 3601 村山 叶(2) 春日部東 15.60
ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ

4 7 3618 金子 朋裕(1) 春日部東 15.71
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

5 9 2854 山本 篤志(2) 春日部共栄 16.50
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ

6 3 3603 髙山 優輝(2) 春日部東 16.78
ﾐｽﾞﾉ ｱﾂｼ

7 2 112 水野 敦士(1) 春日部 16.98
ｲｸﾞﾗ ｿｳﾀ

8 2085 伊倉 颯汰(2) 越谷北 DNS

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



 男子400mH(0.914m)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             49.09     為末　大(広島・皆実)                  1996

埼玉県高校記録(SHR)          50.83     加藤　誠也(埼玉・松山)                2010 9月10日 11:00 予　選

大会記録(GR)                 53.48     松本　直記(埼玉・春日部東)            2002 9月10日 13:25 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｼﾂﾞｶ ﾚｵ ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾄ

1 4 3625 石塚 怜王(1) 春日部東 58.18 Q 1 7 3602 篠原 和翔(2) 春日部東 58.80 Q
ﾎﾘｲ ﾄﾜ ｳﾂｷﾞ ﾀﾂﾐ

2 7 2818 堀井 永遠(1) 昌平 58.33 Q 2 6 231 宇都木 巽(2) 不動岡 1:00.83 Q
ｻｲﾀﾞ ﾕｳﾄ ｻｻｷ ﾀｹｼ

3 6 3580 座田 夢叶(2) 草加南 59.41 q 3 5 359 佐々木 雄士(2) 越ヶ谷 1:02.09
ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ ﾊﾅｵｶ ﾋﾛｷ

4 8 2866 川端 康介(2) 春日部共栄 1:04.41 4 3 113 花岡 拓樹(1) 春日部 1:10.25
ｺﾐｿﾞ ﾅｷﾞ ｶﾓﾉ ﾏｻｷ

5 9 1565 小溝 凪(2) 草加 1:07.22 5 9 2889 鴨野 真暉(1) 獨協埼玉 1:14.07
ｱｲｻﾞﾜ ｹﾝｻｸ ｾﾉｳ ﾄｱ

6 3 4144 相澤 拳作(1) 草加東 1:11.65 4 2873 瀬能 斗亜(2) 春日部共栄 DNS
ｻﾄｳ ｴｲﾀ ｾｷﾈ ﾂﾊﾞｻ

5 91 佐藤 瑛太(2) 春日部 DNS 8 5312 関根 翼(2) 越谷総技 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾑﾗﾔﾏ ｶﾅﾀ

1 5 3601 村山 叶(2) 春日部東 55.60 Q
ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ

2 6 2806 宮下 凱(2) 昌平 59.52 Q
ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾔ

3 7 4758 中村 咲也(1) 草加西 1:00.29 q
ｲｸﾞﾗ ｿｳﾀ

4 4 2085 伊倉 颯汰(2) 越谷北 1:00.64
ｲﾄｳ ﾀｸﾄ

5 8 2851 伊藤 巧翔(1) 春日部共栄 1:02.82
ｺﾔﾏ ﾉｱ

6 9 3590 小山 典杏(1) 草加南 1:03.31
ﾐｽﾞﾉ ｱﾂｼ

7 3 112 水野 敦士(1) 春日部 1:06.96

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗﾔﾏ ｶﾅﾀ

1 4 3601 村山 叶(2) 春日部東 54.92
ｲｼﾂﾞｶ ﾚｵ

2 7 3625 石塚 怜王(1) 春日部東 56.90
ﾎﾘｲ ﾄﾜ

3 5 2818 堀井 永遠(1) 昌平 57.29
ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾄ

4 6 3602 篠原 和翔(2) 春日部東 58.52
ｻｲﾀﾞ ﾕｳﾄ

5 2 3580 座田 夢叶(2) 草加南 59.06
ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ

6 8 2806 宮下 凱(2) 昌平 59.18
ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾔ

7 3 4758 中村 咲也(1) 草加西 1:00.32
ｳﾂｷﾞ ﾀﾂﾐ

8 9 231 宇都木 巽(2) 不動岡 1:00.64

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           8:39.37     三浦　龍司(京都・洛南)                2019

埼玉県高校記録(SHR)        8:53.07     山崎　颯(埼玉・埼玉栄)                2021

大会記録(GR)               9:29.03     島村　清孝(埼玉・花咲徳栄)            1997 9月10日 09:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ

1 9 4652 若林 隼杜(2) 花咲徳栄 9:15.81 GR
ｲｿﾔ ｺｳｷ

2 4 100 磯谷 虎樹(2) 春日部 9:19.82 GR
ｲｿﾍﾞ ﾖｳﾀ

3 1 4655 磯部 耀太(2) 花咲徳栄 9:22.18 GR
ｷﾀﾞﾃ ｱﾝｷﾞ

4 15 3243 木舘 亜庵義(2) 開智未来 9:59.93
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾔ

5 17 3255 山崎 晴矢(2) 開智未来 10:06.49

ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ

6 11 3686 田川 暖人(2) 杉戸 10:06.93

ｴﾉﾓﾄ ｹｲｺﾞ

7 5 104 榎本 圭吾(2) 春日部 10:11.30

ﾓﾄﾋﾛ ﾏｻﾄ

8 6 101 本廣 真人(2) 春日部 10:22.56

ｶﾄｳ ﾀｶﾄｼ

9 16 2562 加藤 崇俊(2) 越谷西 10:25.68

ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼ

10 3 2282 原田 賢志(2) 蓮田松韻 10:39.44

ｵｶﾑﾗ ﾕｷﾄ

11 18 2554 岡村 幸斗(2) 越谷西 10:47.53

ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ

12 12 3602 菅原 奈聖(2) 春日部東 10:49.12

ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

13 7 4651 松山 潤(2) 花咲徳栄 10:49.70

ｶﾄｳ ｱｵﾊﾞ

14 14 2888 加藤 青葉(1) 獨協埼玉 10:59.89

ｺﾀﾞﾏ ｹｲﾄ

15 13 4751 児玉 慶音(1) 草加西 11:12.91

ｶｲﾎ ｼｭｳﾔ

16 10 3611 海保 柊弥(1) 春日部東 11:54.49

ﾅｶﾞｲ ｾﾅ

17 2 1520 永井 聖南(1) 春日部工 12:10.68

ﾀｶﾄｸ ﾕｳﾔ

18 19 1515 高徳 祐也(2) 春日部工 12:36.88

ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ

8 3614 中田 悠介(1) 春日部東 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



 男子5000mW
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)          19:29.84     住所　大翔(兵庫・飾磨工)              2017

埼玉県高校記録(SHR)       20:12.40     寺嶋　和也(埼玉・鳩山)                1997

大会記録(GR)              23:12.00     成井  将人(埼玉・越谷南)              2009 9月9日 09:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ｷｲﾄ

1 8 3605 佐藤 生都(2) 春日部東 25:42.26

ｸﾛｻﾜ ｺｳﾀ

2 9 107 黒澤 航汰(2) 春日部 26:11.55

ｵｶﾍﾞ ｺｳ

3 4 3818 岡部 煌(2) 羽生一 29:43.88

ﾔﾏｶﾞﾐ ｷｮｳｺﾞ

4 5 116 山上 叶悟(1) 春日部 29:55.01

ﾑﾗﾀ ﾄｱ

5 7 3608 村田 翔彩(2) 春日部東 30:21.66

ﾊｯﾄﾘ ﾏｻｷ

6 6 2853 服部 正輝(1) 春日部共栄 31:51.50

ｱｷﾔﾏ ｹﾝﾀ

7 3 2868 秋山 建太(2) 春日部共栄 33:57.07

ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ

OP 1 2302 川村 侑矢(3) 蓮田松韻 26:12.37

ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

2 117 伊藤 大途(1) 春日部 DQ,W2

凡例  DQ:失格 W2:(R230-1)屈膝



 男子4X100mR
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             39.57     和田・宮本・井本・平賀(京都・洛南)    2017

埼玉県高校記録(SHR)          40.58     片山･大野･成山･大沢(埼玉・松山)       1987

大会記録(GR)                 41.92     矢部・近藤・岡田・正木(埼玉・花咲徳栄)2019 9月9日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 9 庄和 4117 榎本 悠人(2) ｴﾉﾓﾄ ﾊﾙﾄ 46.25 1 5 越谷南 3272 木戸 瑛大(1) ｷﾄﾞ ｴｲﾀ 44.31
4122 関根 陸斗(1) ｾｷﾈ ﾘｸﾄ 3289 小森谷 太亮(2) ｺﾓﾘﾔ ﾀｽｹ
4125 石井 廉穏(1) ｲｼｲ ﾚﾝ 3290 森谷 心星(2) ﾓﾘﾔ ｼﾝｾｲ
4121 佐久間 英樹(1) ｻｸﾏ ﾖｼｷ 3283 鈴木 友規(2) ｽｽﾞｷ ﾄﾓｷ

2 8 三郷北 4173 八川雅治(1) ﾔｶﾞﾜﾏｻﾊﾙ 46.44 2 9 越ヶ谷 333 輿水 紫伸(1) ｺｼﾐｽﾞ ｼﾉﾌﾞ 45.56
4179 柳澤周汰(2) ﾔﾅｷﾞｻﾜｼｭｳﾀ 357 塩崎 悠大(2) ｼｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ
4182 砂長昊希(1) ｽﾅﾅｶﾞｺｳｷ 356 劉 童木(2) ﾘｭｳ ﾄﾑ
4190 高鹿翼(2) ﾀｶｼｶﾂﾊﾞｻ 334 丸山 辰(1) ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞﾝ

3 5 久喜北陽 5444 南 利樹(1) ﾐﾅﾐ ﾄｼｷ 46.47 3 6 越谷北 2084 田村 一樹(2) ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 45.56
5435 小峯 柚槻(1) ｺﾐﾈ ﾕｽﾞｷ 2082 井上 結人(2) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ
5446 本村 海斗(1) ﾓﾄﾑﾗ ｶｲﾄ 2086 笹川 航汰(2) ｻｻｶﾞﾜ ｺｳﾀ
5439 並木 玲音(1) ﾅﾐｷ ﾚｵﾝ 2071 田中 瑛人(1) ﾀﾅｶ ｴｲﾄ

4 7 宮代 4549 松永 暖(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞﾝ 47.40 4 4 久喜工 1652 眞中 崚汰(2) ﾏﾅｶ ﾘｮｳﾀ 45.88
4553 松本 輝空(1) ﾏﾂﾓﾄ ｷﾗ 1671 黒田 雄翔(1) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾄ
4552 原 悠斗(1) ﾊﾗ ﾕｳﾄ 1653 笹原 柚稀(2) ｻｻﾊﾗ ﾕｽﾞｷ
4545 松丸 亮大(2) ﾏﾂﾏﾙ ﾘｮｳﾀ 1651 坂本 陽亮(2) ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ

5 3 羽生一 3816 長谷川 史温(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾝ 48.07 5 7 八潮南 5073 脇田 琉雅(2) ﾜｷﾀ ﾘｭｳｶﾞ 46.17
3821 萩原 大貴(2) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 5072 モルギア マルク(2) ﾓﾙｷﾞｱ ﾏﾙｸ
3824 田島 舜也(1) ﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ 5071 櫻井 要(2) ｻｸﾗｲ ｶﾅﾒ
3823 田島 悠羽斗(1) ﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 5082 塚越 涼真(1) ﾂｶｺﾞｼ ﾘｮｳﾏ

4 幸手桜 DNS 6 3 獨協埼玉 2886 池永 大誠(1) ｲｹﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ 46.42
2889 鴨野 真暉(1) ｶﾓﾉ ﾏｻｷ
2881 高橋 順大(2) ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾏｻ
2891 高橋 麟太郎(1) ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ

6 三郷 DNS 7 2 杉戸農 715 島村 拓実(2) ｼﾏﾑﾗ ﾀｸﾐ 46.73
707 細田 健二(1) ﾎｿﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
703 石井 航成(1) ｲｼｲ ｺｳｾｲ
706 金子 蓮大(1) ｶﾈｺ ﾚﾝﾄ

8 8 叡明 1321 榎本 瑛太(1) ｴﾉﾓﾄ ｴｲﾀ 47.36
1323 青柳 厚志(1) ｱｵﾔｷﾞ ｱﾂｼ
1336 永井 風河(2) ﾅｶﾞｲ ﾌｳｶﾞ
1326 齋藤 琉海斗(2) ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾄ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 不動岡 238 増田 智広(1) ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 43.49 1 6 花咲徳栄 4654 橋本 慶悟(2) ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ 42.60
227 大屋 日人(2) ｵｵﾔ ﾊﾙﾄ 4659 松本 大翔(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ
236 大久保 航汰(1) ｵｵｸﾎﾞ ｺｳﾀ 4657 内田 雄斗(2) ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ
237 金子 大暉(1) ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ 4651 髙橋 利空(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｸ

2 4 八潮 2311 赤沼 杏弥(1) ｱｶﾇﾏ ｱﾝﾋﾞ 44.47 2 7 昌平 2804 中村 楓馬(2) ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾏ 42.60
2337 馬場 涼雅(2) ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ 2805 佐藤 心(2) ｻﾄｳ ｼﾝ
2336 菊原 輝久(2) ｷｸﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ 2806 宮下 凱(2) ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ
2313 上田 鍵(1) ｳｴﾀﾞ ｹﾝ 2807 宮崎 光太(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀ

3 6 鷲宮 3850 島村 泰朱(1) ｼﾏﾑﾗ ﾀｲｼﾞｭ 44.85 3 4 越谷西 2567 恒吉 光瑠(1) ﾂﾈﾖｼ ﾋｶﾙ 43.26
3848 齋藤 結太(1) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 2557 新井 優輝(2) ｱﾗｲ ﾕｳｷ
3842 関 航輝(2) ｾｷ ｺｳｷ 2551 新井 泰輝(2) ｱﾗｲ ﾀｲｷ
3845 国分 雅空(1) ｺｸﾌﾞﾝ ｶﾞｸ 2559 三浦 大輝(2) ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ

4 8 草加 1578 石川 大翔(1) ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾄ 45.47 4 5 春日部東 3619 遠藤 誠矢(1) ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ 43.35
1571 百瀬 海里(1) ﾓﾓｾ ｶｲﾘ 3620 髙橋 煌(1) ﾀｶﾊｼ ｷﾗ
1565 小溝 凪(2) ｺﾐｿﾞ ﾅｷﾞ 3612 菅井 歩暉(2) ｽｶﾞｲ ｲﾌﾞｷ
1570 若林 優都(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 3613 海老原 太陽(2) ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋﾛﾔ

5 5 春日部共栄 2875 中村 航(1) ﾅｶﾑﾗ ｺｳ 45.58 5 9 草加南 3580 座田 夢叶(2) ｻｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 43.86
2852 渡辺 龍(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ 3578 岡本 浩樹(2) ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ
2862 小谷野 遥人(2) ｺﾔﾉ ﾊﾙﾄ 3585 斉藤 大翔(1) ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ
2878 後藤 隆志(1) ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ 3579 小岩 正明(2) ｺｲﾜ ﾏｻｱｷ

6 2 草加東 4143 鈴木 寛人(2) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 47.70 6 8 春日部 93 天池 栄翔(2) ｱﾏｲｹ ｴｲﾄ 44.12
4145 藤原 健(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝ 96 原口 景多(2) ﾊﾗｸﾞﾁ ｹｲﾀ
4144 相澤 拳作(1) ｱｲｻﾞﾜ ｹﾝｻｸ 92 塩﨑 亮太(2) ｼｵｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ
4141 岩瀬 翔大(2) ｲﾜｾ ｼｮｳﾀ 118 桝本 素晴(1) ﾏｽﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ

9 草加西 4753 砂川 隼人(1) ｽﾅｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ DQ,R1 7 3 越谷東 4513 田中 健太(1) ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 45.14
4752 井口 啓太(1) ｲｸﾞﾁ ｹｲﾀ 4520 嶋田 勇斗(1) ｼﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ
4758 中村 咲也(1) ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾔ 4507 酒井 雄士(2) ｻｶｲ ﾕｳｼ
4756 吉森 虹輝(1) ﾖｼﾓﾘ ｺｳｷ 4506 浦野 虎音(2) ｳﾗﾉ ﾄﾗﾈ

3 越谷総技 DNS 8 2 杉戸 3672 東郷 翔優(2) ﾄｳｺﾞｳ ｼｮｳ 45.84
3673 小澤 はじめ(1) ｵｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ
3661 及川 裕貴(2) ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ
3665 白石 蒼威(2) ｼﾗｲｼ ｱｵｲ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２



 男子4X100mR
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             39.57     和田・宮本・井本・平賀(京都・洛南)    2017

埼玉県高校記録(SHR)          40.58     片山･大野･成山･大沢(埼玉・松山)       1987

大会記録(GR)                 41.92     矢部・近藤・岡田・正木(埼玉・花咲徳栄)2019 9月9日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 昌平 2804 中村 楓馬(2) ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾏ 42.60
2805 佐藤 心(2) ｻﾄｳ ｼﾝ
2806 宮下 凱(2) ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ
2807 宮崎 光太(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀ

1 花咲徳栄 4654 橋本 慶悟(2) ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ 42.60
4659 松本 大翔(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ
4657 内田 雄斗(2) ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ
4651 髙橋 利空(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｸ

3 越谷西 2567 恒吉 光瑠(1) ﾂﾈﾖｼ ﾋｶﾙ 43.26
2557 新井 優輝(2) ｱﾗｲ ﾕｳｷ
2551 新井 泰輝(2) ｱﾗｲ ﾀｲｷ
2559 三浦 大輝(2) ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ

4 春日部東 3619 遠藤 誠矢(1) ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ 43.35
3620 髙橋 煌(1) ﾀｶﾊｼ ｷﾗ
3612 菅井 歩暉(2) ｽｶﾞｲ ｲﾌﾞｷ
3613 海老原 太陽(2) ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋﾛﾔ

5 不動岡 238 増田 智広(1) ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 43.49
227 大屋 日人(2) ｵｵﾔ ﾊﾙﾄ
236 大久保 航汰(1) ｵｵｸﾎﾞ ｺｳﾀ
237 金子 大暉(1) ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ

6 草加南 3580 座田 夢叶(2) ｻｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 43.86
3578 岡本 浩樹(2) ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ
3585 斉藤 大翔(1) ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ
3579 小岩 正明(2) ｺｲﾜ ﾏｻｱｷ

7 春日部 93 天池 栄翔(2) ｱﾏｲｹ ｴｲﾄ 44.12
96 原口 景多(2) ﾊﾗｸﾞﾁ ｹｲﾀ
92 塩﨑 亮太(2) ｼｵｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ
118 桝本 素晴(1) ﾏｽﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ

8 越谷南 3272 木戸 瑛大(1) ｷﾄﾞ ｴｲﾀ 44.31
3289 小森谷 太亮(2) ｺﾓﾘﾔ ﾀｽｹ
3290 森谷 心星(2) ﾓﾘﾔ ｼﾝｾｲ
3283 鈴木 友規(2) ｽｽﾞｷ ﾄﾓｷ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２



 男子4X400mR
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           3:08.32     笛木･山本･菅井･鈴木(千葉・成田)       2003

埼玉県高校記録(SHR)        3:11.24     海野･飯崎･遠藤･山崎(埼玉・埼玉栄)     2010

大会記録(GR)               3:20.75     江田･内田･菱木･小泉(埼玉・春日部東)   1994 9月10日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 三郷北 4173 八川雅治(1) ﾔｶﾞﾜﾏｻﾊﾙ 3:43.77 1 4 久喜北陽 5446 本村 海斗(1) ﾓﾄﾑﾗ ｶｲﾄ 3:43.15

4190 高鹿翼(2) ﾀｶｼｶﾂﾊﾞｻ 5438 髙橋 颯汰(1) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ
4182 砂長昊希(1) ｽﾅﾅｶﾞｺｳｷ 5439 並木 玲音(1) ﾅﾐｷ ﾚｵﾝ
4179 柳澤周汰(2) ﾔﾅｷﾞｻﾜｼｭｳﾀ 5435 小峯 柚槻(1) ｺﾐﾈ ﾕｽﾞｷ

2 9 庄和 4117 榎本 悠人(2) ｴﾉﾓﾄ ﾊﾙﾄ 3:46.05 2 7 越谷東 4506 浦野 虎音(2) ｳﾗﾉ ﾄﾗﾈ 3:43.78

4125 石井 廉穏(1) ｲｼｲ ﾚﾝ 4509 吉田 響(2) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
4123 竹ノ内 斗飛(1) ﾀｹﾉｳﾁ ﾄﾋﾞ 4507 酒井 雄士(2) ｻｶｲ ﾕｳｼ
4114 田丸 海七渡(2) ﾀﾏﾙ ｶﾅﾄ 4517 今西 希歩(1) ｲﾏﾆｼ ﾉｱ

3 4 久喜工 1651 坂本 陽亮(2) ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ 3:53.19 3 9 八潮南 5071 櫻井 要(2) ｻｸﾗｲ ｶﾅﾒ 3:45.86

1653 笹原 柚稀(2) ｻｻﾊﾗ ﾕｽﾞｷ 5074 大海 颯斗(2) ｵｵｳﾐ ﾊﾔﾄ
1673 髙野 璃琥(1) ﾀｶﾉ ﾘｸ 5082 塚越 涼真(1) ﾂｶｺﾞｼ ﾘｮｳﾏ
1671 黒田 雄翔(1) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾄ 5072 モルギア マルク(2) ﾓﾙｷﾞｱ ﾏﾙｸ

4 6 叡明 1325 安田 碧(2) ﾔｽﾀﾞ ｱｵ 3:56.69 4 3 草加西 4758 中村 咲也(1) ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾔ 3:47.25

1324 遠藤 諒也(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ 4751 児玉 慶音(1) ｺﾀﾞﾏ ｹｲﾄ
1329 上林 千紘(2) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 4756 吉森 虹輝(1) ﾖｼﾓﾘ ｺｳｷ
1327 虎谷 知樹(1) ﾄﾗﾀﾆ ﾄﾓｷ 4755 土井 隆広(1) ﾄﾞｲ ﾀｶﾋﾛ

5 5 宮代 4554 山内 陸翔(1) ﾔﾏｳﾁ ﾘｸﾄ 3:58.63 5 6 春日部工 1510 関根 輝(2) ｾｷﾈ ﾋｶﾙ 3:47.36

4548 根岸 太陽(2) ﾈｷﾞｼ ﾀｲﾖｳ 1511 森田 一馬(2) ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾏ
4553 松本 輝空(1) ﾏﾂﾓﾄ ｷﾗ 1520 永井 聖南(1) ﾅｶﾞｲ ｾﾅ
4545 松丸 亮大(2) ﾏﾂﾏﾙ ﾘｮｳﾀ 1512 明吉 恭佑(2) ｱｷﾖｼ ｷｮｳｽｹ

3 蓮田松韻 2285 市川 紫暖(2) ｲﾁｶﾜ ｼﾉﾝ DNS 6 8 獨協埼玉 2886 池永 大誠(1) ｲｹﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ 3:47.81

2282 原田 賢志(2) ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼ 2882 村上 直朗(2) ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｱｷ
2283 越智 皐(1) ｵﾁ ｻﾂｷ 2891 高橋 麟太郎(1) ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ
2284 小島 大世(1) ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｾｲ 2881 高橋 順大(2) ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾏｻ

7 杉戸農 DNS 5 越谷総技 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 春日部 92 塩﨑 亮太(2) ｼｵｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 3:32.31 1 7 越谷西 2553 榎本 夢士(2) ｴﾉﾓﾄ ﾕﾒｼﾞ 3:24.82

94 松井 皓(2) ﾏﾂｲ ｺﾞｳ 2551 新井 泰輝(2) ｱﾗｲ ﾀｲｷ
97 角谷 駿(2) ｶｸﾀﾆ ｼｭﾝ 2562 加藤 崇俊(2) ｶﾄｳ ﾀｶﾄｼ
93 天池 栄翔(2) ｱﾏｲｹ ｴｲﾄ 2557 新井 優輝(2) ｱﾗｲ ﾕｳｷ

2 7 八潮 2336 菊原 輝久(2) ｷｸﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ 3:35.72 2 6 春日部東 3611 小笠原 波琉(2) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙ 3:25.26

2320 天野 柊樹(1) ｱﾏﾉ ｼｭｳｷ 3605 渋谷 勇耀(2) ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ
2337 馬場 涼雅(2) ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ 3609 小林 一路(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｲﾛ
2322 清水 颯斗(1) ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 3606 加藤 大貴(2) ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

3 3 越谷南 3283 鈴木 友規(2) ｽｽﾞｷ ﾄﾓｷ 3:38.21 3 8 花咲徳栄 4654 橋本 慶悟(2) ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ 3:28.02

3274 上嶋 陽(2) ｶﾐｼﾏ ﾋﾅﾀ 4655 半井 優明(2) ﾅｶﾗｲ ﾕｳｱ
3277 山﨑 蒼空(1) ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ 4651 髙橋 利空(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｸ
3275 大矢 陸(1) ｵｵﾔ ﾘｸ 4657 内田 雄斗(2) ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ

4 8 越ヶ谷 359 佐々木 雄士(2) ｻｻｷ ﾀｹｼ 3:38.49 4 4 昌平 2820 谷川 祥太(1) ﾀﾆｶﾜ ｼｮｳﾀ 3:29.21

357 塩崎 悠大(2) ｼｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 2807 宮崎 光太(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀ
331 佐野 亥吹(1) ｻﾉ ｲﾌﾞｷ 2814 羽田 光希(2) ﾊﾈﾀﾞ ﾐﾂｷ
356 劉 童木(2) ﾘｭｳ ﾄﾑ 2805 佐藤 心(2) ｻﾄｳ ｼﾝ

5 2 杉戸 3672 東郷 翔優(2) ﾄｳｺﾞｳ ｼｮｳ 3:38.86 5 3 不動岡 227 大屋 日人(2) ｵｵﾔ ﾊﾙﾄ 3:35.41

3686 田川 暖人(2) ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 235 笠原 海人(1) ｶｻﾊﾗ ｶｲﾄ
3684 野地 音和(2) ﾉｼﾞ ﾄﾜ 224 染谷 奏樹(2) ｿﾒﾔ ｿｳｷ
3665 白石 蒼威(2) ｼﾗｲｼ ｱｵｲ 234 齊藤 悠斗(1) ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

6 4 越谷北 2087 境野 啓太(2) ｻｶｲﾉ ｹｲﾀ 3:39.71 6 9 春日部共栄 2864 髙野 元気(2) ﾀｶﾉ ｹﾞﾝｷ 3:36.45

2085 伊倉 颯汰(2) ｲｸﾞﾗ ｿｳﾀ 2852 渡辺 龍(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ
2072 ラシード アデル(1) ﾗｼｰﾄﾞ ｱﾃﾞﾙ 2871 井上 瑛翔(2) ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ
2071 田中 瑛人(1) ﾀﾅｶ ｴｲﾄ 2867 登利谷 直生(2) ﾄﾘﾔ ﾅｵｷ

7 9 草加東 4141 岩瀬 翔大(2) ｲﾜｾ ｼｮｳﾀ 3:48.70 7 5 鷲宮 3848 齋藤 結太(1) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 3:42.12

4145 藤原 健(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝ 3841 深川 直人(2) ﾌｶｶﾞﾜ ﾅｵﾄ
4143 鈴木 寛人(2) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 3846 榎本 廉(1) ｴﾉﾓﾄ ﾚﾝ
4144 相澤 拳作(1) ｱｲｻﾞﾜ ｹﾝｻｸ 3845 国分 雅空(1) ｺｸﾌﾞﾝ ｶﾞｸ

6 草加 DNS 8 2 草加南 3580 座田 夢叶(2) ｻｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 3:43.69

3578 岡本 浩樹(2) ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ
3581 成澤 瑛斗(2) ﾅﾘｻﾜ ｱｷﾄ
3582 堀江 主真(2) ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾏ

凡例  DNS:欠場



 男子4X400mR
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           3:08.32     笛木･山本･菅井･鈴木(千葉・成田)       2003

埼玉県高校記録(SHR)        3:11.24     海野･飯崎･遠藤･山崎(埼玉・埼玉栄)     2010

大会記録(GR)               3:20.75     江田･内田･菱木･小泉(埼玉・春日部東)   1994 9月10日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 越谷西 2553 榎本 夢士(2) ｴﾉﾓﾄ ﾕﾒｼﾞ 3:24.82

2551 新井 泰輝(2) ｱﾗｲ ﾀｲｷ
2562 加藤 崇俊(2) ｶﾄｳ ﾀｶﾄｼ
2557 新井 優輝(2) ｱﾗｲ ﾕｳｷ

2 春日部東 3611 小笠原 波琉(2) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙ 3:25.26

3605 渋谷 勇耀(2) ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ
3609 小林 一路(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｲﾛ
3606 加藤 大貴(2) ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

3 花咲徳栄 4654 橋本 慶悟(2) ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ 3:28.02

4655 半井 優明(2) ﾅｶﾗｲ ﾕｳｱ
4651 髙橋 利空(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｸ
4657 内田 雄斗(2) ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ

4 昌平 2820 谷川 祥太(1) ﾀﾆｶﾜ ｼｮｳﾀ 3:29.21

2807 宮崎 光太(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀ
2814 羽田 光希(2) ﾊﾈﾀﾞ ﾐﾂｷ
2805 佐藤 心(2) ｻﾄｳ ｼﾝ

5 春日部 92 塩﨑 亮太(2) ｼｵｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 3:32.31

94 松井 皓(2) ﾏﾂｲ ｺﾞｳ
97 角谷 駿(2) ｶｸﾀﾆ ｼｭﾝ
93 天池 栄翔(2) ｱﾏｲｹ ｴｲﾄ

6 不動岡 227 大屋 日人(2) ｵｵﾔ ﾊﾙﾄ 3:35.41

235 笠原 海人(1) ｶｻﾊﾗ ｶｲﾄ
224 染谷 奏樹(2) ｿﾒﾔ ｿｳｷ
234 齊藤 悠斗(1) ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

7 八潮 2336 菊原 輝久(2) ｷｸﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ 3:35.72

2320 天野 柊樹(1) ｱﾏﾉ ｼｭｳｷ
2337 馬場 涼雅(2) ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ
2322 清水 颯斗(1) ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ

8 春日部共栄 2864 髙野 元気(2) ﾀｶﾉ ｹﾞﾝｷ 3:36.45

2852 渡辺 龍(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ
2871 井上 瑛翔(2) ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ
2867 登利谷 直生(2) ﾄﾘﾔ ﾅｵｷ

凡例  DNS:欠場



 男子走高跳
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)              2m23     戸辺　直人(千葉・専大松戸)            2009

埼玉県高校記録(SHR)           2m15     渡邊　高宏(埼玉・武南)                1988

埼玉県高校記録(SHR)           2m15     石井　孝治(埼玉・八潮)                1996

大会記録(GR)                  2m08     三堀　達也(埼玉・草加西)              1987 9月10日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾏ － － － － － － ○ －

1 17 2804 中村 楓馬(2) 昌平 － × × ○ × ○ × × ○ × × × 2m00
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾄ － － － － － － × ○ －

2 18 2802 山下 優人(2) 昌平 － ○ × ○ × × × 1m94
ﾌｶｶﾞﾜ ﾅｵﾄ － － － － － － ○ －

3 16 3841 深川 直人(2) 鷲宮 － × × ○ × × ○ × × × 1m94
ｼﾐｽﾞ ｴｲｽｹ － － － － × ○ ○ × × ○ ○

4 14 2555 清水 瑛介(2) 越谷西 × × × 1m85
ﾀｹﾉｳﾁ ｶｲﾄ － － － － ○ ○ ○ × × ×

5 13 2318 竹之内 櫂斗(1) 八潮 1m80
ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ － － － ○ ○ × × ○ ○ × × ×

6 11 3585 斉藤 大翔(1) 草加南 1m80
ｱｷﾖｼ ｷｮｳｽｹ － － － － ○ × × ○ × × ○ × × ×

7 15 1512 明吉 恭佑(2) 春日部工 1m80
ｻﾄｳ ﾀﾞｲ － － － － ○ × ○ × × ×

8 12 3291 佐藤 橙(1) 越谷南 1m75
ｽｶ ﾊﾙｷ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

9 5 3663 須賀 遥己(1) 杉戸 1m70
ﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ － － × ○ ○ × ○ × × ×

10 6 3824 田島 舜也(1) 羽生一 1m70
ﾌﾙﾔ ﾖｼﾋﾛ － － － × ○ × ○ × × ×

10 10 3621 古矢 芳大(1) 春日部東 1m70
ﾏﾂｳﾗ ﾘｭｳﾀ － ○ ○ ○ × × ×

12 7 4516 松浦 隆大(1) 越谷東 1m65
ｳｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ○ ○ ○ ○ × × ×

12 9 1339 上田 響輝(2) 叡明 1m65
ﾈｷﾞｼ ﾀｲﾖｳ ○ ○ ○ × × ×

14 3 4548 根岸 太陽(2) 宮代 1m60
ｿﾒﾔ ｿｳｷ ○ ○ × × ×

15 8 224 染谷 奏樹(2) 不動岡 1m55
ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ × × ○ × × ×

16 2 5442 増田 和陽(1) 久喜北陽 1m50
ﾖｺｳ ﾏｻﾄ × × ×

1 3825 余公 優斗(1) 羽生一 NM
ｶｽﾔ ﾊﾙｸ × × ×

4 3675 糟屋 はるく(1) 杉戸 NM

12位決定戦

ﾏﾂｳﾗ ﾘｭｳﾀ × ○

4516 松浦 隆大(1) 越谷東
ｳｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ × ×

1339 上田 響輝(2) 叡明

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m50

1m88

1m85
記録

1m55

1m91

1m60

1m94

1m65

2m00
ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m70 1m68

1m70

2m03

1m75 1m80

凡例  NM:記録なし



 男子棒高跳
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)              5m51     古澤　一生(埼玉・前橋育英)            2020

埼玉県高校記録(SHR)           5m20     橋岡　利行(埼玉・川口工業)            1981

大会記録(GR)                  4m91     川島　優(埼玉・不動岡)                2008 9月9日 10:00 決　勝

決　勝　

ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ － － － － － － － －

1 9 1651 坂本 陽亮(2) 久喜工 × ○ － ○ ○ × × × 4m10
ｲﾜｻｷ ﾄｳﾔ － － － － － － ○ ○

2 6 3271 岩崎 透弥(1) 越谷南 ○ ○ × × × 3m90
ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ － － － － － － － －

3 7 3584 石田 幸輝(1) 草加南 ○ － × × × 3m80
ﾓﾘﾔ ｼﾝｾｲ － － － × × ○ × ○ × × ×

4 3 3290 森谷 心星(2) 越谷南 3m00
ｵｵﾊｼ ﾀｹﾙ － － － ○ × × ×

5 4 3682 大橋 洸生(1) 杉戸 2m80
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ － － ○ × × ○ × × ×

6 2 2894 山下 雄太郎(1) 獨協埼玉 2m80
ｲﾏﾀﾞ ﾄｱ × × ○ × × ×

7 1 2323 今田 翔空(1) 八潮 2m00
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾝ － － － － － － － －

8 3816 長谷川 史温(2) 羽生一 × × × NM
ﾋﾗﾉ ﾕｳ

5 3666 平野 佑(2) 杉戸 DNS

ｺﾒﾝﾄ
3m00

4m30

3m10 3m50 3m70
記録

2m20

3m90

2m60

4m00

2m80

4m10
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00

3m80

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子走幅跳
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)              8m12     藤原　孝輝(京都・洛南)                2019

埼玉県高校記録(SHR)           7m69     嘉山　大介(埼玉・深谷商)              2007

大会記録(GR)                  7m15     吉場　誠(埼玉・東和大昌平)            1992 9月9日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾘｸ × 6m60 × 6m60 8 × × 6m48 6m60
1 58 4651 髙橋 利空(2) 花咲徳栄 -0.4 -0.4 -0.2 -0.4

ﾅｶﾗｲ ﾕｳｱ 6m51 6m30 6m31 6m51 7 6m25 × 6m26 6m51
2 53 4655 半井 優明(2) 花咲徳栄 +1.6 -0.6 -0.7 +1.6 -1.7 -0.8 +1.6

ｲﾜﾀ ﾀｲﾖｳ 6m00 5m81 6m30 6m30 6 6m33 × 5m83 6m33
3 51 1564 岩田 太陽(2) 草加 +1.9 -0.5 -0.4 -0.4 -0.7 -0.5 -0.7

ｵｵｸﾎﾞ ｺｳﾀ 5m84 6m05 6m29 6m29 5 6m26 × 6m19 6m29
4 57 236 大久保 航汰(1) 不動岡 +1.6 -0.4 +1.1 +1.1 -0.1 -0.6 +1.1

ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀ 5m96 6m22 6m25 6m25 4 6m07 6m26 × 6m26
5 56 2807 宮崎 光太(2) 昌平 +1.1 -0.2 +1.2 +1.2 -0.1 -0.5 -0.5

ﾊﾗ ｼﾞｮｳ 6m06 6m13 6m08 6m13 1 5m83 6m23 × 6m23
6 52 2803 原 丞(2) 昌平 +0.9 -0.8 -0.5 -0.8 +0.8 -1.6 -1.6

ｾｷﾈ ﾘｸﾄ × 6m04 6m16 6m16 3 × － × 6m16
7 55 4122 関根 陸斗(1) 庄和 -0.3 +0.4 +0.4 +0.4

ﾎﾝﾀﾞ ｺﾊﾙ 6m13 6m12 － 6m13 2 － － － 6m13
8 43 1342 本多 琥晴(2) 叡明 +1.0 -0.3 +1.0 +1.0

ｻｲﾄｳ ｻﾑｴﾙ 6m13 × × 6m13 6m13
9 46 3281 齋藤 サムエル(2) 越谷南 +0.5 +0.5 +0.5

ﾏﾂﾏﾙ ﾘｮｳﾀ 6m10 6m02 5m65 6m10 6m10
10 50 4545 松丸 亮大(2) 宮代 +1.4 -0.9 -0.3 +1.4 +1.4

ﾏﾂｲ ｺﾞｳ 5m87 5m79 6m09 6m09 6m09
11 48 94 松井 皓(2) 春日部 +1.3 -0.9 +0.1 +0.1 +0.1

ｼﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 6m08 5m86 6m06 6m08 6m08
12 54 4520 嶋田 勇斗(1) 越谷東 +1.1 -0.4 -0.2 +1.1 +1.1

ｳｴﾀﾞ ｹﾝ 5m99 × 5m98 5m99 5m99
13 47 2313 上田 鍵(1) 八潮 +0.6 +0.3 +0.6 +0.6

ｽﾜ ﾊﾔﾄ × 5m87 5m98 5m98 5m98
14 44 3608 諏訪 隼(2) 春日部東 -0.3 +0.8 +0.8 +0.8

ﾃﾞﾑﾗ ﾐﾂｷ × 5m84 5m85 5m85 5m85
15 49 2576 出村 充紀(1) 越谷西 -1.0 -0.3 -0.3 -0.3

ﾓﾓｾ ｶｲﾘ 5m28 5m61 5m84 5m84 5m84
16 45 1571 百瀬 海里(1) 草加 +1.1 -0.4 +0.6 +0.6 +0.6

ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞﾝ 5m31 5m56 5m75 5m75 5m75
17 37 334 丸山 辰(1) 越ヶ谷 +1.6 -0.1 +0.1 +0.1 +0.1

ｳｴﾊﾗ ｿｳﾀ 5m45 5m48 5m72 5m72 5m72
18 26 5432 上原 颯太(1) 久喜北陽 +1.8 +0.5 -0.1 -0.1 -0.1

ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾜ 5m66 5m61 5m42 5m66 5m66
19 42 1569 馬場 翔和(2) 草加 +1.2 -0.4 +0.6 +1.2 +1.2

ﾈﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 4m51 5m61 5m41 5m61 5m61
20 36 2315 根本 壮一朗(1) 八潮 +1.0 +0.3 -0.4 +0.3 +0.3

ﾅｶﾞｲ ﾌｳｶﾞ 5m56 5m27 5m35 5m56 5m56
21 27 1336 永井 風河(2) 叡明 +1.2 +0.5 -0.6 +1.2 +1.2

ｶﾂﾗｲ ﾀﾞｲｷ 5m51 5m38 5m28 5m51 5m51
22 29 3295 桂井 大輝(1) 越谷南 +1.6 +0.3 -0.4 +1.6 +1.6

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 5m33 5m51 5m35 5m51 5m51
23 25 3592 竹内 春稀(1) 草加南 +1.8 +0.5 0.0 +0.5 +0.5

ｼﾏﾑﾗ ﾀｸﾐ × 5m37 5m50 5m50 5m50
24 40 715 島村 拓実(2) 杉戸農 0.0 +0.6 +0.6 +0.6

ｱｶｻｷ ﾚﾝ 5m48 × 4m88 5m48 5m48
25 31 95 赤崎 漣(2) 春日部 +1.7 +0.6 +1.7 +1.7

ﾉｼﾞ ﾄﾜ 5m22 5m02 5m42 5m42 5m42
26 34 3684 野地 音和(2) 杉戸 +1.9 +0.2 -0.1 -0.1 -0.1

ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 4m36 5m19 5m42 5m42 5m42
27 41 754 髙橋 幸喜(2) 幸手桜 +1.2 0.0 +0.4 +0.4 +0.4

ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾄ 5m37 × 4m87 5m37 5m37
28 17 1326 齋藤 琉海斗(2) 叡明 +1.1 +0.5 +1.1 +1.1

ｳﾒﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 5m23 4m97 4m83 5m23 5m23
29 18 107 梅田 龍佑(1) 春日部 +1.3 +0.7 +0.4 +1.3 +1.3

ﾋﾉ ｼｵﾝ 5m09 5m22 4m96 5m22 5m22
30 22 332 日野 支温(1) 越ヶ谷 +2.0 +0.6 -0.4 +0.6 +0.6

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ × 4m95 5m21 5m21 5m21
31 28 3821 萩原 大貴(2) 羽生一 +0.3 -0.3 -0.3 -0.3

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ 5m07 5m17 5m20 5m20 5m20
32 35 3683 岡田 大輝(2) 杉戸 +2.0 +0.4 -0.5 -0.5 -0.5

ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｵｲ 5m20 5m15 × 5m20 5m20
33 33 3607 川畑 昊希(2) 春日部東 +1.2 -0.3 +1.2 +1.2

凡例  NM:記録なし



 男子走幅跳
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)              8m12     藤原　孝輝(京都・洛南)                2019

埼玉県高校記録(SHR)           7m69     嘉山　大介(埼玉・深谷商)              2007

大会記録(GR)                  7m15     吉場　誠(埼玉・東和大昌平)            1992 9月9日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ 5m16 × 4m92 5m16 5m16
34 19 5440 原田 捺希(1) 久喜北陽 +1.4 -0.2 +1.4 +1.4

凡例  NM:記録なし



 男子走幅跳
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)              8m12     藤原　孝輝(京都・洛南)                2019

埼玉県高校記録(SHR)           7m69     嘉山　大介(埼玉・深谷商)              2007

大会記録(GR)                  7m15     吉場　誠(埼玉・東和大昌平)            1992 9月9日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾉﾀﾞ ｿﾗ × × 5m14 5m14 5m14
35 9 3617 篠田 天空(1) 春日部東 +0.5 +0.5 +0.5

ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 5m13 4m74 4m64 5m13 5m13
36 38 3681 上原 拓真(1) 杉戸 +1.7 -0.1 +0.4 +1.7 +1.7

ﾔﾏｶﾞ ﾄｼﾔ 5m09 5m01 4m50 5m09 5m09
37 21 3294 山鹿 寿哉(1) 越谷南 +1.4 +1.0 -0.5 +1.4 +1.4

ﾅｶﾑﾗ ｺｳ 4m84 4m44 4m79 4m84 4m84
38 39 2875 中村 航(1) 春日部共栄 +1.3 +0.1 +0.3 +1.3 +1.3

ｽﾅｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 4m81 4m49 4m50 4m81 4m81
39 23 4753 砂川 隼人(1) 草加西 +1.7 +0.7 -0.2 +1.7 +1.7

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ 4m81 × × 4m81 4m81
40 30 2801 松田 優翔(1) 昌平 +1.4 +1.4 +1.4

ﾔﾏｳﾁ ﾘｸﾄ 4m79 × 4m71 4m79 4m79
41 13 4554 山内 陸翔(1) 宮代 +1.6 -0.3 +1.6 +1.6

ﾌｶｲ ｹﾝﾀ 4m72 4m75 × 4m75 4m75
42 12 4757 深井 健太(1) 草加西 +0.9 +0.4 +0.4 +0.4

ﾅﾏｲ ﾋﾛﾔ 4m75 × × 4m75 4m75
43 8 3372 生井 宏也(1) 栗橋北彩 +1.6 +1.6 +1.6

ﾋﾙｶﾜ ｼｮｳﾏ 4m59 4m49 4m50 4m59 4m59
44 20 2860 蛭川 翔真(1) 春日部共栄 +1.4 +1.0 -0.7 +1.4 +1.4

ｶﾄｳ ｹﾝﾄ 3m68 4m59 × 4m59 4m59
45 15 3588 加藤 健人(1) 草加南 +1.9 +0.9 +0.9 +0.9

ﾎｽﾞﾐ ﾚｵ 4m54 4m50 4m36 4m54 4m54
46 16 2853 保泉 玲雄(1) 春日部共栄 +1.1 +0.9 +0.4 +1.1 +1.1

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｿﾞｳ 4m24 4m48 × 4m48 4m48
47 14 705 岡田 大蔵(2) 杉戸農 +1.7 +1.0 +1.0 +1.0

ｶﾝﾉ ﾊﾙﾄ × 4m10 4m28 4m28 4m28
48 11 5433 菅野 遥斗(1) 久喜北陽 +1.0 0.0 0.0 0.0

ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ × 3m18 3m77 3m77 3m77
49 10 702 林 秀和(1) 杉戸農 +0.7 -0.1 -0.1 -0.1

ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ 5m48 5m14 3m99 5m48 5m48
OP 1 3627 堤 大翔(3) 春日部東 +2.0 +1.3 0.0 +2.0 +2.0

ﾔﾏｼﾀ ﾓﾄﾔ 5m30 × 5m09 5m30 5m30
OP 7 3817 山下 朔矢(3) 羽生一 +1.5 +0.3 +1.5 +1.5

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾄ 5m20 5m16 5m15 5m20 5m20
OP 2 120 杉本 貴人(1) 春日部 +2.4 +1.1 +0.4 +2.4 +2.4

ﾐｸﾏｰﾝ ｼﾞｭｳﾄﾞ × × ×
24 3583 ﾐｸﾏｰﾝ 柔堵(2) 草加南 NM

ﾐﾔｸﾞﾁ ﾕｳﾄ r
32 5316 宮口 釉斗(1) 越谷総技 NM

ｵﾀﾞ ｺｳｷ × × ×
OP 3 108 小田 滉暉(1) 春日部 NM

ﾏﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ × × ×
OP 4 2811 眞鍋 拓海(1) 昌平 NM

ｼﾏﾀﾞ ｴｲﾀ r
OP 5 3273 嶋田 瑛太(1) 越谷南 NM

ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ r
OP 6 1573 川島 諒大(1) 草加 NM

凡例  NM:記録なし



 男子三段跳
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             16m10     山本　凌雅(長崎・諫早農)              2013

埼玉県高校記録(SHR)          15m61     大野　正(埼玉・松山)                  1988

大会記録(GR)                 14m44     境野　雅文(埼玉・岩槻商)              1989 9月10日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ｻﾑｴﾙ × × 13m22 13m22 7 × 13m30 13m35 13m35
1 25 3281 齋藤 サムエル(2) 越谷南 +0.3 +0.3 +1.9 -3.0 -3.0

ｲﾜﾀ ﾀｲﾖｳ 13m29 － － 13m29 8 13m28 － － 13m29
2 23 1564 岩田 太陽(2) 草加 -0.1 -0.1 +0.7 -0.1

ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 11m81 12m68 12m88 12m88 5 12m98 12m94 12m89 12m98
3 26 4651 髙橋 利空(2) 花咲徳栄 +0.9 0.0 +0.5 +0.5 +1.6 +3.6 +0.1 +1.6

ﾏﾂｲ ｺﾞｳ × 12m89 11m31 12m89 6 12m61 × 12m67 12m89
4 22 94 松井 皓(2) 春日部 +0.1 +0.7 +0.1 +0.7 -1.3 +0.1

ｳｴﾀﾞ ｹﾝ 12m81 × 12m23 12m81 4 11m84 × × 12m81
5 19 2313 上田 鍵(1) 八潮 -0.4 +1.7 -0.4 +1.5 -0.4

ｱｷﾖｼ ｷｮｳｽｹ × 12m26 12m25 12m26 3 11m90 × × 12m26
6 20 1512 明吉 恭佑(2) 春日部工 +1.1 +1.4 +1.1 +0.4 +1.1

ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｵｲ 11m86 11m91 11m58 11m91 1 12m22 11m78 11m43 12m22
7 14 3607 川畑 昊希(2) 春日部東 +0.7 +1.8 +0.1 +1.8 +0.3 +1.1 -1.3 +0.3

ﾈﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 11m84 12m02 × 12m02 2 × × 11m71 12m02
8 11 2315 根本 壮一朗(1) 八潮 +0.3 +1.2 +1.2 +0.6 +1.2

ｼﾝｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 11m90 11m59 11m51 11m90 11m90
9 18 230 新川 大湖(2) 不動岡 -1.2 +0.7 +0.3 -1.2 -1.2

ﾓﾓｾ ｶｲﾘ 11m90 11m54 11m32 11m90 11m90
10 16 1571 百瀬 海里(1) 草加 +0.7 +0.7 +0.4 +0.7 +0.7

ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾔ 11m63 × 11m12 11m63 11m63
11 4 4758 中村 咲也(1) 草加西 -2.9 -0.2 -2.9 -2.9

ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ × 11m33 × 11m33 11m33
12 10 3681 上原 拓真(1) 杉戸 +0.9 +0.9 +0.9

ｼﾉﾀﾞ ｿﾗ × × 11m29 11m29 11m29
13 1 3617 篠田 天空(1) 春日部東 +0.5 +0.5 +0.5

ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾜ 11m28 × × 11m28 11m28
14 13 1569 馬場 翔和(2) 草加 -0.8 -0.8 -0.8

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ × 11m24 × 11m24 11m24
15 8 3821 萩原 大貴(2) 羽生一 +2.7 +2.7 +2.7

ｵﾀﾞ ｺｳｷ × × 11m19 11m19 11m19
16 7 108 小田 滉暉(1) 春日部 +2.7 +2.7 +2.7

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ × 11m16 × 11m16 11m16
17 6 3683 岡田 大輝(2) 杉戸 +1.6 +1.6 +1.6

ﾉｼﾞ ﾄﾜ × × 11m14 11m14 11m14
18 3 3684 野地 音和(2) 杉戸 -1.3 -1.3 -1.3

ﾅｶﾑﾗ ｺｳ × 11m03 × 11m03 11m03
19 21 2875 中村 航(1) 春日部共栄 +0.1 +0.1 +0.1

ｲﾜｲ ﾘｮｳｽｹ × × ×
2 1518 岩井 涼輔(1) 春日部工 NM

ｽﾅｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ × × ×
5 4753 砂川 隼人(1) 草加西 NM

ｳﾒﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ × × ×
9 107 梅田 龍佑(1) 春日部 NM

ﾕｶﾜ ﾀﾞｲﾁ × × ×
12 2859 湯川 大地(1) 春日部共栄 NM

ｻﾄｳ ﾀﾞｲ × × ×
15 3291 佐藤 橙(1) 越谷南 NM

ｺﾔﾉ ﾊﾙﾄ × × ×
17 2862 小谷野 遥人(2) 春日部共栄 NM

ﾌｸﾀｹ ｻﾄﾙ r
24 2812 福武 哲琉(2) 昌平 NM

凡例  NM:記録なし



 男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             19m28     アツオビン・ジェイソン(大阪・大阪桐蔭)2020

埼玉県高校記録(SHR)          17m03     奥野　風摩(埼玉・西武台)              2012

大会記録(GR)                 15m57     阿南　渉真(埼玉・羽生実)              2020 9月9日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼｬｸｺﾞｳﾁ ｺｳｽｹ 〇

1 29 2083 酌河内 康介(2) 越谷北 10m46 10m54 × 10m54 × 10m90 10m90

ｷﾑﾗ ﾀｸﾐ 〇 〇 〇 〇

2 25 5434 木村 拓海(1) 久喜北陽 10m47 × 10m47 10m47

ｾﾔﾏ ｲﾂｷ 〇 〇 〇

3 28 4653 瀬山 樹(2) 花咲徳栄 9m73 × 9m73 10m05 10m05

ﾌｸｼﾏ ｶｵﾙ 〇 〇

4 26 3248 福島 董(2) 開智未来 9m31 9m42 9m42 9m87 9m96 9m96

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾏ 〇 〇 〇 〇

5 24 1511 森田 一馬(2) 春日部工 8m75 9m11 9m11 9m11

ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾔ 〇 〇 〇 〇

6 8 2556 木下 直哉(2) 越谷西 7m93 8m82 8m82 8m82

ﾌﾅﾓﾄ ｿｳﾏ 〇 〇 〇 〇

7 22 5441 舟本 颯馬(1) 久喜北陽 8m76 × 8m76 8m76

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾔ 〇 〇 〇 〇

8 21 5320 松本 優也(1) 越谷総技 8m70 8m70 × 8m70

ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｼ 〇 〇

9 14 2861 徳永 航志(1) 春日部共栄 8m63 8m63 8m63

ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｾｲ 〇

10 17 3822 寺田 悠惺(2) 羽生一 8m61 × 8m61 8m61

ｾｷﾈ ﾕｳｷ 〇

11 23 4664 関根 佑樹(1) 花咲徳栄 8m09 8m54 8m54 8m54

ｱｵｼﾏ ｺｳｷ

12 19 3256 青島 光希(2) 開智未来 6m71 7m23 8m46 8m46 8m46

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾉﾌﾞ 〇

13 13 704 鈴木 朝信(1) 杉戸農 × 8m30 8m30 8m30

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾔ 〇

14 27 3844 橋本 晴哉(1) 鷲宮 8m27 × 8m27 8m27

ｺｲｽﾞﾐ ﾀｸﾐ 〇

15 18 2081 小泉 拓実(2) 越谷北 8m22 × 8m22 8m22

ｺﾐﾈｶｽﾞﾏ

16 20 4181 小峯一真(1) 三郷北 7m52 7m92 8m19 8m19 8m19

ｵｸﾞﾗ ｼｮｳﾀ

17 15 4505 小倉 翔太(2) 越谷東 7m62 7m66 7m94 7m94 7m94

ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ 〇

18 16 5318 齋藤 太知(1) 越谷総技 7m20 7m40 7m40 7m40

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 〇 〇

19 11 1513 中村 拓人(2) 春日部工 6m98 6m98 6m98

ﾐｶﾐ ｼｮｳｺﾞ

20 5 2863 三上 将吾(2) 春日部共栄 5m86 6m77 6m78 6m78 6m78

ﾋﾗｻﾜ ﾘｮｳﾀ 〇

21 10 2870 平澤 亮太(2) 春日部共栄 6m77 × 6m77 6m77

ﾏﾂﾓﾄ ｷﾗ 〇 〇

22 2 4553 松本 輝空(1) 宮代 6m62 6m62 6m62

ｺｲｹ ｼｮｳｺﾞ 〇 〇

23 4 1655 小池 将冴(2) 久喜工 6m40 6m40 6m40

ﾓﾘ ｾｲｼﾛｳ

24 9 3614 森 星史郎(1) 春日部東 6m11 6m17 × 6m17 6m17

ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ

25 3 3593 五十嵐 優(1) 草加南 × 5m49 5m85 5m85 5m85

ｶﾂﾐ ﾘｭｳｾｲ 〇

26 6 579 勝見 竜成(1) 羽生実 4m73 5m22 5m22 5m22

ｾｷﾈ ｿｳﾀ

27 1 3594 関根 蒼太(1) 草加南 × 4m76 4m85 4m85 4m85

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾚﾝ

7 3340 川端 蓮(1) 三郷 DNS
ｼﾓﾀﾞ ﾔﾏﾄ

12 109 下田 大翔(1) 春日部 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             58m02     山下　航生(岐阜・市岐阜商)            2018

埼玉県高校記録(SHR)          51m10     近藤　廉(埼玉・宮代)                  2012

大会記録(GR)                 46m75     小林　寛雅(埼玉・宮代)                2009 9月10日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｾｲ

1 28 3822 寺田 悠惺(2) 羽生一 31m32 27m18 × 31m32 × 28m72 26m35 31m32

ｻｶﾍﾞ ﾚﾝ

2 27 2564 坂部 蓮(2) 越谷西 27m92 26m43 × 27m92 28m88 × × 28m88

ｲﾜﾅｶﾞ ｺｳﾔ

3 29 3622 岩永 弘也(1) 春日部東 27m43 × 26m62 27m43 × 28m21 × 28m21

ｾｷﾈ ﾕｳｷ

4 20 4664 関根 佑樹(1) 花咲徳栄 22m62 24m77 25m60 25m60 23m04 25m24 26m21 26m21

ｾﾔﾏ ｲﾂｷ

5 16 4653 瀬山 樹(2) 花咲徳栄 × 25m21 × 25m21 × × 25m42 25m42

ｱｻﾊﾞ ｶｲﾄ

6 22 3678 浅葉 海音(2) 杉戸 24m61 22m86 23m56 24m61 24m78 24m09 22m96 24m78

ﾜｷﾀ ﾘｭｳｶﾞ

7 26 5073 脇田 琉雅(2) 八潮南 22m53 24m69 × 24m69 20m59 23m90 24m42 24m69

ｷﾑﾗ ﾀｸﾐ

8 18 5434 木村 拓海(1) 久喜北陽 23m53 × 19m67 23m53 × 21m63 23m26 23m53

ﾋﾗｻﾜ ﾘｮｳﾀ

9 23 2870 平澤 亮太(2) 春日部共栄 21m78 22m25 20m44 22m25 22m25

ｽﾄﾞｳ ｶｲﾄ

10 21 3826 須藤 海音(1) 羽生一 20m37 22m17 22m02 22m17 22m17

ｺｲｽﾞﾐ ﾀｸﾐ

11 25 2081 小泉 拓実(2) 越谷北 22m05 19m16 20m32 22m05 22m05

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾉﾌﾞ

12 11 704 鈴木 朝信(1) 杉戸農 21m95 × × 21m95 21m95

ﾀｶｶﾞﾜ ｶｲﾄ

13 14 4749 高川 快人(2) 草加西 18m60 21m93 19m87 21m93 21m93

ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ

14 17 5318 齋藤 太知(1) 越谷総技 21m02 20m68 21m43 21m43 21m43

ﾉﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ

15 12 2858 野本 修平(1) 春日部共栄 20m13 × 19m14 20m13 20m13

ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾂｷ

16 15 708 富永 敦己(1) 杉戸農 19m81 × × 19m81 19m81

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ

17 6 1516 安田 大翔(1) 春日部工 × 18m99 × 18m99 18m99

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾚﾝ

18 9 3340 川端 蓮(1) 三郷 × 18m67 15m73 18m67 18m67

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾔ

19 5 3844 橋本 晴哉(1) 鷲宮 × 18m16 × 18m16 18m16

ｵｸﾞﾗ ｼｮｳﾀ

20 8 4505 小倉 翔太(2) 越谷東 18m04 17m41 16m76 18m04 18m04

ｼﾏﾑﾗ ｶﾝﾀ

21 7 2855 島村 寛大(1) 春日部共栄 16m26 14m34 16m45 16m45 16m45

ﾀｹﾑﾗ ﾅｵﾄ

22 4 1519 竹村 直人(1) 春日部工 15m99 14m58 × 15m99 15m99

ｵｻﾞﾜ ｲﾂｷ

23 13 4120 小澤 樹(1) 庄和 15m84 15m52 15m54 15m84 15m84

ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

OP 3 3811 多田 和弘(3) 羽生一 31m67 31m92 32m86 32m86 32m86

ｵｸﾞﾗ ﾘｸ

OP 1 2856 小倉 陸(1) 春日部共栄 × 16m13 16m92 16m92 16m92

ｷﾝ ｼｮｳｷ

OP 2 2853 金 少輝(1) 春日部共栄 11m41 × × 11m41 11m41

ｽｽﾞｷ ﾛｲ

24 4754 鈴木 芦唯(1) 草加西 × × × NM
ﾐﾂﾊﾀ ﾀﾂﾔ

10 5319 三ツ畑 竜弥(1) 越谷総技 DNS
ｶﾄｳ ｿｳﾀ

19 5321 加藤 漱太(1) 越谷総技 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             68m33     柏村　亮太(鳥取・倉吉北)              2009

埼玉県高校記録(SHR)          63m83     保坂　雄志郎(埼玉・松山)              2009

大会記録(GR)                 48m76     阿南　渉真(埼玉・羽生実)              2020 9月10日 14:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾍﾞ ﾚﾝ

1 13 2564 坂部 蓮(2) 越谷西 40m47 × × 40m47 × 38m07 33m30 40m47

ｲﾜﾅｶﾞ ｺｳﾔ

2 14 3622 岩永 弘也(1) 春日部東 36m40 40m34 37m91 40m34 37m70 38m26 36m93 40m34

ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾔ

3 12 2556 木下 直哉(2) 越谷西 34m29 × 38m37 38m37 × × × 38m37

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾏ

4 9 1511 森田 一馬(2) 春日部工 27m81 28m97 28m29 28m97 26m58 29m51 － 29m51

ｱｻﾊﾞ ｶｲﾄ

5 11 3678 浅葉 海音(2) 杉戸 × × 25m98 25m98 × 24m65 27m19 27m19

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ

6 10 1513 中村 拓人(2) 春日部工 24m67 × 23m62 24m67 22m17 24m34 24m06 24m67

ｼﾓﾀﾞ ﾔﾏﾄ

7 8 109 下田 大翔(1) 春日部 × 18m28 × 18m28 × 20m66 × 20m66

ｶﾂﾐ ﾘｭｳｾｲ

8 4 579 勝見 竜成(1) 羽生実 20m06 20m09 × 20m09 14m65 15m38 14m15 20m09

ｵｸﾞﾗ ﾘｸ

9 6 2856 小倉 陸(1) 春日部共栄 15m19 16m79 17m49 17m49 17m49

ｼﾏﾑﾗ ｶﾝﾀ

10 7 2855 島村 寛大(1) 春日部共栄 14m56 15m33 13m76 15m33 15m33

ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾂｷ

11 3 708 富永 敦己(1) 杉戸農 × 14m10 10m31 14m10 14m10

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ

12 2 1516 安田 大翔(1) 春日部工 × 12m69 × 12m69 12m69

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｷ

13 5 2857 近藤 龍樹(1) 春日部共栄 6m39 × × 6m39 6m39

ｴﾋﾞﾊﾗ ｼﾞﾝ

OP 1 2300 海老原 仁(3) 蓮田松韻 41m69 × × 41m69 41m69



 男子やり投(800g)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             76m54     村上　幸史(愛媛・今治明徳)            1997

埼玉県高校記録(SHR)          70m01     中嶋　善寛(埼玉・杉戸)                2010

大会記録(GR)                 61m83     鈴木　貴也(埼玉・春日部共栄)          2014 9月9日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

1 23 2563 栁田 大樹(2) 越谷西 × 40m42 40m74 40m74 42m57 44m52 45m63 45m63

ｳｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 〇 〇

2 21 1339 上田 響輝(2) 叡明 44m20 44m20 41m51 35m81 44m69 44m69

ｻﾄｳ ﾕｳｷ

3 8 2321 佐藤 裕紀(1) 八潮 × 38m95 × 38m95 34m03 × 37m22 38m95

ｽﾜ ﾊﾔﾄ

4 20 3608 諏訪 隼(2) 春日部東 × 38m29 38m73 38m73 × 35m07 35m29 38m73

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾔ

5 10 5320 松本 優也(1) 越谷総技 × 35m06 × 35m06 33m76 37m96 38m43 38m43

ｶｸﾀ ﾘｭｳｾｲ 〇 〇 〇

6 17 3849 角田 柳成(1) 鷲宮 38m17 38m17 35m61 35m51 38m17

ｼﾝｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ

7 15 230 新川 大湖(2) 不動岡 × 29m52 34m42 34m42 28m64 30m06 29m88 34m42

ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾄ 〇

8 19 1567 市川 雅斗(2) 草加 32m26 33m48 33m48 33m08 31m44 32m89 33m48

ﾈｷﾞｼ ﾀｲﾖｳ

9 22 4548 根岸 太陽(2) 宮代 29m67 31m95 33m00 33m00 33m00

ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ 〇 〇

10 9 1517 山中 遥斗(1) 春日部工 30m80 30m80 30m80

ﾋﾗﾔﾏ ｴｲﾄ

11 6 1580 平山 瑛翔(1) 草加 29m07 × 30m19 30m19 30m19

ﾉﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 〇

12 18 2858 野本 修平(1) 春日部共栄 × 28m22 28m22 28m22

ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｷ 〇 〇

13 7 3337 熊谷 優希(2) 三郷 25m43 25m43 25m43

ﾀｶｶﾞﾜ ｶｲﾄ 〇

14 14 4749 高川 快人(2) 草加西 24m82 25m04 25m04 25m04

ｱｵﾔｷﾞ ｱﾂｼ

15 5 1323 青柳 厚志(1) 叡明 × × 24m85 24m85 24m85

ｽﾄﾞｳ ｶｲﾄ

16 1 3826 須藤 海音(1) 羽生一 × × 24m77 24m77 24m77

ﾕｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 〇

17 11 2859 湯川 大地(1) 春日部共栄 23m70 24m24 24m24 24m24

ｽｽﾞｷ ﾛｲ 〇

18 2 4754 鈴木 芦唯(1) 草加西 19m94 22m44 22m44 22m44

ﾀｹﾑﾗ ﾅｵﾄ

19 3 1519 竹村 直人(1) 春日部工 × × 21m79 21m79 21m79

ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｼ

20 12 2861 徳永 航志(1) 春日部共栄 × 20m17 20m76 20m76 20m76

ｵｻﾞﾜ ｲﾂｷ

21 13 4120 小澤 樹(1) 庄和 20m61 20m69 × 20m69 20m69

ﾐﾂﾊﾀ ﾀﾂﾔ

4 5319 三ツ畑 竜弥(1) 越谷総技 DNS
ｶﾄｳ ｿｳﾀ

16 5321 加藤 漱太(1) 越谷総技 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン男子100m
審 判 長：

記録主任：

9月10日 12:30 決　勝

決　勝　15組

1組 (風:-1.5) 2組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾄ ﾊﾗ ｼﾞｮｳ

1 9 2794 西山 兼人(3) 昌平 11.15 1 4 2803 原 丞(2) 昌平 11.57
ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ

2 5 4673 工藤 晴斗(3) 花咲徳栄 11.19 2 7 3619 遠藤 誠矢(1) 春日部東 11.79
ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳ ﾀﾆｶﾜ ｼｮｳﾀ

3 7 2792 小野澤 佑(3) 昌平 11.22 3 6 2820 谷川 祥太(1) 昌平 11.83
ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾘｮｳﾔ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾝ

4 2 2579 大學 諒也(3) 越谷西 11.28 3 8 3816 長谷川 史温(2) 羽生一 11.83
ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ

5 6 3627 堤 大翔(3) 春日部東 11.33 5 1 3618 金子 朋裕(1) 春日部東 11.85
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ

6 1 3605 渋谷 勇耀(2) 春日部東 11.47 6 2 3603 髙山 優輝(2) 春日部東 11.94
ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ ｵｸﾔﾏ ﾎﾀｶ

6 3 4654 橋本 慶悟(2) 花咲徳栄 11.47 7 9 2809 奥山 歩高(2) 昌平 11.99
ｲﾅﾏｽ ﾂﾊﾞｻ ﾎｼ ﾀｶﾉﾘ

8 4 2797 稲増 翼(3) 昌平 11.82 3 2819 星 嵩徳(1) 昌平 DNS
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ

8 2791 田口 祐一朗(3) 昌平 DNS 5 2810 松本 海叶(2) 昌平 DNS

3組 (風:-0.7) 4組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ ｱｵﾔｷﾞ ｾﾞﾝ

1 5 2559 三浦 大輝(2) 越谷西 11.59 1 2 3616 青栁 漸(1) 春日部東 11.73
ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝｷ ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾄ

2 2 110 小島 駿希(1) 春日部 11.72 2 5 120 杉本 貴人(1) 春日部 11.85
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｲﾛ ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

3 6 3609 小林 一路(2) 春日部東 11.77 3 6 3585 斉藤 大翔(1) 草加南 11.86
ﾊﾄｶﾞｲ ｹﾝﾀ ﾏｽﾀﾞ ﾕｳ

4 8 2808 鳩貝 謙太(1) 昌平 11.89 4 1 3626 増田 裕宇(1) 春日部東 11.95
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ ﾊﾗ ﾊﾙｷ

5 1 98 清水 櫂斗(2) 春日部 12.18 5 4 1501 原 温紀(3) 春日部工 12.08
ﾉｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｽｽﾞｷ ﾄﾓｷ

3 4656 野澤 渉大(2) 花咲徳栄 DNS 6 9 3283 鈴木 友規(2) 越谷南 12.10
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙ ﾂﾁﾔ ﾀｲｼｭｳ

4 3611 小笠原 波琉(2) 春日部東 DNS 7 8 3610 土屋 太秀(2) 春日部東 12.12
ﾎﾘｺｼ ｼｮｳﾀ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾄ

7 3604 堀越 翔太(2) 春日部東 DNS 8 3 3813 中澤 綾斗(3) 羽生一 12.26
ﾋﾗﾉ ﾕｳ ｵｶﾉ ﾕｳﾄ

9 3666 平野 佑(2) 杉戸 DNS 7 114 岡野 悠斗(1) 春日部 DNS

5組 (風:-2.8) 6組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀ

1 9 1651 坂本 陽亮(2) 久喜工 11.97 1 2 4668 中條 翔太(1) 花咲徳栄 11.73
ｷｸﾁ ｶﾅﾐﾁ ﾎｼﾅ ｼｮｳｺﾞ

2 2 2569 菊地 奏有(1) 越谷西 12.09 2 1 4670 保科 匠吾(1) 花咲徳栄 11.95
ﾎﾘｺｼ ｺｺﾛ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ

2 8 4678 堀越 心(1) 花咲徳栄 12.09 3 3 2801 松田 優翔(1) 昌平 12.30
ｻﾄｳ ｺｳｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ

4 4 99 佐藤 皓介(2) 春日部 12.10 4 6 2568 山本 寛大(1) 越谷西 12.39
ﾓﾘﾔ ｼﾝｾｲ ﾊｼﾓﾄ ｾﾞﾝ

5 6 3290 森谷 心星(2) 越谷南 12.23 5 7 2572 橋本 然(1) 越谷西 12.47
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ ｽｶﾞﾉ ｺｳｽｹ

6 7 2082 井上 結人(2) 越谷北 12.26 6 5 2570 菅野 煌介(1) 越谷西 12.64
ｿﾒﾔ ｿｳｷ ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｾｲ

7 5 224 染谷 奏樹(2) 不動岡 12.28 7 4 2578 髙田 悠正(1) 越谷西 12.66
ﾃﾞﾑﾗ ﾐﾂｷ ｲｼﾂﾞｶ ﾚｵ

8 1 2576 出村 充紀(1) 越谷西 12.46 8 3625 石塚 怜王(1) 春日部東 DNS
ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾀ ｶﾈｺ ﾕｳﾄ

9 3 2577 長谷川 康太(1) 越谷西 13.23 9 233 金子 湧音(1) 不動岡 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン男子100m
審 判 長：

記録主任：

9月10日 12:30 決　勝

決　勝　15組

7組 (風:-1.5) 8組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾔﾏﾄ ｲｲﾂﾞｶ ｾｲｺﾞ

1 7 229 本条 大和(2) 不動岡 11.78 1 7 2312 飯塚 誠心(1) 八潮 11.78
ｲﾄｳ ﾅｵﾄ ｶｸﾀﾆ ｼｭﾝ

2 5 117 伊藤 慎人(1) 春日部 12.10 2 8 97 角谷 駿(2) 春日部 12.20
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳｺﾞ

3 2 111 渡辺 将大(1) 春日部 12.23 3 4 2314 小暮 涼梧(1) 八潮 12.38
ﾌﾙﾊｼ ﾊﾙｷ ﾉｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ

3 6 4666 古橋 遥紀(1) 花咲徳栄 12.23 4 2 4665 野澤 匡秀(1) 花咲徳栄 12.42
ｱｶｻｷ ﾚﾝ ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｷ

5 4 95 赤崎 漣(2) 春日部 12.29 5 6 2305 住友 祐樹(3) 蓮田松韻 12.54
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ｵｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ

6 9 754 髙橋 幸喜(2) 幸手桜 12.31 6 9 3673 小澤 はじめ(1) 杉戸 12.56
ｶﾔﾊﾞ ｼｮｳﾀ ｼﾗｲ ｼｮｳﾀ

7 3 3280 茅場 祥太(1) 越谷南 12.34 7 3 4660 白井 祥太(1) 花咲徳栄 12.75
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾊﾏﾀﾞ ｲﾂｷ

8 1 1671 黒田 雄翔(1) 久喜工 12.35 1 2884 浜田 樹(2) 獨協埼玉 DNS
ｴｸﾞﾁ ｱﾕﾏ ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ

9 8 4515 江口 歩真(1) 越谷東 12.36 5 1573 川島 諒大(1) 草加 DNS

9組 (風:-0.8) 10組 (風:-2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀｷ ｶｽﾞﾋｻ ｶｻﾊﾗ ｶｲﾄ

1 4 3624 大瀧 一久(1) 春日部東 12.06 1 1 235 笠原 海人(1) 不動岡 12.19
ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

2 2 3277 山﨑 蒼空(1) 越谷南 12.26 2 3 4663 福田 倖太郎(2) 花咲徳栄 12.52
ｼﾝﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ ｶﾂﾗｲ ﾀﾞｲｷ

3 3 115 新保 空大(1) 春日部 12.54 3 4 3295 桂井 大輝(1) 越谷南 12.69
ﾐｸﾏｰﾝ ｼﾞｭｳﾄﾞ ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ

4 6 3583 ﾐｸﾏｰﾝ 柔堵(2) 草加南 12.57 4 6 3298 西村 和真(2) 越谷南 12.77
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｾｲﾔ ﾂｶｺﾞｼ ﾘｮｳﾏ

5 1 3644 柳原 成弥(1) 白岡 12.62 5 8 5082 塚越 涼真(1) 八潮南 12.82
ｵｵﾊｼ ﾀｹﾙ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ

6 5 3682 大橋 洸生(1) 杉戸 12.64 6 7 116 松本 凌(1) 春日部 12.84
ﾓﾘ ｾｲｼﾛｳ ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾄ

7 7 3614 森 星史郎(1) 春日部東 12.76 7 9 1326 齋藤 琉海斗(2) 叡明 12.90
ｺﾇﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ

8 8 3615 小沼 翔太郎(1) 春日部東 12.94 8 5 717 斎藤 圭悟(3) 杉戸農 12.97
ﾀｹｲｼ ﾕｳｷ ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾀ

9 3623 武石 侑樹(1) 春日部東 DNS 2 1322 高橋 柊太(2) 叡明 DNS

11組 (風:-2.6) 12組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾔﾏ ﾉｱ ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ

1 6 3590 小山 典杏(1) 草加南 12.47 1 3 5440 原田 捺希(1) 久喜北陽 12.61
ﾌﾅﾓﾄ ｿｳﾏ ﾊﾁﾔ ﾊﾔﾄ

2 5 5441 舟本 颯馬(1) 久喜北陽 12.66 2 6 4667 蜂谷 駿斗(1) 花咲徳栄 12.65
ｵｷ ﾘｮｳﾀ ｶﾄｳ ｹﾝﾄ

3 1 1579 沖 亮太(1) 草加 12.85 3 4 3588 加藤 健人(1) 草加南 12.74
ﾋﾉ ｼｵﾝ ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ

4 4 332 日野 支温(1) 越ヶ谷 12.92 4 5 119 中村 伊吹(1) 春日部 12.99
ﾌﾙﾔ ﾖｼﾋﾛ ﾏﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ

5 8 3621 古矢 芳大(1) 春日部東 13.13 4 7 2811 眞鍋 拓海(1) 昌平 12.99
ｲｼｲ ｺｳｾｲ ﾔﾏｳﾁ ﾘｸﾄ

6 7 703 石井 航成(1) 杉戸農 13.14 6 9 4554 山内 陸翔(1) 宮代 13.04
ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾏ ｳｴﾊﾗ ｿｳﾀ

7 3 3582 堀江 主真(2) 草加南 13.15 7 2 5432 上原 颯太(1) 久喜北陽 13.11
ﾋﾗﾔﾏ ｴｲﾄ ﾏﾂﾓﾄ ｷﾗ

8 2 1580 平山 瑛翔(1) 草加 13.52 8 8 4553 松本 輝空(1) 宮代 13.19
ﾋｸﾞﾁ ﾋｶﾙ

9 700 樋口 光(3) 杉戸農 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン男子100m
審 判 長：

記録主任：

9月10日 12:30 決　勝

決　勝　15組

13組 (風:+1.4) 14組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾀﾞ ｹﾝﾕｳ ｽﾅﾅｶﾞｺｳｷ

1 7 2575 尾田 健悠(1) 越谷西 12.61 1 7 4182 砂長昊希(1) 三郷北 12.43
ｼﾓｿﾞﾉ ﾀｸﾏ ｲﾅﾊﾞ ﾄｳﾔ

2 4 3253 下薗 拓真(2) 開智未来 12.97 2 4 2813 稲葉 徳文(1) 昌平 13.10
ｶﾝﾉ ﾊﾙﾄ ｺﾏﾀ ﾊﾔﾄ

3 9 5433 菅野 遥斗(1) 久喜北陽 13.30 3 5 2890 小又 勇人(1) 獨協埼玉 13.13
ｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ ｺｲｹ ｼｮｳｺﾞ

4 8 4514 伊藤 響輝(1) 越谷東 13.59 4 6 1655 小池 将冴(2) 久喜工 13.73
ﾔｽﾀﾞ ｺｳ ｺﾐﾈｶｽﾞﾏ

5 2 2893 安田 幸(1) 獨協埼玉 13.85 5 3 4181 小峯一真(1) 三郷北 13.93
ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｷ ｻｶ ﾕｳｷ

6 3 2815 西垣 勇希(2) 昌平 14.10 6 8 4118 坂 結貴(1) 庄和 14.16
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｿﾞｳ ｾｷﾈ ｱｵｲ

5 705 岡田 大蔵(2) 杉戸農 DNS 2 4113 関根 碧海(2) 庄和 DNS
ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ｾｷﾈ ﾘｸﾄ

6 702 林 秀和(1) 杉戸農 DNS 9 4122 関根 陸斗(1) 庄和 DNS

15組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊｸ ﾖｳﾀ

1 9 4652 小白 陽太(2) 花咲徳栄 11.71
ﾐﾔﾓﾄﾀｸﾐ

2 7 4183 宮本匠(1) 三郷北 12.59
ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ

3 6 4116 小川 暖斗(2) 庄和 12.82
ﾏｴｵｶ ﾕｳﾑ

4 3 4119 前岡 悠夢(1) 庄和 13.30
ｳｴﾉｱﾕｷ

5 5 4187 上野碧之(1) 三郷北 14.26
ｶｼﾞｲ ﾘｸ

2 4115 梶井 厘玖(2) 庄和 DNS
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ

4 4112 鈴木 悠斗(2) 庄和 DNS
ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞｷ

8 4124 永井 和輝(1) 庄和 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン男子5000m
審 判 長：

記録主任：

9月9日 14:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

1 15 3616 小林 侑世(3) 春日部東 14:53.07

ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ

2 13 4670 榎本 蒼空(3) 花咲徳栄 15:16.71

ﾆｼｲﾄﾞ ｶｲ

3 2 4673 西井戸 快(3) 花咲徳栄 15:43.47

ｽｶ ｱﾔﾄ

4 10 4671 須加 彩人(3) 花咲徳栄 15:45.99

ｱｲﾀﾞ ｺｳｷ

5 18 4667 會田 昊生(3) 花咲徳栄 15:56.27

ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾐﾁ

6 1 3610 田川 紘道(3) 春日部東 15:57.68

ｽｶﾞ ｶｲﾄ

7 6 4675 須賀 海音(2) 花咲徳栄 16:12.15

ﾀｼﾞﾏ ｶｲｾｲ

8 5 4677 田嶋 海惺(2) 花咲徳栄 16:26.57

ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ

9 34 92 稲垣 喜一(3) 春日部 16:41.07

ﾀﾑﾗ ｶｹﾙ

10 21 4672 田村 颯琉(3) 花咲徳栄 17:02.42

ﾊﾏｶﾜ ﾘｸﾄ

11 14 701 濱川 陸渡(3) 杉戸農 17:14.20

ニシザワ マサヤ

12 25 4661 西澤 匡哉(1) 花咲徳栄 17:17.52

ｶｺﾞﾐﾔ ｲｯｼﾝ

13 24 4679 籠宮 一心(2) 花咲徳栄 17:41.00

ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ

14 32 3614 中田 悠介(1) 春日部東 18:08.64

ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾍｲ

15 11 113 田島 蒼平(1) 春日部 18:26.70

ﾑﾗｶﾐ ﾗｸﾀﾛｳ

16 12 5445 村上 楽太郎(1) 久喜北陽 18:31.69

ｲｿﾉ ﾋｶﾙ

17 4 114 礒野 光(1) 春日部 18:35.39

ｳｴｷ ﾀｸﾄ

18 20 5431 植木 拓斗(1) 久喜北陽 18:44.21

ﾎｼﾉ ﾕｳ

19 7 2815 星野 悠(1) 昌平 19:01.32

ｵｲｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

20 8 3689 及川 隆之介(1) 杉戸 19:05.14

ｲﾄｳ ﾄﾓｷ

21 19 3609 伊藤 近起(1) 春日部東 19:25.11

ｲﾍﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ

22 30 3671 伊部 信孝(1) 杉戸 19:47.04

ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ

23 29 1572 野村 竜生(1) 草加 20:03.07

ﾀｶﾊｼ ｵｳｽｹ

24 27 1581 高橋 央介(1) 草加 20:32.24

ﾋﾅﾊﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

25 22 2303 日向端 悠大(3) 蓮田松韻 21:06.35

ｳﾗﾉ ｺｳｽｹ

17 2299 浦野 康亮(3) 蓮田松韻 DNF
ｳｴｷ ﾀｹﾙ

33 91 植木 丈琉(3) 春日部 DNF
ﾔﾏｶﾞﾐ ｷｮｳｺﾞ

3 116 山上 叶悟(1) 春日部 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ

9 3603 山本 琢水(2) 春日部東 DNS
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｷ

16 118 中島 康貴(1) 春日部 DNS
ﾑﾗﾀ ﾄｱ

23 3608 村田 翔彩(2) 春日部東 DNS
ｶﾈｻﾞｷ ﾀﾂﾔ

26 3612 金崎 達也(1) 春日部東 DNS
ｶｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ

28 120 鍵山 琉星(1) 春日部 DNS
ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



オープン男子5000m
審 判 長：

記録主任：

9月9日 14:50 決　勝

31 117 伊藤 大途(1) 春日部 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



 女子100m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012

埼玉県高校記録(SHR)          11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 9月9日 12:20 予　選

大会記録(GR)                 11.90     山崎　史恵(埼玉・久喜)                1988 9月9日 14:00 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組 (風:+0.7) 2組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ ﾀｶｾｷ ﾒｲ

1 4 2810 カン メヘナズ(2) 昌平 12.56 q 1 5 2318 高堰 芽依(2) 八潮 13.51 q
ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐｶ

2 5 4504 鈴木 万尋(2) 越谷東 13.72 2 7 4137 永沼 美加(1) 庄和 13.63
ｷｸﾁ ｺｺﾘ ﾀﾅｶ ﾕｶﾘ

3 9 3847 菊地 心里(1) 鷲宮 13.98 3 6 5072 田中 友香莉(2) 八潮南 14.15
ｺｳﾂｶ ﾕﾘ ｵｵﾜｷ ﾉﾄﾞｶ

4 7 1302 高塚 友梨(2) 草加 14.12 4 4 3606 大脇 和夏(2) 春日部東 14.23
ﾂﾉﾀﾞ ﾚｲ ｶｷｻﾞｷ ﾎﾉ

5 6 4766 角田 澪(2) 草加西 14.19 5 9 3848 柿﨑 穂乃(1) 鷲宮 14.36
ﾌｼﾞｲ ｻｴ ﾂﾁﾔ ﾕﾅ

6 2 5433 藤井 沙衣(1) 久喜北陽 14.30 6 8 419 土屋 優那(1) 久喜 14.43
ｲｲﾇﾏ ｱﾕﾐ ｽｷﾞｵｶ ﾐｷ

7 8 4545 飯沼 あゆみ(1) 宮代 14.38 7 1 4755 杉岡 美樹(1) 草加西 14.57
ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾙﾘ

8 3 3635 丸林 澪怜(2) 白岡 17.45 8 2 4544 松澤 瑠莉(2) 宮代 15.38
ｼﾌﾞﾔ ﾕﾒﾅ ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ

1 4132 渋谷 夢那(2) 庄和 DNS 9 3 3373 吉田 奈央(1) 栗橋北彩 15.45

3組 (風:0.0) 4組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾐﾔｻｶ ﾕｷ ｲﾄｳ ｱｲｶ

1 7 4674 宮阪 優希(1) 花咲徳栄 13.08 q 1 4 2800 伊藤 愛華(2) 昌平 13.25 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ ｸﾏｶﾞｲ ﾐｸ

2 4 1301 中村 優花(2) 草加 13.76 2 5 392 熊谷 美紅(2) 久喜 13.93
ﾔﾀﾍﾞ ﾘｵ ｲｼｶﾜ ｻﾔｶ

3 8 2082 谷田部 莉央(2) 越谷北 14.16 3 7 4512 石川 紗香(1) 越谷東 13.96
ｷﾊﾗ ﾘﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ

4 6 3278 木原 凜(1) 越谷南 14.19 4 6 5071 中村 遥香(2) 八潮南 14.24
ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ ｱｻﾐ ﾕｳﾊ

5 2 5073 松﨑 紫月(2) 八潮南 15.07 5 8 2883 浅見 柚葉(1) 獨協埼玉 14.38
ｱﾗｲ ﾋﾅｺ ﾆｼﾑﾗ ｻｷ

6 9 2555 荒井 雛子(2) 越谷西 15.13 6 2 3282 西村 咲輝(1) 越谷南 14.58
ﾔﾏｳﾁ ﾁﾊﾙ ｵｵﾆｼ ﾏﾋﾛ

7 3 126 山内 千晴(1) 春日部女 15.64 7 9 6203 大西 真弘(2) 叡明 14.58
ﾖｼｵｶ ﾘﾅ ｾｷﾈ ﾅｽﾞﾅ

5 3605 吉岡 莉夏(2) 春日部東 DNS 8 3 3634 関根 なずな(2) 白岡 16.05

5組 (風:-0.1) 6組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾊﾞｻｷ ﾁﾅ ﾀｹｲｼ ﾐﾕｳ

1 5 4652 柴崎 千奈(1) 花咲徳栄 12.89 q 1 5 4673 武石 美優(1) 花咲徳栄 12.89 q
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾊﾙ ﾔﾏﾅｶ ﾒｲ

2 4 4513 山本 小遥(1) 越谷東 13.52 2 6 397 山中 萌生(2) 久喜 13.48 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾖ ﾜｶｻ ﾉｱ

3 7 2854 渡邊 千代(1) 春日部共栄 13.66 3 7 3844 若狭 乃愛(2) 鷲宮 14.08
ﾎｻｶ ﾕﾅ ｲｼｸﾞﾛ ｺｺﾐ

4 6 2559 保坂 由奈(1) 越谷西 14.10 4 8 6200 石黒 心美(2) 叡明 14.13
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｲﾅ ﾐﾂｲ ﾉﾉｶ

5 9 2081 菅原 未唯奈(2) 越谷北 14.49 5 9 2075 三井 希乃花(1) 越谷北 14.34
ｵｶﾞﾜ ｶﾘﾝ ｶﾜﾓﾄ ﾅﾅ

6 8 4542 小川 香凜(2) 宮代 14.62 6 2 2884 河本 奈々(1) 獨協埼玉 14.58
ｲｼﾀﾞ ﾗｲﾑ ﾏｽﾀﾞ ｳｲ

7 3 4413 石田 来夢(1) 松伏 14.73 7 3 4145 増田 羽衣(1) 草加東 15.16
ｶﾜｶﾐ ｱﾔﾅ ﾓﾘﾔ ｺﾉﾝ

8 2 3244 川上 彩花(1) 開智未来 15.48 4 2554 森谷 心音(2) 越谷西 DNS

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



 女子100m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012

埼玉県高校記録(SHR)          11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 9月9日 12:20 予　選

大会記録(GR)                 11.90     山崎　史恵(埼玉・久喜)                1988 9月9日 14:00 決　勝

予　選　7組0着＋8

7組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾊ

1 5 2798 小柳 雪羽(1) 昌平 12.89 q
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔ

2 9 4754 中村 沙椰(1) 草加西 13.88
ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙﾋ

3 6 3607 山内 はるひ(1) 春日部東 14.02
ﾅｶﾑﾗ ｱﾘｻ

4 7 4141 中村 有彩(2) 草加東 14.16
ﾀｶｾｷ ﾏｲ

5 8 2317 高堰 真依(2) 八潮 14.45
ｻｻｷ ｱﾝｼﾞｭ

6 2 1308 佐々木 杏珠(1) 草加 15.01
ﾊｾｶﾞﾜ ﾓﾅ

7 3 2882 長谷川 萌奈(2) 獨協埼玉 15.12
ﾀｶｷﾞ ﾕｲ

8 4 258 髙木 結衣(1) 不動岡 16.37

決　勝　

(風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ

1 7 2810 カン メヘナズ(2) 昌平 12.36
ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾊ

2 4 2798 小柳 雪羽(1) 昌平 12.62
ﾀｹｲｼ ﾐﾕｳ

3 5 4673 武石 美優(1) 花咲徳栄 12.76
ｲﾄｳ ｱｲｶ

4 8 2800 伊藤 愛華(2) 昌平 12.83
ｼﾊﾞｻｷ ﾁﾅ

5 6 4652 柴崎 千奈(1) 花咲徳栄 12.91
ﾐﾔｻｶ ﾕｷ

6 9 4674 宮阪 優希(1) 花咲徳栄 13.01
ﾀｶｾｷ ﾒｲ

7 2 2318 高堰 芽依(2) 八潮 13.19
ﾔﾏﾅｶ ﾒｲ

8 3 397 山中 萌生(2) 久喜 13.26

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



 女子100mB決勝
審 判 長：

記録主任：

9月9日 13:59 決　勝

決　勝　

(風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ｺﾊﾙ

1 4 4513 山本 小遥(1) 越谷東 13.51
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐｶ

2 5 4137 永沼 美加(1) 庄和 13.57
ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ

3 7 4504 鈴木 万尋(2) 越谷東 13.60
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ

4 8 1301 中村 優花(2) 草加 13.60
ｲｼｶﾜ ｻﾔｶ

5 3 4512 石川 紗香(1) 越谷東 13.68
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾖ

6 6 2854 渡邊 千代(1) 春日部共栄 13.74
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔ

7 9 4754 中村 沙椰(1) 草加西 13.79
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｸ

8 2 392 熊谷 美紅(2) 久喜 13.85



 女子200m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             23.45     齋藤　愛美(岡山・倉敷中央)            2016

埼玉県高校記録(SHR)          23.71     高橋　萌木子(埼玉・埼玉栄)            2006 9月10日 11:20 予　選

大会記録(GR)                 24.70     山崎　史恵(埼玉・久喜)                1988 9月10日 13:40 決　勝

予　選　6組0着＋16

1組 (風:-1.5) 2組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾊ ﾀｶｷﾞ ﾕｲ

1 5 2798 小柳 雪羽(1) 昌平 27.20 q 1 5 258 髙木 結衣(1) 不動岡 26.77 q
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ ﾀｹｲｼ ﾐﾕｳ

2 7 3601 小澤 陽菜(2) 春日部東 27.87 q 2 4 4673 武石 美優(1) 花咲徳栄 27.02 q
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾊﾙ ｺｼﾞﾏ ﾘﾗ

3 6 4513 山本 小遥(1) 越谷東 28.63 q 3 6 2553 小島 りら(2) 越谷西 28.04 q
ﾀﾅｶ ﾕｶﾘ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐｶ

4 4 5072 田中 友香莉(2) 八潮南 29.69 4 3 4137 永沼 美加(1) 庄和 28.41 q
ｷﾊﾗ ﾘﾝ ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾉ

5 9 3278 木原 凜(1) 越谷南 29.88 5 8 1304 杉山 莉乃(2) 草加 29.23
ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂｷ ｸﾏｶﾞｲ ﾐｸ

6 8 2071 森本 美月(1) 越谷北 30.69 6 7 392 熊谷 美紅(2) 久喜 29.50
ﾔﾏｳﾁ ﾁﾊﾙ ｺﾔﾉ ｴﾐｶ

7 3 126 山内 千晴(1) 春日部女 33.05 7 2 4503 小屋野 咲花(2) 越谷東 30.27
ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ ﾀｶｾｷ ﾏｲ

2 3635 丸林 澪怜(2) 白岡 DNS 8 9 2317 高堰 真依(2) 八潮 30.39

3組 (風:+1.9) 4組 (風:-2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｷﾀｻｺ ﾙﾙ ｲﾄｳ ｱｲｶ

1 7 4501 北迫 瑠琉(2) 越谷東 27.18 q 1 4 2800 伊藤 愛華(2) 昌平 27.46 q
ﾀｶｾｷ ﾒｲ ｵｻﾞﾜ ｺｺﾛ

2 6 2318 高堰 芽依(2) 八潮 28.01 q 2 7 4661 小澤 こころ(1) 花咲徳栄 27.47 q
ﾔﾏﾅｶ ﾒｲ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ

3 5 397 山中 萌生(2) 久喜 28.22 q 3 8 1301 中村 優花(2) 草加 28.88
ﾜｶｻ ﾉｱ ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙﾋ

4 4 3844 若狭 乃愛(2) 鷲宮 28.94 4 6 3607 山内 はるひ(1) 春日部東 29.02
ﾏﾂｳﾗ ﾊﾂﾞｷ ｶﾒﾔﾏ ﾒｲ

5 9 1305 松浦 葉月(2) 草加 29.57 5 5 249 亀山 芽唯(2) 不動岡 29.28
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｱﾅ ﾁﾊﾞ ﾕｲ

6 3 3816 山本 莉亜奈(1) 羽生一 30.55 6 9 3281 千葉 由依(1) 越谷南 31.14
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｶ ﾊｾｶﾞﾜ ﾓﾅ

7 2 127 中島 典香(1) 春日部女 30.57 7 3 2882 長谷川 萌奈(2) 獨協埼玉 31.53
ﾈｷﾞｼ ﾌﾀﾊﾞ ｾｷﾈ ﾅｽﾞﾅ

8 8 4547 根岸 双葉(1) 宮代 31.82 2 3634 関根 なずな(2) 白岡 DNS

5組 (風:-0.9) 6組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾐﾔｻｶ ﾕｷ ﾌｶｻﾜ ﾘｵ

1 4 4674 宮阪 優希(1) 花咲徳栄 27.32 q 1 4 2551 深澤 梨央(2) 越谷西 27.44 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂ ﾅｶﾑﾗ ｻﾔ

2 6 2814 渡邊 奈都(1) 昌平 27.71 q 2 6 4754 中村 沙椰(1) 草加西 28.60 q
ｱｻﾐ ﾕｳﾊ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾖ

3 8 2883 浅見 柚葉(1) 獨協埼玉 29.39 3 7 2854 渡邊 千代(1) 春日部共栄 28.77
ｲｼｸﾞﾛ ｺｺﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ

4 9 6200 石黒 心美(2) 叡明 29.60 4 5 5071 中村 遥香(2) 八潮南 29.56
ﾆｯﾊﾟｼ ｶﾉﾝ ﾂﾁﾔ ﾕﾅ

5 5 2556 日橋 佳苑(1) 越谷西 30.04 5 9 419 土屋 優那(1) 久喜 30.31
ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ ｶﾜﾓﾄ ﾅﾅ

6 2 4144 富士田 美優(1) 草加東 30.07 6 3 2884 河本 奈々(1) 獨協埼玉 30.39
ﾔﾀﾍﾞ ﾘｵ ｵｵﾆｼ ﾏﾋﾛ

7 7 2082 谷田部 莉央(2) 越谷北 30.13 7 8 6203 大西 真弘(2) 叡明 30.40
ｶﾜｶﾐ ｱﾔﾅ ﾖｼｵｶ ﾘﾅ

3 3244 川上 彩花(1) 開智未来 DNS 2 3605 吉岡 莉夏(2) 春日部東 DNS

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



 女子200m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             23.45     齋藤　愛美(岡山・倉敷中央)            2016

埼玉県高校記録(SHR)          23.71     高橋　萌木子(埼玉・埼玉栄)            2006 9月10日 11:20 予　選

大会記録(GR)                 24.70     山崎　史恵(埼玉・久喜)                1988 9月10日 13:40 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:-1.7) 2組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂ ﾀｶｷﾞ ﾕｲ

1 4 2814 渡邊 奈都(1) 昌平 27.72 1 4 258 髙木 結衣(1) 不動岡 26.53
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾊ

2 5 3601 小澤 陽菜(2) 春日部東 27.73 2 7 2798 小柳 雪羽(1) 昌平 26.73
ｺｼﾞﾏ ﾘﾗ ｲﾄｳ ｱｲｶ

3 7 2553 小島 りら(2) 越谷西 28.00 3 3 2800 伊藤 愛華(2) 昌平 27.01
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐｶ ﾀｹｲｼ ﾐﾕｳ

4 9 4137 永沼 美加(1) 庄和 28.11 4 6 4673 武石 美優(1) 花咲徳栄 27.09
ﾀｶｾｷ ﾒｲ ﾐﾔｻｶ ﾕｷ

5 6 2318 高堰 芽依(2) 八潮 28.21 5 8 4674 宮阪 優希(1) 花咲徳栄 27.28
ﾔﾏﾅｶ ﾒｲ ｵｻﾞﾜ ｺｺﾛ

6 8 397 山中 萌生(2) 久喜 28.36 6 2 4661 小澤 こころ(1) 花咲徳栄 27.30
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾊﾙ ﾌｶｻﾜ ﾘｵ

7 3 4513 山本 小遥(1) 越谷東 28.69 7 9 2551 深澤 梨央(2) 越谷西 27.37
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔ ｷﾀｻｺ ﾙﾙ

8 2 4754 中村 沙椰(1) 草加西 28.77 8 5 4501 北迫 瑠琉(2) 越谷東 27.58

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



 女子400m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             52.52     杉浦　はる香(静岡・浜松市立)          2013

埼玉県高校記録(SHR)          53.45     柿沼　和恵(埼玉・埼玉栄)              1992 9月9日 11:35 予　選

大会記録(GR)                 57.01     岩田　芽生(埼玉・昌平)                2016 9月9日 14:15 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌｶｻﾜ ﾘｵ ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ

1 5 2551 深澤 梨央(2) 越谷西 1:01.43 Q 1 4 3601 小澤 陽菜(2) 春日部東 1:00.07 Q
ﾓﾄｷ ｶﾝﾅ ｻﾄｳ ｱｲｶ

2 3 3602 元木 花夢奈(2) 春日部東 1:02.33 q 2 3 4668 佐藤 愛夏(2) 花咲徳栄 1:04.33
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂ ｼｹﾞﾀ ｱｲﾅ

3 6 2814 渡邊 奈都(1) 昌平 1:02.57 q 3 5 2557 茂田 愛菜(1) 越谷西 1:05.87
ｲｼﾊﾗ ﾐﾕｳ ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂｷ

4 8 3843 石原 心結(2) 鷲宮 1:05.63 4 7 2071 森本 美月(1) 越谷北 1:07.03
ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ ﾏﾂｳﾗ ﾊﾂﾞｷ

5 2 4144 富士田 美優(1) 草加東 1:08.15 5 2 1305 松浦 葉月(2) 草加 1:08.95
ﾇﾏｼﾞﾘ ﾅﾅ ｸｻﾊﾗ ﾏﾄﾞｶ

6 7 2856 沼尻 奈々(1) 春日部共栄 1:09.35 6 8 2853 草原 円(2) 春日部共栄 1:12.71
ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｵ ｽｷﾞﾔﾏ ｺﾄﾘ

7 4 121 大和田 莉央(2) 春日部女 1:13.09 6 2812 杉山 琴梨(2) 昌平 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｳｴﾉ ｾｲﾅ ｱﾗｷ ﾐｽﾞｷ

1 4 4658 上野 星奈(1) 花咲徳栄 1:02.81 Q 1 6 4651 新木 水姫(1) 花咲徳栄 1:03.81 Q
ｶﾒﾔﾏ ﾒｲ ｺｼﾞﾏ ﾘﾗ

2 5 249 亀山 芽唯(2) 不動岡 1:02.99 q 2 4 2553 小島 りら(2) 越谷西 1:04.32
ｷﾀｻｺ ﾙﾙ ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾉ

3 6 4501 北迫 瑠琉(2) 越谷東 1:03.42 q 3 3 1304 杉山 莉乃(2) 草加 1:04.97
ｳﾒﾊﾗ ﾘｮｳｶ ｺﾔﾉ ｴﾐｶ

4 3 1312 梅原 綾花(1) 草加 1:05.90 4 2 4503 小屋野 咲花(2) 越谷東 1:10.10
ﾔﾏｶﾞﾐ ｱｻﾐ ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ

5 7 2321 山上 麻美(1) 八潮 1:07.97 5 7 133 鈴木 実由生(1) 春日部女 1:10.12
ｵｵｼﾏ ｱﾝｽﾞ ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ

6 8 3574 大嶋 杏(2) 草加南 1:08.25 5 256 大橋 雪奈(2) 不動岡 DNS
ｲｹﾀﾞ ｶﾎ ｲﾉﾏﾀ ｹｲ

7 2 6185 池田 夏帆(2) 叡明 1:13.10 8 2817 猪股 京(1) 昌平 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ

1 4 3601 小澤 陽菜(2) 春日部東 1:00.08
ﾌｶｻﾜ ﾘｵ

2 6 2551 深澤 梨央(2) 越谷西 1:01.57
ﾓﾄｷ ｶﾝﾅ

3 8 3602 元木 花夢奈(2) 春日部東 1:02.13
ｱﾗｷ ﾐｽﾞｷ

4 7 4651 新木 水姫(1) 花咲徳栄 1:02.60
ｳｴﾉ ｾｲﾅ

5 5 4658 上野 星奈(1) 花咲徳栄 1:03.18
ｶﾒﾔﾏ ﾒｲ

6 3 249 亀山 芽唯(2) 不動岡 1:04.25
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂ

7 9 2814 渡邊 奈都(1) 昌平 1:04.84
ｷﾀｻｺ ﾙﾙ

8 2 4501 北迫 瑠琉(2) 越谷東 1:05.34

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



 女子400mB決勝
審 判 長：

記録主任：

9月9日 14:14 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｼﾞﾏ ﾘﾗ

1 4 2553 小島 りら(2) 越谷西 1:03.06
ｻﾄｳ ｱｲｶ

2 5 4668 佐藤 愛夏(2) 花咲徳栄 1:03.07
ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾉ

3 6 1304 杉山 莉乃(2) 草加 1:05.02
ｳﾒﾊﾗ ﾘｮｳｶ

4 9 1312 梅原 綾花(1) 草加 1:05.46
ｲｼﾊﾗ ﾐﾕｳ

5 7 3843 石原 心結(2) 鷲宮 1:06.25
ｼｹﾞﾀ ｱｲﾅ

6 8 2557 茂田 愛菜(1) 越谷西 1:06.97
ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂｷ

7 2 2071 森本 美月(1) 越谷北 1:07.11
ﾔﾏｶﾞﾐ ｱｻﾐ

8 3 2321 山上 麻美(1) 八潮 1:08.71



 女子800m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           2:02.57     塩見　綾乃(京都・京都文教)            2017

埼玉県高校記録(SHR)        2:05.22     真下　まなみ(埼玉・深谷商)            2009 9月10日 09:50 予　選

大会記録(GR)               2:15.69     吉田  梓(埼玉・久喜)                  2009 9月10日 13:55 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾖｺﾔﾏ ｴﾐﾘ ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ

1 6 2791 横山 絵実俐(1) 昌平 2:34.32 q 1 5 256 大橋 雪奈(2) 不動岡 2:32.41 q
ｽﾀﾞ ﾊﾙ ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ

2 5 2072 須田 春(1) 越谷北 2:37.75 2 6 3609 阿部 杏夏(1) 春日部東 2:33.05 q
ｲﾄｶﾜ ﾐﾕ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ

3 8 3280 糸川 実結(2) 越谷南 2:45.18 3 4 130 渡邉 里奈(1) 春日部女 2:35.31 q
ｶﾈｺ ﾊﾙｶ ｻﾄｳ ｱｽｶ

4 7 400 金子 晴香(2) 久喜 2:46.51 4 3 4753 佐藤 あすか(1) 草加西 2:38.07
ｲﾅﾊﾞ ｱｵｲ ｳﾒﾊﾗ ﾘｮｳｶ

5 3 1307 稲葉 蒼(1) 草加 2:53.01 5 9 1312 梅原 綾花(1) 草加 2:39.86
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ ﾖｺｶﾜ ｲﾉﾘ

6 2 4521 田島 咲希(1) 越谷東 2:55.05 6 7 420 横川 祈里(1) 久喜 2:45.04
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｺﾄﾉ ｱｷﾖｼ ｺｺﾅ

4 5431 緑川 琴乃(2) 久喜北陽 DNS 7 8 3678 秋吉 心菜(2) 杉戸 2:48.93
ﾆｼﾑﾗ ﾜｶﾅ

8 2 2561 西村 和奏(1) 越谷西 3:09.36

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶｽ ﾓｶ ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ

1 7 2793 高須 望華(1) 昌平 2:31.92 q 1 5 3575 鈴木 若菜(2) 草加南 2:32.69 q
ﾀﾅｱﾐ ﾁｴ ﾀｹｳﾁ ﾙﾝ

2 4 122 田名網 知恵(2) 春日部女 2:32.12 q 2 6 2795 竹内 瑠音(1) 昌平 2:32.92 q
ｵｵｼﾏ ｱﾝｽﾞ ﾐﾔﾀ ﾓﾓ

3 5 3574 大嶋 杏(2) 草加南 2:38.83 3 4 4511 宮田 もも(1) 越谷東 2:35.63
ﾔﾏｶﾞﾐ ｱｻﾐ ｲﾄｳ ｱﾝﾘ

4 8 2321 山上 麻美(1) 八潮 2:41.73 4 3 259 伊藤 杏里(1) 不動岡 2:36.60
ｼﾗｲ ﾕｲ ｼｹﾞﾀ ｱｲﾅ

5 6 2558 白井 優結(1) 越谷西 2:44.40 5 7 2557 茂田 愛菜(1) 越谷西 2:38.77
ｳｴﾏﾂ ｻﾜ ﾏｷﾉ ﾕｳﾅ

6 2 4546 植松 咲羽(1) 宮代 2:48.53 6 8 2881 牧野 優菜(2) 獨協埼玉 2:39.67
ｽｽﾞｷ ｺｺﾈ ﾐﾔｳﾁ ﾐﾊﾙ

7 9 4502 鈴木 心寧(2) 越谷東 2:49.02 7 9 3242 宮内 美春(1) 開智未来 2:45.06
ﾏﾂｳﾗ ｱｲﾘ ﾏﾂﾓﾄ ｶﾘﾝ

8 3 2858 松浦 愛莉(1) 春日部共栄 3:04.73 8 2 2860 松本 果凜(1) 春日部共栄 3:08.36

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺﾔﾏ ｴﾐﾘ

1 2 2791 横山 絵実俐(1) 昌平 2:16.59
ﾀｶｽ ﾓｶ

2 7 2793 高須 望華(1) 昌平 2:16.86
ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ

3 4 256 大橋 雪奈(2) 不動岡 2:24.60
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ

4 6 3575 鈴木 若菜(2) 草加南 2:25.57
ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ

5 8 3609 阿部 杏夏(1) 春日部東 2:28.57
ﾀｹｳﾁ ﾙﾝ

6 9 2795 竹内 瑠音(1) 昌平 2:29.10
ﾀﾅｱﾐ ﾁｴ

7 5 122 田名網 知恵(2) 春日部女 2:31.78
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ

8 3 130 渡邉 里奈(1) 春日部女 2:41.31

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



 女子1500m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           4:07.86     小林　祐梨子(兵庫・須磨学園)          2006

埼玉県高校記録(SHR)        4:19.12     鈴木　真紀(埼玉・埼玉栄)              1990 9月9日 10:00 予　選

大会記録(GR)               4:31.20     中川 文華(埼玉・昌平)                 2014 9月9日 13:40 決　勝

予　選　3組5着＋3

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶｽ ﾓｶ ﾔｼﾅ ﾊﾙｶ

1 8 2793 高須 望華(1) 昌平 5:16.88 Q 1 11 123 八品 遥(2) 春日部女 5:20.03 Q
ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ ﾐﾜ ｶﾘﾝ

2 7 3609 阿部 杏夏(1) 春日部東 5:16.88 Q 2 10 368 三輪 花鈴(1) 越ヶ谷 5:23.73 Q
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ ﾖｺﾔﾏ ｴﾐﾘ

3 6 3575 鈴木 若菜(2) 草加南 5:16.89 Q 3 2 2791 横山 絵実俐(1) 昌平 5:24.45 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾚﾝ ｽﾀﾞ ﾊﾙ

4 3 3842 山下 恋(2) 鷲宮 5:17.11 Q 4 6 2072 須田 春(1) 越谷北 5:27.89 Q
ﾌｼﾞｼﾛ ｿﾗ ﾖｺｶﾜ ｲﾉﾘ

5 13 606 藤城 空(2) 杉戸農 5:17.14 Q 5 3 420 横川 祈里(1) 久喜 5:31.66 Q
ﾖﾈﾓﾄ ｱｲﾅ ｼﾗｲ ﾕｲ

6 2 2562 米本 逢七(1) 越谷西 5:19.73 q 6 9 2558 白井 優結(1) 越谷西 5:51.50
ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾙｶ ｱｷﾖｼ ｺｺﾅ

7 12 3241 松崎 遥(1) 開智未来 5:22.07 q 7 13 3678 秋吉 心菜(2) 杉戸 5:51.69
ﾌｸﾓﾄ ｱﾔﾅ ｻﾜｻﾞｷ ﾊﾙｺ

8 10 2085 福本 彩愛(2) 越谷北 5:27.54 q 8 12 261 澤﨑 晴子(1) 不動岡 5:55.67
ｲﾄｳ ﾕｳｶ ｲﾜﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ

9 9 260 伊藤 優花(1) 不動岡 5:40.75 9 7 4656 岩本 和(1) 花咲徳栄 5:59.19
ｾｷｶﾜ ｶﾚﾝ ﾏﾂｳﾗ ｱｲﾘ

10 5 4507 関川 可恋(2) 越谷東 5:49.95 10 1 2858 松浦 愛莉(1) 春日部共栄 6:18.27
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾘﾝ

11 4 2860 松本 果凜(1) 春日部共栄 6:13.14 11 4 4514 佐藤 水咲(1) 越谷東 6:53.53
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｺﾄﾉ ﾎﾝﾏ ﾐｸ

1 5431 緑川 琴乃(2) 久喜北陽 DNS 5 5075 本間 美玖(1) 八潮南 DNS
ﾀﾅｱﾐ ﾁｴ ｵﾊﾞﾀ ｱｷ

11 122 田名網 知恵(2) 春日部女 DNS 8 3608 小畑 亜紀(2) 春日部東 DNS

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻﾄｳ ｱｽｶ

1 4 4753 佐藤 あすか(1) 草加西 5:26.15 Q
ﾐﾔｳﾁ ﾐﾊﾙ

2 6 3242 宮内 美春(1) 開智未来 5:41.35 Q
ｶﾜﾉ ｲﾂｷ

3 12 2806 河野 和咲(1) 昌平 5:47.73 Q
ﾀﾅｶ ﾕﾅ

4 1 129 田中 柚菜(1) 春日部女 5:48.01 Q
ｲﾄｳ ｱﾝﾘ

5 7 259 伊藤 杏里(1) 不動岡 5:49.18 Q
ｶﾈｺ ﾊﾙｶ

6 10 400 金子 晴香(2) 久喜 5:53.29
ﾀﾅｶ ｼｵﾘ

7 5 5074 田中 志緒莉(1) 八潮南 5:54.43
ｲﾅﾊﾞ ｱｵｲ

8 9 1307 稲葉 蒼(1) 草加 5:56.29
ｸﾗﾁ ﾏｱｻ

9 2 6187 倉地 真麻(1) 叡明 5:58.77
ﾄｸﾀﾞ ｲｻｷ

10 3 605 徳田 衣咲(2) 杉戸農 6:13.34
ﾖｺｶﾜ ｶﾚﾝ

11 8 4520 横川 叶恋(1) 越谷東 6:22.02
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾘ

12 11 2859 谷口 珠璃(1) 春日部共栄 7:03.35

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



 女子1500m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           4:07.86     小林　祐梨子(兵庫・須磨学園)          2006

埼玉県高校記録(SHR)        4:19.12     鈴木　真紀(埼玉・埼玉栄)              1990 9月9日 10:00 予　選

大会記録(GR)               4:31.20     中川 文華(埼玉・昌平)                 2014 9月9日 13:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺﾔﾏ ｴﾐﾘ

1 2 2791 横山 絵実俐(1) 昌平 4:41.70
ﾀｶｽ ﾓｶ

2 16 2793 高須 望華(1) 昌平 4:43.98
ﾔｼﾅ ﾊﾙｶ

3 15 123 八品 遥(2) 春日部女 4:49.48
ｶﾜﾉ ｲﾂｷ

4 11 2806 河野 和咲(1) 昌平 4:49.52
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ

5 6 3575 鈴木 若菜(2) 草加南 4:56.78
ﾌｼﾞｼﾛ ｿﾗ

6 1 606 藤城 空(2) 杉戸農 4:59.02
ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ

7 17 3609 阿部 杏夏(1) 春日部東 5:04.83
ﾔﾏｼﾀ ﾚﾝ

8 9 3842 山下 恋(2) 鷲宮 5:05.76
ﾀﾅｶ ﾕﾅ

9 13 129 田中 柚菜(1) 春日部女 5:16.89
ﾌｸﾓﾄ ｱﾔﾅ

10 4 2085 福本 彩愛(2) 越谷北 5:19.73
ｽﾀﾞ ﾊﾙ

11 7 2072 須田 春(1) 越谷北 5:20.04
ﾐﾜ ｶﾘﾝ

12 14 368 三輪 花鈴(1) 越ヶ谷 5:20.45
ﾖﾈﾓﾄ ｱｲﾅ

13 18 2562 米本 逢七(1) 越谷西 5:20.88
ｻﾄｳ ｱｽｶ

14 8 4753 佐藤 あすか(1) 草加西 5:24.01
ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾙｶ

15 5 3241 松崎 遥(1) 開智未来 5:25.99
ｲﾄｳ ｱﾝﾘ

16 3 259 伊藤 杏里(1) 不動岡 5:26.46
ﾖｺｶﾜ ｲﾉﾘ

17 10 420 横川 祈里(1) 久喜 5:33.31
ﾐﾔｳﾁ ﾐﾊﾙ

18 12 3242 宮内 美春(1) 開智未来 5:44.72

凡例  DNS:欠場 Q:順位による通過者 q:記録による通過者



 女子3000m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           8:52.33     小林　祐梨子(兵庫・須磨学園)          2005

埼玉県高校記録(SHR)        9:08.12     橋本　知子(埼玉・埼玉栄)              1997

大会記録(GR)               9:31.85     中川 文華(埼玉・昌平)                 2014 9月10日 14:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾙｾ ﾕﾅ

1 4 2794 成瀬 結菜(1) 昌平 9:46.38
ﾔｼﾅ ﾊﾙｶ

2 7 123 八品 遥(2) 春日部女 10:38.09

ﾌｼﾞｼﾛ ｿﾗ

3 9 606 藤城 空(2) 杉戸農 10:45.41

ﾋﾋﾞ ﾅﾁｭﾘ

4 5 2815 日比 那美梨(2) 昌平 10:54.34

ﾀﾀﾞ ﾚﾅ

5 14 2816 多田 玲菜(2) 昌平 10:55.54

ﾔﾏｼﾀ ﾚﾝ

6 6 3842 山下 恋(2) 鷲宮 11:06.86

ﾀﾅｶ ﾕﾅ

7 15 129 田中 柚菜(1) 春日部女 11:12.57

ｻｻｷ ﾘﾘｱ

8 2 128 佐々木 莉愛(1) 春日部女 11:19.09

ﾖﾈﾓﾄ ｱｲﾅ

9 12 2562 米本 逢七(1) 越谷西 11:28.19

ﾌｸﾓﾄ ｱﾔﾅ

10 17 2085 福本 彩愛(2) 越谷北 11:34.99

ﾐﾜ ｶﾘﾝ

11 3 368 三輪 花鈴(1) 越ヶ谷 11:43.30

ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾙｶ

12 16 3241 松崎 遥(1) 開智未来 11:56.38

ｵﾊﾞﾀ ｱｷ

13 10 3608 小畑 亜紀(2) 春日部東 12:07.59

ｲﾄｳ ﾕｳｶ

14 1 260 伊藤 優花(1) 不動岡 12:30.76

ｻﾜｻﾞｷ ﾊﾙｺ

15 11 261 澤﨑 晴子(1) 不動岡 12:38.73

ﾎﾝﾏ ﾐｸ

16 8 5075 本間 美玖(1) 八潮南 13:00.70

ﾄｸﾀﾞ ｲｻｷ

17 13 605 徳田 衣咲(2) 杉戸農 13:42.73



 女子100mH(0.840m)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             13.34     小林　歩未(千葉・市船橋)              2018

埼玉県高校記録(SHR)          13.44     森本　明子(埼玉・埼玉栄)              1994 9月9日 11:00 予　選

大会記録(GR)                 14.46     中島 未貴(埼玉・久喜)                 2014 9月9日 13:15 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+1.0) 2組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾐｽﾞ ﾐｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

1 4 2797 清水 望生(1) 昌平 14.75 Q 1 6 2811 小林 穂花(2) 昌平 15.38 Q
ﾌﾙﾔﾏ ﾓｴｶ ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

2 5 3603 古山 萌香(2) 春日部東 15.62 Q 2 5 2799 赤堀 空来(2) 昌平 16.17 Q
ｵｵﾓﾘ ﾐｻｷ ﾓﾘ ｴﾚﾝ

3 7 132 大森 美咲(1) 春日部女 17.24 Q 3 4 366 森 えれん(2) 越ヶ谷 16.93 Q
ｶﾜｲ ｱﾔ ｿﾒｶﾜ ｽﾐﾚ

4 6 2552 河井 彩(2) 越谷西 17.46 q 4 9 395 染川 純鈴(2) 久喜 17.22 q
ｵｶﾞﾜ ｾﾘﾅ ｻｴｷ ｱﾔﾈ

5 9 3633 小川 芹菜(2) 白岡 17.57 5 7 2084 佐伯 采音(2) 越谷北 17.96
ｻﾜﾀﾞ ﾋﾅﾀ ﾖｼｶﾜ ﾏﾅ

6 8 2735 澤田 陽向(1) 春日部工 18.13 6 2 3680 吉川 愛(1) 杉戸 19.57
ｻﾄｳ ﾜｶﾅ ｼﾊﾞｻｷ ﾒｸﾞﾐ

7 3 4671 佐藤 和奏(1) 花咲徳栄 18.98 7 3 4746 柴崎 愛生(2) 草加西 20.02
ｽｶﾞﾔ ｶｽﾐ ｵｷﾉ ﾐｳ

8 2 399 菅谷 佳純(1) 久喜 19.14 8 8 4660 沖野 美羽(1) 花咲徳栄 29.52
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｱﾅ

9 1 3816 山本 莉亜奈(1) 羽生一 21.83

決　勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ﾐｳ

1 5 2797 清水 望生(1) 昌平 14.61
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

2 7 2811 小林 穂花(2) 昌平 15.00
ﾌﾙﾔﾏ ﾓｴｶ

3 6 3603 古山 萌香(2) 春日部東 15.36
ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

4 4 2799 赤堀 空来(2) 昌平 15.57
ﾓﾘ ｴﾚﾝ

5 9 366 森 えれん(2) 越ヶ谷 16.51
ｵｵﾓﾘ ﾐｻｷ

6 8 132 大森 美咲(1) 春日部女 16.84
ｿﾒｶﾜ ｽﾐﾚ

7 2 395 染川 純鈴(2) 久喜 16.93
ｶﾜｲ ｱﾔ

8 3 2552 河井 彩(2) 越谷西 17.18

凡例  Q:順位による通過者 q:記録による通過者



女子400mH(0.762m)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             57.09     石塚　晴子(大阪・東大阪敬愛)          2015

埼玉県高校記録(SHR)          57.73     大野　瑞奈(埼玉・埼玉栄)              2020 9月10日 10:45 予　選

大会記録(GR)               1:01.36     石澤　麻弥(埼玉・昌平)                2018 9月10日 13:20 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾓﾄｷ ｶﾝﾅ ﾌﾙﾔﾏ ﾓｴｶ

1 7 3602 元木 花夢奈(2) 春日部東 1:11.53 Q 1 7 3603 古山 萌香(2) 春日部東 1:06.35 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ ｶﾜｲ ｱﾔ

2 4 2811 小林 穂花(2) 昌平 1:11.66 Q 2 6 2552 河井 彩(2) 越谷西 1:10.95 Q
ｻﾜﾀﾞ ﾋﾅﾀ ﾂﾉﾀﾞ ﾚｲ

3 6 2735 澤田 陽向(1) 春日部工 1:12.35 Q 3 5 4766 角田 澪(2) 草加西 1:17.73 Q
ｵｷﾉ ﾐｳ ｵｶﾞﾜ ｾﾘﾅ

4 9 4660 沖野 美羽(1) 花咲徳栄 1:19.86 q 4 8 3633 小川 芹菜(2) 白岡 1:26.06
ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｵ ﾖｼｶﾜ ﾏﾅ

5 5 121 大和田 莉央(2) 春日部女 1:23.19 q 5 9 3680 吉川 愛(1) 杉戸 1:26.45
ｵｶﾞﾜ ｶﾘﾝ

6 8 4542 小川 香凜(2) 宮代 1:24.26

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙﾔﾏ ﾓｴｶ

1 5 3603 古山 萌香(2) 春日部東 1:05.40
ｶﾜｲ ｱﾔ

2 4 2552 河井 彩(2) 越谷西 1:08.49
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

3 6 2811 小林 穂花(2) 昌平 1:09.17
ﾓﾄｷ ｶﾝﾅ

4 7 3602 元木 花夢奈(2) 春日部東 1:11.31
ｻﾜﾀﾞ ﾋﾅﾀ

5 8 2735 澤田 陽向(1) 春日部工 1:11.85
ﾂﾉﾀﾞ ﾚｲ

6 9 4766 角田 澪(2) 草加西 1:18.95
ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｵ

7 2 121 大和田 莉央(2) 春日部女 1:21.70
ｵｷﾉ ﾐｳ

8 3 4660 沖野 美羽(1) 花咲徳栄 1:23.96

凡例  Q:順位による通過者 q:記録による通過者



 女子5000mW
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)          21:33.44     藤井　菜々子(福岡・北九州市立)        2017

埼玉県高校記録(SHR)       21:45.09     岡田　久美子(埼玉・熊谷女)            2009

大会記録(GR)              24:58.42     渡邉  志穂(埼玉・春日部東)            2011 9月9日 09:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾘﾘｱ

1 2 128 佐々木 莉愛(1) 春日部女 26:12.56

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ

2 1 130 渡邉 里奈(1) 春日部女 31:47.30

ﾀｶﾄﾞｲ ｱﾐ

OP 5 136 高土居 彩美(3) 春日部女 25:16.69

ﾀｶﾄﾞｲ ﾐｷ

OP 4 137 高土居 美貴(3) 春日部女 25:43.81

ｱｿﾏ ｱﾕﾊ

OP 3 396 遊馬 歩翔(3) 久喜 28:53.66



 女子4X100mR
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             44.48     斉田・福田・上村・エドバー(東京・東京)2015

埼玉県高校記録(SHR)          45.23     初見･阿部･吉田･土井(埼玉・埼玉栄)     2013

大会記録(GR)                 47.75     服部･倉田･川上･江口(埼玉・昌平)       2014 9月9日 15:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 叡明 6184 寺島 聖奈(2) ﾃﾗｼﾞﾏ ﾐﾅ 54.98 1 5 不動岡 258 髙木 結衣(1) ﾀｶｷﾞ ﾕｲ 52.42
6200 石黒 心美(2) ｲｼｸﾞﾛ ｺｺﾐ 249 亀山 芽唯(2) ｶﾒﾔﾏ ﾒｲ
6185 池田 夏帆(2) ｲｹﾀﾞ ｶﾎ 255 牛山 茉奈(2) ｳｼﾔﾏ ﾏﾘﾅ
6203 大西 真弘(2) ｵｵﾆｼ ﾏﾋﾛ 262 梶田 颯乃(1) ｶｼﾞﾀ ﾊﾔﾉ

2 6 宮代 4542 小川 香凜(2) ｵｶﾞﾜ ｶﾘﾝ 55.52 2 6 獨協埼玉 2884 河本 奈々(1) ｶﾜﾓﾄ ﾅﾅ 53.52
4545 飯沼 あゆみ(1) ｲｲﾇﾏ ｱﾕﾐ 2886 野村 莉央(1) ﾉﾑﾗ ﾘｵ
4544 松澤 瑠莉(2) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾙﾘ 2885 中田 玲慶(1) ﾅｶﾀﾞ ﾚﾐ
4546 植松 咲羽(1) ｳｴﾏﾂ ｻﾜ 2883 浅見 柚葉(1) ｱｻﾐ ﾕｳﾊ

3 7 八潮南 5071 中村 遥香(2) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 57.69 3 4 鷲宮 3844 若狭 乃愛(2) ﾜｶｻ ﾉｱ 53.56
5072 田中 友香莉(2) ﾀﾅｶ ﾕｶﾘ 3847 菊地 心里(1) ｷｸﾁ ｺｺﾘ
5073 松﨑 紫月(2) ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ 3846 大久保 結菜(1) ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ
5074 田中 志緒莉(1) ﾀﾅｶ ｼｵﾘ 3843 石原 心結(2) ｲｼﾊﾗ ﾐﾕｳ

4 3 越谷南 3283 深井 響(1) ﾌｶｲ ﾋﾋﾞｷ 59.36 4 3 八潮 2317 高堰 真依(2) ﾀｶｾｷ ﾏｲ 53.76
3278 木原 凜(1) ｷﾊﾗ ﾘﾝ 2316 空閑 咲(2) ｸｶﾞ ｻｷ
3282 西村 咲輝(1) ﾆｼﾑﾗ ｻｷ 2319 木村 文馨(2) ｷﾑﾗ ｱﾔｶ
3281 千葉 由依(1) ﾁﾊﾞ ﾕｲ 2318 高堰 芽依(2) ﾀｶｾｷ ﾒｲ

5 春日部共栄 DNS 5 7 越谷北 2082 谷田部 莉央(2) ﾔﾀﾍﾞ ﾘｵ 54.11
2084 佐伯 采音(2) ｻｴｷ ｱﾔﾈ
2075 三井 希乃花(1) ﾐﾂｲ ﾉﾉｶ
2081 菅原 未唯奈(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｲﾅ

8 杉戸 DNS 6 2 草加西 4755 杉岡 美樹(1) ｽｷﾞｵｶ ﾐｷ 54.68
4754 中村 沙椰(1) ﾅｶﾑﾗ ｻﾔ
4746 柴崎 愛生(2) ｼﾊﾞｻｷ ﾒｸﾞﾐ
4766 角田 澪(2) ﾂﾉﾀﾞ ﾚｲ

7 8 春日部女 127 中島 典香(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｶ 55.14
132 大森 美咲(1) ｵｵﾓﾘ ﾐｻｷ
121 大和田 莉央(2) ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｵ
131 アヘゴ ジェシカ ココエ(1) ｱﾍｺﾞ ｼﾞｪｼｶ ｺｺｴ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 昌平 2814 渡邊 奈都(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂ 48.30
2798 小柳 雪羽(1) ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾊ
2800 伊藤 愛華(2) ｲﾄｳ ｱｲｶ
2810 カン メヘナズ(2) ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ

2 3 花咲徳栄 4674 宮阪 優希(1) ﾐﾔｻｶ ﾕｷ 49.40
4673 武石 美優(1) ﾀｹｲｼ ﾐﾕｳ
4652 柴崎 千奈(1) ｼﾊﾞｻｷ ﾁﾅ
4651 新木 水姫(1) ｱﾗｷ ﾐｽﾞｷ

3 6 越谷西 2552 河井 彩(2) ｶﾜｲ ｱﾔ 51.54
2553 小島 りら(2) ｺｼﾞﾏ ﾘﾗ
2551 深澤 梨央(2) ﾌｶｻﾜ ﾘｵ
2559 保坂 由奈(1) ﾎｻｶ ﾕﾅ

4 5 春日部東 3604 相田 咲菜(2) ｱｲﾀﾞ ｻﾅ 51.64
3603 古山 萌香(2) ﾌﾙﾔﾏ ﾓｴｶ
3607 山内 はるひ(1) ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙﾋ
3601 小澤 陽菜(2) ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ

5 8 越谷東 4504 鈴木 万尋(2) ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ 51.70
4501 北迫 瑠琉(2) ｷﾀｻｺ ﾙﾙ
4513 山本 小遥(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺﾊﾙ
4512 石川 紗香(1) ｲｼｶﾜ ｻﾔｶ

6 7 久喜 392 熊谷 美紅(2) ｸﾏｶﾞｲ ﾐｸ 52.19
397 山中 萌生(2) ﾔﾏﾅｶ ﾒｲ
395 染川 純鈴(2) ｿﾒｶﾜ ｽﾐﾚ
399 菅谷 佳純(1) ｽｶﾞﾔ ｶｽﾐ

7 2 草加 1312 梅原 綾花(1) ｳﾒﾊﾗ ﾘｮｳｶ 53.19
1304 杉山 莉乃(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾉ
1302 高塚 友梨(2) ｺｳﾂｶ ﾕﾘ
1301 中村 優花(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ

凡例  DNS:欠場



 女子4X100mR
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             44.48     斉田・福田・上村・エドバー(東京・東京)2015

埼玉県高校記録(SHR)          45.23     初見･阿部･吉田･土井(埼玉・埼玉栄)     2013

大会記録(GR)                 47.75     服部･倉田･川上･江口(埼玉・昌平)       2014 9月9日 15:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 昌平 2814 渡邊 奈都(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂ 48.30
2798 小柳 雪羽(1) ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾊ
2800 伊藤 愛華(2) ｲﾄｳ ｱｲｶ
2810 カン メヘナズ(2) ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ

2 花咲徳栄 4674 宮阪 優希(1) ﾐﾔｻｶ ﾕｷ 49.40
4673 武石 美優(1) ﾀｹｲｼ ﾐﾕｳ
4652 柴崎 千奈(1) ｼﾊﾞｻｷ ﾁﾅ
4651 新木 水姫(1) ｱﾗｷ ﾐｽﾞｷ

3 越谷西 2552 河井 彩(2) ｶﾜｲ ｱﾔ 51.54
2553 小島 りら(2) ｺｼﾞﾏ ﾘﾗ
2551 深澤 梨央(2) ﾌｶｻﾜ ﾘｵ
2559 保坂 由奈(1) ﾎｻｶ ﾕﾅ

4 春日部東 3604 相田 咲菜(2) ｱｲﾀﾞ ｻﾅ 51.64
3603 古山 萌香(2) ﾌﾙﾔﾏ ﾓｴｶ
3607 山内 はるひ(1) ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙﾋ
3601 小澤 陽菜(2) ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ

5 越谷東 4504 鈴木 万尋(2) ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ 51.70
4501 北迫 瑠琉(2) ｷﾀｻｺ ﾙﾙ
4513 山本 小遥(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺﾊﾙ
4512 石川 紗香(1) ｲｼｶﾜ ｻﾔｶ

6 久喜 392 熊谷 美紅(2) ｸﾏｶﾞｲ ﾐｸ 52.19
397 山中 萌生(2) ﾔﾏﾅｶ ﾒｲ
395 染川 純鈴(2) ｿﾒｶﾜ ｽﾐﾚ
399 菅谷 佳純(1) ｽｶﾞﾔ ｶｽﾐ

7 不動岡 258 髙木 結衣(1) ﾀｶｷﾞ ﾕｲ 52.42
249 亀山 芽唯(2) ｶﾒﾔﾏ ﾒｲ
255 牛山 茉奈(2) ｳｼﾔﾏ ﾏﾘﾅ
262 梶田 颯乃(1) ｶｼﾞﾀ ﾊﾔﾉ

8 草加 1312 梅原 綾花(1) ｳﾒﾊﾗ ﾘｮｳｶ 53.19
1304 杉山 莉乃(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾉ
1302 高塚 友梨(2) ｺｳﾂｶ ﾕﾘ
1301 中村 優花(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ

凡例  DNS:欠場



 女子4X400mR
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           3:37.67     戸谷温・川田・戸谷湧・佐々木(大阪・東大阪大敬愛)2016

埼玉県高校記録(SHR)        3:43.24     タネル・吉田・大野・塩味(埼玉・埼玉栄)2019

大会記録(GR)               3:59.45     倉田・石澤・鎌木・八城(埼玉・昌平)    2018 9月10日 15:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 鷲宮 3844 若狭 乃愛(2) ﾜｶｻ ﾉｱ 4:25.92 1 7 春日部東 3602 元木 花夢奈(2) ﾓﾄｷ ｶﾝﾅ 4:09.39

3842 山下 恋(2) ﾔﾏｼﾀ ﾚﾝ 3607 山内 はるひ(1) ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙﾋ
3846 大久保 結菜(1) ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 3603 古山 萌香(2) ﾌﾙﾔﾏ ﾓｴｶ
3843 石原 心結(2) ｲｼﾊﾗ ﾐﾕｳ 3601 小澤 陽菜(2) ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ

2 7 越谷北 2082 谷田部 莉央(2) ﾔﾀﾍﾞ ﾘｵ 4:34.90 2 9 不動岡 249 亀山 芽唯(2) ｶﾒﾔﾏ ﾒｲ 4:13.25

2072 須田 春(1) ｽﾀﾞ ﾊﾙ 256 大橋 雪奈(2) ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ
2074 加藤 実侑(1) ｶﾄｳ ﾐﾕ 258 髙木 結衣(1) ﾀｶｷﾞ ﾕｲ
2071 森本 美月(1) ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂｷ 255 牛山 茉奈(2) ｳｼﾔﾏ ﾏﾘﾅ

3 2 獨協埼玉 2886 野村 莉央(1) ﾉﾑﾗ ﾘｵ 4:35.12 3 5 花咲徳栄 4651 新木 水姫(1) ｱﾗｷ ﾐｽﾞｷ 4:14.11

2883 浅見 柚葉(1) ｱｻﾐ ﾕｳﾊ 4658 上野 星奈(1) ｳｴﾉ ｾｲﾅ
2885 中田 玲慶(1) ﾅｶﾀﾞ ﾚﾐ 4661 小澤 こころ(1) ｵｻﾞﾜ ｺｺﾛ
2882 長谷川 萌奈(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾓﾅ 4668 佐藤 愛夏(2) ｻﾄｳ ｱｲｶ

4 6 草加西 4755 杉岡 美樹(1) ｽｷﾞｵｶ ﾐｷ 4:37.10 4 4 昌平 2814 渡邊 奈都(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂ 4:15.22

4754 中村 沙椰(1) ﾅｶﾑﾗ ｻﾔ 2798 小柳 雪羽(1) ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾊ
4753 佐藤 あすか(1) ｻﾄｳ ｱｽｶ 2800 伊藤 愛華(2) ｲﾄｳ ｱｲｶ
4766 角田 澪(2) ﾂﾉﾀﾞ ﾚｲ 2811 小林 穂花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

5 4 越谷南 3278 木原 凜(1) ｷﾊﾗ ﾘﾝ 4:41.39 5 6 越谷西 2551 深澤 梨央(2) ﾌｶｻﾜ ﾘｵ 4:16.16

3280 糸川 実結(2) ｲﾄｶﾜ ﾐﾕ 2553 小島 りら(2) ｺｼﾞﾏ ﾘﾗ
3281 千葉 由依(1) ﾁﾊﾞ ﾕｲ 2555 荒井 雛子(2) ｱﾗｲ ﾋﾅｺ
3282 西村 咲輝(1) ﾆｼﾑﾗ ｻｷ 2552 河井 彩(2) ｶﾜｲ ｱﾔ

6 3 宮代 4546 植松 咲羽(1) ｳｴﾏﾂ ｻﾜ 4:51.29 6 2 草加 1312 梅原 綾花(1) ｳﾒﾊﾗ ﾘｮｳｶ 4:22.63

4542 小川 香凜(2) ｵｶﾞﾜ ｶﾘﾝ 1304 杉山 莉乃(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾉ
4545 飯沼 あゆみ(1) ｲｲﾇﾏ ｱﾕﾐ 1305 松浦 葉月(2) ﾏﾂｳﾗ ﾊﾂﾞｷ
4544 松澤 瑠莉(2) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾙﾘ 1301 中村 優花(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ

7 8 杉戸 3680 吉川 愛(1) ﾖｼｶﾜ ﾏﾅ 4:53.31 7 8 春日部女 133 鈴木 実由生(1) ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 4:25.10

3678 秋吉 心菜(2) ｱｷﾖｼ ｺｺﾅ 123 八品 遥(2) ﾔｼﾅ ﾊﾙｶ
3681 田中 優依子(1) ﾀﾅｶ ﾕｲｺ 122 田名網 知恵(2) ﾀﾅｱﾐ ﾁｴ
3682 関根 彩帆(1) ｾｷﾈ ｻﾎ 127 中島 典香(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｶ

8 9 八潮南 5071 中村 遥香(2) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 4:59.64 8 3 越谷東 4503 小屋野 咲花(2) ｺﾔﾉ ｴﾐｶ 4:40.67

5072 田中 友香莉(2) ﾀﾅｶ ﾕｶﾘ 4511 宮田 もも(1) ﾐﾔﾀ ﾓﾓ
5073 松﨑 紫月(2) ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ 4504 鈴木 万尋(2) ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ
5075 本間 美玖(1) ﾎﾝﾏ ﾐｸ 4502 鈴木 心寧(2) ｽｽﾞｷ ｺｺﾈ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 春日部東 3602 元木 花夢奈(2) ﾓﾄｷ ｶﾝﾅ 4:09.39

3607 山内 はるひ(1) ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙﾋ
3603 古山 萌香(2) ﾌﾙﾔﾏ ﾓｴｶ
3601 小澤 陽菜(2) ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ

2 不動岡 249 亀山 芽唯(2) ｶﾒﾔﾏ ﾒｲ 4:13.25

256 大橋 雪奈(2) ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ
258 髙木 結衣(1) ﾀｶｷﾞ ﾕｲ
255 牛山 茉奈(2) ｳｼﾔﾏ ﾏﾘﾅ

3 花咲徳栄 4651 新木 水姫(1) ｱﾗｷ ﾐｽﾞｷ 4:14.11

4658 上野 星奈(1) ｳｴﾉ ｾｲﾅ
4661 小澤 こころ(1) ｵｻﾞﾜ ｺｺﾛ
4668 佐藤 愛夏(2) ｻﾄｳ ｱｲｶ

4 昌平 2814 渡邊 奈都(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂ 4:15.22

2798 小柳 雪羽(1) ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾊ
2800 伊藤 愛華(2) ｲﾄｳ ｱｲｶ
2811 小林 穂花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

5 越谷西 2551 深澤 梨央(2) ﾌｶｻﾜ ﾘｵ 4:16.16

2553 小島 りら(2) ｺｼﾞﾏ ﾘﾗ
2555 荒井 雛子(2) ｱﾗｲ ﾋﾅｺ
2552 河井 彩(2) ｶﾜｲ ｱﾔ

6 草加 1312 梅原 綾花(1) ｳﾒﾊﾗ ﾘｮｳｶ 4:22.63

1304 杉山 莉乃(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾉ
1305 松浦 葉月(2) ﾏﾂｳﾗ ﾊﾂﾞｷ
1301 中村 優花(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ

7 春日部女 133 鈴木 実由生(1) ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 4:25.10

123 八品 遥(2) ﾔｼﾅ ﾊﾙｶ
122 田名網 知恵(2) ﾀﾅｱﾐ ﾁｴ
127 中島 典香(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｶ

8 鷲宮 3844 若狭 乃愛(2) ﾜｶｻ ﾉｱ 4:25.92

3842 山下 恋(2) ﾔﾏｼﾀ ﾚﾝ
3846 大久保 結菜(1) ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ
3843 石原 心結(2) ｲｼﾊﾗ ﾐﾕｳ



 女子走高跳
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)              1m90     佐藤　恵(新潟・沼垂)                  1983

埼玉県高校記録(SHR)           1m80     船越　紀子(埼玉・埼玉栄)              1988

大会記録(GR)                  1m74     大原　淑子(埼玉・春日部女)            1985 9月10日 13:00 決　勝

決　勝　

ｱｵｷ ﾓｴｶ － － － － ○ － － －

1 21 2855 青木 萌佳(1) 春日部共栄 － × ○ ○ × × × 1m65
ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ － － － － ○ ○ ○ ○

2 20 2799 赤堀 空来(2) 昌平 × × × 1m56
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ － － － ○ ○ ○ × ○ ○

3 19 3846 大久保 結菜(1) 鷲宮 × × × 1m56
ｶﾄｳ ﾐﾕ － － － ○ ○ ○ ○ × × ×

4 15 2074 加藤 実侑(1) 越谷北 1m53
ｴﾋﾞﾇﾏ ﾐｻｷ － － ○ ○ × ○ × × ○ × ○ × × ×

5 17 4659 海老沼 美咲(1) 花咲徳栄 1m53
ﾓﾘ ｴﾚﾝ － － － ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

6 18 366 森 えれん(2) 越ヶ谷 1m53
ｲﾜﾎﾘ ｴｵﾝ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

7 14 3243 岩堀 榮穏(1) 開智未来 1m50
ﾅｶﾀﾞ ﾚﾐ － ○ ○ ○ × × ×

8 13 2885 中田 玲慶(1) 獨協埼玉 1m40
ｱｻｺ ｴｲﾐ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

9 9 6182 浅子 詠未(1) 叡明 1m40
ｲｼｶﾜ ﾕｷﾉ － ○ ○ × ○ × × ×

10 12 4656 石川 由季乃(1) 花咲徳栄 1m40
ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔｶ ○ ○ × × ○ × × ×

11 8 4751 長島 朱椛(2) 草加西 1m35
ﾌｼﾞｲ ｻｴ ○ × ○ × × ○ × × ×

12 11 5433 藤井 沙衣(1) 久喜北陽 1m35
ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ ○ ○ × × ×

13 10 3841 佐藤 愛美(2) 鷲宮 1m30
ｲｼﾀﾞ ﾗｲﾑ ○ × × ×

14 2 4413 石田 来夢(1) 松伏 1m25
ｽｷﾞｵｶ ﾐｷ × ○ × × ×

15 6 4755 杉岡 美樹(1) 草加西 1m25
ｼﾊﾞｻｷ ﾒｸﾞﾐ × ○ × × ×

15 7 4746 柴崎 愛生(2) 草加西 1m25
ﾀﾅｶ ﾕｳｻ × × ×

1 4414 田中 悠紗(2) 松伏 NM
ﾀﾃｲｼ ﾙﾅ × × ×

3 6188 立石 瑠菜(1) 叡明 NM
ｳｴﾏﾂ ｻﾜ × × ×

4 4546 植松 咲羽(1) 宮代 NM
ｺｳﾂｶ ﾕﾘ

5 1302 高塚 友梨(2) 草加 DNS
ｱﾍｺﾞ ｼﾞｪｼｶ ｺｺｴ

16 131 アヘゴ ジェシカ ココエ(1) 春日部女 DNS

1m45 1m50 1m53 1m56
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m30

1m62

1m35

1m65

1m40

1m68
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m25

1m59

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 女子棒高跳
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)              4m16     村田　蒼空(群馬・前橋女)              2021

埼玉県高校記録(SHR)           3m82     橋本　直(埼玉・越谷南)                2017

大会記録(GR)                  3m82     角田　ルアニィ(埼玉・不動岡)          2015 9月9日 13:00 決　勝

決　勝　

ｲﾜﾀ ｷﾖｶ － － － － － － － －

1 12 402 岩田 淑美(2) 久喜 － ○ ○ × ○ × × × 3m10
ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾅﾀ － － － － － － － －

2 11 3577 馬場 ひなた(2) 草加南 － ○ × × ○ × × × 3m00
ｸｶﾞ ｻｷ － － － － － ○ ○ ○

3 9 2316 空閑 咲(2) 八潮 ○ × × × 2m80
ｼﾏﾀﾞ ｻｸﾗ － － － － － － － ○

4 10 3576 島田 咲良(2) 草加南 × ○ × × × 2m80
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕﾒﾅ － － － － － ○ × ○ × ○

5 7 3813 進藤 夢菜(2) 羽生一 × × × 2m70
ｷﾑﾗ ｱﾔｶ － － － － × ○ ○ × × ○ × × ○

6 6 2319 木村 文馨(2) 八潮 × × × 2m70
ﾀﾅｶ ﾋﾋﾞｷ － － － － － × ○ ○ × × ×

7 8 5331 田中 響(2) 越谷総技 2m60
ﾀﾅｶ ﾕｲｺ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

8 3 3681 田中 優依子(1) 杉戸 2m40
ｱﾍｺﾞ ｼﾞｪｼｶ ｺｺｴ ○ × ○ × × ○ × × ×

9 4 131 アヘゴ ジェシカ ココエ(1) 春日部女 2m20
ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ × × ×

1 133 鈴木 実由生(1) 春日部女 NM
ｵｵﾓﾘ ﾐｻｷ × × ×

2 132 大森 美咲(1) 春日部女 NM
ﾆｲﾉ ﾐﾕ － － － － × × ×

5 3646 新野 未結(1) 白岡 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m00

2m80

2m10

2m90

2m20

3m00

2m30

3m10
ｺﾒﾝﾄ

2m40

3m30

2m50 2m60 2m70
記録

凡例  NM:記録なし



 女子走幅跳
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)              6m44     中野　瞳(兵庫・長田)                  2007

日本高校記録(HR)              6m44     高良　彩花(兵庫・園田学園)            2018

埼玉県高校記録(SHR)           6m38     高松　仁美(埼玉・春日部東)            1992

大会記録(GR)                  6m19     高松　仁美(埼玉・春日部東)            1991 9月9日 13:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶｲ ﾕﾐ × 4m96 4m90 4m96 8 4m86 × 4m88 4m96
1 30 3845 阪井 優海(2) 鷲宮 +1.8 +1.1 +1.8 +1.4 -1.2 +1.8

ｻﾉ ﾋﾅ 3m71 4m52 × 4m52 2 4m57 4m73 4m91 4m91
2 28 604 佐野 妃菜(2) 杉戸農 +0.6 -0.2 -0.2 0.0 +1.0 +0.7 +0.7

ｶﾜﾏﾀ ｱﾝｼﾞｭ × 4m75 4m84 4m84 7 × × 4m69 4m84
3 29 4670 川俣 杏樹(1) 花咲徳栄 +0.9 +1.3 +1.3 -1.4 +1.3

ｱｲﾀﾞ ｻﾅ 4m74 × 4m79 4m79 6 4m68 × 4m70 4m79
4 31 3604 相田 咲菜(2) 春日部東 -0.2 +1.0 +1.0 +0.7 -0.8 +1.0

ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ × 4m62 4m56 4m62 5 4m49 4m54 × 4m62
5 23 2813 山中 美咲(2) 昌平 -0.3 -0.1 -0.3 +1.2 +1.8 -0.3

ｷｸﾁ ｺｺﾘ 4m57 4m19 4m44 4m57 4 4m61 4m55 4m38 4m61
6 18 3847 菊地 心里(1) 鷲宮 -0.9 +1.2 +1.8 -0.9 +0.6 +2.1 -0.5 +0.6

ｾｷﾈ ｻﾎ × 4m41 4m33 4m41 1 4m34 4m56 4m60 4m60
7 20 3682 関根 彩帆(1) 杉戸 -0.8 +1.1 -0.8 -0.2 +0.5 +0.5 +0.5

ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗ 4m54 4m51 4m45 4m54 3 4m48 4m42 4m49 4m54
8 27 365 清水 さくら(2) 越ヶ谷 -0.3 -0.4 +0.8 -0.3 +0.4 +1.3 -0.1 -0.3

ﾅﾐｵｶ ﾓﾓﾉ 4m40 × × 4m40 4m40
9 17 1306 浪岡 桃乃(1) 草加 -1.1 -1.1 -1.1

ﾎｻｶ ﾕﾅ 4m29 4m34 × 4m34 4m34
10 26 2559 保坂 由奈(1) 越谷西 +0.3 -0.3 -0.3 -0.3

ｱﾗｲ ﾋﾅｺ 4m13 4m10 4m33 4m33 4m33
11 15 2555 荒井 雛子(2) 越谷西 -1.3 +0.5 +1.4 +1.4 +1.4

ｲｼｲ ﾅｺﾞﾐ × 4m29 4m06 4m29 4m29
12 2 4135 石井 和(1) 庄和 +0.5 +0.9 +0.5 +0.5

ﾉﾑﾗ ﾘｵ × × 4m26 4m26 4m26
13 25 2886 野村 莉央(1) 獨協埼玉 +0.5 +0.5 +0.5

ｻｻｷ ﾏﾅｶ 4m08 4m23 4m00 4m23 4m23
14 14 1303 佐々木 心(2) 草加 -1.5 +0.5 +1.5 +0.5 +0.5

ｺｲｽﾞﾐ ｼﾕｳ × 4m22 4m20 4m22 4m22
15 21 4516 小泉 心優(1) 越谷東 -0.2 +0.7 -0.2 -0.2

ｳｼﾔﾏ ﾏﾘﾅ 4m21 3m99 4m13 4m21 4m21
16 19 255 牛山 茉奈(2) 不動岡 -0.5 -0.9 +1.4 -0.5 -0.5

ﾌﾙｶﾜ ﾏｲ 4m03 4m19 4m14 4m19 4m19
17 24 4505 古川 真衣(2) 越谷東 -0.7 -1.0 +0.6 -1.0 -1.0

ﾅｶﾑﾗ ｱﾘｻ × 4m19 3m71 4m19 4m19
18 13 4141 中村 有彩(2) 草加東 +0.2 +1.3 +0.2 +0.2

ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｷ 3m93 3m86 4m12 4m12 4m12
19 16 2073 田中 椿(1) 越谷北 -0.9 +1.2 +2.4 +2.4 +2.4

ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｶ 4m10 × × 4m10 4m10
20 12 127 中島 典香(1) 春日部女 -0.9 -0.9 -0.9

ﾌｶｲ ﾋﾋﾞｷ 2m81 3m60 4m02 4m02 4m02
21 8 3283 深井 響(1) 越谷南 -1.0 +1.1 +0.9 +0.9 +0.9

ｼﾗｲｼ ﾐｻｷ 3m77 3m91 3m75 3m91 3m91
22 5 6181 白石 海咲(1) 叡明 +0.2 +1.4 +0.7 +1.4 +1.4

ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 3m79 3m82 3m69 3m82 3m82
23 3 3373 吉田 奈央(1) 栗橋北彩 -0.8 +1.2 +0.2 +1.2 +1.2

ﾏｽﾀﾞ ｳｲ × 3m78 3m80 3m80 3m80
24 11 4145 増田 羽衣(1) 草加東 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3

ｲｲﾇﾏ ｱﾕﾐ 3m73 3m64 3m47 3m73 3m73
25 7 4545 飯沼 あゆみ(1) 宮代 -1.0 +1.6 +1.2 -1.0 -1.0

ﾀﾃｲｼ ﾙﾅ 3m67 3m54 2m81 3m67 3m67
26 4 6188 立石 瑠菜(1) 叡明 -0.3 +0.6 +0.8 -0.3 -0.3

ｽｽﾞｷ ﾅﾅｺ 3m51 3m57 2m65 3m57 3m57
27 6 6202 鈴木 菜奈子(2) 叡明 -0.3 +2.0 +0.8 +2.0 +2.0

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾊ × × 3m40 3m40 3m40
28 9 3644 中嶋 優葉(1) 白岡 -0.7 -0.7 -0.7

ｲｼｶﾜ ｻﾔｶ 4m30 － － 4m30 4m30
OP 1 4512 石川 紗香(1) 越谷東 -0.5 -0.5 -0.5

ｵﾀﾞ ｶﾘﾝ r
10 3679 織田 花梨(2) 杉戸 NM

ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾅ × × ×
22 4506 小泉 璃奈(2) 越谷東 NM

凡例  NM:記録なし



 女子三段跳
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             12m96     河添　千秋(愛媛・松山北)              2018

埼玉県高校記録(SHR)          12m79     田中　美憂(埼玉・松山女)              2021

大会記録(GR)                 11m76     海藤　夏姫(埼玉・昌平)                2020 9月10日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗ 10m40 9m92 9m67 10m40 8 9m99 10m07 10m21 10m40
1 19 365 清水 さくら(2) 越ヶ谷 +2.5 +1.0 +0.8 +2.5 +1.3 -0.5 +2.2 +2.5

ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾅ 9m67 10m04 9m86 10m04 7 9m96 × 10m19 10m19
2 17 4506 小泉 璃奈(2) 越谷東 +2.9 +1.3 +0.6 +1.3 +2.1 +2.8 +2.8

ｱｲﾀﾞ ｻﾅ 9m82 9m87 － 9m87 5 10m06 9m54 9m51 10m06
3 18 3604 相田 咲菜(2) 春日部東 +2.8 +0.8 +0.8 +2.7 +1.1 +2.3 +2.7

ｳｼﾔﾏ ﾏﾘﾅ 9m89 × 9m54 9m89 6 9m71 9m64 9m64 9m89
4 16 255 牛山 茉奈(2) 不動岡 +2.2 +0.8 +2.2 +2.1 +1.1 +3.4 +2.2

ﾇﾏｼﾞﾘ ﾅﾅ 9m29 9m22 9m44 9m44 4 9m33 9m82 9m54 9m82
5 5 2856 沼尻 奈々(1) 春日部共栄 +0.2 -0.1 +0.8 +0.8 +2.3 +1.8 +2.9 +1.8

ｻﾉ ﾋﾅ 9m11 9m41 9m05 9m41 3 9m21 9m56 9m69 9m69
6 11 604 佐野 妃菜(2) 杉戸農 +1.6 +1.4 +0.7 +1.4 +3.0 +0.8 +1.9 +1.9

ｾｷﾈ ｻﾎ 9m04 8m99 9m27 9m27 1 9m15 9m47 9m49 9m49
7 12 3682 関根 彩帆(1) 杉戸 +1.3 -0.7 +1.2 +1.2 +2.9 +1.6 +0.6 +0.6

ｺｲｽﾞﾐ ｼﾕｳ 9m07 9m28 9m16 9m28 2 8m70 9m00 9m33 9m33
8 10 4516 小泉 心優(1) 越谷東 +0.7 +1.6 +2.2 +1.6 +3.6 +1.2 +1.7 +1.7

ﾌﾙｶﾜ ﾏｲ 9m15 8m94 8m96 9m15 9m15
9 15 4505 古川 真衣(2) 越谷東 +2.6 +0.9 +0.8 +2.6 +2.6

ｶﾜﾏﾀ ｱﾝｼﾞｭ 8m88 9m04 9m04 9m04 9m04
10 14 4670 川俣 杏樹(1) 花咲徳栄 +2.0 +0.8 +1.6 +0.8 +0.8

ｼﾗｲｼ ﾐｻｷ 8m92 8m77 8m75 8m92 8m92
11 7 6181 白石 海咲(1) 叡明 +0.6 +0.4 +0.6 +0.6 +0.6

ﾉﾑﾗ ﾘｵ 8m86 8m13 8m91 8m91 8m91
12 9 2886 野村 莉央(1) 獨協埼玉 +1.4 -0.1 +1.4 +1.4 +1.4

ｲｼｶﾜ ﾕｷﾉ 8m26 8m51 8m81 8m81 8m81
13 2 4656 石川 由季乃(1) 花咲徳栄 +1.5 +1.0 +1.1 +1.1 +1.1

ｼﾝﾄﾞｳ ﾕﾒﾅ 8m45 8m78 × 8m78 8m78
14 3 3813 進藤 夢菜(2) 羽生一 +1.9 +0.4 +0.4 +0.4

ﾅﾐｵｶ ﾓﾓﾉ 8m64 8m57 8m55 8m64 8m64
15 4 1306 浪岡 桃乃(1) 草加 +1.3 +0.3 -0.7 +1.3 +1.3

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾐｻｷ r
1 4659 海老沼 美咲(1) 花咲徳栄 NM

ｷﾑﾗ ﾊﾅｺ r
6 2852 木村 羽菜(2) 春日部共栄 NM

ｵﾀﾞ ｶﾘﾝ r
8 3679 織田 花梨(2) 杉戸 NM

ﾀﾅｲ ﾕｲﾅ r
13 254 棚井 優衣奈(2) 不動岡 NM

凡例  NM:記録なし



 女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             15m70     郡　菜々佳(大阪・東大阪大敬愛)        2015

埼玉県高校記録(SHR)          15m27     大野　史佳(埼玉・西武台)              2018

大会記録(GR)                 13m08     熊川　美保(埼玉・草加南)              1981 9月9日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｼﾞﾀ ﾊﾔﾉ 〇 〇 〇

1 9 262 梶田 颯乃(1) 不動岡 7m98 8m16 8m16 8m74 8m74

ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ

2 8 3846 大久保 結菜(1) 鷲宮 × 7m45 7m47 7m47 7m71 7m95 8m28 8m28

ﾖｼﾊﾞﾎﾉｶ 〇 〇

3 10 4180 吉場穂乃翔(2) 三郷北 7m74 8m00 8m00 7m97 8m09 8m09

ｵｵｷ ﾏﾅｶ 〇 〇 〇 〇

4 7 404 大木 愛香(1) 久喜 6m95 7m36 7m36 7m36

ｺｾｷ ﾙｲ 〇

5 5 6186 小関 瑠衣(1) 叡明 6m53 6m77 6m77 6m64 6m96 7m01 7m01

ﾃﾗｼﾞﾏ ﾐﾅ 〇 〇 〇

6 4 6184 寺島 聖奈(2) 叡明 5m91 6m47 6m86 6m86 6m86

ｲｼﾂﾞｶ ﾚｲﾗ 〇 〇

7 6 2320 石塚 レイラ(1) 八潮 4m28 5m96 5m96 6m06 6m03 6m06

ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 〇 〇 〇

8 1 6183 高橋 芽生(1) 叡明 5m03 5m62 5m56 5m62 5m62

ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔｶ 〇

9 3 4751 長島 朱椛(2) 草加西 4m74 5m33 5m33 5m33

ｺﾅｶ ﾕｲｶ

10 2 3334 小中 結花(1) 三郷 × 5m14 5m20 5m20 5m20



 女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             54m00     齋藤　真希(山形・鶴岡工)              2019

埼玉県高校記録(SHR)          48m54     中西　美代子(埼玉・埼玉栄)            1994

大会記録(GR)                 37m86     熊川　美保(埼玉・草加南)              1981 9月10日 12:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾙｶﾜ ﾏﾕ 〇

1 17 124 春川 真優(2) 春日部女 21m64 23m30 × 23m30 24m32 26m67 26m67

ｶｼﾞﾀ ﾊﾔﾉ 〇 〇

2 15 262 梶田 颯乃(1) 不動岡 22m29 23m38 23m38 × × 23m38

ｱｻｶ ｻﾕﾘ 〇

3 18 398 浅香 沙優麗(2) 久喜 × 22m92 × 22m92 23m07 23m30 23m30

ｻｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ

4 14 125 指村 望(2) 春日部女 18m26 19m91 20m36 20m36 20m38 × 21m15 21m15

ｱﾝｻﾞｲ ｱｵｲ

5 16 394 安西 葵(2) 久喜 21m01 × × 21m01 × × × 21m01

ﾀﾅｶ ｺﾄﾉ 〇 〇 〇

6 9 2851 田中 琴乃(2) 春日部共栄 18m85 × 18m85 20m49 20m49

ｺﾊﾞﾔｼ ｻｴ

7 11 1309 小林 咲愛(1) 草加 × 17m51 19m48 19m48 × 19m87 20m18 20m18

ﾂﾁｶﾜ ｼｵﾘ 〇 〇 〇 〇

8 13 135 土川 栞(1) 春日部女 18m43 18m43 × 18m43

ｵﾀﾞｶ ﾕｽﾞﾈ

9 12 1501 尾髙 柚音(2) 羽生実 × 18m21 × 18m21 18m21

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾙﾘ 〇

10 7 4544 松澤 瑠莉(2) 宮代 16m16 17m31 17m31 17m31

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 〇 〇

11 5 2734 山口 美月(1) 春日部工 16m13 16m13 16m13

ｻﾄｳﾕｲ 〇

12 2 4178 佐藤ゆい(2) 三郷北 15m22 15m99 15m99 15m99

ﾖｼﾊﾞﾎﾉｶ

13 3 4180 吉場穂乃翔(2) 三郷北 12m96 × 15m51 15m51 15m51

ｲｼﾂﾞｶ ﾚｲﾗ 〇

14 8 2320 石塚 レイラ(1) 八潮 15m14 15m17 15m17 15m17

ﾄﾄﾞｺﾛ ｾｲﾅ

15 6 4657 冨所 星那(2) 花咲徳栄 × × 11m00 11m00 11m00

ｸｻﾊﾗ ﾏﾄﾞｶ

16 4 2853 草原 円(2) 春日部共栄 × 10m83 × 10m83 10m83

ﾀｶｻｷ ｺｺ 〇

OP 1 134 髙﨑 恋々(1) 春日部女 × 15m23 15m23 15m23

ｵｸﾀﾞ ﾋﾅ

10 1503 奥田 妃奈(2) 羽生実 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             62m88     村上　来花(青森・弘前実)              2021

埼玉県高校記録(SHR)          56m84     関口　清乃(埼玉・進修館)              2016

大会記録(GR)                 43m04     磯田　実華(埼玉・春日部東)            2016 9月10日 14:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾗﾔﾏ ｱﾔﾈ

1 9 403 寺山 綾音(2) 久喜 33m66 34m51 33m94 34m51 32m36 31m85 33m75 34m51

ｵﾀﾞｶ ﾕｽﾞﾈ

2 8 1501 尾髙 柚音(2) 羽生実 × 31m43 31m01 31m43 × 26m91 × 31m43

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾅ

3 4 2733 山田 綺菜(2) 春日部工 23m56 24m40 29m54 29m54 × × 25m89 29m54

ｻｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ

4 6 125 指村 望(2) 春日部女 28m76 25m82 27m55 28m76 × 27m33 28m10 28m76

ﾊﾙｶﾜ ﾏﾕ

5 5 124 春川 真優(2) 春日部女 26m89 27m91 27m56 27m91 26m51 23m93 26m89 27m91

ｼｮｳｼﾞ ﾉｿﾞﾐ

6 3 4665 東海林 希美(2) 花咲徳栄 25m24 25m98 24m63 25m98 22m60 × × 25m98

ﾂﾁｶﾜ ｼｵﾘ

7 2 135 土川 栞(1) 春日部女 × 11m14 11m03 11m14 9m18 11m90 10m16 11m90

ﾏﾂｳﾗ ｱｲﾘ

1 2286 松浦 愛理(3) 蓮田松韻 DNS
ｵｸﾀﾞ ﾋﾅ

7 1503 奥田 妃奈(2) 羽生実 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子やり投(600g)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             58m90     北口　榛花(北海道・旭川東)            2015

埼玉県高校記録(SHR)          48m70     古川　杏奈(埼玉・本庄東)              2016

大会記録(GR)                 43m92     松澤　知佳(埼玉・花咲徳栄)            2016 9月9日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 〇

1 24 4671 佐藤 和奏(1) 花咲徳栄 36m38 － 36m38 33m11 29m79 － 36m38

ﾌｸｵｶ ﾐﾊﾅ 〇

2 19 3578 福岡 未花(2) 草加南 24m67 31m03 31m03 23m60 25m70 20m85 31m03

ﾏｽﾀﾞ ｷﾗﾗ 〇

3 23 2819 増田 渚(1) 昌平 30m55 × 30m55 23m71 23m95 － 30m55

ｱｻｶ ｻﾕﾘ 〇

4 18 398 浅香 沙優麗(2) 久喜 23m48 24m75 24m75 22m75 24m49 28m04 28m04

ｺﾞﾄｳ ﾐｷ

5 16 3331 後藤 美樹(2) 三郷 × × 27m88 27m88 × 22m14 × 27m88

ｵｵﾜｷ ﾉﾄﾞｶ 〇

6 21 3606 大脇 和夏(2) 春日部東 26m45 × 26m45 24m83 23m63 26m85 26m85

ｼｮｳｼﾞ ﾉｿﾞﾐ 〇 〇

7 20 4665 東海林 希美(2) 花咲徳栄 25m72 25m72 23m55 × 23m36 25m72

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾅ 〇

8 22 2733 山田 綺菜(2) 春日部工 22m25 25m56 25m56 × 23m01 25m33 25m56

ｲｼｲ ﾏﾘﾝ 〇

9 11 3645 石井 万琳(1) 白岡 24m21 24m36 24m36 24m36

ｺｾｷ ﾙｲ

10 15 6186 小関 瑠衣(1) 叡明 19m03 21m11 22m93 22m93 22m93

ｵｵｷ ﾏﾅｶ 〇 〇

11 17 404 大木 愛香(1) 久喜 22m68 22m68 22m68

ﾀﾅｶ ｺﾄﾉ 〇 〇

12 13 2851 田中 琴乃(2) 春日部共栄 22m65 22m65 22m65

ﾜﾑﾛ ﾅｵ 〇

13 14 3579 和室 奈央(2) 草加南 × 21m72 21m72 21m72

ｻﾄｳﾕｲ 〇

14 10 4178 佐藤ゆい(2) 三郷北 16m28 19m75 19m75 19m75

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 〇

15 12 2734 山口 美月(1) 春日部工 15m33 17m81 17m81 17m81

ｷﾑﾗ ﾊﾅｺ

16 9 2852 木村 羽菜(2) 春日部共栄 12m20 17m62 × 17m62 17m62

ｼﾓｼﾞｮｳ ｺﾊﾙ 〇

17 8 5432 下城 小春(1) 久喜北陽 15m21 16m12 16m12 16m12

ﾀｶﾊｼ ﾒｲ

18 4 6183 高橋 芽生(1) 叡明 × 14m74 15m61 15m61 15m61

ﾀｶｻｷ ｺｺ 〇

19 5 134 髙﨑 恋々(1) 春日部女 12m69 15m55 15m55 15m55

ﾈｷﾞｼ ﾌﾀﾊﾞ 〇 〇

20 6 4547 根岸 双葉(1) 宮代 12m71 12m71 12m71

ｸﾗﾁ ﾏｱｻ

21 3 6187 倉地 真麻(1) 叡明 × 11m40 r 11m40 11m40

ﾑﾗﾀ ｶｽﾐ 〇

22 2 668 村田 香澄(1) 幸手桜 8m57 × 8m57 8m57

ﾀｼﾞﾏ ﾅﾅ

1 1310 田島 奈奈(1) 草加 × × × NM
ﾀﾅｲ ﾕｲﾅ

7 254 棚井 優衣奈(2) 不動岡 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



オープン女子100m
審 判 長：

記録主任：

9月10日 12:20 決　勝

決　勝　4組

1組 (風:+0.2) 2組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ﾐｳ ﾀｼﾞﾏ ﾅﾅ

1 7 2797 清水 望生(1) 昌平 12.86 1 4 1310 田島 奈奈(1) 草加 14.57
ｵｵｾﾞｷ ﾕｳｶ ｵﾉ ﾏﾘｱﾝ

2 5 139 大関 優華(3) 春日部女 12.92 2 9 4669 小野 真梨杏(1) 花咲徳栄 14.67
ｲﾉﾏﾀ ｹｲ ｲｽﾞﾓ ﾘﾝ

3 4 2817 猪股 京(1) 昌平 13.52 3 5 4518 出雲 凜(1) 越谷東 14.88
ｿﾒｶﾜ ｽﾐﾚ ﾀﾅｶ ﾕｲｺ

4 8 395 染川 純鈴(2) 久喜 13.68 4 3 3681 田中 優依子(1) 杉戸 15.02
ｽｶﾞﾔ ｶｽﾐ ｴﾋﾞﾇﾏ ﾐｻｷ

5 9 399 菅谷 佳純(1) 久喜 13.72 2 4659 海老沼 美咲(1) 花咲徳栄 DNS
ｻｻｷ ﾏﾅｶ ﾊﾗ ﾅﾅｶ

6 2 1303 佐々木 心(2) 草加 13.79 6 2796 原 菜々花(1) 昌平 DNS
ｽﾀﾞ ｱｵｲ ﾄﾄﾞｺﾛ ｾｲﾅ

7 6 4672 須田 葵(1) 花咲徳栄 13.89 7 4657 冨所 星那(2) 花咲徳栄 DNS
ｲﾜﾀ ｷﾖｶ ﾀｶﾉ ﾉｿﾞﾐ

8 1 402 岩田 淑美(2) 久喜 13.99 8 1311 高野 希実(1) 草加 DNS
ﾅｸﾞﾗ ｱﾕ

9 3 4515 名倉 歩優(1) 越谷東 14.17

3組 (風:+1.4) 4組 (風:+2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾗｼﾞﾏ ﾐﾅ ｺﾅｶ ﾕｲｶ

1 9 6184 寺島 聖奈(2) 叡明 14.30 1 6 3334 小中 結花(1) 三郷 14.67
ｷｼﾞﾏ ｻｷ ﾌｶｲ ﾋﾋﾞｷ

2 2 2560 貴島 彩葵(1) 越谷西 14.60 2 4 3283 深井 響(1) 越谷南 14.79
ｼﾓｼﾞｮｳ ｺﾊﾙ ｲｼｲ ﾏﾘﾝ

3 5 5432 下城 小春(1) 久喜北陽 14.74 3 8 3645 石井 万琳(1) 白岡 16.12
ｲｹﾀﾞ ｶﾎ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾊ

4 8 6185 池田 夏帆(2) 叡明 14.85 4 9 3644 中嶋 優葉(1) 白岡 16.83
ﾆｲﾉ ﾐﾕ ﾂｶｺｼ ﾕｳﾅ

5 4 3646 新野 未結(1) 白岡 14.88 2 4133 塚越 優那(2) 庄和 DNS
ﾅｶﾞﾗ ｾｲ ｲｼｲ ﾅｺﾞﾐ

6 6 4666 奈柄 星(2) 花咲徳栄 14.90 3 4135 石井 和(1) 庄和 DNS
ｺﾞﾄｳ ﾐｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｻｴ

3 3331 後藤 美樹(2) 三郷 DNS 5 1309 小林 咲愛(1) 草加 DNS
ｱｵﾔｷﾞ ﾐﾜ ｲｼｶﾜ ﾕｷﾉ

7 4653 青柳 美和(1) 花咲徳栄 DNS 7 4656 石川 由季乃(1) 花咲徳栄 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン女子3000m
審 判 長：

記録主任：

9月9日 14:35 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾆｼ ﾘﾝｶ

1 10 2809 仲西 梨花(3) 昌平 9:41.34
ｴﾋﾞﾅ ｶﾉﾝ

2 2 2804 蛯名 夏音(3) 昌平 9:43.98
ｺﾞﾄｳ ﾏｵ

3 12 2805 後藤 舞桜(3) 昌平 10:17.58

ﾀｶﾄﾞｲ ｱﾐ

4 13 136 高土居 彩美(3) 春日部女 11:20.34

ｻﾄｳ ｺﾄﾈ

5 11 138 佐藤 光和音(3) 春日部女 11:27.94

ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾐ

6 9 2801 長谷川 あみ(2) 昌平 11:30.03

ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｵｲ

7 8 2287 萩原 碧依(3) 蓮田松韻 12:15.44

ｲｿﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ

3 2803 磯部 葉月(3) 昌平 DNF
ｻﾄｳ ｱﾔﾈ

4 2807 佐藤 彩乃(3) 昌平 DNF
ｽｽﾞｷ ﾋﾅ

5 2808 鈴木 陽渚(3) 昌平 DNF
ﾀﾀﾞ ﾚﾅ

1 2816 多田 玲菜(2) 昌平 DNS
ｶﾜﾉ ｲﾂｷ

6 2806 河野 和咲(1) 昌平 DNS
ﾀｹｳﾁ ﾙﾝ

7 2795 竹内 瑠音(1) 昌平 DNS
ﾗﾌﾏﾝ ｼﾌｧ

14 5434 ラフマン シファ(3) 久喜北陽 DNS
ﾀｶﾄﾞｲ ﾐｷ

15 137 高土居 美貴(3) 春日部女 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権


