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日付 種目

三井 一輝(3) 10.69 堤 大翔(2) 11.05 工藤 晴斗(2) 11.16 森 航至郎(2) 11.21 黒田 晴斗(3) 11.29 中村 拓翔(3) 11.30 安藤 優貴(2) 11.31 坂田 真之介(2) 11.41
春日部 春日部東 花咲徳栄 春日部 越谷東 昌平 花咲徳栄 昌平
李 奎虎(3) 11.46(+2.0) 鳩貝 相太(2) 11.54(+2.0) 西山 兼人(2) 11.55(-2.1) 北原 琳汰朗(3) 11.66(-2.1) 中村 有輝(3) 11.70(+2.0) 渡部 勘太(2) 11.72(-0.4) 松本 大翔(1) 11.74(-2.0)
花咲徳栄 昌平 昌平 昌平 草加東 花咲徳栄 花咲徳栄

佐津川 碧空(2) 11.74(-0.4)
花咲徳栄

三井 一輝(3) 22.18 野田 葵介(2) 22.45 江口 大裕(3) 22.72 豊嶋 一琉(3) 22.89 安藤 優貴(2) 22.93 齊木 悠斗(2) 23.15 青葉 錬(3) 23.28 鳩貝 相太(2) 23.38
春日部 春日部 草加南 杉戸 花咲徳栄 昌平 越谷西 昌平
万木 大夢(3) 49.05 野田 葵介(2) 49.71 豊嶋 一琉(3) 49.94 江口 大裕(3) 50.20 鈴木 志晏(2) 51.39 堺 啓樹(2) 51.47 斎藤 光起(3) 51.89 高石 飛翔(2) 53.88
昌平 春日部 杉戸 草加南 花咲徳栄 越谷西 越ヶ谷 庄和
須藤 遼(3) 1:56.47 荒木 陸空(3) 1:57.78 野呂  日向汰(3) 1:58.24 古矢 蓮(3) 1:58.58 須加 彩人(2) 1:59.15 山田 凱斗(2) 2:00.30 坂上 遥祐(3) 2:01.59 堀江 輝(2) 2:02.02
春日部 越谷北 鷲宮 蓮田松韻 花咲徳栄 花咲徳栄 越ヶ谷 越谷南
上野 隼弥(3) 3:59.74 飯山 翔(3) 4:01.01 石川 郁弥(2) 4:02.63 小笠原 壮良(3) 4:04.63 伊藤 幸太郎(3) 4:05.93 西井戸 快(2) 4:08.30 小林 侑世(2) 4:08.31 植木 丈琉(2) 4:09.61
花咲徳栄 不動岡 花咲徳栄 昌平 春日部 花咲徳栄 春日部東 春日部
磯部 耀太(1) 9:10.84 松山 潤(1) 9:15.74 藤井 智也(1) 9:24.99 須佐 栄太(2) 9:28.75 礒野 亘(3) 9:35.15 横田 覇空斗(1) 9:41.12 逸見 理功(1) 9:41.18 園田 青空(2) 9:42.77
花咲徳栄 花咲徳栄 花咲徳栄 春日部共栄 春日部 花咲徳栄 花咲徳栄 春日部
小笠原 壮良(3) 14:58.19 生駒 直幸(3) 15:11.19 内田 直希(3) 15:23.10 伊藤 幸太郎(3) 15:23.85 榎本 蒼空(2) 15:28.53 佐々木 大輝(1) 15:37.69 小林 侑世(2) 15:38.51 飯山 翔(3) 15:45.25
昌平 花咲徳栄 春日部 春日部 花咲徳栄 花咲徳栄 春日部東 不動岡
工藤 晴斗(2) 15.30 西山 兼人(2) 15.39 伊藤 慎太郎(3) 15.57 土橋 拓和(3) 15.98 染谷 捷太(3) 16.02 日下部 功弥(3) 16.04 田口 祐一朗(2) 16.15 澁谷 歩夢(3) 16.23
花咲徳栄 昌平 昌平 越ヶ谷 春日部東 不動岡 昌平 久喜北陽
石田 蒼空(3) 55.80 草野 拓登(2) 55.95 日下部 功弥(3) 56.18 田口 祐一朗(2) 56.27 黛 渓太(3) 57.16 松本 剛(3) 59.60 神 侑晟(2) 1:00.35
春日部共栄 春日部東 不動岡 昌平 春日部東 花咲徳栄 花咲徳栄
山田 翔太(2) 9:53.76 平林 樹(3) 9:56.29 若林 凌汰(3) 10:01.16 浅見 咲哉(3) 10:10.35 相楽 理央(3) 10:10.43 新井 健斗(2) 10:15.19 生貝 英翔(2) 10:19.30 星野 信玄(3) 10:21.90
春日部東 春日部 花咲徳栄 越谷北 花咲徳栄 春日部 不動岡 蓮田松韻
山本 靜空(3) 23:55.05 移川 玄徳(3) 24:02.47 三上 司(3) 24:19.04 滝田 格一朗(3) 24:45.65 金子 幸世(3) 24:51.23 川村 侑矢(2) 24:52.98 飯高 史章(3) 28:07.66
春日部東 春日部 宮代 春日部 羽生一 蓮田松韻 春日部
戸井 隆太郎(2) 24:10.85 先﨑 匠(2) 24:30.93
春日部 春日部
昌平 43.21 花咲徳栄 43.22 春日部東 43.34 越谷西 43.99 杉戸 44.75 不動岡 44.99 羽生一 45.08
坂田 真之介(2) 早川 栄作(3) 長田 昴己(3) 大學 諒也(2) 土屋  匠登(3) 松本 直弥(2) 長谷川 史温(1)
中村 拓翔(3) 安藤 優貴(2) 堤 大翔(2) 武藤 和樹(3) 阪谷  倭(3) 大谷 一心(3) ワタナベ 太一(3)
北原 琳汰朗(3) 工藤 晴斗(2) 草野 拓登(2) 海老原 彦輝(3) 門井  伶都(3) 小林 稜(2) 永嶋 心翔(3)
齊木 悠斗(2) 佐々木 悠真(3) 染谷 捷太(3) 手金 裕嗣(2) 豊嶋 一琉(3) 日下部 功弥(3) 峰岸 慧(3)
昌平 3:21.96 花咲徳栄 3:22.98 春日部東 3:25.13 越谷西 3:25.30 越ヶ谷 3:28.48 鷲宮 3:29.38 獨協埼玉 3:29.84 春日部 3:29.92
楢本 雄貴(3) 松本 剛(3) 黛 渓太(3) 堺 啓樹(2) 伊澤 和真(3) 遠藤  聖也(2) 岡田 和樹(3) 佐竹 蒼人(3)
万木 大夢(3) 兒嶋 遥希(2) 草野 拓登(2) 武藤 和樹(3) 斎藤 光起(3) 野呂  日向汰(3) 三浦 樹(3) 野田 葵介(2)
渡辺 大晟(3) 鈴木 志晏(2) 染谷 捷太(3) 石原 颯泰(2) 土橋 拓和(3) 舟木  優流(3) 松本 翼(2) 森 航至郎(2)
西山 兼人(2) 松崎 僚輝(3) 堤 大翔(2) 青葉 錬(3) 坂上 遥祐(3) 遠藤  昂大(2) 橋本 光生(2) 須藤 遼(3)
角田 リコ(3) 2m00 安藤 悠都(2) 1m93 小野澤 佑(2) 1m93 山下 優人(1) 1m90 森 悠利(2) 1m90 橋本 峻(3) 1m85 地木樂 千聖(3) 1m80
八潮 宮代 昌平 昌平 花咲徳栄 昌平 越谷総技

渡邊 一輝(3) 1m90
草加西

古澤 俊介(3) 4m30 小山 優人(2) 4m20 倉田 恒輝(2) 4m20 長谷川 史温(1) 4m00 今田 望天(3) 3m80 坂本 陽亮(1) 3m60 土屋  匠登(3) 3m60
越谷南 白岡 草加南 羽生一 八潮 久喜工 杉戸

小林 稜(2) 3m60
不動岡

岩崎 裕太(2) 6m86(+3.0) 染谷 捷太(3) 6m53(+3.0) 森本 輝琉(3) 6m45(+1.2) 野口 健太(3) 6m42(-0.7) ワタナベ 太一(3) 6m31(+3.0) 川嶋 椋(3) 6m30(-0.6) 佐藤 汰祉(2) 6m25(-0.7) 武石 斗真(3) 6m21(+1.2)
八潮 公認6m72(-0.5) 春日部東 公認6m29(-0.9) 杉戸農 昌平 羽生一 公認6m21(+1.0) 昌平 越谷東 草加東
森 悠利(2) 14m16(+1.0) 岩崎 裕太(2) 14m04(+2.5) 中村 拓翔(3) 13m81(+0.8) 木暮 結平(3) 13m47(+0.3) 角田 リコ(3) 13m40(+1.1) 大谷 一心(3) 13m38(+1.9) 九法 恒太(3) 13m11(+0.4) 岩澤 昇吾(3) 12m87(+1.4)
花咲徳栄 八潮 公認13m94(-0.1) 昌平 草加 八潮 不動岡 春日部工 昌平
阿南 渉真(3) 14m97 小山 皓幹(3) 12m94 新井 真輝心(3) 12m10 小林 聖也(3) 11m82 鈴木 晃誠(3) 11m40 松村 祥吾(3) 10m98 山本 愛斗(3) 10m97 石井 零(3) 10m46
羽生実 栗橋北彩 久喜工 越谷総技 栗橋北彩 花咲徳栄 久喜北陽 三郷北
阿南 渉真(3) 38m47 小山 皓幹(3) 36m07 ズッシ 怜旺(3) 34m39 山﨑 利明(3) 32m05 小林 聖也(3) 31m91 西田 尚也(3) 31m77 多田 和弘(2) 30m48 山影 瑠風(3) 29m15
羽生実 栗橋北彩 杉戸 草加南 越谷総技 春日部東 羽生一 草加南
阿南 渉真(3) 53m75 田頭 恵悟(3) 45m29 西田 留唯(3) 41m84 鈴木 晃誠(3) 38m76 長島 輝斗(3) 36m92 岡田 大翔(3) 34m20 小山 皓幹(3) 32m76 海老原 仁(2) 31m76
羽生実 越谷西 羽生実 栗橋北彩 栗橋北彩 越谷西 栗橋北彩 蓮田松韻
松村 祥吾(3) 53m27 田中  翔(3) 47m90 山口 わと(3) 44m33 別井  柊哉(3) 44m22 小林 夢明(3) 43m39 地木樂 千聖(3) 42m90 野口 生(3) 42m48 小久保 秀紀(3) 40m38
花咲徳栄 鷲宮 春日部共栄 鷲宮 八潮南 越谷総技 杉戸農 昌平
野口 健太(3) 4769点 新井 颯真(2) 4105点 太田 蒼志(3) 4021点 小久保 秀紀(3) 3988点 蛭田 公輔(2) 3837点 境 ディラン(3) 3727点 栁本 裕貴(2) 3647点 橋本 匠海(2) 3349点
昌平 春日部東 春日部東 昌平 花咲徳栄 三郷 羽生一 花咲徳栄

11.72(-0.6)-5m25(+0.8)-6m93-57.03

19.19(-1.4)-20m50-1m40-5:13.11

11.76(+0.2)-5m89(-0.7)-6m67-52.97

20.28(-0.9)-30m29-1m45-4:49.50

11.67(+0.2)-5m37(+1.0)-6m68-51.95

19.41(-0.9)-17m71-1m55-4:55.63

11.66(-0.6)-5m69(+1.4)-5m84-56.39

18.03(-0.9)-31m62-1m65-5:57.07

12.10(-0.6)-5m74(+1.2)-6m76-53.83

20.32(-1.4)-38m55-1m75-4:41.18

11.74(+0.2)-5m53(+1.0)-9m07-53.81

17.73(-0.9)-28m98-1m55-5:11.90

11.98(-0.6)-5m83(+3.1)-7m96-54.62

18.93(-1.4)-39m20-1m45-4:55.99

4月25日 男子ハンマー投(6.000kg)

4月24日 男子やり投(800g)

11.74(-0.6)-6m47(+1.2)-9m95-52.63

16.70(-1.4)-37m55-1m70-4:55.16

4月23日
～24日

男子八種競技

4月25日 男子三段跳

4月24日 男子砲丸投(6.000kg)

4月23日 男子円盤投(1.750kg)

4月23日 男子棒高跳

4月23日 男子走幅跳

4月25日 男子4X400mR

4月24日 男子走高跳

4月23日 男子5000mW

4月23日 オープン男子5000mW

4月24日 男子4X100mR

4月25日
男子110mH(1.067m)

風：-0.9

4月24日 男子400mH(0.914m)

4月25日 男子3000mSC(0.914m)

4月23日 男子1500m

4月25日 オープン男子3000m

4月24日 男子5000m

4月25日
男子200m
風：-2.3

4月23日 男子400m

4月25日 男子800m

4月23日 オープン男子100m

令和３年度学校総合東部地区 【21111503】
しらこばと運動公園競技場 【113120】
2021/04/23 ～ 2021/04/25

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

4月24日
男子100m
風：-1.0



坂本 優(3) 12.36 髙橋 侑希(3) 12.40 後藤 智南(3) 12.42 飯久保 南美(3) 12.70 小山 優香(3) 12.73 小澤 ののか(3) 12.80 岡田 裕佳(2) 12.84 八巻 実優(3) 12.88
花咲徳栄 昌平 春日部東 春日部東 不動岡 花咲徳栄 花咲徳栄 不動岡
赤沢アコスア はな(2) 13.33(-3.1) 石井 花奈(2) 13.39(-3.1) 大口 未結花(2) 13.52(-3.1) 小林 穂花(1) 13.62(-3.0) 町井 佳純(3) 13.78(-3.1) 伊藤 愛華(1) 13.83(-3.1) 島田 麻央(2) 13.84(-2.7) 細川 夏音(2) 13.90(-3.0)
昌平 花咲徳栄 花咲徳栄 昌平 不動岡 昌平 花咲徳栄 春日部東
坂本 優(3) 26.02 飯久保 南美(3) 26.49 髙橋 侑希(3) 26.63 小澤 ののか(3) 26.77 石井 花奈(2) 26.84 八巻 実優(3) 27.51 栗原 碧咲(3) 27.73 南部 和奏(2) 28.06
花咲徳栄 春日部東 昌平 花咲徳栄 花咲徳栄 不動岡 草加南 獨協埼玉
柿﨑 眸(3) 59.54 大竹 陽咲(3) 1:01.40 海老原 聖花(3) 1:02.48 南部 和奏(2) 1:03.08 宮崎 眞希(3) 1:03.88 遠藤  春奈(3) 1:04.91 小杉 友美(2) 1:05.08
花咲徳栄 昌平 昌平 獨協埼玉 草加 鷲宮 花咲徳栄
丹羽 遥奈(3) 2:11.77 境 真衣(3) 2:15.58 鈴木 陽渚(2) 2:16.30 柿﨑 眸(3) 2:18.04 大橋 雪奈(1) 2:25.32 葛貫 由花(3) 2:27.80 ラフマン シファ(2) 2:29.79 戸田 さくら(3) 2:31.14
昌平 GR 昌平 昌平 花咲徳栄 不動岡 開智未来 久喜北陽 獨協埼玉
境 真衣(3) 4:36.70 神林 由乃(3) 4:37.40 丹羽 遥奈(3) 4:38.49 蓮實 芳乃葉(3) 4:55.41 大橋 雪奈(1) 5:03.54 松尾 智亜希(2) 5:05.00 鈴木 若菜(1) 5:07.88 ラフマン シファ(2) 5:11.67
昌平 昌平 昌平 越谷北 不動岡 越谷北 草加南 久喜北陽
木下 紗那(3) 9:53.11 仲西 梨花(2) 9:56.81 清水 杏夏(3) 10:25.50 蓮實 芳乃葉(3) 10:35.07 松尾 智亜希(2) 10:48.30 高根澤 小牧(3) 11:21.83 新沼 心優(2) 11:24.46 石井 歌恩(3) 11:35.71
昌平 昌平 昌平 越谷北 越谷北 花咲徳栄 越谷西 春日部女
後藤 智南(3) 14.50 赤沢アコスア はな(2) 14.53 土屋 柚歌(3) 15.37 加藤 玲来(3) 15.40 小林 穂花(1) 15.77 横塚 栞(3) 16.20 川鍋 花奈乃(2) 17.74
春日部東 昌平 昌平 春日部東 昌平 花咲徳栄 越ヶ谷
新戸 怜音(3) 1:03.57 加藤 玲来(3) 1:04.08 土屋 柚歌(3) 1:04.11 増田 小桃(2) 1:10.65 樋江井 鈴夏(3) 1:11.90 細川 夏音(2) 1:14.38 城間 奏羽(2) 1:15.95 髙橋 萌乃叶(3) 1:17.19
花咲徳栄 春日部東 昌平 不動岡 春日部東 春日部東 越谷南 春日部女
金谷 咲奈(3) 27:53.92 遊馬 歩翔(2) 28:30.78 坂口 友理(3) 32:38.00 高土居 美貴(2) 37:32.89 高土居 彩美(2) 37:52.19
不動岡 久喜 獨協埼玉 春日部女 春日部女
花咲徳栄 48.30 春日部東 48.70 不動岡 50.00 鷲宮 50.90 草加南 51.67 久喜 52.08 獨協埼玉 52.93
小澤 ののか(3) 澁谷 愛(3) 小山 優香(3) 斉藤  苺香(2) 山崎 結美(2) 藤井 香怜(2) 坂本 真優(3)
新戸 怜音(3) 後藤 智南(3) 八巻 実優(3) 遠藤  春奈(3) 五味 樹梨亜(2) 山口 るい(2) 南部 和奏(2)
坂本 優(3) 小沼 凜音(3) 大塚 彩南(3) 谷之口 美唯(3) 河原 瑚晏(2) 金井 凛(2) 内山 京香(2)
岡田 裕佳(2) 飯久保 南美(3) 町井 佳純(3) 黒田  理桜(3) 栗原 碧咲(3) 加茂 ひなの(3) 樋泉 里奈子(3)
昌平 3:58.45 花咲徳栄 3:59.73 春日部東 4:12.31 草加 4:13.69 鷲宮 4:16.74 草加南 4:18.31 不動岡 4:20.43 獨協埼玉 4:24.25
大竹 陽咲(3) 小澤 ののか(3) 樋江井 鈴夏(3) 赤澤 花苗(2) 斉藤  苺香(2) 五味 樹梨亜(2) 粟屋 澪(3) 南部 和奏(2)
土屋 柚歌(3) 小杉 友美(2) 飯久保 南美(3) 宮崎 眞希(3) 遠藤  春奈(3) 栗原 碧咲(3) 八巻 実優(3) 戸田 さくら(3)
海老原 聖花(3) 柿﨑 眸(3) 小沼 凜音(3) 筒井 夏希(2) 谷之口 美唯(3) 河原 瑚晏(2) 町井 佳純(3) 坂本 真優(3)
赤沢アコスア はな(2) 新戸 怜音(3) 後藤 智南(3) 前田 向日葵(3) 指出  いずみ(3) 山崎 結美(2) 小山 優香(3) 樋泉 里奈子(3)
櫻井 架希(3) 1m64 前田 向日葵(3) 1m55 町田 瑠璃華(1) 1m50 水上 侑香(2) 1m50 小川 梨夏(3) 1m50 田畑 愛海(3) 1m45 須藤 和泉(3) 1m45 新井 千晴(3) 1m45
昌平 草加 不動岡 越谷北 春日部東 松伏 春日部東 春日部女
関口 彩貴(3) 3m40 松村 遥香(3) 3m20 山口 悠来(2) 3m10 根本 萌衣(2) 2m90 馬場 ひなた(1) 2m70 岩田 淑美(1) 2m60 龍地 美月(3) 2m40
不動岡 春日部女 白岡 越谷南 草加南 久喜 不動岡

浅山 優花(3) 2m40
八潮

海藤 夏姫(3) 5m51(+0.1) 鈴木 麻衣香(2) 5m34(+2.7) 黒田  理桜(3) 5m12(+2.0) 塩谷 文音(3) 5m11(+3.1) 小沼 凜音(3) 5m06(+2.2) 廣田 夢(3) 5m02(+2.2) 大口 未結花(2) 5m00(-2.7) 横塚 栞(3) 4m84(+2.0)
昌平 昌平 公認5m28(+1.6) 鷲宮 春日部女 公認4m91(+2.0) 春日部東 公認4m90(+2.0) 春日部女 公認4m97(+0.9) 花咲徳栄 花咲徳栄
海藤 夏姫(3) 11m77(-1.4) 大口 未結花(2) 10m73(+0.7) 塩谷 文音(3) 10m72(+0.5) 須藤 和泉(3) 10m60(-0.9) 小沼 凜音(3) 10m04(-0.8) 生井 優希(2) 10m03(-1.2) 大久保 佑莉(2) 9m90(+0.9) 廣田 夢(3) 9m88(-2.3)
昌平 GR 花咲徳栄 春日部女 春日部東 春日部東 栗橋北彩 春日部女 春日部女
田中 水樹(3) 10m31 杉野 雅(3) 9m24 田中 夢桜(2) 8m95 アヘゴ オリビア デデ(3) 8m92 原田 美恵(2) 8m40 瀬能 百香(3) 8m37 松浦 愛理(2) 8m20 正能 椎帆(3) 7m96
久喜 杉戸農 栗橋北彩 春日部女 不動岡 春日部東 蓮田松韻 花咲徳栄
杉野 雅(3) 28m54 原田 美恵(2) 28m24 田中 水樹(3) 26m13 松浦 愛理(2) 26m07 菊池 まなみ(3) 24m51 菊原 麗華(3) 23m69 正能 椎帆(3) 22m84 秋山 りりあ(2) 20m99
杉戸農 不動岡 久喜 蓮田松韻 春日部女 草加東 花咲徳栄 羽生一
アヘゴ オリビア デデ(3) 22m80 菊池 まなみ(3) 21m84 石川 琴心(3) 21m05 松浦 愛理(2) 20m72 田中 夢桜(2) 18m28 尾髙 柚音(1) 17m58
春日部女 春日部女 春日部女 蓮田松韻 栗橋北彩 羽生実
田原 薫(3) 35m81 瀬能 百香(3) 35m14 田中 夢桜(2) 34m42 中村 愛百美(3) 33m75 秋山 りりあ(2) 31m78 川村 璃咲(2) 28m37 アヘゴ オリビア デデ(3) 26m99 田辺 佳桜(3) 25m77
開智未来 春日部東 栗橋北彩 八潮 羽生一 獨協埼玉 春日部女 獨協埼玉
赤堀 空来(1) 3849点 金子 新菜(3) 3630点 横塚 栞(3) 3513点 安達 妃菜(2) 3039点
昌平 GR 昌平 花咲徳栄 春日部東

対抗得点 男子総合 花咲徳栄 118.5点 昌平 107点 春日部 84点 春日部東 77点 八潮 31点 羽生実 30点 栗橋北彩 29点 不動岡 26.5点
対抗得点 女子総合 昌平 166点 花咲徳栄 93点 春日部東 92点 春日部女 68点 不動岡 63.5点 久喜 27点 越谷北 22点 獨協埼玉 20点

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし

4月24日 女子やり投(600g)

15.78(+1.2)-1m30-6m42-26.70(+0.7)

4m53(-0.2)-17m72-2:33.91

16.50(+1.2)-1m40-7m00-27.15(+0.7)

4m47(+0.3)-NM-2:54.47

15.20(+1.2)-1m59-8m61-27.38(+0.7)

4m89(0.0)-5m44-2:34.79

4月25日 女子砲丸投(4.000kg)

4月24日
～25日

女子七種競技
16.73(+1.2)-1m50-7m61-29.64(+0.7)

4m90(-0.6)-29m79-2:46.98

4月23日 女子円盤投(1.000kg)

4月25日 女子ハンマー投(4.000kg)

4月25日 女子4X400mR

4月23日 女子走幅跳

4月25日 女子三段跳

4月24日 女子400mH(0.762m)

4月25日 女子走高跳

4月24日 女子棒高跳

4月23日 女子5000mW

4月24日 女子4X100mR

4月23日 女子1500m

4月25日 女子3000m

4月25日
女子100mH(0.840m)

風：+0.8

4月25日
女子200m
風：-4.2

4月23日 女子400m

4月25日 女子800m

4月24日
女子100m
風：+0.8

4月23日 オープン女子100m



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 4月24日 10:25 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 4月24日 13:05 準決勝

大会記録(GR)                 10.61     竹田　一平(埼玉・不動岡)              2014 4月24日 14:40 決　勝

予　選　13組1着＋11

1組 (風:-0.3) 2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

ｷﾔﾀｹ ｾｲﾔ ｻｲｷ ﾕｳﾄ

1 6 5094 喜屋武 誠也(3) 八潮南 11.65 Q 1 5 2813 齊木 悠斗(2) 昌平 11.37 Q
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ﾈｵ

2 4 2881 岡田 和樹(3) 獨協埼玉 11.72 2 6 2325 中村 寧生(3) 八潮 11.78
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾙｷ ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｷ

3 9 2333 畑山 晴稀(2) 八潮 11.80 3 7 106 稲葉 勇樹(2) 春日部 11.86
ﾀﾅｶ ﾀｲﾑ ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ

4 3 5228 田中 大夢(3) 三郷工技 12.10 4 8 2899 長谷川 蒼大(2) 獨協埼玉 12.01
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾄ ﾓﾘﾓﾄ ﾃﾙ

5 5 3815 中澤 綾斗(2) 羽生一 12.19 5 9 711 森本 輝琉(3) 杉戸農 12.13
ﾌｸﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ ﾓﾛﾊｼ ﾎﾏﾚ

6 8 1508 福田 道大(2) 春日部工 12.49 6 3 4543 諸橋 誉(2) 宮代 12.34
ｳﾁﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ ｱｶｻｶ ｼｭﾝｽｹ

7 2 348 内田 昴(2) 越ヶ谷 12.54 7 2 3823 赤坂 俊輔(2) 羽生一 12.46
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ ｶﾙﾊﾞﾊﾙ ｹﾝﾏﾁｭｰ

8 7 2556 村上 大希(3) 越谷西 12.70 4 4744 カルバハル ケンマチュー(2) 草加西 DNS

3組 (風:+0.6) 4組 (風:-0.7)

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

ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ ｻｶﾀ ｼﾝﾉｽｹ

1 6 92 三井 一輝(3) 春日部 10.81 Q 1 5 2793 坂田 真之介(2) 昌平 11.50 Q
ﾏﾂｶｾﾞ ｼｭｳﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ

2 1 3638 松風 秀斗(3) 白岡 11.78 2 7 218 松本 直弥(2) 不動岡 11.72
ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ ﾊﾁﾔ ﾘｮｳ

3 7 3245 飯島 寛之(1) 開智未来 12.03 3 4 4181 蜂谷 凌(3) 三郷北 11.90
ﾊﾗ ﾊﾙｷ ｺﾝﾉ ﾀﾞｲﾁ

4 4 1501 原 温紀(2) 春日部工 12.06 4 6 3617 今野 大地(2) 春日部東 11.97
ｲﾏｳｼ ﾊﾙﾄ ｾｷﾈ ｼｭﾝ

5 9 230 今丑 陽大(2) 不動岡 12.06 5 8 4746 関根 舜(2) 草加西 11.98
ﾔﾀ ﾀｶﾋﾛ ﾀｼﾛ ﾉｿﾞﾐ

6 8 4165 矢田 貴大(2) 草加東 12.16 6 9 5092 田代 希(2) 八潮南 12.15
ｲﾅｹﾞ ｼﾘｭｳ ｺﾞｳｳｺﾝ ｼﾝﾕｳ

7 5 3331 稲毛 子竜(3) 三郷 12.23 7 3 3636 郷右近 晋優(3) 白岡 12.24
ｺﾔﾏ ｹｲｺﾞ ｶﾈｺ ﾊﾙﾑﾈ

8 3 1661 小山 桂吾(2) 久喜工 12.65 8 2 5440 金子 玄宗(2) 久喜北陽 12.90
ﾔｷﾞ ｺﾀﾛｳ

9 2 580 八木 虎太郎(1) 羽生実 14.32

5組 (風:+1.1) 6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

ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ

1 5 4518 黒田 晴斗(3) 越谷東 11.17 Q 1 4 2804 中村 拓翔(3) 昌平 11.20 Q
ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾘｮｳﾔ ﾀｶﾊｼ ﾀﾂｷ

2 4 2569 大學 諒也(2) 越谷西 11.44 q 2 6 3688 高橋 龍紀(2) 杉戸 11.70 q
ﾊﾏ ｶｽﾞｷ ﾀｶﾊｼ ｻｸﾔ

3 6 3842 濱 一希(3) 鷲宮 11.66 q 3 5 4164 髙橋 咲也(2) 草加東 11.71
ﾜｸｲ ﾀｲｷ ﾔｼﾏ ｲﾂﾙ

4 9 5222 涌井 大希(3) 三郷工技 11.89 4 3 4131 八島 一瑠(3) 庄和 11.79
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ ｻｶﾀ ﾐﾂﾄｼ

5 7 4745 鈴木 佑哉(2) 草加西 12.09 5 8 4185 坂田 光駿(2) 三郷北 11.82
ｾｷ ｼﾞｭﾝｾｲ ｲﾉ ﾘｮｳｶﾞ

6 8 5436 関 純正(3) 久喜北陽 12.33 6 7 2133 猪野 凌雅(3) 吉川美南 12.29
ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｷ ｶﾏﾀ ｺｳｽｹ

7 2 2305 住友 祐樹(2) 蓮田松韻 12.67 7 9 3251 鎌田 航輔(1) 開智未来 12.86
ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｷ ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ

8 3 5320 松村 遥輝(1) 越谷総技 13.61 8 2 760 影山 暁洋(2) 幸手桜 13.01

凡例  DNS:欠場



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 4月24日 10:25 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 4月24日 13:05 準決勝

大会記録(GR)                 10.61     竹田　一平(埼玉・不動岡)              2014 4月24日 14:40 決　勝

予　選　13組1着＋11

7組 (風:+1.0) 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

ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

1 4 3611 堤 大翔(2) 春日部東 11.45 Q 1 4 4673 工藤 晴斗(2) 花咲徳栄 11.22 Q
ｵｻﾅｲ ﾊﾔﾄ ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ

2 6 5313 小山内 捷翔(3) 越谷総技 11.74 2 7 2884 阿部 燎平(3) 獨協埼玉 11.60 q
ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｳｽｸﾗ ﾕｳﾄ

3 7 5431 内田 翔大(3) 久喜北陽 11.90 3 6 3582 臼倉 佑隼(2) 草加南 12.00
ｲｼｶﾜ ｷｮｳｾ ｻｶﾀﾆ ﾔﾏﾄ

4 9 758 石川  響世(2) 幸手桜 12.15 4 5 3663 阪谷  倭(3) 杉戸 12.11
ﾆｼﾓﾘ ｺｳｶﾞ ｶｷﾇﾏ ｹｲ

5 5 4503 西森 恒嘉(2) 越谷東 12.17 5 8 714 柿沼 慶(3) 杉戸農 12.36
ﾎｼﾉ ｾﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾚｶﾞ

6 8 3583 星野 星凪(2) 草加南 12.17 6 3 2135 山田 怜雅(3) 吉川美南 12.43
ｵﾊﾞﾀ ｴﾝﾕｳ ｲｶﾞﾗｼ ﾄｳﾏ

7 3 1566 小幡 縁侑(2) 草加 12.41 7 9 3845 五十嵐 斗稀(3) 鷲宮 12.45
ﾀｶｼﾏ ｷﾖﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ

8 2 2857 髙島 聖人(3) 春日部共栄 12.71 8 1 1343 山本 隼士(2) 叡明 13.89
ﾙﾝ ｻﾝ ﾀｲ

9 2 578 ルン サン タイ(3) 羽生実 14.11

9組 (風:+1.4) 10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

ﾄﾐｲ ﾕｳﾀ ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ

1 4 1335 富井 悠太(3) 叡明 11.35 Q 1 4 3690 豊嶋 一琉(3) 杉戸 11.21 Q
ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾄﾙ ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ

2 6 3812 峰岸 慧(3) 羽生一 11.43 q 2 7 340 伊澤 和真(3) 越ヶ谷 11.59 q
ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ ｼﾏﾉ ｺｳﾀ

3 5 2075 小島 優哉(2) 越谷北 11.76 3 5 4530 嶋野 晃太(3) 越谷東 11.60 q
ｵﾉ ｿｳｼ ｱｶｻｷ ｶｲﾄ

4 7 716 小野 颯志(3) 杉戸農 11.84 4 8 4133 赤崎 海斗(3) 庄和 11.97
ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾋﾛﾑ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ

5 9 3632 藤枝 大夢(2) 白岡 12.18 5 9 1567 小林 恵一(2) 草加 12.03
ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝﾘ ｲｲﾉ ｶｵﾙ

6 8 2131 古川 舜鯉(2) 吉川美南 12.40 6 6 1526 飯野 薫(3) 春日部工 12.24
ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ ｶﾐﾑﾗ ｼｮｳｿﾞｳ

7 2 3250 遠藤 聖也(1) 開智未来 12.67 7 2 3333 上村 奨造(3) 三郷 12.68
ｵｵﾊｼ ｶｽﾞｷ ﾀｶｻﾞﾜ ﾘｸ

3 350 大橋 一輝(2) 越ヶ谷 DNS 8 3 4148 髙澤 陸大(3) 草加東 12.85

11組 (風:+1.6) 12組 (風:+1.3)

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

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾐ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

1 5 5091 松本 成海(2) 八潮南 11.42 Q 1 7 4667 安藤 優貴(2) 花咲徳栄 11.38 Q
ﾊﾔｶﾜ ｴｲｻｸ ｲｹﾀﾞ ﾄﾜ

2 6 4665 早川 栄作(3) 花咲徳栄 11.58 q 2 4 1565 池田 憧羽(2) 草加 11.55 q
ｾｷ ｱｷﾄ ｵｻﾀﾞ ｺｳｷ

3 4 3278 関 瑛仁(2) 越谷南 11.62 q 3 5 3602 長田 昴己(3) 春日部東 11.72
ﾄﾔﾏ ﾐｽﾞｷ ﾔｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ

4 7 3572 外山 瑞基(3) 草加南 11.75 4 8 2328 矢島 隼斗(3) 八潮 11.98
ﾅｶﾑﾗ ﾘｷ ｶﾈﾀﾞ ﾕｳｷ

5 8 4137 中村 璃貴(2) 庄和 11.93 5 6 2851 金田 悠希(3) 春日部共栄 12.20
ｶﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ ｻﾜﾀﾞ ｺﾄｶｾﾞ

6 3 1348 刈田 翔悟(2) 叡明 12.65 6 1 347 澤田 殊風(2) 越ヶ谷 12.36
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ

7 2 3334 高橋 竜大(2) 三郷 12.72 7 9 224 齊藤 尊(2) 不動岡 12.43
ｺﾌﾞﾁ ｼｮｳﾀ ﾌｶﾔﾏ ﾘｸ

9 5314 小渕 祥太(3) 越谷総技 DNS 8 3 5232 深山 龍空(2) 三郷工技 12.60
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾔ

9 2 3366 中山 光哉(3) 栗橋北彩 13.77

凡例  DNS:欠場



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 4月24日 10:25 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 4月24日 13:05 準決勝

大会記録(GR)                 10.61     竹田　一平(埼玉・不動岡)              2014 4月24日 14:40 決　勝

予　選　13組1着＋11

13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

ﾓﾘ ｺｳｼﾛｳ

1 7 105 森 航至郎(2) 春日部 11.19 Q
ﾋﾗﾇﾏ ｼﾝ

2 6 2853 平沼 真(3) 春日部共栄 11.45 q
ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ

3 4 2560 鈴木 太陽(3) 越谷西 12.06
ｾｲﾉ ｿｳﾏ

4 9 4178 清野 蒼磨(3) 三郷北 12.09
ﾏﾂﾏﾙ ﾘｮｳﾀ

5 5 4545 松丸 亮大(1) 宮代 12.11
ｻﾜﾌｼﾞ ｶｲ

6 8 3844 澤藤  魁(3) 鷲宮 12.17
ﾖｺﾀ ｺｳﾀﾞｲ

7 3 3277 横田 航大(3) 越谷南 12.38
ｻﾄｳ ﾅﾂｷ

8 2 576 佐藤 夏樹(2) 羽生実 12.63

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:+0.3) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ ﾓﾘ ｺｳｼﾛｳ

1 6 92 三井 一輝(3) 春日部 10.78 Q 1 6 105 森 航至郎(2) 春日部 11.08 Q
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

2 4 4518 黒田 晴斗(3) 越谷東 11.13 Q 2 4 4667 安藤 優貴(2) 花咲徳栄 11.20 Q
ｻｶﾀ ｼﾝﾉｽｹ ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ

3 7 2793 坂田 真之介(2) 昌平 11.29 q 3 5 2804 中村 拓翔(3) 昌平 11.22 q
ﾄﾐｲ ﾕｳﾀ ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾘｮｳﾔ

4 5 1335 富井 悠太(3) 叡明 11.44 4 9 2569 大學 諒也(2) 越谷西 11.38
ｷﾔﾀｹ ｾｲﾔ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾐ

5 8 5094 喜屋武 誠也(3) 八潮南 11.52 5 7 5091 松本 成海(2) 八潮南 11.40
ﾊﾔｶﾜ ｴｲｻｸ ｼﾏﾉ ｺｳﾀ

6 9 4665 早川 栄作(3) 花咲徳栄 11.58 6 3 4530 嶋野 晃太(3) 越谷東 11.49
ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ﾋﾗﾇﾏ ｼﾝ

7 2 340 伊澤 和真(3) 越ヶ谷 11.66 7 8 2853 平沼 真(3) 春日部共栄 11.52
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂｷ ｾｷ ｱｷﾄ

8 3 3688 高橋 龍紀(2) 杉戸 11.87 8 2 3278 関 瑛仁(2) 越谷南 11.56

3組 (風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ

1 7 3611 堤 大翔(2) 春日部東 11.17 Q
ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

2 6 4673 工藤 晴斗(2) 花咲徳栄 11.24 Q
ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ

3 4 3690 豊嶋 一琉(3) 杉戸 11.35
ｻｲｷ ﾕｳﾄ

4 5 2813 齊木 悠斗(2) 昌平 11.41
ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾄﾙ

5 9 3812 峰岸 慧(3) 羽生一 11.58
ｲｹﾀﾞ ﾄﾜ

6 8 1565 池田 憧羽(2) 草加 11.60
ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ

7 3 2884 阿部 燎平(3) 獨協埼玉 11.81
ﾊﾏ ｶｽﾞｷ

8 2 3842 濱 一希(3) 鷲宮 11.86

凡例  DNS:欠場



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 4月24日 10:25 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 4月24日 13:05 準決勝

大会記録(GR)                 10.61     竹田　一平(埼玉・不動岡)              2014 4月24日 14:40 決　勝

決　勝　

(風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ

1 4 92 三井 一輝(3) 春日部 10.69
ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ

2 7 3611 堤 大翔(2) 春日部東 11.05
ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

3 2 4673 工藤 晴斗(2) 花咲徳栄 11.16
ﾓﾘ ｺｳｼﾛｳ

4 6 105 森 航至郎(2) 春日部 11.21
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ

5 5 4518 黒田 晴斗(3) 越谷東 11.29
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ

6 9 2804 中村 拓翔(3) 昌平 11.30
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

7 8 4667 安藤 優貴(2) 花咲徳栄 11.31
ｻｶﾀ ｼﾝﾉｽｹ

8 3 2793 坂田 真之介(2) 昌平 11.41

凡例  DNS:欠場



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・城西大城西)2015 4月25日 10:00 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          20.88     三輪　颯太(埼玉・西武文理)            2020 4月25日 12:40 準決勝

大会記録(GR)                 21.57     金子　将基(埼玉・昌平)                2014 4月25日 14:00 決　勝

予　選　11組1着＋13

1組 (風:-1.6) 2組 (風:+1.2)

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

ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾄﾙ

1 7 3690 豊嶋 一琉(3) 杉戸 23.15 Q 1 5 3812 峰岸 慧(3) 羽生一 23.23 Q
ﾄﾔﾏ ﾐｽﾞｷ ﾄﾐｲ ﾕｳﾀ

2 5 3572 外山 瑞基(3) 草加南 23.83 2 4 1335 富井 悠太(3) 叡明 23.29 q
ｵｻﾀﾞ ｺｳｷ ﾅｶﾑﾗ ﾈｵ

3 4 3602 長田 昴己(3) 春日部東 23.83 3 6 2325 中村 寧生(3) 八潮 23.80 q
ﾊﾁﾔ ﾘｮｳ ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾀﾀﾞ

4 6 4181 蜂谷 凌(3) 三郷北 24.12 4 3 2893 佐藤 信忠(2) 獨協埼玉 24.77
ｵﾉ ｿｳｼ ﾖｺﾀ ｺｳﾀﾞｲ

5 9 716 小野 颯志(3) 杉戸農 24.58 5 8 3277 横田 航大(3) 越谷南 25.03
ｲｶﾞﾗｼ ﾄｳﾏ ﾔﾏﾀﾞ ﾚｶﾞ

6 1 3845 五十嵐 斗稀(3) 鷲宮 25.56 6 2 2135 山田 怜雅(3) 吉川美南 25.19
ｾｷﾈ ﾋｶﾙ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ

7 2 1510 関根 輝(1) 春日部工 25.58 7 2087 若林 爽太(3) 越谷北 DNS
ﾀｸﾞﾁ ｱﾗﾀ ｺﾞｳｳｺﾝ ｼﾝﾕｳ

8 8 4139 田口 新汰(2) 庄和 25.68 9 3636 郷右近 晋優(3) 白岡 DNS
ｻﾄｳ ﾅﾂｷ

9 3 576 佐藤 夏樹(2) 羽生実 26.42

3組 (風:-0.7) 4組 (風:+0.7)

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

ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

1 4 92 三井 一輝(3) 春日部 22.93 Q 1 7 4667 安藤 優貴(2) 花咲徳栄 22.75 Q
ｻｻｷ ﾕｳﾏ ﾀｶﾊｼ ｻｸﾔ

2 5 4652 佐々木 悠真(3) 花咲徳栄 23.18 q 2 6 4164 髙橋 咲也(2) 草加東 23.70 q
ﾋﾗﾇﾏ ｼﾝ ﾀｶｲｼ ﾂﾊﾞｻ

3 8 2853 平沼 真(3) 春日部共栄 23.75 q 3 4 4136 高石 飛翔(2) 庄和 23.84
ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｲｲﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

4 7 5431 内田 翔大(3) 久喜北陽 23.82 q 4 9 4529 飯田 健太郎(3) 越谷東 24.40
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾙｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ

5 6 2333 畑山 晴稀(2) 八潮 23.93 5 5 1567 小林 恵一(2) 草加 24.47
ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾔ

6 9 4541 後藤 龍二(3) 宮代 24.33 6 3 3249 山中 悠矢(1) 開智未来 26.08
ｴﾋﾞﾊﾗ ｺｳｷ ｶﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ

7 3 2892 海老原 幸輝(2) 獨協埼玉 24.64 7 1 1348 刈田 翔悟(2) 叡明 26.43
ｳﾁﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

8 2 348 内田 昴(2) 越ヶ谷 25.80 8 2 1502 阪本 隼翔(2) 春日部工 27.49
ﾀｼﾛ ﾉｿﾞﾐ

8 5092 田代 希(2) 八潮南 DNS

5組 (風:+0.5) 6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

ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ ｸｻﾉ ﾀｸﾄ

1 5 110 高橋 翼(2) 春日部 23.76 Q 1 5 3612 草野 拓登(2) 春日部東 23.42 Q
ｾｷﾈ ｼｭﾝ ｵｻﾅｲ ﾊﾔﾄ

2 9 4746 関根 舜(2) 草加西 24.04 2 7 5313 小山内 捷翔(3) 越谷総技 23.51 q
ｳｴｷ ｺｳｽｹ ｼﾗｲ ｿｳﾀ

3 4 4651 植木 皓亮(3) 花咲徳栄 24.04 3 6 1571 白井 颯太(2) 草加 24.09
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾉｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ

4 7 3680 小沢 雄統(2) 杉戸 24.10 4 9 712 野口 生(3) 杉戸農 24.20
ｻｶﾀ ﾐﾂﾄｼ ﾖｼｶﾜ ﾃﾂﾛｳ

5 8 4185 坂田 光駿(2) 三郷北 24.31 5 8 4525 吉川 鉄郎(3) 越谷東 24.43
ｺｳﾉｽ ﾅｵﾄ ｻｶﾀﾆ ﾔﾏﾄ

6 6 2563 高野須 直斗(3) 越谷西 24.37 6 4 3663 阪谷  倭(3) 杉戸 24.66
ｺﾔﾏ ﾕｳﾄ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ

7 1 3631 小山 優人(2) 白岡 25.10 7 3 4745 鈴木 佑哉(2) 草加西 25.08
ｱｶｻｶ ｼｭﾝｽｹ ｺﾔﾏ ｹｲｺﾞ

8 2 3823 赤坂 俊輔(2) 羽生一 25.16 8 1 1661 小山 桂吾(2) 久喜工 25.68
ｶﾐﾑﾗ ｼｮｳｿﾞｳ ｻｸﾗｲ ｺｳｷ

9 3 3333 上村 奨造(3) 三郷 25.88 2 5227 櫻井 孝樹(3) 三郷工技 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



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・城西大城西)2015 4月25日 10:00 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          20.88     三輪　颯太(埼玉・西武文理)            2020 4月25日 12:40 準決勝

大会記録(GR)                 21.57     金子　将基(埼玉・昌平)                2014 4月25日 14:00 決　勝

予　選　11組1着＋13

7組 (風:+1.9) 8組 (風:+1.4)

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

ｱｵﾊﾞ ﾚﾝ ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ

1 5 2552 青葉 錬(3) 越谷西 23.10 Q 1 6 340 伊澤 和真(3) 越ヶ谷 23.48 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

2 7 2799 北原 琳汰朗(3) 昌平 23.25 q 2 2 2897 中村 亮太(2) 獨協埼玉 24.09
ｽｽﾞｷ ﾅｵ ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ

3 2 5311 鈴木 直(3) 越谷総技 23.69 q 3 5 3852 遠藤  聖也(2) 鷲宮 24.35
ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾅﾄ ﾔｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ

4 4 3813 永嶋 心翔(3) 羽生一 23.84 4 8 2328 矢島 隼斗(3) 八潮 24.81
ｳｽｸﾗ ﾕｳﾄ ｲﾅｹﾞ ｼﾘｭｳ

5 6 3582 臼倉 佑隼(2) 草加南 23.95 5 9 3331 稲毛 子竜(3) 三郷 24.88
ﾏｷﾉ ｹｲｼﾞｭ ｵﾘｶｻ ﾀﾞｲｷ

6 9 2073 牧野 圭寿(2) 越谷北 25.04 6 3 1506 折笠 大樹(2) 春日部工 24.98
ﾖﾈﾓﾁ ﾀｲﾁ ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ

7 3 4174 米持 大壱(2) 三郷北 25.05 7 1 3252 坂本 雄輝(1) 開智未来 27.76
ｶﾈｺ ﾊﾙﾑﾈ ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ

8 1 5440 金子 玄宗(2) 久喜北陽 26.52 4 3611 堤 大翔(2) 春日部東 DQ,FS1

ｼﾏﾉ ｺｳﾀ ｶﾙﾊﾞﾊﾙ ｹﾝﾏﾁｭｰ

8 4530 嶋野 晃太(3) 越谷東 DNS 7 4744 カルバハル ケンマチュー(2) 草加西 DNS

9組 (風:+3.5) 10組 (風:+1.7)

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

ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ

1 6 3573 江口 大裕(3) 草加南 22.52 Q 1 5 3332 境 ディラン(3) 三郷 23.64 Q
ｻｲｷ ﾕｳﾄ ﾓﾝﾏ ﾀｹｼ

2 7 2813 齊木 悠斗(2) 昌平 22.78 q 2 4 2072 門馬 武志(2) 越谷北 23.68 q
ｵｵﾀﾆ ｲｯｻ ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ

3 9 231 大谷 一心(3) 不動岡 23.12 q 3 9 1561 江原 騎士(3) 草加 24.39
ｶﾄｳ ﾀｸﾄ ｻﾜﾀﾞ ｺﾄｶｾﾞ

4 8 5312 加藤 拓歩(3) 越谷総技 24.16 4 8 347 澤田 殊風(2) 越ヶ谷 24.95
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ ﾔﾅｾ ﾊﾙｶ

5 3 5224 西村 優希(3) 三郷工技 24.75 5 7 2554 栁瀬 晴佳(3) 越谷西 26.00
ﾆｲﾉ ｱﾕﾑ ｶﾏﾀ ｺｳｽｹ

6 2 5443 新野 歩夢(2) 久喜北陽 25.62 6 2 3251 鎌田 航輔(1) 開智未来 26.66
ｷﾔﾀｹ ｾｲﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ

4 5094 喜屋武 誠也(3) 八潮南 DQ,FS1 7 3 2865 渡邉 隆太(2) 春日部共栄 26.91
ﾅｶﾑﾗ ﾘｷ ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ

5 4137 中村 璃貴(2) 庄和 DNS 6 3571 大竹 洋生(3) 草加南 DNS

11組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾉﾀﾞ ｷｽｹ

1 4 112 野田 葵介(2) 春日部 22.95 Q
ﾊﾄｶﾞｲ ｿｳﾀ

2 7 2812 鳩貝 相太(2) 昌平 23.03 q
ﾊﾏ ｶｽﾞｷ

3 6 3842 濱 一希(3) 鷲宮 24.10
ｲﾏｳｼ ﾊﾙﾄ

4 9 230 今丑 陽大(2) 不動岡 24.26
ｲﾜﾀ ﾋﾛｷ

5 5 1340 岩田 洋輝(2) 叡明 24.52
ｲﾉ ﾘｮｳｶﾞ

6 3 2133 猪野 凌雅(3) 吉川美南 25.34
ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾝ

7 2 579 杉山 詞音(1) 羽生実 29.32
ﾏﾂｶｾﾞ ｼｭｳﾄ

8 3638 松風 秀斗(3) 白岡 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



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・城西大城西)2015 4月25日 10:00 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          20.88     三輪　颯太(埼玉・西武文理)            2020 4月25日 12:40 準決勝

大会記録(GR)                 21.57     金子　将基(埼玉・昌平)                2014 4月25日 14:00 決　勝

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-1.3) 2組 (風:-1.7)

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

ﾉﾀﾞ ｷｽｹ ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ

1 7 112 野田 葵介(2) 春日部 22.34 Q 1 4 92 三井 一輝(3) 春日部 22.57 Q
ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

2 4 3573 江口 大裕(3) 草加南 22.58 Q 2 6 4667 安藤 優貴(2) 花咲徳栄 22.69 Q
ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ

3 5 340 伊澤 和真(3) 越ヶ谷 23.10 3 7 3690 豊嶋 一琉(3) 杉戸 22.71 q
ｷﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾊﾄｶﾞｲ ｿｳﾀ

4 8 2799 北原 琳汰朗(3) 昌平 23.25 4 9 2812 鳩貝 相太(2) 昌平 23.00 q
ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ ｵｻﾅｲ ﾊﾔﾄ

5 6 3332 境 ディラン(3) 三郷 23.37 5 8 5313 小山内 捷翔(3) 越谷総技 23.31
ｻｻｷ ﾕｳﾏ ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾄﾙ

6 9 4652 佐々木 悠真(3) 花咲徳栄 23.38 6 5 3812 峰岸 慧(3) 羽生一 23.50
ﾋﾗﾇﾏ ｼﾝ ﾓﾝﾏ ﾀｹｼ

7 2 2853 平沼 真(3) 春日部共栄 23.87 7 3 2072 門馬 武志(2) 越谷北 23.60
ﾀｶﾊｼ ｻｸﾔ ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ

8 3 4164 髙橋 咲也(2) 草加東 24.00 8 2 5431 内田 翔大(3) 久喜北陽 23.81

3組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｲｷ ﾕｳﾄ

1 4 2813 齊木 悠斗(2) 昌平 23.06 Q
ｱｵﾊﾞ ﾚﾝ

2 5 2552 青葉 錬(3) 越谷西 23.24 Q
ｸｻﾉ ﾀｸﾄ

3 7 3612 草野 拓登(2) 春日部東 23.29
ｵｵﾀﾆ ｲｯｻ

4 8 231 大谷 一心(3) 不動岡 23.49
ｽｽﾞｷ ﾅｵ

5 3 5311 鈴木 直(3) 越谷総技 23.86
ﾄﾐｲ ﾕｳﾀ

6 9 1335 富井 悠太(3) 叡明 24.05
ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ

7 6 110 高橋 翼(2) 春日部 24.09
ﾅｶﾑﾗ ﾈｵ

8 2 2325 中村 寧生(3) 八潮 24.15

決　勝　

(風:-2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ

1 7 92 三井 一輝(3) 春日部 22.18
ﾉﾀﾞ ｷｽｹ

2 4 112 野田 葵介(2) 春日部 22.45
ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

3 6 3573 江口 大裕(3) 草加南 22.72
ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ

4 3 3690 豊嶋 一琉(3) 杉戸 22.89
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

5 9 4667 安藤 優貴(2) 花咲徳栄 22.93
ｻｲｷ ﾕｳﾄ

6 5 2813 齊木 悠斗(2) 昌平 23.15
ｱｵﾊﾞ ﾚﾝ

7 8 2552 青葉 錬(3) 越谷西 23.28
ﾊﾄｶﾞｲ ｿｳﾀ

8 2 2812 鳩貝 相太(2) 昌平 23.38

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



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 4月23日 09:45 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          46.51     友田　真隆(埼玉・川越東)              2020 4月23日 11:45 準決勝

大会記録(GR)                 48.13     金子　将基(埼玉・昌平)                2014 4月23日 14:45 決　勝

予　選　9組2着＋6

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

ｱｵﾊﾞ ﾚﾝ ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ

1 7 2552 青葉 錬(3) 越谷西 52.81 Q 1 4 4655 松崎 僚輝(3) 花咲徳栄 51.97 Q
ﾊｾﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ﾀｶｲｼ ﾂﾊﾞｻ

2 5 96 長谷部 雄大(3) 春日部 54.93 Q 2 7 4136 高石 飛翔(2) 庄和 52.45 Q
ﾜｸｲ ｱﾂｷ ｻﾀｹ ｱｵﾄ

3 6 4757 涌井 空月(3) 草加西 55.09 3 6 94 佐竹 蒼人(3) 春日部 53.46 q
ﾊﾗ ﾊﾙｷ ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ

4 9 1501 原 温紀(2) 春日部工 55.19 4 8 2898 橋本 光生(2) 獨協埼玉 53.94
ｲﾅｹﾞ ｼﾘｭｳ ｲｲｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

5 4 3331 稲毛 子竜(3) 三郷 55.79 5 5 2859 飯口 堅太(3) 春日部共栄 54.57
ｱｻﾐ ﾅﾂｷ ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ

6 8 4134 阿佐美 和月(3) 庄和 56.89 6 9 224 齊藤 尊(2) 不動岡 55.92
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾔ ｶﾐﾑﾗ ｼｮｳｿﾞｳ

7 3 2074 西村 侑也(2) 越谷北 56.94 7 3 3333 上村 奨造(3) 三郷 59.53

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

ｽｽﾞｷ ｼｱﾝ ｷｸﾁ ｺｳｽｹ

1 4 4658 鈴木 志晏(2) 花咲徳栄 51.42 Q 1 5 2579 菊地 康介(2) 越谷西 53.65 Q
ﾅﾗﾓﾄ ﾕｳｷ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ

2 6 2808 楢本 雄貴(3) 昌平 52.96 Q 2 6 3851 遠藤  昂大(2) 鷲宮 54.19 Q
ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ ﾌｸｲ ｺｳﾀ

3 5 1561 江原 騎士(3) 草加 53.69 q 3 7 1573 福井 公太(2) 草加 54.49
ｲｲｸﾞﾁ ｺｳﾀ ｻﾄｳ ﾀｸﾏ

4 7 2858 飯口 公太(3) 春日部共栄 54.56 4 8 3608 佐藤 匠馬(3) 春日部東 55.12
ｲﾜﾀ ﾋﾛｷ ﾘｭｳﾄｳ ｶｹﾙ

5 8 1340 岩田 洋輝(2) 叡明 54.68 5 9 5317 龍頭 駆(3) 越谷総技 56.26
ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾅﾄ ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ

6 9 3813 永嶋 心翔(3) 羽生一 54.74 6 3 3334 高橋 竜大(2) 三郷 59.63
ﾋｸﾞﾁ ﾋｶﾙ ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾀｶｼ

7 2 700 樋口 光(2) 杉戸農 1:03.79 7 4 1507 山寺 隆(2) 春日部工 1:00.21
ﾙﾝ ｻﾝ ﾀｲ

8 3 578 ルン サン タイ(3) 羽生実 1:09.17

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

ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ﾉﾛ ﾋﾅﾀ

1 2 3573 江口 大裕(3) 草加南 51.37 Q 1 7 3848 野呂  日向汰(3) 鷲宮 51.99 Q
ｻｶｲ ｹｲﾀﾂ ﾉﾀﾞ ｷｽｹ

2 7 2565 堺 啓樹(2) 越谷西 51.59 Q 2 6 112 野田 葵介(2) 春日部 52.50 Q
ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ

3 6 3603 黛 渓太(3) 春日部東 51.80 q 3 4 2802 渡辺 大晟(3) 昌平 52.72 q
ﾓﾝﾏ ﾀｹｼ ｶﾄﾞｲ ﾚｲﾄ

4 8 2072 門馬 武志(2) 越谷北 53.30 q 4 5 3671 門井  伶都(3) 杉戸 54.63
ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀｸﾐ ｶﾄｳ ﾀｸﾄ

5 4 4188 坪倉 拓海(3) 三郷北 54.35 5 9 5312 加藤 拓歩(3) 越谷総技 56.74
ｵﾉ ｿｳｼ ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ

6 9 716 小野 颯志(3) 杉戸農 55.79 6 3 3250 遠藤 聖也(1) 開智未来 58.21
ｲｲﾉ ｶｵﾙ ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾜ

7 5 1526 飯野 薫(3) 春日部工 55.88 8 4412 川口 永遠(3) 松伏 DNS
ﾔﾏｼﾀ ｷﾗ

3 4411 山下 輝(3) 松伏 DNS

凡例  DNS:欠場



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 4月23日 09:45 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          46.51     友田　真隆(埼玉・川越東)              2020 4月23日 11:45 準決勝

大会記録(GR)                 48.13     金子　将基(埼玉・昌平)                2014 4月23日 14:45 決　勝

予　選　9組2着＋6

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

ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｷ ｲｼﾀﾞ ｿﾗ

1 5 4674 兒嶋 遥希(2) 花咲徳栄 52.21 Q 1 5 2861 石田 蒼空(3) 春日部共栄 52.10 Q
ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ ｻｲﾄｳ ｺｳｷ

2 4 3690 豊嶋 一琉(3) 杉戸 52.30 Q 2 4 345 斎藤 光起(3) 越ヶ谷 52.16 Q
ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ ｽｽﾞｷ ﾅｵ

3 6 3852 遠藤  聖也(2) 鷲宮 54.01 3 7 5311 鈴木 直(3) 越谷総技 53.84
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ

4 7 3614 岩渕 颯仁(2) 春日部東 54.25 4 6 3575 山本 優斗(3) 草加南 54.20
ﾔﾌﾞｷ ﾅｵﾏｻ ｵｵﾂｶ ﾕｳﾏ

5 8 349 矢吹 直雅(2) 越ヶ谷 54.49 5 8 2907 大塚 悠真(2) 獨協埼玉 56.92
ｾｲﾉ ｿｳﾏ ﾅｶﾈ ﾙｲ

6 3 4178 清野 蒼磨(3) 三郷北 57.43 6 9 3242 中根 琉衣(3) 開智未来 57.21
ｶﾈｺ ﾀｶｷ ｱｷﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

7 9 3819 金子 貴暉(2) 羽生一 58.16 7 3 235 秋山 慎太朗(3) 不動岡 58.33

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏｷ ﾋﾛﾑ

1 7 2809 万木 大夢(3) 昌平 51.46 Q
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ

2 4 2881 岡田 和樹(3) 獨協埼玉 52.83 Q
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾚﾝｼﾞｭ

3 5 5100 宇田川 蓮樹(3) 八潮南 53.14 q
ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ

4 6 3574 橋本 匠(3) 草加南 54.29
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ

5 9 1334 鈴木 亮太朗(3) 叡明 56.77
ｻﾄｳ ｷｮｳｼﾛｳ

6 8 3662 佐藤 京史朗(2) 杉戸 57.45
ﾖﾈﾓﾁ ﾀｲﾁ

7 3 4174 米持 大壱(2) 三郷北 1:00.71

準決勝　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

ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ

1 5 3573 江口 大裕(3) 草加南 51.48 Q 1 7 3690 豊嶋 一琉(3) 杉戸 50.32 Q
ｻｶｲ ｹｲﾀﾂ ﾉﾀﾞ ｷｽｹ

2 6 2565 堺 啓樹(2) 越谷西 51.63 Q 2 8 112 野田 葵介(2) 春日部 50.78 Q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ ｽｽﾞｷ ｼｱﾝ

3 7 4655 松崎 僚輝(3) 花咲徳栄 51.81 3 6 4658 鈴木 志晏(2) 花咲徳栄 50.90 q
ﾅﾗﾓﾄ ﾕｳｷ ｻｲﾄｳ ｺｳｷ

4 9 2808 楢本 雄貴(3) 昌平 52.75 4 5 345 斎藤 光起(3) 越ヶ谷 51.04 q
ﾉﾛ ﾋﾅﾀ ｱｵﾊﾞ ﾚﾝ

5 4 3848 野呂  日向汰(3) 鷲宮 52.84 5 4 2552 青葉 錬(3) 越谷西 51.51
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ

6 8 2881 岡田 和樹(3) 獨協埼玉 53.41 6 2 2802 渡辺 大晟(3) 昌平 52.77
ｻﾀｹ ｱｵﾄ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾚﾝｼﾞｭ

7 2 94 佐竹 蒼人(3) 春日部 54.76 7 3 5100 宇田川 蓮樹(3) 八潮南 53.11
ﾓﾝﾏ ﾀｹｼ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ

8 3 2072 門馬 武志(2) 越谷北 56.40 8 9 3851 遠藤  昂大(2) 鷲宮 54.83

凡例  DNS:欠場



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 4月23日 09:45 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          46.51     友田　真隆(埼玉・川越東)              2020 4月23日 11:45 準決勝

大会記録(GR)                 48.13     金子　将基(埼玉・昌平)                2014 4月23日 14:45 決　勝

準決勝　3組2着＋2

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏｷ ﾋﾛﾑ

1 5 2809 万木 大夢(3) 昌平 49.17 Q
ﾀｶｲｼ ﾂﾊﾞｻ

2 9 4136 高石 飛翔(2) 庄和 51.06 Q
ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｷ

3 6 4674 兒嶋 遥希(2) 花咲徳栄 51.38
ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ

4 2 3603 黛 渓太(3) 春日部東 51.50
ｲｼﾀﾞ ｿﾗ

5 7 2861 石田 蒼空(3) 春日部共栄 51.90
ｷｸﾁ ｺｳｽｹ

6 4 2579 菊地 康介(2) 越谷西 53.27
ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ

7 3 1561 江原 騎士(3) 草加 54.10
ﾊｾﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

8 8 96 長谷部 雄大(3) 春日部 55.45

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｷ ﾋﾛﾑ

1 4 2809 万木 大夢(3) 昌平 49.05
ﾉﾀﾞ ｷｽｹ

2 6 112 野田 葵介(2) 春日部 49.71
ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ

3 5 3690 豊嶋 一琉(3) 杉戸 49.94
ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

4 7 3573 江口 大裕(3) 草加南 50.20
ｽｽﾞｷ ｼｱﾝ

5 3 4658 鈴木 志晏(2) 花咲徳栄 51.39
ｻｶｲ ｹｲﾀﾂ

6 8 2565 堺 啓樹(2) 越谷西 51.47
ｻｲﾄｳ ｺｳｷ

7 2 345 斎藤 光起(3) 越ヶ谷 51.89
ﾀｶｲｼ ﾂﾊﾞｻ

8 9 4136 高石 飛翔(2) 庄和 53.88

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 4月24日 11:05 予　選

埼玉県高校記録(SHR)        1:49.90     山崎　浩二(埼玉・八潮)                1992 4月24日 14:50 準決勝

大会記録(GR)               1:53.92     入江　亮輔(埼玉・春日部共栄)          2017 4月25日 11:35 決　勝

予　選　8組2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

ｱﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ

1 3 115 安藤 葵(2) 春日部 2:04.46 Q 1 4 118 稲垣 喜一(2) 春日部 2:07.16 Q
ﾌﾙﾔ ﾚﾝ ﾐｳﾗ ｲﾂｷ

2 6 2291 古矢 蓮(3) 蓮田松韻 2:04.47 Q 2 7 2889 三浦 樹(3) 獨協埼玉 2:07.18 Q
ｻｲﾄｳ ｺｳｷ ｱｲﾀﾞ ｺｳｷ

3 2 345 斎藤 光起(3) 越ヶ谷 2:04.62 q 3 5 4667 會田 昴生(2) 花咲徳栄 2:07.18 q
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾛﾄ ｲｶﾞ ﾜﾀﾙ

4 5 3587 竹花 寛大(2) 草加南 2:06.36 q 4 6 2304 伊賀 亘(2) 蓮田松韻 2:10.22
ﾂﾘ ﾖｳﾀﾛｳ ｻｶｵ ﾋﾅﾀ

5 7 2818 津里 庸太朗(2) 昌平 2:08.96 5 9 223 阪尾 日南太(2) 不動岡 2:11.65
ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭﾝ ﾘｭｳﾄｳ ｶｹﾙ

6 4 5437 永島 駿(3) 久喜北陽 2:10.55 6 8 5317 龍頭 駆(3) 越谷総技 2:11.73
ｵｶﾀﾞ ｿﾗ ﾅｶﾞｵｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ

7 1 1570 岡田 空(2) 草加 2:16.45 7 3 1337 長岡 諒太郎(2) 叡明 2:22.12
ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾚｲｼﾞ ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ

8 8 1663 山野辺 怜司(3) 久喜工 2:17.07 8 2 5223 和田 一輝(3) 三郷工技 2:23.15
ｲﾅﾏｽ ﾂﾊﾞｻ

9 9 4175 稲舛 大空(2) 三郷北 2:20.36

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

ｽﾄﾞｳ ﾊﾙｶ ﾉﾛ ﾋﾅﾀ

1 4 105 須藤 遼(3) 春日部 2:02.20 Q 1 7 3848 野呂  日向汰(3) 鷲宮 2:03.89 Q
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾚﾝｼﾞｭ ｽｶ ｱﾔﾄ

2 5 5100 宇田川 蓮樹(3) 八潮南 2:04.40 Q 2 4 4671 須加 彩人(2) 花咲徳栄 2:07.23 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾄ

3 7 2902 松本 翼(2) 獨協埼玉 2:06.01 q 3 8 343 本間 駿人(3) 越ヶ谷 2:09.22
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳ ｲｲｸﾞﾁ ｺｳﾀ

4 6 2568 立花 洸(2) 越谷西 2:08.17 q 4 6 2858 飯口 公太(3) 春日部共栄 2:10.44
ｲｻﾞﾜ ﾘｸﾄ ｺﾀﾞｲﾗ ﾄﾓﾔ

5 8 3622 伊澤 陸翔(3) 春日部東 2:10.94 5 9 5441 小平 朋矢(2) 久喜北陽 2:14.82
ｺﾀｹ ｶｽﾞｷ ﾊﾝｻﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ

6 2 4138 小竹 和月(2) 庄和 2:15.17 6 2 3244 半澤 和朗(1) 開智未来 2:22.37
ｶﾅｲ ｿｳﾀ ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾝ

7 9 5439 金井 颯汰(2) 久喜北陽 2:20.37 7 3 579 杉山 詞音(1) 羽生実 2:37.88
ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾏ ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ

8 3 4747 青山 拓磨(2) 草加西 2:33.85 5 2805 田邉  裕也(1) 昌平 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

ﾔｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾏ

1 7 4528 矢島 遥介(3) 越谷東 2:06.24 Q 1 5 2796 岡田 裕摩(3) 昌平 2:07.79 Q
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ｻｶｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ

2 6 4674 山田 凱斗(2) 花咲徳栄 2:06.36 Q 2 7 341 坂上 遥祐(3) 越ヶ谷 2:07.84 Q
ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ ｶﾄｳ ﾕｳﾋ

3 4 2573 石原 颯泰(2) 越谷西 2:06.76 q 3 9 216 加藤 雄飛(2) 不動岡 2:08.02 q
ﾑﾗﾀ ｺｳﾜ ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ

4 5 3580 村田 滉和(3) 草加南 2:10.28 4 2 2326 橋本 啓吾(3) 八潮 2:11.78
ﾖｺﾔﾏ ﾀｹﾙ ｱｻﾐ ﾅﾂｷ

5 9 3624 横山 丈瑠(3) 春日部東 2:13.45 5 8 4134 阿佐美 和月(3) 庄和 2:12.08
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ ﾆｼﾂﾞｶ ﾙｶ

6 2 1342 原 準太朗(2) 叡明 2:17.64 6 3 1569 西塚 琉伽(2) 草加 2:13.96
ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾑ ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳｻｸ

7 3 3335 関口 翔夢(2) 三郷 2:18.89 7 4 4186 山形 雄作(2) 三郷北 2:14.15
ﾔﾏｼﾀ ｷﾗ ﾂｶﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

8 4411 山下 輝(3) 松伏 DNS 6 2576 塚原 潤(2) 越谷西 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 4月24日 11:05 予　選

埼玉県高校記録(SHR)        1:49.90     山崎　浩二(埼玉・八潮)                1992 4月24日 14:50 準決勝

大会記録(GR)               1:53.92     入江　亮輔(埼玉・春日部共栄)          2017 4月25日 11:35 決　勝

予　選　8組2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

ﾎﾘｴ ﾃﾙ ｳﾁﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

1 5 3284 堀江 輝(2) 越谷南 2:05.80 Q 1 7 2855 内田 京佑(3) 春日部共栄 2:08.70 Q
ﾐﾅﾐ ｺｳﾔ ｱﾗｷ ﾘｸ

2 7 2327 南 康也(3) 八潮 2:06.02 Q 2 5 2095 荒木 陸空(3) 越谷北 2:08.93 Q
ｲｲｸﾞﾁ ｹﾝﾀ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ

3 4 2859 飯口 堅太(3) 春日部共栄 2:08.29 q 3 6 3614 岩渕 颯仁(2) 春日部東 2:09.95
ﾌｸｲ ｺｳﾀ ﾎﾘ ｼｭﾝｽｹ

4 8 1573 福井 公太(2) 草加 2:11.98 4 4 1321 堀 駿介(3) 叡明 2:10.30
ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀｸﾐ ﾑｶｲ ﾕｳｷ

5 9 4188 坪倉 拓海(3) 三郷北 2:13.84 5 3 713 向井 結貴(3) 杉戸農 2:20.47
ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝｷ ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ

6 2 577 武田 琳貴(2) 羽生実 2:27.61 6 9 5096 鈴木 陽向(3) 八潮南 2:20.97
ﾋｸﾞﾁ ﾋｶﾙ ﾌｸｼﾏ ｶｵﾙ

3 700 樋口 光(2) 杉戸農 DNS 7 8 3248 福島 董(1) 開智未来 2:26.01
ﾀｶｲｼ ﾂﾊﾞｻ ﾆｼｳﾗ ﾊﾙﾄ

6 4136 高石 飛翔(2) 庄和 DNS 8 2 3369 西浦 暖虎(2) 栗橋北彩 2:30.77

準決勝　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

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ｽﾄﾞｳ ﾊﾙｶ

1 7 4674 山田 凱斗(2) 花咲徳栄 1:58.24 Q 1 4 105 須藤 遼(3) 春日部 1:59.97 Q
ﾉﾛ ﾋﾅﾀ ｽｶ ｱﾔﾄ

2 4 3848 野呂  日向汰(3) 鷲宮 1:59.31 Q 2 9 4671 須加 彩人(2) 花咲徳栄 2:01.65 Q
ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ ﾐﾅﾐ ｺｳﾔ

3 8 2573 石原 颯泰(2) 越谷西 2:03.44 3 7 2327 南 康也(3) 八潮 2:02.96
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾏ ｳﾁﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

4 6 2796 岡田 裕摩(3) 昌平 2:03.46 4 5 2855 内田 京佑(3) 春日部共栄 2:04.63
ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ ｻｲﾄｳ ｺｳｷ

5 5 118 稲垣 喜一(2) 春日部 2:03.91 5 8 345 斎藤 光起(3) 越ヶ谷 2:05.35
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ ﾔｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ

6 9 2902 松本 翼(2) 獨協埼玉 2:05.59 6 6 4528 矢島 遥介(3) 越谷東 2:06.51
ｲｲｸﾞﾁ ｹﾝﾀ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳ

7 2 2859 飯口 堅太(3) 春日部共栄 2:08.63 7 3 2568 立花 洸(2) 越谷西 2:09.12
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾛﾄ ﾐｳﾗ ｲﾂｷ

8 3 3587 竹花 寛大(2) 草加南 2:09.81 8 2 2889 三浦 樹(3) 獨協埼玉 2:12.38

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌﾙﾔ ﾚﾝ

1 7 2291 古矢 蓮(3) 蓮田松韻 2:00.87 Q
ｱﾗｷ ﾘｸ

2 8 2095 荒木 陸空(3) 越谷北 2:01.08 Q
ｻｶｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ

3 9 341 坂上 遥祐(3) 越ヶ谷 2:01.34 q
ﾎﾘｴ ﾃﾙ

4 6 3284 堀江 輝(2) 越谷南 2:01.67 q
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾚﾝｼﾞｭ

5 4 5100 宇田川 蓮樹(3) 八潮南 2:03.35
ｱｲﾀﾞ ｺｳｷ

6 3 4667 會田 昴生(2) 花咲徳栄 2:04.74
ｶﾄｳ ﾕｳﾋ

7 2 216 加藤 雄飛(2) 不動岡 2:07.43
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ

8 5 115 安藤 葵(2) 春日部 2:08.21

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 4月24日 11:05 予　選

埼玉県高校記録(SHR)        1:49.90     山崎　浩二(埼玉・八潮)                1992 4月24日 14:50 準決勝

大会記録(GR)               1:53.92     入江　亮輔(埼玉・春日部共栄)          2017 4月25日 11:35 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾄﾞｳ ﾊﾙｶ

1 5 105 須藤 遼(3) 春日部 1:56.47
ｱﾗｷ ﾘｸ

2 9 2095 荒木 陸空(3) 越谷北 1:57.78
ﾉﾛ ﾋﾅﾀ

3 7 3848 野呂  日向汰(3) 鷲宮 1:58.24
ﾌﾙﾔ ﾚﾝ

4 6 2291 古矢 蓮(3) 蓮田松韻 1:58.58
ｽｶ ｱﾔﾄ

5 8 4671 須加 彩人(2) 花咲徳栄 1:59.15
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ

6 4 4674 山田 凱斗(2) 花咲徳栄 2:00.30
ｻｶｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ

7 3 341 坂上 遥祐(3) 越ヶ谷 2:01.59
ﾎﾘｴ ﾃﾙ

8 2 3284 堀江 輝(2) 越谷南 2:02.02

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           3:38.49     佐藤　清治(長野・佐久長聖)            1999

埼玉県高校記録(SHR)        3:46.02     巽　博和(埼玉・埼玉栄)                1987 4月23日 10:50 予　選

大会記録(GR)               3:53.24     唐澤　拓海(埼玉・花咲徳栄)            2019 4月23日 15:05 決　勝

予　選　5組2着＋8

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

ｳｴﾉ ｼｭﾝﾔ ｲｲﾔﾏ ｶｹﾙ

1 5 4660 上野 隼弥(3) 花咲徳栄 4:11.68 Q 1 11 214 飯山 翔(3) 不動岡 4:11.20 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ﾆｼｲﾄﾞ ｶｲ

2 4 3783 小林 侑世(2) 春日部東 4:11.94 Q 2 13 4673 西井戸 快(2) 花咲徳栄 4:11.46 Q
ｳﾗﾉ ｺｳｽｹ ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

3 1 2299 浦野 健亮(2) 蓮田松韻 4:15.20 q 3 1 101 伊藤 幸太郎(3) 春日部 4:11.85 q
ｻﾄｳ ﾊﾙｶｾﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

4 14 5316 佐藤 陽風(3) 越谷総技 4:16.03 q 4 2 4180 山﨑 亮汰(2) 三郷北 4:21.44
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ ﾐﾅﾐ ｺｳﾔ

5 6 5442 齋藤 大地(2) 久喜北陽 4:20.62 q 5 14 2327 南 康也(3) 八潮 4:22.46
ﾓﾘﾄﾞﾐ ﾘｮｳ ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ

6 13 239 森富 諒(2) 不動岡 4:21.35 q 6 9 5433 工藤 祐斗(3) 久喜北陽 4:25.75
ｶﾜﾀ ｷｮｳｽｹ ｶｹﾞﾔﾏ ﾖｼｶﾂ

7 11 2570 河田 京介(2) 越谷西 4:21.59 7 3 2885 景山 能克(3) 獨協埼玉 4:38.51
ｻﾜｻﾞｷ ﾊﾙﾄ ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ

8 12 1664 澤﨑 榛斗(3) 久喜工 4:26.55 8 12 342 田邉 翔大(3) 越ヶ谷 4:38.80
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘﾝ ﾊﾀｲ ｺｳｼﾝ

9 3 2097 藤澤 凜(3) 越谷北 4:27.12 9 7 3620 畑井 孝心(3) 春日部東 4:39.06
ﾑﾗﾀ ｺｳﾜ ｵﾘﾊﾗ ｿｳ

10 17 3580 村田 滉和(3) 草加南 4:33.82 10 10 2140 折原 壮(2) 吉川美南 4:39.13
ﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ ｺﾀｹ ｶｽﾞｷ

11 16 4524 原 慶優(3) 越谷東 4:42.18 11 8 4138 小竹 和月(2) 庄和 4:41.45
ﾀﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ ﾐﾔｻﾞｺ ﾀｲｷ

12 2 3667 玉田 佑哉(2) 杉戸 4:50.12 12 4 3581 宮廻 大樹(3) 草加南 4:46.16
ｲﾅﾏｽ ﾂﾊﾞｻ ﾊﾏｶﾜ ﾘｸﾄ

13 7 4175 稲舛 大空(2) 三郷北 4:53.50 13 16 718 濱川 陸渡(2) 杉戸農 4:48.90
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾏﾂﾑﾗ ﾄｳｺﾞ

14 9 2796 岡田 裕摩(3) 昌平 4:58.98 14 5 4502 松村 透吾(2) 越谷東 4:51.47
ｸﾒﾊﾗ ﾑｻｼ ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀ

15 8 3855 粂原  武蔵(2) 鷲宮 5:05.23 15 6 4163 金森 優太(2) 草加東 4:52.01
ｶﾈｺ ﾕｲﾄ ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｭｳﾀ

16 15 1505 金子 結仁(2) 春日部工 5:06.22 16 15 1333 長島 竜太(3) 叡明 4:56.49
ﾆｼｳﾗ ﾊﾙﾄ ｼﾏﾀﾞ ﾀｹﾙ

17 10 3369 西浦 暖虎(2) 栗橋北彩 5:11.32 17 17 761 島田 建(2) 幸手桜 5:11.45

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           3:38.49     佐藤　清治(長野・佐久長聖)            1999

埼玉県高校記録(SHR)        3:46.02     巽　博和(埼玉・埼玉栄)                1987 4月23日 10:50 予　選

大会記録(GR)               3:53.24     唐澤　拓海(埼玉・花咲徳栄)            2019 4月23日 15:05 決　勝

予　選　5組2着＋8

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

ｳｴｷ ﾀｹﾙ ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿﾗ

1 2 111 植木 丈琉(2) 春日部 4:19.28 Q 1 14 2806 小笠原 壮良(3) 昌平 4:17.57 Q
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾌﾙﾔ ﾚﾝ

2 12 3782 山田 翔太(2) 春日部東 4:19.30 Q 2 11 2291 古矢 蓮(3) 蓮田松韻 4:17.81 Q
ｼﾗｲ ﾘｮｳﾀ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾀｶ

3 6 2321 白井 涼太(3) 八潮 4:19.51 q 3 5 2856 山川 穂高(3) 春日部共栄 4:18.31 q
ｱﾗｷ ﾘｸ ﾊﾔｼ ｱﾂｷ

4 4 2095 荒木 陸空(3) 越谷北 4:24.50 4 9 3816 林 敦規(2) 羽生一 4:25.79
ｸｻｶ ﾀﾞｲｷ ﾋﾛﾔ ｲｯｻ

5 15 5226 日下 大輝(3) 三郷工技 4:27.63 5 8 2882 廣谷 一颯(3) 獨協埼玉 4:26.47
ﾄｻﾞｷ ｺｳｽｹ ｷﾀﾞﾃ ｱﾝｷﾞ

6 3 3241 戸﨑 孝祐(3) 開智未来 4:28.45 6 3 3243 木舘 亜庵義(1) 開智未来 4:26.71
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅﾄ ﾀﾑﾗ ﾕｷﾏｻ

7 8 3849 杉山  奏人(3) 鷲宮 4:29.33 7 12 2076 田村 侑聖(2) 越谷北 4:28.60
ﾖｼｵｶ ｾｲ ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｾｲ

8 11 1563 吉岡 晟生(3) 草加 4:30.35 8 16 4758 小泉 幸誠(3) 草加西 4:29.19
ｺﾀﾞｲﾗ ﾄﾓﾔ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ

9 17 5441 小平 朋矢(2) 久喜北陽 4:34.16 9 10 2553 鈴木 一雅(3) 越谷西 4:32.59
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾛﾄ ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾄ

10 10 3587 竹花 寛大(2) 草加南 4:38.50 10 7 343 本間 駿人(3) 越ヶ谷 4:36.91
ｱｻﾐ ﾕｳｷ ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ

11 16 2575 浅見 優輝(2) 越谷西 4:45.24 11 17 1574 飯島 優輝(2) 草加 4:41.65
ｵｵﾀﾆ ｺｳｾｲ ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳｻｸ

12 5 2866 大谷 康晟(2) 春日部共栄 4:47.55 12 15 4186 山形 雄作(2) 三郷北 4:42.77
ｽﾔﾏ ﾀｲｽｹ ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾑ

13 1 3682 陶山  太輔(3) 杉戸 4:47.62 13 2 3335 関口 翔夢(2) 三郷 4:43.64
ｱｻｺ ｼｭﾝｷ ｱｲﾀﾞ ﾘｸﾄ

14 13 3286 浅古 瞬希(2) 越谷南 4:49.56 14 18 5086 會田 陸斗(3) 八潮南 4:46.72
ﾕｳｷ ﾕｳ ｼﾗﾄﾘ ｼｮｳﾀ

15 7 5090 結城 優(2) 八潮南 4:59.01 15 1 3681 白鳥  翔大(3) 杉戸 4:49.25
ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝｷ ｼﾏｻﾞﾜ ｶｽﾞﾃﾙ

16 9 577 武田 琳貴(2) 羽生実 5:01.17 16 6 3276 嶋澤 和輝(2) 越谷南 4:49.70
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ ﾑｶｲ ﾕｳｷ

14 4501 武田 尚樹(2) 越谷東 DNS 17 4 713 向井 結貴(3) 杉戸農 4:51.22
ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ

18 13 1346 池田 悠真(2) 叡明 5:38.28

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           3:38.49     佐藤　清治(長野・佐久長聖)            1999

埼玉県高校記録(SHR)        3:46.02     巽　博和(埼玉・埼玉栄)                1987 4月23日 10:50 予　選

大会記録(GR)               3:53.24     唐澤　拓海(埼玉・花咲徳栄)            2019 4月23日 15:05 決　勝

予　選　5組2着＋8

5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾔ

1 6 4669 石川 郁弥(2) 花咲徳栄 4:16.85 Q
ｲｹｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ

2 2 222 生貝 英翔(2) 不動岡 4:17.44 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ

3 15 2902 松本 翼(2) 獨協埼玉 4:21.10 q
ｵｵﾀ ﾅｵ

4 5 106 太田 尚志(3) 春日部 4:22.46
ｻｶｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ

5 13 341 坂上 遥祐(3) 越ヶ谷 4:25.27
ﾅｶﾞﾇﾏ ｹﾝﾀ

6 14 3854 永沼  賢大(2) 鷲宮 4:29.07
ｲｶﾞ ﾜﾀﾙ

7 1 2304 伊賀 亘(2) 蓮田松韻 4:32.09
ｵｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ

8 16 2808 小澤 隼人(1) 昌平 4:36.39
ﾎﾘ ｼｭﾝｽｹ

9 17 1321 堀 駿介(3) 叡明 4:37.65
ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲﾄ

10 9 2322 杉山 太翔(3) 八潮 4:41.24
ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾚｲｼﾞ

11 11 1663 山野辺 怜司(3) 久喜工 4:55.65
ﾌｸｼﾏ ｶｵﾙ

12 12 3248 福島 董(1) 開智未来 4:59.76
ｵｶﾀﾞ ｿﾗ

13 7 1570 岡田 空(2) 草加 5:00.30
ｳｶﾞﾜ ﾎｳﾒｲ

14 10 3285 鵜川 法明(2) 越谷南 5:00.81
ｷｸﾁ ｼｭｳﾔ

15 4 5321 菊地 柊哉(1) 越谷総技 5:20.14
ｲﾄｳ ｿｳﾀ

16 3 2864 伊東 颯太(2) 春日部共栄 5:23.83
ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾏ

17 8 4747 青山 拓磨(2) 草加西 5:27.80

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)           3:38.49     佐藤　清治(長野・佐久長聖)            1999

埼玉県高校記録(SHR)        3:46.02     巽　博和(埼玉・埼玉栄)                1987 4月23日 10:50 予　選

大会記録(GR)               3:53.24     唐澤　拓海(埼玉・花咲徳栄)            2019 4月23日 15:05 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾉ ｼｭﾝﾔ

1 18 4660 上野 隼弥(3) 花咲徳栄 3:59.74
ｲｲﾔﾏ ｶｹﾙ

2 3 214 飯山 翔(3) 不動岡 4:01.01
ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾔ

3 9 4669 石川 郁弥(2) 花咲徳栄 4:02.63
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿﾗ

4 15 2806 小笠原 壮良(3) 昌平 4:04.63
ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

5 4 101 伊藤 幸太郎(3) 春日部 4:05.93
ﾆｼｲﾄﾞ ｶｲ

6 16 4673 西井戸 快(2) 花咲徳栄 4:08.30
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

7 13 3783 小林 侑世(2) 春日部東 4:08.31
ｳｴｷ ﾀｹﾙ

8 17 111 植木 丈琉(2) 春日部 4:09.61
ﾌﾙﾔ ﾚﾝ

9 11 2291 古矢 蓮(3) 蓮田松韻 4:12.79
ｳﾗﾉ ｺｳｽｹ

10 6 2299 浦野 健亮(2) 蓮田松韻 4:13.72
ｼﾗｲ ﾘｮｳﾀ

11 8 2321 白井 涼太(3) 八潮 4:13.86
ﾔﾏｶﾜ ﾎﾀｶ

12 7 2856 山川 穂高(3) 春日部共栄 4:14.35
ｻﾄｳ ﾊﾙｶｾﾞ

13 2 5316 佐藤 陽風(3) 越谷総技 4:14.72
ｲｹｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ

14 12 222 生貝 英翔(2) 不動岡 4:15.22
ﾓﾘﾄﾞﾐ ﾘｮｳ

15 14 239 森富 諒(2) 不動岡 4:18.01
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ

16 1 2902 松本 翼(2) 獨協埼玉 4:26.18
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

17 5 5442 齋藤 大地(2) 久喜北陽 4:26.23
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ

10 3782 山田 翔太(2) 春日部東 DNS

凡例  DNS:欠場



男子5000m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)          13:34.74     石田　洸介(群馬・東農大二)            2020

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)              14:43.42     唐澤　拓海(埼玉・花咲徳栄)            2019 4月24日 13:20 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

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿﾗ ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅﾄ

1 22 2806 小笠原 壮良(3) 昌平 14:58.19 1 11 3849 杉山  奏人(3) 鷲宮 17:02.43

ｲｺﾏ ﾅｵﾕｷ ｸｻｶ ﾀﾞｲｷ

2 1 4658 生駒 直幸(3) 花咲徳栄 15:11.19 2 24 5226 日下 大輝(3) 三郷工技 17:04.63

ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ ﾊﾔｼ ｱﾂｷ

3 14 108 内田 直希(3) 春日部 15:23.10 3 8 3816 林 敦規(2) 羽生一 17:39.87

ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ ｵﾘﾊﾗ ｿｳ

4 25 101 伊藤 幸太郎(3) 春日部 15:23.85 4 13 2140 折原 壮(2) 吉川美南 17:40.36

ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ ﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ

5 24 4670 榎本 蒼空(2) 花咲徳栄 15:28.53 5 19 4524 原 慶優(3) 越谷東 17:44.62

ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ ﾖｼｵｶ ｾｲ

6 21 4680 佐々木 大輝(1) 花咲徳栄 15:37.69 6 2 1563 吉岡 晟生(3) 草加 17:48.81

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ﾐﾔｻﾞｺ ﾀｲｷ

7 18 3783 小林 侑世(2) 春日部東 15:38.51 7 12 3581 宮廻 大樹(3) 草加南 17:55.97

ｲｲﾔﾏ ｶｹﾙ ｵｶﾍﾞ ｼｮｳﾀ

8 2 214 飯山 翔(3) 不動岡 15:45.25 8 3 219 岡部 翔太(2) 不動岡 18:01.24

ｻﾜﾐ ﾕｳﾄ ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾝ

9 8 102 澤見 優斗(3) 春日部 16:06.25 9 1 2896 中野 結心(2) 獨協埼玉 18:06.10

ｱｻﾐ ｻｸﾔ ｽﾔﾏ ﾀｲｽｹ

10 23 2096 浅見 咲哉(3) 越谷北 16:06.99 10 26 3682 陶山  太輔(3) 杉戸 18:13.58

ｲｹｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ ﾀﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ

11 4 222 生貝 英翔(2) 不動岡 16:07.90 11 9 3667 玉田 佑哉(2) 杉戸 18:20.65

ﾔﾏｶﾜ ﾎﾀｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｽｹ

12 10 2856 山川 穂高(3) 春日部共栄 16:15.63 12 6 352 山口 功将(2) 越ヶ谷 18:23.20

ｻﾄｳ ﾊﾙｶｾﾞ ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ

13 19 5316 佐藤 陽風(3) 越谷総技 16:16.10 13 17 1574 飯島 優輝(2) 草加 18:24.93

ｽｻ ｴｲﾀ ﾕｲ ｲｯｾｲ

14 13 2868 須佐 栄太(2) 春日部共栄 16:21.54 14 18 353 由井 一清(2) 越ヶ谷 18:28.78

ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾐﾁ ﾊﾏｶﾜ ﾘｸﾄ

15 20 3626 田川 紘道(2) 春日部東 16:24.78 15 4 718 濱川 陸渡(2) 杉戸農 18:30.90

ｶﾐﾑﾗ ﾋﾊﾙ ﾆｼﾂﾞｶ ﾙｶ

16 6 3626 上村 飛晴(3) 春日部東 16:39.13 16 7 1569 西塚 琉伽(2) 草加 18:47.83

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ ｱｷﾊﾞ ﾘｭｳｷ

17 17 4180 山﨑 亮汰(2) 三郷北 16:40.19 17 5 2890 秋葉 隆樹(2) 獨協埼玉 18:59.98

ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ ｶﾐﾉ ﾋﾛｷ

18 9 5442 齋藤 大地(2) 久喜北陽 16:52.18 18 20 5432 神野 滉希(3) 久喜北陽 19:08.99

ｷﾀﾞﾃ ｱﾝｷﾞ ﾀｸﾞｷ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ

19 11 3243 木舘 亜庵義(1) 開智未来 17:14.35 19 21 3675 田久喜 賢三郎(3) 杉戸 19:11.45

ﾎｼﾉ ｼﾝｹﾞﾝ ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀ

20 3 2292 星野 信玄(3) 蓮田松韻 17:26.52 20 25 4163 金森 優太(2) 草加東 19:23.44

ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ ｶﾈｺ ﾕｲﾄ

21 15 5433 工藤 祐斗(3) 久喜北陽 17:26.76 21 10 1505 金子 結仁(2) 春日部工 19:29.90

ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ ﾋﾅﾊﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

22 5 342 田邉 翔大(3) 越ヶ谷 18:13.87 22 16 2303 日向端 悠太(2) 蓮田松韻 19:34.32

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ ｼﾏﾀﾞ ﾀｹﾙ

23 7 2887 中村 竜也(3) 獨協埼玉 18:13.89 23 23 761 島田 建(2) 幸手桜 19:48.80

ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾔ ﾖｼﾀﾞ ﾛｲ

24 26 3255 山崎 晴矢(1) 開智未来 18:23.11 24 22 2077 吉田 諒生(2) 越谷北 19:55.33

ﾀｶﾑﾗ ﾀﾂｷ ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ

25 12 3246 高村 樹(2) 開智未来 18:28.12 25 14 2572 内山 恭平(2) 越谷西 20:02.90

ﾂﾁﾊｼ ﾀｸﾐ ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

16 2862 土橋 拓実(2) 春日部共栄 DNS 26 15 575 羽生実 20:35.61

凡例  DNS:欠場



男子5000m
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)          13:34.74     石田　洸介(群馬・東農大二)            2020

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)              14:43.42     唐澤　拓海(埼玉・花咲徳栄)            2019 4月24日 13:20 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

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿﾗ

1 2806 小笠原 壮良(3) 昌平 14:58.19

ｲｺﾏ ﾅｵﾕｷ

2 4658 生駒 直幸(3) 花咲徳栄 15:11.19

ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ

3 108 内田 直希(3) 春日部 15:23.10

ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

4 101 伊藤 幸太郎(3) 春日部 15:23.85

ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ

5 4670 榎本 蒼空(2) 花咲徳栄 15:28.53

ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ

6 4680 佐々木 大輝(1) 花咲徳栄 15:37.69

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

7 3783 小林 侑世(2) 春日部東 15:38.51

ｲｲﾔﾏ ｶｹﾙ

8 214 飯山 翔(3) 不動岡 15:45.25

凡例  DNS:欠場



男子110mH(1.067m)
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)             13.83     古谷　拓夢(神奈川・相洋)              2014

埼玉県高校記録(SHR)          13.98     大橋　祐二(埼玉・浦和)                2001 4月25日 11:15 予　選

大会記録(GR)                 14.65     奥岡　真也(埼玉・春日部)              2005 4月25日 13:10 決　勝

予　選　3組2着＋2

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

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

1 7 2816 田口 祐一朗(2) 昌平 15.92 Q 1 5 4673 工藤 晴斗(2) 花咲徳栄 15.33 Q
ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ

2 6 5434 澁谷 歩夢(3) 久喜北陽 15.96 Q 2 7 2791 伊藤 慎太郎(3) 昌平 15.46 Q
ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ

3 5 211 日下部 功弥(3) 不動岡 16.11 q 3 9 2558 武藤 和樹(3) 越谷西 16.99
ｼﾞﾝ ﾕｳｾｲ ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ

4 3 4657 神 侑晟(2) 花咲徳栄 16.67 4 3 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一 18.60
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾄ ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ

5 8 3815 中澤 綾斗(2) 羽生一 16.76 5 8 717 斎藤 圭吾(2) 杉戸農 21.46
ｸﾏｲ ﾀﾀﾞｽｹ ｺﾑﾛ ｹﾝｻｸ

6 9 5221 熊井 維将(3) 三郷工技 20.79 4 228 小室 拳作(3) 不動岡 DNS
ｵｵﾀ ｿｳｼ ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ

4 3604 太田 蒼志(3) 春日部東 DNS 6 3607 齋藤 滉太(3) 春日部東 DNS

3組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾄ

1 5 2811 西山 兼人(2) 昌平 15.30 Q
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ

2 7 344 土橋 拓和(3) 越ヶ谷 15.92 Q
ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ

3 4 3605 染谷 捷太(3) 春日部東 16.15 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ

4 9 4653 松本 剛(3) 花咲徳栄 17.99
ｵｵﾂｶ ﾕｳﾀ

5 8 4542 大塚 悠太(3) 宮代 18.09
ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ

6 237 山下 大介(3) 不動岡 DNS

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

ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

1 5 4673 工藤 晴斗(2) 花咲徳栄 15.30
ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾄ

2 4 2811 西山 兼人(2) 昌平 15.39
ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ

3 6 2791 伊藤 慎太郎(3) 昌平 15.57
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ

4 7 344 土橋 拓和(3) 越ヶ谷 15.98
ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ

5 3 3605 染谷 捷太(3) 春日部東 16.02
ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ

6 2 211 日下部 功弥(3) 不動岡 16.04
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ

7 8 2816 田口 祐一朗(2) 昌平 16.15
ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ

8 9 5434 澁谷 歩夢(3) 久喜北陽 16.23

凡例  DNS:欠場



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 4月24日 12:30 予　選

大会記録(GR)                 53.69     松本　直記(埼玉・春日部東)            2003 4月24日 14:20 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

ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1 4 211 日下部 功弥(3) 不動岡 57.02 Q 1 5 2816 田口 祐一朗(2) 昌平 56.63 Q
ｸｻﾉ ﾀｸﾄ ｲｼﾀﾞ ｿﾗ

2 7 3612 草野 拓登(2) 春日部東 57.35 Q 2 6 2861 石田 蒼空(3) 春日部共栄 56.66 Q
ﾌﾅｷ ﾕｳﾘ ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ

3 9 3843 舟木  優流(3) 鷲宮 1:00.55 3 7 3603 黛 渓太(3) 春日部東 56.85 q
ﾀｹｲｼ ｼｮｳﾀ ｼﾞﾝ ﾕｳｾｲ

4 6 2805 武石 翔太(3) 昌平 1:02.06 4 1 4657 神 侑晟(2) 花咲徳栄 59.31 q
ｶﾄﾞｲ ﾚｲﾄ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ

5 3 3671 門井  伶都(3) 杉戸 1:03.85 5 9 3851 遠藤  昂大(2) 鷲宮 1:01.61
ｶﾈｺ ﾀｶｷ ﾔﾌﾞｷ ﾅｵﾏｻ

6 2 3819 金子 貴暉(2) 羽生一 1:07.29 6 8 349 矢吹 直雅(2) 越ヶ谷 1:02.36
ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ ｺﾑﾛ ｹﾝｻｸ

7 8 717 斎藤 圭吾(2) 杉戸農 1:12.51 7 2 228 小室 拳作(3) 不動岡 1:04.00
ｼｵｻﾞｷ ｺｳﾀ ﾀﾃﾉ ﾕｳﾀ

5 95 塩﨑 航太(3) 春日部 DQ,T10 8 3 1568 舘野 悠太(2) 草加 1:07.14
ｺﾌﾞﾁ ｼｮｳﾀ ﾊﾔｼ ﾀｲｶﾞ

1 5314 小渕 祥太(3) 越谷総技 DNS 4 2566 林 大雅(2) 越谷西 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

ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ

1 6 3607 齋藤 滉太(3) 春日部東 56.82 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ

2 4 4653 松本 剛(3) 花咲徳栄 59.07 Q
ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ

3 7 5434 澁谷 歩夢(3) 久喜北陽 1:00.34
ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ

4 5 2558 武藤 和樹(3) 越谷西 1:01.66
ﾓﾘﾉ ﾊﾔﾀ

5 8 2817 森野 駿汰(2) 昌平 1:02.05
ｽｽﾞｷ ﾅｵ

6 9 5311 鈴木 直(3) 越谷総技 1:03.21
ｵﾘｶｻ ﾀﾞｲｷ

7 3 1506 折笠 大樹(2) 春日部工 1:06.92
ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ

8 1 237 山下 大介(3) 不動岡 1:08.60
ｵｵﾈﾀﾞ ﾀｲｷ

9 2 3847 大根田 汰輝(3) 鷲宮 1:12.00

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾀﾞ ｿﾗ

1 6 2861 石田 蒼空(3) 春日部共栄 55.80
ｸｻﾉ ﾀｸﾄ

2 9 3612 草野 拓登(2) 春日部東 55.95
ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ

3 5 211 日下部 功弥(3) 不動岡 56.18
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ

4 4 2816 田口 祐一朗(2) 昌平 56.27
ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ

5 3 3603 黛 渓太(3) 春日部東 57.16
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ

6 8 4653 松本 剛(3) 花咲徳栄 59.60
ｼﾞﾝ ﾕｳｾｲ

7 2 4657 神 侑晟(2) 花咲徳栄 1:00.35
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ

7 3607 齋藤 滉太(3) 春日部東 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



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)        8:55.28     小林　正幹(埼玉・松山)                1990

大会記録(GR)               9:19.57     島村　清孝(埼玉・花咲徳栄)            1998 4月25日 13:25 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

ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ

1 6 3782 山田 翔太(2) 春日部東 9:53.76 1 2 2553 鈴木 一雅(3) 越谷西 10:31.35

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ

2 7 109 平林 樹(3) 春日部 9:56.29 2 11 3621 高橋 宏輔(3) 春日部東 10:31.54

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ ﾋﾛﾔ ｲｯｻ

3 8 4666 若林 凌汰(3) 花咲徳栄 10:01.16 3 8 2882 廣谷 一颯(3) 獨協埼玉 10:40.74

ｱｻﾐ ｻｸﾔ ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｾｲ

4 5 2096 浅見 咲哉(3) 越谷北 10:10.35 4 5 4758 小泉 幸誠(3) 草加西 10:40.99

ｻｶﾞﾗ ﾘｵ ｶﾜﾀ ｷｮｳｽｹ

5 4 4663 相楽 理央(3) 花咲徳栄 10:10.43 5 6 2570 河田 京介(2) 越谷西 10:59.79

ｱﾗｲ ｹﾝﾄ ｻﾜｻﾞｷ ﾊﾙﾄ

6 11 114 新井 健斗(2) 春日部 10:15.19 6 7 1664 澤﨑 榛斗(3) 久喜工 11:14.95

ｲｹｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｽｹ

7 9 222 生貝 英翔(2) 不動岡 10:19.30 7 3 352 山口 功将(2) 越ヶ谷 11:16.52

ﾎｼﾉ ｼﾝｹﾞﾝ ｻｶｵ ﾋﾅﾀ

8 10 2292 星野 信玄(3) 蓮田松韻 10:21.90 8 9 223 阪尾 日南太(2) 不動岡 11:45.30

ｳﾗﾉ ｺｳｽｹ ﾕｲ ｲｯｾｲ

9 2 2299 浦野 健亮(2) 蓮田松韻 10:21.94 9 1 353 由井 一清(2) 越ヶ谷 11:45.87

ｲﾀﾔ ﾘｭｳｾｲ ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

10 1 4659 板谷 柳星(3) 花咲徳栄 10:27.55 10 4 575 羽生実 12:25.06

ﾅｶﾞﾇﾏ ｹﾝﾀ ｲｿﾉ ﾜﾀﾙ

11 12 3854 永沼  賢大(2) 鷲宮 10:42.05 10 107 礒野 亘(3) 春日部 DNS
ｶﾄｳ ﾕｳﾋ

12 3 216 加藤 雄飛(2) 不動岡 10:50.50

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

ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ

1 3782 山田 翔太(2) 春日部東 9:53.76
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ

2 109 平林 樹(3) 春日部 9:56.29
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

3 4666 若林 凌汰(3) 花咲徳栄 10:01.16

ｱｻﾐ ｻｸﾔ

4 2096 浅見 咲哉(3) 越谷北 10:10.35

ｻｶﾞﾗ ﾘｵ

5 4663 相楽 理央(3) 花咲徳栄 10:10.43

ｱﾗｲ ｹﾝﾄ

6 114 新井 健斗(2) 春日部 10:15.19

ｲｹｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ

7 222 生貝 英翔(2) 不動岡 10:19.30

ﾎｼﾉ ｼﾝｹﾞﾝ

8 2292 星野 信玄(3) 蓮田松韻 10:21.90

凡例  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)              21:33.53     滝沢　大賀(埼玉・春日部東)            2014 4月23日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ｼｽﾞｸ

1 5 3623 山本 靜空(3) 春日部東 23:55.05

ｳﾂｼｶﾜ ｹﾞﾝﾄｸ

2 3 110 移川 玄徳(3) 春日部 24:02.47

ﾐｶﾐ ﾂｶｻ

3 2 4540 三上 司(3) 宮代 24:19.04

ﾀｷﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ

4 6 108 滝田 格一朗(3) 春日部 24:45.65

ｶﾈｺ ｺｳｾｲ

5 4 3811 金子 幸世(3) 羽生一 24:51.23

ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ

6 7 2302 川村 侑矢(2) 蓮田松韻 24:52.98

ｲｲﾀｶ ﾌﾐｱｷ

7 1 109 飯高 史章(3) 春日部 28:07.66



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 4月23日 15:35 予　選

大会記録(GR)                 42.00     伊藤・齊藤・長田・沖舘(埼玉・春日部東)2016 4月24日 15:55 決　勝

予　選　4組0着＋8

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 春日部東 3602 長田 昴己(3) ｵｻﾀﾞ ｺｳｷ 43.09 1 5 春日部 105 森 航至郎(2) ﾓﾘ ｺｳｼﾛｳ 42.72
3611 堤 大翔(2) ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ q 92 三井 一輝(3) ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ q
3612 草野 拓登(2) ｸｻﾉ ﾀｸﾄ 112 野田 葵介(2) ﾉﾀﾞ ｷｽｹ
3607 齋藤 滉太(3) ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 94 佐竹 蒼人(3) ｻﾀｹ ｱｵﾄ

2 7 越谷西 2569 大學 諒也(2) ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾘｮｳﾔ 43.54 2 4 不動岡 218 松本 直弥(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 44.20
2558 武藤 和樹(3) ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ q 231 大谷 一心(3) ｵｵﾀﾆ ｲｯｻ q
2551 海老原 彦輝(3) ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ 225 小林 稜(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
2564 手金 裕嗣(2) ﾃｶﾞﾈ ﾕｳｼﾞ 211 日下部 功弥(3) ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ

3 4 八潮 2328 矢島 隼斗(3) ﾔｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 44.52 3 7 杉戸 3677 土屋  匠登(3) ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 44.32
2335 勝間 龍之介(2) ｶﾂﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 3663 阪谷  倭(3) ｻｶﾀﾆ ﾔﾏﾄ q
2333 畑山 晴稀(2) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾙｷ 3671 門井  伶都(3) ｶﾄﾞｲ ﾚｲﾄ
2325 中村 寧生(3) ﾅｶﾑﾗ ﾈｵ 3690 豊嶋 一琉(3) ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ

4 6 鷲宮 3852 遠藤  聖也(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ 44.96 4 6 草加 1567 小林 恵一(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ 44.71
3842 濱 一希(3) ﾊﾏ ｶｽﾞｷ 1565 池田 憧羽(2) ｲｹﾀﾞ ﾄﾜ
3846 中村  剛野(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾔ 1562 木暮 結平(3) ｷｸﾞﾚ ﾕｳﾍｲ
3851 遠藤  昂大(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ 1561 江原 騎士(3) ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ

5 8 越谷東 4530 嶋野 晃太(3) ｼﾏﾉ ｺｳﾀ 45.31 5 2 白岡 3632 藤枝 大夢(2) ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾋﾛﾑ 45.42
4518 黒田 晴斗(3) ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ 3640 村松 嵩(3) ﾑﾗﾏﾂ ｼｭｳ
4525 吉川 鉄郎(3) ﾖｼｶﾜ ﾃﾂﾛｳ 3638 松風 秀斗(3) ﾏﾂｶｾﾞ ｼｭｳﾄ
4515 小嶋 時秀(3) ｺｼﾞﾏ ﾄｷﾋﾃﾞ 3636 郷右近 晋優(3) ｺﾞｳｳｺﾝ ｼﾝﾕｳ

6 9 春日部共栄 2851 金田 悠希(3) ｶﾈﾀﾞ ﾕｳｷ 46.05 6 8 久喜北陽 5443 新野 歩夢(2) ﾆｲﾉ ｱﾕﾑ 45.62
2853 平沼 真(3) ﾋﾗﾇﾏ ｼﾝ 5431 内田 翔大(3) ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ
2857 髙島 聖人(3) ﾀｶｼﾏ ｷﾖﾄ 5436 関 純正(3) ｾｷ ｼﾞｭﾝｾｲ
2852 新井 謙大(3) ｱﾗｲ ｹﾝﾀ 5434 澁谷 歩夢(3) ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ

7 3 春日部工 1506 折笠 大樹(2) ｵﾘｶｻ ﾀﾞｲｷ 46.59 7 3 羽生実 577 武田 琳貴(2) ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝｷ 52.05
1526 飯野 薫(3) ｲｲﾉ ｶｵﾙ 576 佐藤 夏樹(2) ｻﾄｳ ﾅﾂｷ
1507 山寺 隆(2) ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾀｶｼ 579 杉山 詞音(1) ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾝ
1501 原 温紀(2) ﾊﾗ ﾊﾙｷ 578 ルン サン タイ(3) ﾙﾝ ｻﾝ ﾀｲ

8 2 三郷 3334 高橋 竜大(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 49.30 9 草加西 4746 関根 舜(2) ｾｷﾈ ｼｭﾝ DQ,R0

3331 稲毛 子竜(3) ｲﾅｹﾞ ｼﾘｭｳ 4745 鈴木 佑哉(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ
3333 上村 奨造(3) ｶﾐﾑﾗ ｼｮｳｿﾞｳ 4757 涌井 空月(3) ﾜｸｲ ｱﾂｷ
3335 関口 翔夢(2) ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾑ 4744 カルバハル ケンマチュー(2) ｶﾙﾊﾞﾊﾙ ｹﾝﾏﾁｭｰ

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 4 花咲徳栄 4665 早川 栄作(3) ﾊﾔｶﾜ ｴｲｻｸ 43.07 1 6 昌平 2793 坂田 真之介(2) ｻｶﾀ ｼﾝﾉｽｹ 43.08
4667 安藤 優貴(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ q 2804 中村 拓翔(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ q
4673 工藤 晴斗(2) ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 2799 北原 琳汰朗(3) ｷﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ
4652 佐々木 悠真(3) ｻｻｷ ﾕｳﾏ 2813 齊木 悠斗(2) ｻｲｷ ﾕｳﾄ

2 5 羽生一 3824 長谷川 史温(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾝ 44.32 2 4 八潮南 5087 金井 優吾(2) ｶﾅｲ ﾕｳｺﾞ 44.93
3813 永嶋 心翔(3) ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾅﾄ q 5091 松本 成海(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾐ
3814 ワタナベ 太一(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 5093 小澤 嘉葵(3) ｵｻﾞﾜ ﾖｼｷ
3812 峰岸 慧(3) ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾄﾙ 5092 田代 希(2) ﾀｼﾛ ﾉｿﾞﾐ

3 6 草加南 3572 外山 瑞基(3) ﾄﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 44.75 3 3 獨協埼玉 2899 長谷川 蒼大(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ 45.22
3573 江口 大裕(3) ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 2884 阿部 燎平(3) ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ
3574 橋本 匠(3) ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 2881 岡田 和樹(3) ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ
3582 臼倉 佑隼(2) ｳｽｸﾗ ﾕｳﾄ 2898 橋本 光生(2) ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ

4 8 越谷総技 5315 地木樂 千聖(3) ｼﾞﾓｸﾗ ﾁｻﾄ 44.98 4 8 三郷北 4177 佐藤 瑠輝(2) ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 46.02
5313 小山内 捷翔(3) ｵｻﾅｲ ﾊﾔﾄ 4178 清野 蒼磨(3) ｾｲﾉ ｿｳﾏ
5312 加藤 拓歩(3) ｶﾄｳ ﾀｸﾄ 4185 坂田 光駿(2) ｻｶﾀ ﾐﾂﾄｼ
5311 鈴木 直(3) ｽｽﾞｷ ﾅｵ 4181 蜂谷 凌(3) ﾊﾁﾔ ﾘｮｳ

5 9 庄和 4136 高石 飛翔(2) ﾀｶｲｼ ﾂﾊﾞｻ 45.43 5 7 叡明 1334 鈴木 亮太朗(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 46.29
4131 八島 一瑠(3) ﾔｼﾏ ｲﾂﾙ 1335 富井 悠太(3) ﾄﾐｲ ﾕｳﾀ
4133 赤崎 海斗(3) ｱｶｻｷ ｶｲﾄ 1340 岩田 洋輝(2) ｲﾜﾀ ﾋﾛｷ
4137 中村 璃貴(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｷ 1348 刈田 翔悟(2) ｶﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ

6 1 越谷南 3288 田村 拓人(2) ﾀﾑﾗ ﾀｸﾄ 45.52 6 2 三郷工技 5228 田中 大夢(3) ﾀﾅｶ ﾀｲﾑ 46.44
3278 関 瑛仁(2) ｾｷ ｱｷﾄ 5222 涌井 大希(3) ﾜｸｲ ﾀｲｷ
3277 横田 航大(3) ﾖｺﾀ ｺｳﾀﾞｲ 5232 深山 龍空(2) ﾌｶﾔﾏ ﾘｸ
3280 古澤 俊介(3) ﾌﾙｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 5224 西村 優希(3) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ

7 2 宮代 4541 後藤 龍二(3) ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 46.58 7 5 越谷北 2075 小島 優哉(2) ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 46.73
4542 大塚 悠太(3) ｵｵﾂｶ ﾕｳﾀ 2072 門馬 武志(2) ﾓﾝﾏ ﾀｹｼ
4540 三上 司(3) ﾐｶﾐ ﾂｶｻ 2073 牧野 圭寿(2) ﾏｷﾉ ｹｲｼﾞｭ
4545 松丸 亮大(1) ﾏﾂﾏﾙ ﾘｮｳﾀ 2074 西村 侑也(2) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾔ

8 3 草加東 4165 矢田 貴大(2) ﾔﾀ ﾀｶﾋﾛ 47.97
4145 中村 有輝(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
4164 髙橋 咲也(2) ﾀｶﾊｼ ｻｸﾔ
4146 武石 斗真(3) ﾀｹｲｼ ﾄｳﾏ

7 越ヶ谷 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート R0:(R170-14)オーバーゾーン



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 4月23日 15:35 予　選

大会記録(GR)                 42.00     伊藤・齊藤・長田・沖舘(埼玉・春日部東)2016 4月24日 15:55 決　勝

決　勝　

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 昌平 2793 坂田 真之介(2) ｻｶﾀ ｼﾝﾉｽｹ 43.21
2804 中村 拓翔(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ
2799 北原 琳汰朗(3) ｷﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ
2813 齊木 悠斗(2) ｻｲｷ ﾕｳﾄ

2 5 花咲徳栄 4665 早川 栄作(3) ﾊﾔｶﾜ ｴｲｻｸ 43.22
4667 安藤 優貴(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ
4673 工藤 晴斗(2) ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ
4652 佐々木 悠真(3) ｻｻｷ ﾕｳﾏ

3 6 春日部東 3602 長田 昴己(3) ｵｻﾀﾞ ｺｳｷ 43.34
3611 堤 大翔(2) ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ
3612 草野 拓登(2) ｸｻﾉ ﾀｸﾄ
3605 染谷 捷太(3) ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ

4 9 越谷西 2569 大學 諒也(2) ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾘｮｳﾔ 43.99
2558 武藤 和樹(3) ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ
2551 海老原 彦輝(3) ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ
2564 手金 裕嗣(2) ﾃｶﾞﾈ ﾕｳｼﾞ

5 3 杉戸 3677 土屋  匠登(3) ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 44.75
3663 阪谷  倭(3) ｻｶﾀﾆ ﾔﾏﾄ
3671 門井  伶都(3) ｶﾄﾞｲ ﾚｲﾄ
3690 豊嶋 一琉(3) ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ

6 8 不動岡 218 松本 直弥(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 44.99
231 大谷 一心(3) ｵｵﾀﾆ ｲｯｻ
225 小林 稜(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
211 日下部 功弥(3) ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ

7 2 羽生一 3824 長谷川 史温(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾝ 45.08
3814 ワタナベ 太一(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ
3813 永嶋 心翔(3) ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾅﾄ
3812 峰岸 慧(3) ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾄﾙ

4 春日部 105 森 航至郎(2) ﾓﾘ ｺｳｼﾛｳ DQ,FS1

92 三井 一輝(3) ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ
112 野田 葵介(2) ﾉﾀﾞ ｷｽｹ
94 佐竹 蒼人(3) ｻﾀｹ ｱｵﾄ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート R0:(R170-14)オーバーゾーン



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)               3:18.19     浜野･山崎･岩本･山崎(埼玉・八潮)       1990 4月25日 15:05 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 5 昌平 2808 楢本 雄貴(3) ﾅﾗﾓﾄ ﾕｳｷ 3:21.96 1 4 鷲宮 3852 遠藤  聖也(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ 3:29.38

2809 万木 大夢(3) ﾏｷ ﾋﾛﾑ 3848 野呂  日向汰(3) ﾉﾛ ﾋﾅﾀ
2802 渡辺 大晟(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 3843 舟木  優流(3) ﾌﾅｷ ﾕｳﾘ
2811 西山 兼人(2) ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾄ 3851 遠藤  昂大(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ

2 4 花咲徳栄 4653 松本 剛(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ 3:22.98 2 7 獨協埼玉 2881 岡田 和樹(3) ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 3:29.84

4674 兒嶋 遥希(2) ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 2889 三浦 樹(3) ﾐｳﾗ ｲﾂｷ
4658 鈴木 志晏(2) ｽｽﾞｷ ｼｱﾝ 2902 松本 翼(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ
4655 松崎 僚輝(3) ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ 2898 橋本 光生(2) ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ

3 7 春日部東 3603 黛 渓太(3) ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ 3:25.13 3 5 春日部 94 佐竹 蒼人(3) ｻﾀｹ ｱｵﾄ 3:29.92

3612 草野 拓登(2) ｸｻﾉ ﾀｸﾄ 112 野田 葵介(2) ﾉﾀﾞ ｷｽｹ
3605 染谷 捷太(3) ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ 105 森 航至郎(2) ﾓﾘ ｺｳｼﾛｳ
3611 堤 大翔(2) ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ 105 須藤 遼(3) ｽﾄﾞｳ ﾊﾙｶ

4 6 越谷西 2565 堺 啓樹(2) ｻｶｲ ｹｲﾀﾂ 3:25.30 4 9 草加 1565 池田 憧羽(2) ｲｹﾀﾞ ﾄﾜ 3:32.07

2558 武藤 和樹(3) ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ 1562 木暮 結平(3) ｷｸﾞﾚ ﾕｳﾍｲ
2573 石原 颯泰(2) ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 1573 福井 公太(2) ﾌｸｲ ｺｳﾀ
2552 青葉 錬(3) ｱｵﾊﾞ ﾚﾝ 1561 江原 騎士(3) ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ

5 2 越ヶ谷 340 伊澤 和真(3) ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 3:28.48 5 6 不動岡 231 大谷 一心(3) ｵｵﾀﾆ ｲｯｻ 3:34.90

345 斎藤 光起(3) ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 211 日下部 功弥(3) ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ
344 土橋 拓和(3) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ 214 飯山 翔(3) ｲｲﾔﾏ ｶｹﾙ
341 坂上 遥祐(3) ｻｶｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ 228 小室 拳作(3) ｺﾑﾛ ｹﾝｻｸ

6 9 草加南 3574 橋本 匠(3) ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 3:30.86 6 8 八潮 2325 中村 寧生(3) ﾅｶﾑﾗ ﾈｵ 3:35.58

3573 江口 大裕(3) ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 2322 杉山 太翔(3) ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲﾄ
3575 山本 優斗(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 2321 白井 涼太(3) ｼﾗｲ ﾘｮｳﾀ
3587 竹花 寛大(2) ﾀｹﾊﾅ ﾋﾛﾄ 2327 南 康也(3) ﾐﾅﾐ ｺｳﾔ

7 3 春日部共栄 2858 飯口 公太(3) ｲｲｸﾞﾁ ｺｳﾀ 3:33.14 7 2 八潮南 5098 澁谷 優太(3) ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾀ 3:38.77

2859 飯口 堅太(3) ｲｲｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 5100 宇田川 蓮樹(3) ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾚﾝｼﾞｭ
2855 内田 京佑(3) ｳﾁﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 5086 會田 陸斗(3) ｱｲﾀﾞ ﾘｸﾄ
2861 石田 蒼空(3) ｲｼﾀﾞ ｿﾗ 5099 小林 夢明(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾑｱ

8 8 越谷北 2072 門馬 武志(2) ﾓﾝﾏ ﾀｹｼ 3:33.76 8 3 羽生一 3812 峰岸 慧(3) ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾄﾙ 3:42.43

2074 西村 侑也(2) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾔ 3813 永嶋 心翔(3) ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾅﾄ
2097 藤澤 凜(3) ﾌｼﾞｻﾜ ﾘﾝ 3816 林 敦規(2) ﾊﾔｼ ｱﾂｷ
2095 荒木 陸空(3) ｱﾗｷ ﾘｸ 3819 金子 貴暉(2) ｶﾈｺ ﾀｶｷ

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 4 庄和 4136 高石 飛翔(2) ﾀｶｲｼ ﾂﾊﾞｻ 3:34.13 1 6 越谷総技 5315 地木樂 千聖(3) ｼﾞﾓｸﾗ ﾁｻﾄ 3:37.81

4133 赤崎 海斗(3) ｱｶｻｷ ｶｲﾄ 5312 加藤 拓歩(3) ｶﾄｳ ﾀｸﾄ
4131 八島 一瑠(3) ﾔｼﾏ ｲﾂﾙ 5317 龍頭 駆(3) ﾘｭｳﾄｳ ｶｹﾙ
4134 阿佐美 和月(3) ｱｻﾐ ﾅﾂｷ 5311 鈴木 直(3) ｽｽﾞｷ ﾅｵ

2 5 久喜北陽 5431 内田 翔大(3) ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 3:38.03 2 9 越谷南 3278 関 瑛仁(2) ｾｷ ｱｷﾄ 3:39.92

5437 永島 駿(3) ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭﾝ 3284 堀江 輝(2) ﾎﾘｴ ﾃﾙ
5438 山本 愛斗(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ 3279 石田 修一(3) ｲｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ
5434 澁谷 歩夢(3) ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ 3277 横田 航大(3) ﾖｺﾀ ｺｳﾀﾞｲ

3 7 杉戸 3680 小沢 雄統(2) ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 3:40.31 3 4 蓮田松韻 2304 伊賀 亘(2) ｲｶﾞ ﾜﾀﾙ 3:40.15

3671 門井  伶都(3) ｶﾄﾞｲ ﾚｲﾄ 2291 古矢 蓮(3) ﾌﾙﾔ ﾚﾝ
3662 佐藤 京史朗(2) ｻﾄｳ ｷｮｳｼﾛｳ 2299 浦野 健亮(2) ｳﾗﾉ ｺｳｽｹ
3688 高橋 龍紀(2) ﾀｶﾊｼ ﾀﾂｷ 2292 星野 信玄(3) ﾎｼﾉ ｼﾝｹﾞﾝ

4 9 草加西 4746 関根 舜(2) ｾｷﾈ ｼｭﾝ 3:40.76 4 7 叡明 1334 鈴木 亮太朗(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3:43.73

4745 鈴木 佑哉(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 1340 岩田 洋輝(2) ｲﾜﾀ ﾋﾛｷ
4757 涌井 空月(3) ﾜｸｲ ｱﾂｷ 1337 長岡 諒太郎(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ
4758 小泉 幸誠(3) ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｾｲ 1321 堀 駿介(3) ﾎﾘ ｼｭﾝｽｹ

5 6 越谷東 4503 西森 恒嘉(2) ﾆｼﾓﾘ ｺｳｶﾞ 3:41.94 5 8 宮代 4540 三上 司(3) ﾐｶﾐ ﾂｶｻ 3:50.26

4528 矢島 遥介(3) ﾔｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ 4542 大塚 悠太(3) ｵｵﾂｶ ﾕｳﾀ
4525 吉川 鉄郎(3) ﾖｼｶﾜ ﾃﾂﾛｳ 4543 諸橋 誉(2) ﾓﾛﾊｼ ﾎﾏﾚ
4516 町田 迅太朗(3) ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞﾝﾀﾛｳ 4544 安藤 悠都(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ

6 3 三郷北 4181 蜂谷 凌(3) ﾊﾁﾔ ﾘｮｳ 3:44.17 3 草加東 DNS
4180 山﨑 亮汰(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ
4178 清野 蒼磨(3) ｾｲﾉ ｿｳﾏ
4188 坪倉 拓海(3) ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀｸﾐ

7 2 春日部工 1501 原 温紀(2) ﾊﾗ ﾊﾙｷ 3:45.54 5 羽生実 577 武田 琳貴(2) ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝｷ DNS
1526 飯野 薫(3) ｲｲﾉ ｶｵﾙ 579 杉山 詞音(1) ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾝ
1502 阪本 隼翔(2) ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 576 佐藤 夏樹(2) ｻﾄｳ ﾅﾂｷ
1506 折笠 大樹(2) ｵﾘｶｻ ﾀﾞｲｷ 575 ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

8 8 三郷 3334 高橋 竜大(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 3:52.41

3332 境 ディラン(3) ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ
3333 上村 奨造(3) ｶﾐﾑﾗ ｼｮｳｿﾞｳ
3335 関口 翔夢(2) ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾑ

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)               3:18.19     浜野･山崎･岩本･山崎(埼玉・八潮)       1990 4月25日 15:05 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 2808 楢本 雄貴(3) ﾅﾗﾓﾄ ﾕｳｷ 3:21.96

2809 万木 大夢(3) ﾏｷ ﾋﾛﾑ
2802 渡辺 大晟(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ
2811 西山 兼人(2) ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾄ

2 花咲徳栄 4653 松本 剛(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ 3:22.98

4674 兒嶋 遥希(2) ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｷ
4658 鈴木 志晏(2) ｽｽﾞｷ ｼｱﾝ
4655 松崎 僚輝(3) ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ

3 春日部東 3603 黛 渓太(3) ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ 3:25.13

3612 草野 拓登(2) ｸｻﾉ ﾀｸﾄ
3605 染谷 捷太(3) ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ
3611 堤 大翔(2) ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ

4 越谷西 2565 堺 啓樹(2) ｻｶｲ ｹｲﾀﾂ 3:25.30

2558 武藤 和樹(3) ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ
2573 石原 颯泰(2) ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ
2552 青葉 錬(3) ｱｵﾊﾞ ﾚﾝ

5 越ヶ谷 340 伊澤 和真(3) ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 3:28.48

345 斎藤 光起(3) ｻｲﾄｳ ｺｳｷ
344 土橋 拓和(3) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ
341 坂上 遥祐(3) ｻｶｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ

6 鷲宮 3852 遠藤  聖也(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ 3:29.38

3848 野呂  日向汰(3) ﾉﾛ ﾋﾅﾀ
3843 舟木  優流(3) ﾌﾅｷ ﾕｳﾘ
3851 遠藤  昂大(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ

7 獨協埼玉 2881 岡田 和樹(3) ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 3:29.84

2889 三浦 樹(3) ﾐｳﾗ ｲﾂｷ
2902 松本 翼(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ
2898 橋本 光生(2) ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ

8 春日部 94 佐竹 蒼人(3) ｻﾀｹ ｱｵﾄ 3:29.92

112 野田 葵介(2) ﾉﾀﾞ ｷｽｹ
105 森 航至郎(2) ﾓﾘ ｺｳｼﾛｳ
105 須藤 遼(3) ｽﾄﾞｳ ﾊﾙｶ

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)                  2m10     石井　孝治(埼玉・八潮)                1996 4月24日 09:30 決　勝    

決　勝　

ﾂﾉﾀﾞ ﾘｺ － － ○ － － ○ × ○ －

1 27 2324 角田 リコ(3) 八潮 × ○ ○ × × × 2m00
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ － － － － － ○ ○ ○

2 26 4544 安藤 悠都(2) 宮代 × × × 1m93
ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳ － － － ○ ○ ○ ○ × ○

3 25 2814 小野澤 佑(2) 昌平 × × × 1m93
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾄ － － ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

4 23 2798 山下 優人(1) 昌平 1m90
ﾓﾘ ﾕｳﾘ － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 24 4669 森 悠利(2) 花咲徳栄 1m90
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯｷ － － － ○ － ○ × ○ × × ×

5 28 4756 渡邊 一輝(3) 草加西 1m90
ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ － ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

7 22 2803 橋本 峻(3) 昌平 1m85
ｼﾞﾓｸﾗ ﾁｻﾄ － － － ○ ○ × × ×

8 20 5315 地木樂 千聖(3) 越谷総技 1m80
ﾌｶｶﾞﾜ ﾅｵﾄ － － ○ ○ × ○ × × ×

9 21 3856 深川 直人(1) 鷲宮 1m80
ｱｷﾖｼ ｷｮｳｽｹ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

10 15 1512 明吉 恭佑(1) 春日部工 1m80
ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞﾝﾀﾛｳ － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

10 19 4516 町田 迅太朗(3) 越谷東 1m80
ｸﾉﾘ ｺｳﾀ － ○ ○ ○ × × ×

12 18 1527 九法 恒太(3) 春日部工 1m75
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ － ○ ○ × ○ × × ×

13 17 2551 海老原 彦輝(3) 越谷西 1m75
ｵｵﾊｼ ｿﾗ × × ○ ○ ○ × ○ × × ×

14 14 111 大橋 空(2) 春日部 1m75
ｵｲｶﾜ ｺｳﾔ ○ ○ × ○ × × ×

15 13 5095 及川 昴哉(3) 八潮南 1m70
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾃﾞ × ○ × ○ × × ×

16 7 5089 小林 慶秀(2) 八潮南 1m65
ﾔﾏｼﾀ ﾓﾄﾔ × ○ × × ×

17 8 3817 山下 朔矢(2) 羽生一 1m60
ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｷ × ○ × × ×

18 9 351 宮原 昂希(2) 越ヶ谷 1m60
ﾔｴﾊﾀ ﾕｳﾀ × × ○ × × ×

19 12 2559 八重畑 祐太(3) 越谷西 1m60
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾏ － － ○ × × ○ ○ × × ×

OP 3 2802 中村  楓馬(1) 昌平 1m80
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｽｹ ○ × ○ × × ×

OP 2 2792 畠山  泰輔(1) 昌平 1m65
ｻﾄｳ ｼﾝ × × ○ × × ×

OP 1 2797 佐藤 心(1) 昌平 1m60
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ × × ×

4 4743 池田 祥悟(2) 草加西 NM
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ × × ×

6 3576 中島 悠翔(3) 草加南 NM
ﾎﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ × × ×

11 2578 保永 尋都(2) 越谷西 NM
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ

5 3668 渡邉 寛貴(2) 杉戸 DNS
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ

10 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一 DNS
ﾇﾏﾀ ｼｮｳｴｲ

16 4189 沼田 祥永(2) 三郷北 DNS

1m80
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m60

1m96

1m85 1m90 1m93
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m65

2m00

1m70

2m05

1m75

凡例  DNS:欠場 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(群馬・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)                  5m10     川島　優(埼玉・不動岡)                2010 4月23日 11:00 決　勝    

決　勝　

ﾌﾙｻﾜ ｼｭﾝｽｹ － － － － － × ○ － ○

1 11 3280 古澤 俊介(3) 越谷南 ○ ○ × × ○ × × × 4m30
ｺﾔﾏ ﾕｳﾄ － － － － － ○ － × ○

2 9 3631 小山 優人(2) 白岡 × × ○ ○ × × × 4m20
ｸﾗﾀ ｺｳｷ － － － － － ○ － ○

3 8 3585 倉田 恒輝(2) 草加南 × ○ × × ○ × × × 4m20
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾝ － － － － － ○ × ○ × × ○

4 10 3824 長谷川 史温(1) 羽生一 × × × 4m00
ｲﾏﾀﾞ ﾅｵ － － － － － ○ × － × ×

5 5 2319 今田 望天(3) 八潮 3m80
ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ － － － ○ ○ × × ×

6 6 1651 坂本 陽亮(1) 久喜工 3m60
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ － － ○ ○ × ○ × × ×

7 3 3677 土屋  匠登(3) 杉戸 3m60
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ － － － ○ × ○ × × ×

7 4 225 小林 稜(2) 不動岡 3m60
ﾄｳﾔﾏ ﾊﾙｷ ○ r

9 2 3586 塔山 暖樹(2) 草加南 2m80
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ × × ×

1 3668 渡邉 寛貴(2) 杉戸 NM
ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ

7 3287 池田 夢叶(2) 越谷南 DNS

3m60 3m80 3m90 4m00
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m00

4m20

3m20

4m30

3m40

4m40
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m80

4m10

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし
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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

ｲﾜｻｷ ﾕｳﾀ 6m63 6m72 6m63 6m86 6m86
1 81 2330 岩崎 裕太(2) 八潮 -1.1 -0.5 +1.3 0.0 0.0

ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ 6m29 4m76 4m04 6m53 6m53
2 80 3605 染谷 捷太(3) 春日部東 -0.9 -0.7 -0.6 0.0 0.0

ﾓﾘﾓﾄ ﾃﾙ 6m45 6m31 × 6m45
3 73 711 森本 輝琉(3) 杉戸農 +1.2 -0.4 +1.2

ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 6m32 6m42 6m08 6m42
4 89 2792 野口 健太(3) 昌平 -0.5 -0.7 -1.0 -0.7

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 5m59 6m21 6m14 6m31 6m31
5 62 3814 ワタナベ 太一(3) 羽生一 -0.8 +1.0 +0.7 0.0 0.0

ｶﾜｼﾏ ﾑｸ 6m30 6m20 × 6m30
6 82 2801 川嶋 椋(3) 昌平 -0.6 -1.0 -0.6

ｻﾄｳ ﾀｲｼ 6m25 6m16 5m83 6m25
7 67 4508 佐藤 汰祉(2) 越谷東 -0.7 +0.7 +0.7 -0.7

ﾀｹｲｼ ﾄｳﾏ 6m06 6m21 5m98 6m21
8 71 4146 武石 斗真(3) 草加東 -0.8 +1.2 -0.6 +1.2

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ × 6m21 6m01 6m21
9 78 2087 若林 爽太(3) 越谷北 -1.9 +0.2 -1.9

ｶﾐｶﾐﾔ ﾄﾑ × 6m12 × 6m12
10 72 4656 上神谷 登夢(3) 花咲徳栄 -1.2 -1.2

ﾀｶﾊｼ ﾘｸ × 6m09 5m99 6m09
11 66 4651 髙橋 利空(1) 花咲徳栄 +0.9 +1.1 +0.9

ｸﾘﾔﾏ ｼｭﾝｶﾞ × × 6m09 6m09
12 88 2800 栗山 隼河(3) 昌平 +0.4 +0.4

ﾑﾗﾏﾂ ｼｭｳ 6m06 6m03 － 6m06
13 75 3640 村松 嵩(3) 白岡 +0.7 +1.0 +0.7

ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 5m94 5m99 6m02 6m02
14 86 340 伊澤 和真(3) 越ヶ谷 -1.4 -1.4 +1.9 +1.9

ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾀ 6m02 × × 6m02
15 85 5098 澁谷 優太(3) 八潮南 +0.6 +0.6

ｴﾋﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 5m81 6m01 × 6m01
16 87 2557 海老原 駿(3) 越谷西 -0.9 -1.8 -1.8

ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｷ × × 6m00 6m00
17 61 2577 藤原 康気(2) 越谷西 +1.7 +1.7

ﾊﾁﾔ ﾘｮｳ 5m97 5m81 × 5m97
18 83 4181 蜂谷 凌(3) 三郷北 +0.3 -1.0 +0.3

ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ 5m90 5m69 5m94 5m94
19 79 344 土橋 拓和(3) 越ヶ谷 -0.9 -0.8 -1.9 -1.9

ｹｶﾞｻﾜ ｱﾗｼ × × 5m94 5m94
20 69 2332 氣賀澤 嵐(2) 八潮 +1.4 +1.4

ﾆﾉﾐﾔ ｺｳﾀﾛｳ × 5m83 5m91 5m91
21 84 4660 二ノ宮 航太郎(2) 花咲徳栄 -1.4 +0.3 +0.3

ｷｸﾞﾚ ﾕｳﾍｲ 5m90 × × 5m90
22 64 1562 木暮 結平(3) 草加 +0.3 +0.3

ﾑﾄｳ ｹｲｼ 5m75 5m88 5m62 5m88
23 38 2099 武藤 慧士(3) 越谷北 -1.6 -1.1 +1.6 -1.1

ｱﾗｲ ｹﾝﾀ × × 5m78 5m78
24 74 2852 新井 謙大(3) 春日部共栄 -1.6 -1.6

ﾉｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 5m50 5m77 × 5m77
25 50 712 野口 生(3) 杉戸農 -1.9 +0.1 +0.1

ﾀｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ 5m53 5m42 5m72 5m72
26 55 108 武田 大和(2) 春日部 -2.4 +0.6 +1.2 +1.2

ｲｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 5m72 × × 5m72
27 57 3279 石田 修一(3) 越谷南 +0.9 +0.9

ﾔﾀ ﾀｶﾋﾛ 5m71 5m21 × 5m71
28 45 4165 矢田 貴大(2) 草加東 +2.0 -0.3 +2.0

ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ × × 5m71 5m71
29 77 218 松本 直弥(2) 不動岡 -1.3 -1.3

ﾄﾊﾞﾘ ｼｭｳ 5m68 5m28 5m47 5m68
30 22 1349 戸張 柊(2) 叡明 -1.0 -2.1 -0.1 -1.0

ｼｵﾉﾔ ｶﾝﾀ 5m64 5m45 5m67 5m67
31 68 3676 塩谷  貫太(3) 杉戸 -0.9 +0.5 +0.8 +0.8

ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 5m42 5m35 5m66 5m66
32 53 4177 佐藤 瑠輝(2) 三郷北 -2.2 +1.7 -0.7 -0.7

ﾖｼﾉ ｿｳﾀ 5m61 5m53 5m64 5m64
33 51 3615 吉野 聡太(2) 春日部東 -1.4 -0.8 -0.5 -0.5

ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 5m64 5m54 5m60 5m64
34 58 3271 藤田 拓也(3) 越谷南 +1.3 -1.0 +1.3 +1.3

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし
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記録主任：
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4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾑﾗ ﾀｸﾄ × × 5m64 5m64
35 42 3288 田村 拓人(2) 越谷南 +0.1 +0.1

ｵﾊﾞﾀ ｴﾝﾕｳ 5m36 5m63 5m58 5m63
36 39 1566 小幡 縁侑(2) 草加 -1.0 -0.4 +0.9 -0.4

ﾊﾞﾊﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 5m50 5m51 5m58 5m58
37 76 3618 馬場 俊太朗(2) 春日部東 -1.2 +1.6 -0.2 -0.2

ﾐﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ × 5m58 × 5m58
38 70 2903 三輪 匠汰郎(2) 獨協埼玉 -0.9 -0.9

ｶﾅｲ ﾕｳｺﾞ 5m56 × － 5m56
39 33 5087 金井 優吾(2) 八潮南 +1.9 +1.9

ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾋﾛﾑ 5m44 5m52 － 5m52
40 30 3632 藤枝 大夢(2) 白岡 -2.0 +1.0 +1.0

ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 5m23 5m52 5m35 5m52
41 54 4541 後藤 龍二(3) 宮代 -2.2 +1.3 +1.2 +1.3

ｵｵﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 5m51 5m37 4m80 5m51
42 48 3674 大山 京介(2) 杉戸 -0.8 +0.5 -1.5 -0.8

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝﾔ × 4m95 5m51 5m51
43 36 3365 松村 真也(3) 栗橋北彩 -0.8 +1.6 +1.6

ｿﾉﾍﾞ ｼｮｳﾄ × 5m49 － 5m49
44 59 4505 園部 翔音(2) 越谷東 -0.5 -0.5

ｵｵﾂｶ ﾕｳﾀ 5m06 4m87 5m43 5m43
45 44 4542 大塚 悠太(3) 宮代 +1.0 -1.7 -0.9 -0.9

ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾔ 5m40 5m30 5m03 5m40
46 49 3846 中村  剛野(3) 鷲宮 -1.4 -0.6 -1.6 -1.4

ｱｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 5m16 5m25 5m39 5m39
47 37 91 会田 湧太(3) 春日部 -1.7 -0.3 +2.3 +2.3

ﾔﾏｼﾀ ﾓﾄﾔ 5m38 5m24 4m82 5m38
48 17 3817 山下 朔矢(2) 羽生一 +0.6 -0.5 -2.3 +0.6

ﾖﾓﾀﾞ ｺｳﾍｲ 4m09 × 5m36 5m36
49 40 2098 四方田 光平(3) 越谷北 -2.5 +1.5 +1.5

ｲｼｲ ﾕｳｾｲ 5m20 5m35 4m84 5m35
50 31 97 石井 祐成(3) 春日部 -0.5 +0.9 +2.2 +0.9

ﾆｲｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 5m21 5m34 × 5m34
51 47 212 新島 央喜(2) 不動岡 -1.2 +0.3 +0.3

ｲﾜﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 5m33 5m32 5m20 5m33
52 25 1350 岩水 勇祐(3) 叡明 -0.9 -0.5 +1.5 -0.9

ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 4m98 5m33 5m07 5m33
53 46 2863 清水 健二郎(2) 春日部共栄 -1.5 +0.6 -2.2 +0.6

ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 5m28 × × 5m28
54 35 3853 佐藤  奎介(2) 鷲宮 +0.4 +0.4

ﾅｶﾉ ﾖｳｽｹ 5m26 4m91 5m15 5m26
55 28 4742 中野 耀介(2) 草加西 -1.2 +0.5 +0.9 -1.2

ﾔﾍﾞ ｲﾁﾊﾙ 5m25 4m89 5m00 5m25
56 60 2561 矢部 一晴(3) 越谷西 -0.1 -0.9 +2.0 -0.1

ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾀ × 5m23 × 5m23
57 32 4182 服部 颯太(3) 三郷北 +0.9 +0.9

ｶｷﾇﾏ ｹｲ × × 5m20 5m20
58 43 714 柿沼 慶(3) 杉戸農 +0.8 +0.8

ｺｼﾞﾏ ﾄｷﾋﾃﾞ 4m39 5m18 5m17 5m18
59 63 4515 小嶋 時秀(3) 越谷東 -0.2 +1.0 +0.6 +1.0

ﾀﾅｶ ﾀｲﾑ 5m00 4m90 5m07 5m07
60 23 5228 田中 大夢(3) 三郷工技 -0.6 -1.6 -0.2 -0.2

ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 5m05 4m98 × 5m05
61 52 3576 中島 悠翔(3) 草加南 -1.3 -0.6 -1.3

ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 4m33 4m90 5m00 5m00
62 29 3673 清水 大聖(2) 杉戸 -2.4 +1.4 +1.9 +1.9

ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂﾄ 4m81 4m94 4m78 4m94
63 65 1525 馬場 豊門(3) 春日部工 -0.2 +0.6 +1.0 +0.6

ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｷ × 3m76 4m90 4m90
64 27 2305 住友 祐樹(2) 蓮田松韻 +0.4 +1.1 +1.1

ｱﾗｲ ﾕｲ 4m62 4m71 4m72 4m72
65 41 2854 新井 維(3) 春日部共栄 -1.3 +1.0 +0.9 +0.9

ﾓﾛﾀ ﾊｸ × 4m43 4m71 4m71
66 21 1345 諸田 珀(2) 叡明 +0.1 -1.1 -1.1

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 4m69 4m64 4m48 4m69
67 20 4743 池田 祥悟(2) 草加西 +0.5 +0.2 -2.9 +0.5

ｵｵﾊｼ ｶｽﾞｷ 4m47 4m62 4m46 4m62
68 24 350 大橋 一輝(2) 越ヶ谷 +1.1 -1.2 +0.5 -1.2
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ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾔ 4m22 4m25 4m31 4m31
69 18 3366 中山 光哉(3) 栗橋北彩 +1.1 -0.8 -2.8 -2.8

ﾌｶｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 4m23 〇 × 4m23
70 19 1503 深沢 賢斗(2) 春日部工 -0.2 -0.2

ﾊﾗ ｼﾞｮｳ 5m06 5m74 5m77 5m77
OP 15 2799 原 丞(1) 昌平 -1.8 +0.4 -1.5 -1.5

ﾜﾀﾍﾞ ｶﾝﾀ 5m49 5m64 － 5m64
OP 6 4671 渡部 勘太(2) 花咲徳栄 -0.8 -1.1 -1.1

ﾕｱｻ ﾏｷ 5m47 5m54 5m16 5m54
OP 11 3606 湯浅 磨規(3) 春日部東 -1.3 +0.4 -1.4 +0.4

ｻﾄｳ ｼﾝ 5m52 5m35 5m49 5m52
OP 12 2797 佐藤 心(1) 昌平 -1.4 +1.1 -2.7 -1.4

ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 5m49 〇 4m44 5m49
OP 9 717 斎藤 圭吾(2) 杉戸農 -1.7 -2.2 -1.7

ﾏｷｼﾏ ﾋﾅﾀ × 5m47 × 5m47
OP 5 4664 巻島 陽(2) 花咲徳栄 -2.3 -2.3

ﾓﾘ ｺｳｼﾛｳ 5m12 5m32 5m42 5m42
OP 10 105 森 航至郎(2) 春日部 -1.0 0.0 -2.1 -2.1

ﾌｸﾀｹ ｻﾄﾙ 5m01 5m14 4m05 5m14
OP 13 2809 福武 哲琉(1) 昌平 -2.7 +1.4 -1.6 +1.4

ﾔｽﾀﾞ ﾚｵ × 4m90 5m11 5m11
OP 7 3670 安田 怜桜(2) 杉戸 -0.4 -2.1 -2.1

ﾌｸﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ × × ×
16 1508 福田 道大(2) 春日部工 NM

ｷｸﾁ ﾀｹﾄ × × ×
26 1347 菊池 雄仁(3) 叡明 NM

ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ × × ×
34 227 樋口 諒(2) 不動岡 NM

ｾｷ ｼﾞｭﾝｾｲ × × ×
56 5436 関 純正(3) 久喜北陽 NM

ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ × × ×
OP 4 4680 中村 海翔(3) 花咲徳栄 NM

ﾋﾉ ｲｯｹｲ

1 4658 日野 一慶(1) 花咲徳栄 DNS
ﾅｶﾗｲ ﾕｳｱ

2 4655 半井 優明(1) 花咲徳栄 DNS
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ

3 4678 田中 大智(2) 花咲徳栄 DNS
ﾋﾛｲ ｺｳｽｹ

8 3610 廣井 康介(3) 春日部東 DNS
ﾓﾘﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

14 2807 森 倫太郎(3) 昌平 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし
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ﾓﾘ ﾕｳﾘ 13m76 14m16 r 14m16
1 34 4669 森 悠利(2) 花咲徳栄 +2.3 +1.0 +1.0

ｲﾜｻｷ ﾕｳﾀ × × 14m04 × 13m66 13m94 14m04
2 35 2330 岩崎 裕太(2) 八潮 +2.5 +1.2 -0.1 +2.5

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 13m54 13m81 × 13m76 13m60 13m74 13m81
3 36 2804 中村 拓翔(3) 昌平 +0.9 +0.8 +1.8 0.0 +1.5 +0.8

ｷｸﾞﾚ ﾕｳﾍｲ 12m19 12m82 13m05 13m15 13m35 13m47 13m47
4 24 1562 木暮 結平(3) 草加 +1.2 +1.6 +1.6 +1.5 +1.0 +0.3 +0.3

ﾂﾉﾀﾞ ﾘｺ 13m05 13m32 13m31 13m35 13m40 13m37 13m40
5 4 2324 角田 リコ(3) 八潮 +0.7 +1.4 -1.5 +0.7 +1.1 +0.3 +1.1

ｵｵﾀﾆ ｲｯｻ 12m79 13m38 12m79 13m14 11m38 12m91 13m38
6 32 231 大谷 一心(3) 不動岡 +2.0 +1.9 -0.9 +1.2 +0.7 -0.1 +1.9

ｸﾉﾘ ｺｳﾀ 12m72 13m07 12m48 12m83 12m93 13m11 13m11
7 31 1527 九法 恒太(3) 春日部工 +1.4 +2.0 +1.6 +1.0 -0.2 +0.4 +0.4

ｲﾜｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 12m87 12m66 12m61 12m52 12m60 × 12m87
8 21 2797 岩澤 昇吾(3) 昌平 +1.4 +0.8 -0.5 +0.8 +1.7 +1.4

ﾕｱｻ ﾏｷ 12m80 12m54 12m47 12m80
9 33 3606 湯浅 磨規(3) 春日部東 +3.0 +1.6 -0.6 +3.0

ﾜﾀﾍﾞ ｶﾝﾀ 12m42 12m80 12m01 12m80
10 12 4671 渡部 勘太(2) 花咲徳栄 +0.8 +1.0 +0.9 +1.0

ｱﾗｲ ｹﾝﾀ 12m53 12m77 × 12m77
11 27 2852 新井 謙大(3) 春日部共栄 +2.1 +1.9 +1.9

ｹｶﾞｻﾜ ｱﾗｼ × 12m60 12m55 12m60
12 29 2332 氣賀澤 嵐(2) 八潮 +0.5 +1.6 +0.5

ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 12m55 12m50 11m98 12m55
13 30 2884 阿部 燎平(3) 獨協埼玉 +1.8 +2.4 +1.3 +1.8

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 11m98 11m72 12m46 12m46
14 22 3814 ワタナベ 太一(3) 羽生一 +2.1 +2.5 +0.6 +0.6

ｶﾐｶﾐﾔ ﾄﾑ 12m32 × 12m32 12m32
15 18 4656 上神谷 登夢(3) 花咲徳栄 +2.2 -0.9 -0.9

ﾖｺﾂｶ ｽﾊﾞﾙ 12m11 12m02 11m72 12m11
16 26 2810 横塚 昴(2) 昌平 +1.8 +2.6 +1.8 +1.8

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝﾔ 11m50 11m91 × 11m91
17 19 3365 松村 真也(3) 栗橋北彩 +2.0 +1.6 +1.6

ｲｲﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ × 11m65 11m27 11m65
18 17 4529 飯田 健太郎(3) 越谷東 +2.4 +0.8 +2.4

ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 11m20 11m63 11m58 11m63
19 28 3271 藤田 拓也(3) 越谷南 +0.6 +1.5 +1.6 +1.5

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ × × 11m56 11m56
20 14 3677 土屋  匠登(3) 杉戸 +1.4 +1.4

ｶｷﾇﾏ ｹｲ × 11m52 11m04 11m52
21 15 714 柿沼 慶(3) 杉戸農 +2.1 +1.4 +2.1

ｼｵﾉﾔ ｶﾝﾀ × × 11m47 11m47
22 13 3676 塩谷  貫太(3) 杉戸 +1.8 +1.8

ﾆｲｼﾞﾏ ﾋﾛｷ × × 11m41 11m41
23 9 212 新島 央喜(2) 不動岡 +0.5 +0.5

ﾓﾘﾓﾄ ﾃﾙ × 11m26 11m18 11m26
24 16 711 森本 輝琉(3) 杉戸農 +1.6 +1.3 +1.6

ﾔｴﾊﾀ ﾕｳﾀ × × 11m15 11m15
25 10 2559 八重畑 祐太(3) 越谷西 +0.9 +0.9

ﾋﾛｲ ｺｳｽｹ × × ×
3 3610 廣井 康介(3) 春日部東 NM

ﾌｶｻﾞﾜ ｹﾝﾄ × × ×
6 1503 深沢 賢斗(2) 春日部工 NM

ﾅｶﾉ ﾖｳｽｹ × × ×
11 4742 中野 耀介(2) 草加西 NM

ﾊﾞﾊﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ × × ×
25 3618 馬場 俊太朗(2) 春日部東 NM

ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ × × ×
OP 1 3673 清水 大聖(2) 杉戸 NM

ｵｵﾔﾏ ｷｮｳｽｹ × × ×
OP 2 3674 大山 京介(2) 杉戸 NM

ﾌｸﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ

5 1508 福田 道大(2) 春日部工 DNS
ﾎﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ

7 2578 保永 尋都(2) 越谷西 DNS
ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ

8 227 樋口 諒(2) 不動岡 DNS

凡例  DNS:欠場 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)                 14m58     出井　誠(埼玉・騎西)                  1997 4月25日 10:30 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

ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ

20 2551 海老原 彦輝(3) 越谷西 DNS
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ

23 4518 黒田 晴斗(3) 越谷東 DNS

凡例  DNS:欠場 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)                 15m66     小林　寛雅(埼玉・宮代)                2010 4月24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

ｱﾅﾝ ｼｮｳﾏ 〇 〇

1 28 573 阿南 渉真(3) 羽生実 × 12m94 14m92 14m92 14m97 14m97

ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ

2 27 3363 小山 皓幹(3) 栗橋北彩 12m10 12m33 × 12m33 12m22 × 12m94 12m94

ｱﾗｲ ﾏｷｼ 〇

3 25 1657 新井 真輝心(3) 久喜工 11m39 11m39 11m39 11m44 × 12m10 12m10

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ

4 26 5318 小林 聖也(3) 越谷総技 9m59 11m66 － 11m66 11m82 － － 11m82

ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 〇 〇 〇

5 24 3364 鈴木 晃誠(3) 栗橋北彩 10m10 10m76 10m76 11m40 11m40

ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 〇 〇 〇 〇 〇

6 23 4662 松村 祥吾(3) 花咲徳栄 10m98 10m98 10m98

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ 〇 〇

7 19 5438 山本 愛斗(3) 久喜北陽 10m37 10m66 10m66 10m90 10m97 10m97

ｲｼｲ ﾚｲ 〇 〇 〇 〇 〇

8 22 4179 石井 零(3) 三郷北 10m46 10m46 10m46

ｴﾋﾞﾊﾗ ｼﾞﾝ 〇

9 17 2300 海老原 仁(2) 蓮田松韻 10m29 10m43 10m43 10m43

ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｱｷ 〇 〇

10 20 3579 山﨑 利明(3) 草加南 10m43 10m43 10m43

ｽﾞｯｼ ﾚｵ 〇

11 21 3669 ズッシ 怜旺(3) 杉戸 9m45 9m98 9m98 9m98

ｸﾘﾔ ｷｮｳｽｹ

12 16 3370 栗谷 響介(2) 栗橋北彩 × × 9m84 9m84 9m84

ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾉﾌﾞ

13 15 5435 鈴木 輝信(3) 久喜北陽 9m58 9m66 9m75 9m75 9m75

ﾀｶﾞｼﾗ ｹｲｺﾞ 〇

14 7 2562 田頭 恵悟(3) 越谷西 9m24 9m66 9m66 9m66

ｻﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 〇

15 8 2886 澤田 圭佑(3) 獨協埼玉 × 9m32 9m32 9m32

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｷ

16 12 1504 杉本 泰生(2) 春日部工 8m51 8m74 9m26 9m26 9m26

ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 〇

17 14 3841 田中  翔(3) 鷲宮 9m03 9m21 9m21 9m21

ﾍﾞﾂｲ ｼｭｳﾔ 〇

18 13 3850 別井  柊哉(3) 鷲宮 8m44 8m97 8m97 8m97

ﾆｼﾀﾞ ﾙｲ 〇

19 6 574 西田 留唯(3) 羽生実 8m64 8m96 8m96 8m96

ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｽｹ 〇

20 10 753 武本 友介(3) 幸手桜 8m10 8m81 8m81 8m81

ﾔﾏｶｹﾞ ﾙｶ 〇

21 11 3578 山影 瑠風(3) 草加南 8m18 8m77 8m77 8m77

ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲﾄ 〇

22 9 2555 岡田 大翔(3) 越谷西 8m40 8m73 8m73 8m73

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 〇 〇

23 5 4675 小林 勇飛(2) 花咲徳栄 8m51 8m51 8m51

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾏ 〇

24 2 1511 森田 一馬(1) 春日部工 7m68 8m00 8m00 8m00

ｻｲﾄｳ ﾐｸﾄ

25 1 5231 齋藤 海斗(3) 三郷工技 × × 6m78 6m78 6m78

ｵｵﾀｹ ﾄﾓﾖｼ 〇

26 4 5319 大竹 智善(3) 越谷総技 6m54 × 6m54 6m54

ﾅｶﾞｼﾏ ｱｷﾄ 〇

OP 3 3367 長島 輝斗(3) 栗橋北彩 7m69 7m93 7m93 7m93

ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

18 2792 野口 健太(3) 昌平 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)             58m38     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)                 47m36     小林　寛雅(埼玉・宮代)                2010 4月23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

ｱﾅﾝ ｼｮｳﾏ 〇

1 29 573 阿南 渉真(3) 羽生実 × 33m59 37m69 37m69 38m47 － 38m47

ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ 〇

2 30 3363 小山 皓幹(3) 栗橋北彩 36m07 × × 36m07 × × 36m07

ｽﾞｯｼ ﾚｵ 〇 〇 〇

3 27 3669 ズッシ 怜旺(3) 杉戸 31m84 31m84 32m97 34m39 34m39

ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｱｷ 〇 〇 〇

4 26 3579 山﨑 利明(3) 草加南 28m00 32m05 32m05 × 32m05

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 〇

5 28 5318 小林 聖也(3) 越谷総技 × 31m91 × 31m91 × － 31m91

ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾔ 〇

6 21 3609 西田 尚也(3) 春日部東 29m13 × 29m13 30m32 31m41 31m77 31m77

ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 〇 〇

7 24 3821 多田 和弘(2) 羽生一 30m48 30m29 × 30m48 × 30m48

ﾔﾏｶｹﾞ ﾙｶ 〇

8 25 3578 山影 瑠風(3) 草加南 × 28m17 28m95 28m95 × 29m15 29m15

ｿﾒﾔ ﾀｸﾐ

9 20 3679 染谷  拓海(3) 杉戸 26m22 28m07 27m95 28m07 28m07

ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲ 〇

10 19 100 中川 澪(3) 春日部 26m60 27m61 27m61 27m61

ｴﾋﾞﾊﾗ ｼﾞﾝ 〇

11 16 2300 海老原 仁(2) 蓮田松韻 27m42 26m88 27m42 27m42

ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｽｹ

12 13 753 武本 友介(3) 幸手桜 24m43 25m93 × 25m93 25m93

ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾄ

13 14 220 吉田 一翔(3) 不動岡 23m56 23m95 25m02 25m02 25m02

ﾆｼﾀﾞ ﾙｲ 〇

14 23 574 西田 留唯(3) 羽生実 23m63 24m87 24m87 24m87

ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｷ

15 15 351 宮原 昂希(2) 越ヶ谷 23m59 24m81 × 24m81 24m81

ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾉﾌﾞ 〇

16 6 5435 鈴木 輝信(3) 久喜北陽 23m77 23m87 23m87 23m87

ｵｵﾀｹ ﾄﾓﾖｼ 〇

17 9 5319 大竹 智善(3) 越谷総技 19m52 23m65 23m65 23m65

ｱｵｷ ｼｮｳｼﾞ

18 8 2137 青木 翔司(2) 吉川美南 23m03 23m55 × 23m55 23m55

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ 〇

19 10 5438 山本 愛斗(3) 久喜北陽 23m46 23m40 23m46 23m46

ｻﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 〇

20 11 2886 澤田 圭佑(3) 獨協埼玉 22m76 × 22m76 22m76

ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ

21 18 3364 鈴木 晃誠(3) 栗橋北彩 21m18 × 22m61 22m61 22m61

ｱﾗｲ ﾏｷｼ 〇 〇

22 7 1657 新井 真輝心(3) 久喜工 21m20 21m20 21m20

ﾅｶﾞｼﾏ ｱｷﾄ 〇 〇

23 17 3367 長島 輝斗(3) 栗橋北彩 20m89 20m89 20m89

ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾄ 〇 〇

24 4 4741 安立 晴登(2) 草加西 20m72 20m72 20m72

ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

25 1 1502 阪本 隼翔(2) 春日部工 15m31 18m49 19m28 19m28 19m28

ﾔｽﾀﾞ ｶｲ

26 3 2904 安田 開(2) 獨協埼玉 × 18m51 19m20 19m20 19m20

ｱﾝﾎﾟ ﾘｮｳ

27 12 1523 安保 諒(3) 春日部工 × 16m86 × 16m86 16m86

ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ

28 5 2900 福澤 慶伸(2) 獨協埼玉 16m21 × 16m63 16m63 16m63

ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ

29 2 760 影山 暁洋(2) 幸手桜 × 14m38 15m65 15m65 15m65

ｵｻﾞﾜ ﾖｼｷ

22 5093 小澤 嘉葵(3) 八潮南 DNS

凡例  DNS:欠場



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)                 54m25     平井　宏典(埼玉・羽生実)              2006 4月25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

ｱﾅﾝ ｼｮｳﾏ 〇 〇 〇

1 12 573 阿南 渉真(3) 羽生実 53m13 53m13 53m75 × 53m75

ﾀｶﾞｼﾗ ｹｲｺﾞ 〇 〇 〇 〇

2 11 2562 田頭 恵悟(3) 越谷西 45m18 45m29 45m29 45m29

ﾆｼﾀﾞ ﾙｲ 〇

3 9 574 西田 留唯(3) 羽生実 41m14 × × 41m14 × 41m84 41m84

ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 〇 〇 〇 〇

4 10 3364 鈴木 晃誠(3) 栗橋北彩 × 38m76 38m76 38m76

ﾅｶﾞｼﾏ ｱｷﾄ 〇 〇

5 8 3367 長島 輝斗(3) 栗橋北彩 × × 36m92 36m92 × 36m92

ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲﾄ 〇 〇

6 7 2555 岡田 大翔(3) 越谷西 34m20 × 34m20 × × 34m20

ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ

7 1 3363 小山 皓幹(3) 栗橋北彩 27m32 29m05 31m34 31m34 32m18 × 32m76 32m76

ｴﾋﾞﾊﾗ ｼﾞﾝ 〇 〇

8 6 2300 海老原 仁(2) 蓮田松韻 31m46 31m46 × 31m76 × 31m76

ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｽｹ

9 2 753 武本 友介(3) 幸手桜 29m67 × × 29m67 29m67

ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 〇

10 4 3841 田中  翔(3) 鷲宮 28m06 28m79 28m79 28m79

ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲ 〇

11 5 100 中川 澪(3) 春日部 26m16 27m08 27m08 27m08

ﾅﾝﾊﾞ ﾏﾅﾄ

12 3 103 難波 真叶(2) 春日部 × 20m49 × 20m49 20m49



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)                 64m18     中嶋　善寛(埼玉・杉戸)                2010 4月24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

ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 〇 〇 〇 〇

1 38 4662 松村 祥吾(3) 花咲徳栄 53m27 × 53m27 53m27

ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 〇 〇 〇 〇

2 36 3841 田中  翔(3) 鷲宮 46m06 47m90 47m90 47m90

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜﾄ 〇 〇 〇

3 31 2860 山口 わと(3) 春日部共栄 × 41m57 41m57 44m33 44m33

ﾍﾞﾂｲ ｼｭｳﾔ 〇 〇

4 29 3850 別井  柊哉(3) 鷲宮 39m47 44m22 44m22 × × 44m22

ｺﾊﾞﾔｼ ﾑｱ 〇 〇 〇 〇

5 35 5099 小林 夢明(3) 八潮南 43m39 × 43m39 43m39

ｼﾞﾓｸﾗ ﾁｻﾄ 〇 〇

6 1 5315 地木樂 千聖(3) 越谷総技 × 38m52 40m32 40m32 42m90 42m90

ﾉｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 〇 〇 〇 〇

7 34 712 野口 生(3) 杉戸農 39m13 42m48 42m48 42m48

ｺｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 〇 〇 〇 〇

8 28 2795 小久保 秀紀(3) 昌平 37m62 40m38 40m38 40m38

ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 〇

9 30 3601 高橋 海来(3) 春日部東 31m31 39m16 39m16 39m16

ｸﾘﾔ ｷｮｳｽｹ 〇

10 32 3370 栗谷 響介(2) 栗橋北彩 33m32 38m50 38m50 38m50

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 〇

11 22 4675 小林 勇飛(2) 花咲徳栄 35m91 37m21 37m21 37m21

ｲﾜｻﾜ ｼｮｳｺﾞ

12 33 2797 岩澤 昇吾(3) 昌平 35m43 37m20 － 37m20 37m20

ｾｲﾉ ｿｳﾏ 〇

13 26 4178 清野 蒼磨(3) 三郷北 32m63 37m12 37m12 37m12

ｿﾒﾔ ﾀｸﾐ 〇 〇

14 23 3679 染谷  拓海(3) 杉戸 36m65 36m65 36m65

ｱﾗｲ ｿｳﾏ 〇 〇

15 17 3616 新井 颯真(2) 春日部東 36m12 36m12 36m12

ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾄ 〇 〇

16 27 4741 安立 晴登(2) 草加西 35m12 35m12 35m12

ｲｼｶﾜ ﾕｳﾄ

17 25 2071 石川 優斗(3) 越谷北 29m69 34m61 34m98 34m98 34m98

ｽﾞｯｼ ﾚｵ

18 2 3669 ズッシ 怜旺(3) 杉戸 × 34m30 － 34m30 34m30

ｻﾄｳ ｼﾝ 〇 〇

19 20 2797 佐藤 心(1) 昌平 34m22 34m22 34m22

ｵｵｻﾜ ﾊﾔﾄ 〇

20 21 99 大澤 颯斗(3) 春日部 × 33m57 33m57 33m57

ｲｼｶﾜ ｷｮｳｾ

21 15 758 石川  響世(2) 幸手桜 × 30m60 33m34 33m34 33m34

ｱﾝﾎﾟ ﾘｮｳ 〇

22 12 1523 安保 諒(3) 春日部工 32m76 33m12 33m12 33m12

ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ

23 14 2900 福澤 慶伸(2) 獨協埼玉 27m95 32m34 32m39 32m39 32m39

ﾌｶﾏﾁ ｻﾄｼ

24 19 238 深町 怜司(3) 不動岡 30m37 30m40 31m46 31m46 31m46

ﾆｲﾉ ｱﾕﾑ

25 3 5443 新野 歩夢(2) 久喜北陽 28m82 30m79 × 30m79 30m79

ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞﾝﾀﾛｳ 〇

26 18 4516 町田 迅太朗(3) 越谷東 29m78 × 29m78 29m78

ﾅｶｻﾞｷ ﾀｶｵ 〇

27 13 2895 中崎 貴生(2) 獨協埼玉 26m14 29m20 29m20 29m20

ﾋﾙﾀ ｺｳｽｹ 〇 〇

28 16 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄 28m64 28m64 28m64

ﾎﾘｲ ﾏｻｼ 〇

29 10 1341 堀井 雅司(3) 叡明 × 27m37 27m37 27m37

ｼﾗｲ ｿｳﾀ

30 8 1571 白井 颯太(2) 草加 × × 25m71 25m71 25m71

ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾀｶｼ 〇 〇

31 6 1507 山寺 隆(2) 春日部工 24m96 24m96 24m96

ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 〇

32 5 3821 多田 和弘(2) 羽生一 23m41 23m49 23m49 23m49

ｶﾂﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 〇 〇

33 7 2335 勝間 龍之介(2) 八潮 22m68 22m68 22m68

ﾓﾛﾊｼ ﾎﾏﾚ

34 11 4543 諸橋 誉(2) 宮代 × 20m99 × 20m99 20m99

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



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)                 64m18     中嶋　善寛(埼玉・杉戸)                2010 4月24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

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｷ

4 1504 杉本 泰生(2) 春日部工 × × × NM
ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝﾘ

9 2131 古川 舜鯉(2) 吉川美南 DNS
ﾀｶｾ ﾕｳﾀ

24 215 高瀬 悠大(3) 不動岡 DNS
ｵｻﾞﾜ ﾖｼｷ

37 5093 小澤 嘉葵(3) 八潮南 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子八種競技 100m
審 判 長：

記録主任：

4月23日 09:30 決　勝

1組 (風:-0.6) 2組 (風:+0.2)

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

ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ

1 7 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一 11.66 719 1 8 3332 境 ディラン(3) 三郷 11.67 717
ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ ｵｵﾀ ｿｳｼ

2 5 4661 橋本 匠海(2) 花咲徳栄 11.72 707 2 7 3604 太田 蒼志(3) 春日部東 11.74 703
ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ ﾋﾙﾀ ｺｳｽｹ

3 3 2792 野口 健太(3) 昌平 11.74 703 3 5 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄 11.76 699
ｺｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ

4 4 2795 小久保 秀紀(3) 昌平 11.98 655 4 6 2800 宮下 凱(1) 昌平 11.80 691
ｱﾗｲ ｿｳﾏ ﾀｶｵ ｻﾝ

5 6 3616 新井 颯真(2) 春日部東 12.10 631 5 4 1344 高尾 燦(2) 叡明 13.31 417
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾏ

6 8 2571 小島 竜真(2) 越谷西 12.22 608



男子八種競技 走幅跳
審 判 長：

記録主任：

4月23日 10:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

1 7 2792 野口 健太(3) 昌平
ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ

2 2 2800 宮下 凱(1) 昌平
ﾋﾙﾀ ｺｳｽｹ

3 8 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄
ｺｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

4 9 2795 小久保 秀紀(3) 昌平
ｱﾗｲ ｿｳﾏ

5 6 3616 新井 颯真(2) 春日部東
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ

6 1 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一
ｵｵﾀ ｿｳｼ

7 3 3604 太田 蒼志(3) 春日部東
ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ

8 4 3332 境 ディラン(3) 三郷
ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ

9 5 4661 橋本 匠海(2) 花咲徳栄
ﾀｶｵ ｻﾝ

10 11 1344 高尾 燦(2) 叡明
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾏ

11 10 2571 小島 竜真(2) 越谷西 319

427
4m66
+2.5

4m26
-0.8

4m63
+1.4

4m66
+2.5

431
5m03
+1.5

5m20
-0.5

5m23
+1.0

5m23
+1.0

455
5m11
+1.5

4m90
-1.1

5m25
+0.8

5m25
+0.8

487
5m10
+1.4

5m04
-0.4

5m37
+1.0

5m37
+1.0

521
× × 5m53

+1.0
5m53
+1.0

531
4m17
+1.5

4m50
+0.5

5m69
+1.4

5m69
+1.4

550
5m74
+1.2

5m67
-2.2

× 5m74
+1.2

563
5m83
+3.1

5m51
-0.3

5m74
+2.6

5m83
+3.1

589
× 5m61

-0.2
5m89
-0.7

5m89
-0.7

691
6m01
+1.5

5m78
-0.6

5m78
+0.5

6m01
+1.5

+1.2
5m27
-1.0

6m36
+0.6

6m47
+1.2

1回目 2回目 3回目 記録 得点

6m47



男子八種競技 砲丸投(6.000kg)
審 判 長：

記録主任：

4月23日 14:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

1 9 2792 野口 健太(3) 昌平
ｵｵﾀ ｿｳｼ

2 8 3604 太田 蒼志(3) 春日部東
ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ

3 3 2800 宮下 凱(1) 昌平
ﾀｶｵ ｻﾝ

4 1 1344 高尾 燦(2) 叡明
ｺｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

4 11 2795 小久保 秀紀(3) 昌平
ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ

6 2 4661 橋本 匠海(2) 花咲徳栄
ｱﾗｲ ｿｳﾏ

7 4 3616 新井 颯真(2) 春日部東
ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ

8 5 3332 境 ディラン(3) 三郷
ﾋﾙﾀ ｺｳｽｹ

9 7 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾏ

10 6 2571 小島 竜真(2) 越谷西
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ

11 10 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一

1回目 2回目 3回目 記録 得点

9m81
〇

9m95 9m95 483

8m57 8m88 9m07 9m07 430

7m24 8m77 × 8m77 412

× 7m96
〇

7m96 364

7m96
〇 〇

7m96 364

6m79
〇

6m93 6m93 303

6m34 6m65 6m76 6m76 293

× 5m59 6m68 6m68 289

6m19 6m46 6m67 6m67 288

6m01
〇 〇

6m01

240

249

5m78 × 5m84 5m84



男子八種競技 400m
審 判 長：

記録主任：

4月23日 16:00 決　勝

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

ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

1 3 3332 境 ディラン(3) 三郷 51.95 727 1 6 2792 野口 健太(3) 昌平 52.63 697
ｱﾗｲ ｿｳﾏ ﾋﾙﾀ ｺｳｽｹ

2 4 3616 新井 颯真(2) 春日部東 53.83 647 2 5 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄 52.97 683
ｺｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ ｵｵﾀ ｿｳｼ

3 6 2795 小久保 秀紀(3) 昌平 54.62 614 3 7 3604 太田 蒼志(3) 春日部東 53.81 647
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾏ ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ

4 7 2571 小島 竜真(2) 越谷西 55.65 573 4 8 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一 56.39 544
ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ

5 5 4661 橋本 匠海(2) 花咲徳栄 57.03 520 5 4 2800 宮下 凱(1) 昌平 57.35 508
ﾀｶｵ ｻﾝ

6 8 1344 高尾 燦(2) 叡明 1:06.92 208



男子八種競技 110mH(1.067m)
審 判 長：

記録主任：

4月24日 09:40 決　勝

1組 (風:-0.9) 2組 (風:-1.4)

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

ｵｵﾀ ｿｳｼ ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

1 6 3604 太田 蒼志(3) 春日部東 17.73 550 1 6 2792 野口 健太(3) 昌平 16.70 656
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ ｺｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

2 3 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一 18.03 521 2 4 2795 小久保 秀紀(3) 昌平 18.93 439
ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ

3 8 3332 境 ディラン(3) 三郷 19.41 397 3 7 4661 橋本 匠海(2) 花咲徳栄 19.19 416
ﾋﾙﾀ ｺｳｽｹ ｱﾗｲ ｿｳﾏ

4 4 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄 20.28 327 4 5 3616 新井 颯真(2) 春日部東 20.32 324
ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾏ

5 2800 宮下 凱(1) 昌平 0 DQ,T10 5 8 2571 小島 竜真(2) 越谷西 21.34 251
ﾀｶｵ ｻﾝ

7 1344 高尾 燦(2) 叡明 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



男子八種競技 やり投(800g)
審 判 長：

記録主任：

4月24日 10:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｺｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1 1 2795 小久保 秀紀(3) 昌平
ｱﾗｲ ｿｳﾏ

2 6 3616 新井 颯真(2) 春日部東
ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

3 7 2792 野口 健太(3) 昌平
ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ

4 10 2800 宮下 凱(1) 昌平
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ

5 3 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一
ﾋﾙﾀ ｺｳｽｹ

6 2 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄
ｵｵﾀ ｿｳｼ

7 8 3604 太田 蒼志(3) 春日部東
ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ

8 5 4661 橋本 匠海(2) 花咲徳栄
ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ

9 9 3332 境 ディラン(3) 三郷
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾏ

4 2571 小島 竜真(2) 越谷西 NM
ﾀｶｵ ｻﾝ

11 1344 高尾 燦(2) 叡明 DNS

0

131

× × ×

168

16m34 17m71
〇

17m71

285

20m50 ×

〇

20m50

303

28m76 × 28m98 28m98

322

30m29 ×

〇

30m29

332

31m12 × 31m62 31m62

407

32m33 ×

〇

32m33

421

32m19
〇

37m55 37m55

431

34m14 38m55 × 38m55

36m75 39m20
〇

39m20

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子八種競技 走高跳
審 判 長：

記録主任：

4月24日 13:30  1組

ｱﾗｲ ｿｳﾏ － － － － ○ ○ ○ × ○

1 7 3616 新井 颯真(2) 春日部東 × ○ × × × 1m75 585

ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ － － － ○ － ○ ○ ○

2 6 2800 宮下 凱(1) 昌平 × × × 1m70 544

ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ － － － ○ － ○ ○ × ○

3 3 2792 野口 健太(3) 昌平 × × × 1m70 544

ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ － － － － ○ ○ × × ○ × × ×

4 5 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一 1m65 504

ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ － － ○ × × ○ ○ × × ×

5 2 3332 境 ディラン(3) 三郷 1m55 426

ｵｵﾀ ｿｳｼ × × ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

6 9 3604 太田 蒼志(3) 春日部東 1m55 426

ｺｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ ○ ○ ○ × × ×

7 1 2795 小久保 秀紀(3) 昌平 1m45 352

ﾋﾙﾀ ｺｳｽｹ ○ × ○ ○ × × ×

8 11 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄 1m45 352

ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ × ○ ○ × × ×

9 4 4661 橋本 匠海(2) 花咲徳栄 1m40 317

ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾏ × ○ × × ×

10 10 2571 小島 竜真(2) 越谷西 1m35 283

ﾀｶｵ ｻﾝ

8 1344 高尾 燦(2) 叡明 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m35

1m75

1m40

1m80

1m45

1m83

1m50

1m86
ｺﾒﾝﾄ

1m55 1m60 1m65 1m70
記録 得点

凡例  DNS:欠場



男子八種競技 1500m
審 判 長：

記録主任：

4月24日 15:30 決　勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾗｲ ｿｳﾏ

1 3 3616 新井 颯真(2) 春日部東 4:41.18 673
ﾋﾙﾀ ｺｳｽｹ

2 6 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄 4:49.50 622
ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

3 1 2792 野口 健太(3) 昌平 4:55.16 588
ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ

4 7 3332 境 ディラン(3) 三郷 4:55.63 585
ｺｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

5 4 2795 小久保 秀紀(3) 昌平 4:55.99 583
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾏ

6 10 2571 小島 竜真(2) 越谷西 5:00.38 558
ｵｵﾀ ｿｳｼ

7 2 3604 太田 蒼志(3) 春日部東 5:11.90 493
ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ

8 9 4661 橋本 匠海(2) 花咲徳栄 5:13.11 487
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ

9 5 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一 5:57.07 276
ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｲ

8 2800 宮下 凱(1) 昌平 DNS

凡例  DNS:欠場



少年男子走幅跳
審 判 長：

記録主任：

4月25日 14:30 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

ｶﾜｼﾏ ﾑｸ × 6m15 6m17 6m17
1 5 2801 川嶋 椋(3) 昌平 -3.4 -1.8 -1.8

ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 6m04 5m79 6m11 6m11
2 6 2792 野口 健太(3) 昌平 -2.7 -3.7 -1.4 -1.4

ﾀｹｲｼ ﾄｳﾏ

1 4146 武石 斗真(3) 草加東 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ

2 3814 ワタナベ 太一(3) 羽生一 DNS
ｻﾄｳ ﾀｲｼ

3 4508 佐藤 汰祉(2) 越谷東 DNS
ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ

4 3605 染谷 捷太(3) 春日部東 DNS
ﾓﾘﾓﾄ ﾃﾙ

7 711 森本 輝琉(3) 杉戸農 DNS
ｲﾜｻｷ ﾕｳﾀ

8 2330 岩崎 裕太(2) 八潮 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン男子100m
審 判 長：

記録主任：

4月23日 12:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

1組 (風:-2.1) 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 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 ﾜﾀﾍﾞ ｶﾝﾀ

1 4 2811 西山 兼人(2) 昌平 11.55 1 8 4671 渡部 勘太(2) 花咲徳栄 11.72
ｷﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ ｻﾂｶﾜ ｿﾗ

2 5 2799 北原 琳汰朗(3) 昌平 11.66 2 9 4676 佐津川 碧空(2) 花咲徳栄 11.74
ｻｻｷ ﾕｳﾏ ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ

3 6 4652 佐々木 悠真(3) 花咲徳栄 11.75 3 6 2791 伊藤 慎太郎(3) 昌平 11.78
ｱｷﾀ ｱｽｶ ﾀｶﾊｼ ﾐｸ

4 7 4654 秋田 明日奏(2) 花咲徳栄 11.82 4 7 3601 高橋 海来(3) 春日部東 11.95
ﾖｺﾂｶ ｽﾊﾞﾙ ｶｼﾞ ﾀｸﾐ

5 1 2810 横塚 昴(2) 昌平 11.92 5 1 119 鍛冶 拓己(2) 春日部 11.97
ﾃｶﾞﾈ ﾕｳｼﾞ ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ

6 2 2564 手金 裕嗣(2) 越谷西 12.04 6 4 110 高橋 翼(2) 春日部 11.99
ﾀｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ ﾏﾂｻﾞｷ ﾅｲｷ

7 3 108 武田 大和(2) 春日部 12.19 2 4677 松崎 七輝(2) 花咲徳栄 DNS
ｶﾜﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ ﾓﾘﾄ ﾘｮｳﾄ

8 9 104 川鍋 日向汰(2) 春日部 12.33 3 4679 森戸 涼翔(2) 花咲徳栄 DNS
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ

8 4667 安藤 優貴(2) 花咲徳栄 DNS 5 2798 内田 匠(3) 昌平 DNS

3組 (風:+2.0) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾘ ｹｲﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ

1 6 4678 李 奎虎(3) 花咲徳栄 11.46 1 1 4659 松本 大翔(1) 花咲徳栄 11.74
ﾊﾄｶﾞｲ ｿｳﾀ ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

2 8 2812 鳩貝 相太(2) 昌平 11.54 2 5 3680 小沢 雄統(2) 杉戸 11.91
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ﾏﾂｵ ﾄｼｷ

3 4 4145 中村 有輝(3) 草加東 11.70 3 7 4666 松尾 俊希(3) 花咲徳栄 11.92
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｲﾖｳ ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳ

4 7 3625 海老原 太陽(1) 春日部東 11.80 4 2 2814 小野澤 佑(2) 昌平 12.01
ﾆﾉﾐﾔ ｺｳﾀﾛｳ ｲﾅﾏｽ ﾂﾊﾞｻ

5 5 4660 二ノ宮 航太郎(2) 花咲徳栄 11.87 5 6 2815 稲増 翼(2) 昌平 12.03
ｻｻｷ ﾜﾀﾙ ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀ

6 2 2819 佐々木 航(2) 昌平 11.91 6 3 2801 宮崎  光太(1) 昌平 12.05
ﾐｶﾒ ｶﾂｷ ｻﾄｳ ﾀｲｼ

7 1 3577 三瓶 克樹(3) 草加南 12.24 7 4 4508 佐藤 汰祉(2) 越谷東 12.13
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯｷ ｷｿ ｹﾝﾀﾛｳ

8 9 4756 渡邊 一輝(3) 草加西 12.48 8 9 3619 木曽 健太郎(2) 春日部東 12.22
ﾏﾁﾀﾞ ﾘﾝﾄ ｻｶｲ ｹｲﾀﾂ

3 4668 町田 凜人(2) 花咲徳栄 DNS 8 2565 堺 啓樹(2) 越谷西 DNS

5組 (風:-2.6) 6組 (風:-2.7)

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

ﾉｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｵｸﾔﾏ ﾎﾀｶ

1 6 4656 野澤 渉大(1) 花咲徳栄 12.34 1 8 2803 奥山  歩高(1) 昌平 12.16
ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙ

1 8 3574 橋本 匠(3) 草加南 12.34 2 7 2796 松本 隼輝(2) 昌平 12.32
ﾖｼｶﾜ ﾃﾂﾛｳ ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ

3 2 4525 吉川 鉄郎(3) 越谷東 12.44 3 3 2818 松本  海叶(1) 昌平 12.41
ｷｸﾞﾚ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｶﾒﾀﾞ ｺｳｷ

4 9 4672 木暮 淳平(2) 花咲徳栄 12.45 4 1 2567 亀田 晃希(2) 越谷西 12.42
ﾀｶﾊｼ ﾘｸ ﾀｶﾉ ﾘｸﾄ

5 4 4651 髙橋 利空(1) 花咲徳栄 12.59 5 4 2820 高野 陸斗(2) 昌平 12.59
ｳｽｸﾗ ﾕｳﾄ ｺｼﾞﾏ ﾄｷﾋﾃﾞ

1 3582 臼倉 佑隼(2) 草加南 DNS 6 5 4515 小嶋 時秀(3) 越谷東 12.64
ｲｲﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ﾖﾈﾓﾁ ﾀｲﾁ

3 4529 飯田 健太郎(3) 越谷東 DNS 7 9 4174 米持 大壱(2) 三郷北 12.65
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ｷｸﾁ ｺｳｽｹ

5 4675 小林 勇飛(2) 花咲徳栄 DNS 2 2579 菊地 康介(2) 越谷西 DNS
ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ﾓﾘ ﾕｳﾘ

7 4662 松村 祥吾(3) 花咲徳栄 DNS 6 4669 森 悠利(2) 花咲徳栄 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン男子100m
審 判 長：

記録主任：

4月23日 12:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

7組 (風:-0.4) 8組 (風:+2.1)

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

ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳﾀ

1 3 2898 橋本 光生(2) 獨協埼玉 12.01 1 4 109 杉本 光太(2) 春日部 11.91
ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｵｲ ﾎﾘｲ ﾊｸﾄ

2 5 3620 川畑 昊希(1) 春日部東 12.33 2 3 5233 堀井 羽玖斗(2) 三郷工技 11.92
ﾑﾗﾔﾏ ｶﾅﾀ ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｷ

3 9 3623 村山 叶(1) 春日部東 12.47 3 5 2577 藤原 康気(2) 越谷西 11.96
ﾊﾈﾀﾞ  ﾐﾂｷ ﾑﾗﾏﾂ ｼｭｳ

4 7 2807 羽田  光希(1) 昌平 12.60 4 2 3640 村松 嵩(3) 白岡 12.00
ﾖｺﾀ ﾋﾛﾄ ﾂﾎﾞｳﾁ ｲﾂｷ

5 2 2905 横田 大翔(2) 獨協埼玉 12.71 5 7 3613 壷内 樹(2) 春日部東 12.07
ﾇﾏﾀ ｼｮｳｴｲ ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ

1 4189 沼田 祥永(2) 三郷北 DNS 6 9 2803 橋本 峻(3) 昌平 12.22
ﾊﾔｼ ﾀｲｶﾞ ﾀｸﾞﾁ ｱﾗﾀ

4 2566 林 大雅(2) 越谷西 DNS 7 6 4139 田口 新汰(2) 庄和 12.27
ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾄ ﾄｲﾀﾞ ﾏﾋﾛ

6 3622 篠原 和翔(1) 春日部東 DNS 1 4659 戸井田 真拓(2) 花咲徳栄 DNS
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ ｵｵｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

8 3621 渋谷 勇耀(1) 春日部東 DNS 8 4670 大川 龍之介(2) 花咲徳栄 DNS

9組 (風:-0.3) 10組 (風:-3.3)

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

ｻﾄｳ ｷｮｳｼﾛｳ ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ

1 7 3662 佐藤 京史朗(2) 杉戸 12.29 1 5 4654 橋本 慶悟(1) 花咲徳栄 12.38
ｼﾉﾀﾞ ｺｳﾀ ｳﾂﾐ ﾚｵ

2 2 98 篠田 昂汰(3) 春日部 12.30 2 6 4661 内海 怜勇(1) 花咲徳栄 12.63
ﾅｶｲ ｱﾂｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾃﾞ

3 6 4669 中井 敦葵(3) 花咲徳栄 12.39 3 9 5089 小林 慶秀(2) 八潮南 12.77
ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ ｾﾔﾏ ﾀﾂｷ

4 8 102 鈴木 啓太(2) 春日部 12.42 4 4 4653 瀬山 樹(1) 花咲徳栄 12.94
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾕｳｷ

5 5 3575 山本 優斗(3) 草加南 12.46 5 1 4517 林﨑 優樹(2) 越谷東 13.00
ﾔｽﾀﾞ ﾚｵ ﾋﾉ ｲｯｹｲ

6 3 3670 安田 怜桜(2) 杉戸 12.50 6 3 4658 日野 一慶(1) 花咲徳栄 13.03
ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ ｺﾊｸ ﾖｳﾀ

7 4 4184 篠田 啓太(3) 三郷北 12.55 7 8 4652 小白 陽太(1) 花咲徳栄 13.17
ｵｷﾞﾉ ﾂｸﾞｶｽﾞ ﾀｶｼﾏ ﾐｽﾞｷ

1 2331 荻野 胤一(2) 八潮 DNS 8 2 4662 髙島 瑞生(1) 花咲徳栄 13.22
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷﾔ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ

9 5088 北澤 幸也(2) 八潮南 DNS 7 4657 内田 雄斗(1) 花咲徳栄 DNS

11組 (風:-1.9) 12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

ｵｵﾂｶ ﾕｳﾏ ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

1 9 2907 大塚 悠真(2) 獨協埼玉 12.48 1 5 2897 中村 亮太(2) 獨協埼玉 12.09
ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾔ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ

2 8 3846 中村  剛野(3) 鷲宮 12.55 2 9 5224 西村 優希(3) 三郷工技 12.35
ﾎﾘｺｼ ｼｮｳﾀ ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾀﾀﾞ

3 6 3624 堀越 翔太(1) 春日部東 12.64 3 7 2893 佐藤 信忠(2) 獨協埼玉 12.49
ﾉｸﾞﾁ ｱﾂｼ ｴﾋﾞﾊﾗ ｺｳｷ

4 7 3584 野口 篤孜(2) 草加南 12.67 4 4 2892 海老原 幸輝(2) 獨協埼玉 12.50
ｱﾝｻﾞｲ ﾀｸﾐ ｲｼﾂﾞ ｶｽﾞｷ

5 3 2329 安西 巧(2) 八潮 12.76 5 2 2891 石津 和樹(2) 獨協埼玉 12.80
ﾆｲﾉ ｱﾕﾑ ｵﾉ ﾀｸﾐ

6 2 5443 新野 歩夢(2) 久喜北陽 12.84 6 6 4162 小野 拓充(2) 草加東 13.06
ﾐﾅﾐ ﾏｻｷ ﾄｺｲ ﾘｭｳﾀ

7 5 1564 南 真晶(2) 草加 13.26 7 1 4147 床井 隆太(3) 草加東 13.09
ﾖﾀﾞ ﾋﾛｷ ｱｵｷ ｼｮｳｼﾞ

8 1 4507 依田 大輝(2) 越谷東 13.46 8 3 2137 青木 翔司(2) 吉川美南 13.27
ｶﾜｶﾐ ｹｲﾀ ﾏﾁｶﾞｼﾗ ﾘﾂｷ

9 4 4660 川上 慶太(1) 花咲徳栄 13.54 9 8 5225 町頭 凛希(3) 三郷工技 13.34

凡例  DNS:欠場



オープン男子100m
審 判 長：

記録主任：

4月23日 12:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

13組 (風:-2.1) 14組 (風:-1.7)

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

ｲｼｸﾞﾛ ｿｳﾀ ﾓﾙｷﾞｱ ﾏﾙｸ

1 8 2574 石黒 颯太(2) 越谷西 12.12 1 1 5072 モルギア マルク(1) 八潮南 12.68
ﾅｶﾗｲ ﾕｳｱ ｸﾏｲ ﾀﾀﾞｽｹ

2 5 4655 半井 優明(1) 花咲徳栄 12.27 2 2 5221 熊井 維将(3) 三郷工技 12.95
ﾖｼﾉ ｿｳﾀ ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾔ

3 6 3615 吉野 聡太(2) 春日部東 12.42 2 4 3249 山中 悠矢(1) 開智未来 12.95
ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾔ ﾀﾃﾉ ﾕｳﾀ

4 7 2334 坂 和也(2) 八潮 12.65 4 9 1568 舘野 悠太(2) 草加 13.04
ｻﾄｳ ｹｲｽｹ ｺﾔﾉ ﾊﾙﾄ

5 3 3853 佐藤  奎介(2) 鷲宮 12.92 5 7 2869 小谷野 遥人(1) 春日部共栄 13.16
ｱｿ ﾏｺﾄ ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾀ

6 2 5229 阿曽 誠実(3) 三郷工技 13.04 6 8 4182 服部 颯太(3) 三郷北 13.18
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾗﾀ ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾏｻ

7 9 5097 渡邊 新太(3) 八潮南 13.06 7 5 2908 高橋 順大(1) 獨協埼玉 13.22
ｽｽﾞｷ ﾄｱ ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ

8 4 3254 鈴木 翔有(1) 開智未来 13.21 8 3 3252 坂本 雄輝(1) 開智未来 13.54
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕｷﾔｽ ﾐﾉｼﾏ ｺｳﾀ

1 2901 北条 志穏(2) 獨協埼玉 DNS 9 6 2867 美濃島 孝汰(2) 春日部共栄 13.57

15組 (風:+0.1) 16組 (風:-3.1)

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

ｲｼｲ ﾚｲ ｼﾞﾝ ﾕｳｾｲ

1 7 4179 石井 零(3) 三郷北 13.03 1 4 4657 神 侑晟(2) 花咲徳栄 11.75
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｻｸ ｶﾂﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

2 3 2906 渡辺 集作(2) 獨協埼玉 13.08 2 2 2335 勝間 龍之介(2) 八潮 11.89
ﾜｷﾀ ﾘｭｳｶﾞ ﾏｷｼﾏ ﾋﾅﾀ

3 1 5073 脇田 琉雅(1) 八潮南 13.21 3 6 4664 巻島 陽(2) 花咲徳栄 12.22
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ

4 8 1322 高橋 柊太(1) 叡明 13.55 4 7 4680 中村 海翔(3) 花咲徳栄 12.34
ｶﾜﾑﾗ ｺｳｷ ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ

5 6 759 河村 香樹(2) 幸手桜 13.60 5 9 4177 佐藤 瑠輝(2) 三郷北 12.37
ﾁﾊﾞ ﾋﾅﾀ ｾｷﾈ ﾋｶﾙ

6 5 1662 千葉 日向(2) 久喜工 13.66 6 1 1510 関根 輝(1) 春日部工 12.71
ｵｵｶﾜﾗ ﾚｲ ｵｵﾔﾏ ｷｮｳｽｹ

7 2 3247 大河原 零(1) 開智未来 13.90 7 3 3674 大山 京介(2) 杉戸 12.86
ﾀｶｼｶ ﾂﾊﾞｻ ﾀﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ

4 4190 高鹿 翼(1) 三郷北 DNS 8 5 5234 田村 祐一郎(2) 三郷工技 13.17
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ

9 4678 田中 大智(2) 花咲徳栄 DNS 9 8 3673 清水 大聖(2) 杉戸 13.26

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾘ ｹｲﾄ

1 4678 李 奎虎(3) 花咲徳栄 11.46 +2.0
ﾊﾄｶﾞｲ ｿｳﾀ

2 2812 鳩貝 相太(2) 昌平 11.54 +2.0
ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾄ

3 2811 西山 兼人(2) 昌平 11.55 -2.1
ｷﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ

4 2799 北原 琳汰朗(3) 昌平 11.66 -2.1
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ

5 4145 中村 有輝(3) 草加東 11.70 +2.0
ﾜﾀﾍﾞ ｶﾝﾀ

6 4671 渡部 勘太(2) 花咲徳栄 11.72 -0.4
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ

7 4659 松本 大翔(1) 花咲徳栄 11.74 -2.0
ｻﾂｶﾜ ｿﾗ

7 4676 佐津川 碧空(2) 花咲徳栄 11.74 -0.4

凡例  DNS:欠場



オープン男子3000m
審 判 長：

記録主任：

4月25日 11:55 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

ｲｿﾍﾞ ﾖｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ

1 9 4655 磯部 耀太(1) 花咲徳栄 9:10.84 1 17 3781 小林 晃大(2) 春日部東 9:48.80
ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝ ｴｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ

2 3 4651 松山 潤(1) 花咲徳栄 9:15.74 2 10 3787 江川 舜弥(2) 春日部東 10:08.02

ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ

3 8 4651 藤井 智也(1) 花咲徳栄 9:24.99 3 15 3788 黒田 祐希(2) 春日部東 10:10.59

ｽｻ ｴｲﾀ ｶﾅｲ ｿｳﾀ

4 15 2868 須佐 栄太(2) 春日部共栄 9:28.75 4 7 5439 金井 颯汰(2) 久喜北陽 10:22.27

ｲｿﾉ ﾜﾀﾙ ﾅﾘﾀ ｿｳﾀ

5 24 107 礒野 亘(3) 春日部 9:35.15 5 16 4665 成田 壮汰(3) 花咲徳栄 10:25.14

ﾖｺﾀ ﾊｸﾄ ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ

6 7 4676 横田 覇空斗(1) 花咲徳栄 9:41.12 6 24 3791 石川 大輝(2) 春日部東 10:26.96

ﾍﾝﾐ ﾘｸ ﾖｺｴ ｼｮｳﾖｳ

7 5 4654 逸見 理功(1) 花咲徳栄 9:41.18 7 9 3627 横江 昇陽(2) 春日部東 10:28.38

ｿﾉﾀﾞ ｿﾗ ｻﾉ ｼｮｳﾍｲ

8 18 113 園田 青空(2) 春日部 9:42.77 8 2 3785 佐野 翔平(2) 春日部東 10:28.42

ｱﾗｲ ｺｳﾀﾞｲ ﾑｶｲ ﾕｳｷ

9 10 4668 新井 皐大(2) 花咲徳栄 9:57.55 9 3 713 向井 結貴(3) 杉戸農 10:35.61

ﾉｶﾞﾐ ﾕｳﾏ ｲｼｶﾜ ｶﾅﾀ

10 20 103 野上 侑馬(3) 春日部 9:58.69 10 18 3789 石川 奏太(2) 春日部東 10:38.17

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｷ ｶﾈｺ ｺｳｾｲ

11 26 112 山本 達己(2) 春日部 10:03.83 11 21 3811 金子 幸世(3) 羽生一 10:45.09

ﾅｶﾞｼﾏ ｱｷﾗ ｽｶﾞ ｶｲﾄ

12 6 3784 長島 明来(2) 春日部東 10:05.48 12 6 4675 須賀 海音(1) 花咲徳栄 10:49.01

ｻｻｷ ｺｳﾀ ｶﾈｻﾞｷ ﾋﾛﾄ

13 16 4653 佐々木 広太(1) 花咲徳栄 10:06.03 13 4 221 金﨑 広透(3) 不動岡 10:50.13

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ ｼﾗﾄﾘ ｼｮｳﾀ

14 22 4656 松林 巧磨(1) 花咲徳栄 10:26.63 14 12 3681 白鳥  翔大(3) 杉戸 10:53.55

ﾊﾀｲ ｺｳｼﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

15 13 3620 畑井 孝心(3) 春日部東 10:39.26 15 14 1338 小林 稜汰(2) 叡明 10:56.10

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ

16 19 4657 鈴木 竜世(1) 花咲徳栄 10:40.86 16 22 1572 永井 颯太(2) 草加 10:56.86

ﾅｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ

17 23 4664 南指原 大地(3) 花咲徳栄 10:40.89 17 23 2326 橋本 啓吾(3) 八潮 11:07.00

ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ ｶｺﾞﾐﾔ ｲｯｼﾝ

18 14 116 山中 遥斗(2) 春日部 11:15.68 18 19 4679 籠宮 一心(1) 花咲徳栄 11:12.07

ｼﾗｲ ﾘｮｳﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ｿﾗ

1 2321 白井 涼太(3) 八潮 DNS OP 20 2820 近藤 翔空(1) 昌平 9:45.63
ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾃ ﾂﾙｵｶ ﾔﾏﾄ

2 4672 田村 颯琉(2) 花咲徳栄 DNS OP 13 2894 鶴岡 大斗(2) 獨協埼玉 10:17.86

ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｴｲ ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼ

4 3786 西村 照瑛(2) 春日部東 DNS OP 25 2303 原田 賢志(1) 蓮田松韻 10:42.40

ﾀｼﾞﾏ ｶｲｾｲ ﾓﾘﾀ ｸｳｶﾞ

11 4677 田嶋 海惺(1) 花咲徳栄 DNS 1 4652 森田 空冴(1) 花咲徳栄 DNF
ﾔﾏｷ ｿｳﾀ ﾊﾏｶﾜ ﾘｸﾄ

12 3790 八巻 颯太(2) 春日部東 DNS 5 718 濱川 陸渡(2) 杉戸農 DNS
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ｱｵｷ ﾕｳﾀ

17 4652 若林 隼杜(1) 花咲徳栄 DNS 8 4678 青木 優太(1) 花咲徳栄 DNS
ｶﾐﾉ ﾋﾛｷ ﾀｸﾞｷ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ

21 5432 神野 滉希(3) 久喜北陽 DNS 11 3675 田久喜 賢三郎(3) 杉戸 DNS
ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭﾝ

25 5437 永島 駿(3) 久喜北陽 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



オープン男子3000m
審 判 長：

記録主任：

4月25日 11:55 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

ｲｿﾍﾞ ﾖｳﾀ

1 4655 磯部 耀太(1) 花咲徳栄 9:10.84
ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

2 4651 松山 潤(1) 花咲徳栄 9:15.74
ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ

3 4651 藤井 智也(1) 花咲徳栄 9:24.99
ｽｻ ｴｲﾀ

4 2868 須佐 栄太(2) 春日部共栄 9:28.75
ｲｿﾉ ﾜﾀﾙ

5 107 礒野 亘(3) 春日部 9:35.15
ﾖｺﾀ ﾊｸﾄ

6 4676 横田 覇空斗(1) 花咲徳栄 9:41.12
ﾍﾝﾐ ﾘｸ

7 4654 逸見 理功(1) 花咲徳栄 9:41.18
ｿﾉﾀﾞ ｿﾗ

8 113 園田 青空(2) 春日部 9:42.77

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



オープン男子5000mW
審 判 長：

記録主任：

4月23日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1 2 117 戸井 隆太郎(2) 春日部 24:10.85

ｾﾝｻﾞｷ ﾀｸﾐ

2 1 120 先﨑 匠(2) 春日部 24:30.93



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 4月24日 09:55 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 4月24日 12:50 準決勝

大会記録(GR)                 11.90     山崎　史恵(埼玉・久喜)                1988 4月24日 14:35 決　勝

予　選　8組2着＋8

1組 (風:+0.9) 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

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ｺﾔﾏ ﾕｳｶ

1 5 2819 髙橋 侑希(3) 昌平 12.57 Q 1 7 257 小山 優香(3) 不動岡 12.77 Q
ｵｵﾂｶ ｱﾔﾅ ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ

2 4 270 大塚 彩南(3) 不動岡 13.28 Q 2 4 4662 岡田 裕佳(2) 花咲徳栄 12.79 Q
ｳﾗﾍﾞ ﾕﾘﾅ ｶﾓ ﾋﾅﾉ

3 6 3811 浦邉 有里菜(3) 羽生一 13.59 q 3 5 393 加茂 ひなの(3) 久喜 13.47 q
ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｶ ｷﾀｻｶ ﾐﾘ

4 9 2888 内山 京香(2) 獨協埼玉 13.82 4 6 3275 北坂 美莉(2) 越谷南 13.99
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾈ ｱｲｶﾜ ﾅﾂｷ

5 8 669 山口 綾音(2) 幸手桜 14.14 5 2 4162 相川 夏季(2) 草加東 14.14
ﾄﾀﾞ ﾊﾙｶ ｲﾜｻｷ ﾅｵ

6 2 5098 戸田 遥香(2) 八潮南 14.15 6 9 5085 岩﨑 菜緒(3) 八潮南 14.14
ﾉﾑﾗ ｷﾗ ｼﾝﾄﾞｳ ﾕﾒﾅ

7 7 4764 野村 綺楽(3) 草加西 14.22 7 3 3816 進藤 夢菜(1) 羽生一 14.25
ﾄﾖﾀﾞ ﾌｳｶ ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅ

8 1 1294 豊田 楓華(3) 草加 15.11 8 8 4411 霜村 日菜(3) 松伏 14.63
ﾅｶﾔﾏ ｺｺﾛ ﾌｼﾞｲ ﾐｿﾗ

9 3 2159 中山 こころ(3) 吉川美南 15.74 9 1 1296 藤井 美空(2) 草加 15.33

3組 (風:-0.5) 4組 (風:-1.7)

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

ｻｲﾄｳ ｲﾁｶ ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ

1 4 3850 斉藤  苺香(2) 鷲宮 13.16 Q 1 6 2810 カン メヘナズ(1) 昌平 13.26 Q
ｵｶﾞﾜ ｶｵﾘ ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ

2 5 5432 小川 夏穂梨(2) 久喜北陽 13.30 Q 2 5 3571 栗原 碧咲(3) 草加南 13.45 Q
ｼﾌﾞﾔ ｱｲ ﾔﾊｷﾞ ﾘﾝｺ

3 6 3604 澁谷 愛(3) 春日部東 13.38 q 3 4 4512 矢作 凜子(3) 越谷東 14.04
ﾌｼﾞｲ ｶﾚﾝ ﾄｲｽﾞﾐ ﾘﾅｺ

4 7 414 藤井 香怜(2) 久喜 14.11 4 3 2881 樋泉 里奈子(3) 獨協埼玉 14.06
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾎﾉｶ ｷﾂﾞｶ ｴﾐﾘ

5 9 136 山上 穂乃佳(2) 春日部女 14.33 5 9 668 木塚 絵美里(2) 幸手桜 14.28
ｻｶﾓﾄ ﾏﾕｳ ｲﾄｳ ｻﾅ

6 8 2884 坂本 真優(3) 獨協埼玉 14.42 6 8 1295 伊藤 さな(2) 草加 14.41
ｳｽｲ ﾐﾈ ﾀｶｾｷ ﾒｲ

7 3 5086 薄井 嶺(3) 八潮南 15.18 7 7 2318 高堰 芽依(1) 八潮 14.56
ﾖｺｲ ﾘﾝ ﾌﾙｵｶ ｿﾗ

8 2 4137 横井 凛(2) 庄和 15.24 8 1 2855 古岡 そら(2) 春日部共栄 15.15
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾗ

2 3631 山口 悠来(2) 白岡 DNS

5組 (風:-1.3) 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

ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ ｻｶﾓﾄ ﾕｳ

1 6 3601 後藤 智南(3) 春日部東 12.92 Q 1 5 4653 坂本 優(3) 花咲徳栄 12.58 Q
ｸﾛﾀﾞ ﾘｵ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ

2 7 3843 黒田  理桜(3) 鷲宮 13.59 Q 2 8 415 山口 るい(2) 久喜 13.16 Q
ﾜｰﾄﾝ ｱｲﾗ ﾋﾄﾐ ｼｮｳｺ

3 5 5431 ワートン 愛良(3) 久喜北陽 13.71 q 3 6 3245 人見 祥子(2) 開智未来 13.40 q
ｶﾜﾅﾍﾞ ﾊﾅﾉ ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾐ

4 4 363 川鍋 花奈乃(2) 越ヶ谷 14.31 4 4 6187 小川 優心(3) 叡明 13.44 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｻｱﾔ ﾀﾆﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ

5 8 3813 中島 沙綾(2) 羽生一 14.54 5 7 3842 谷之口 美唯(3) 鷲宮 13.95
ｶﾒﾀﾞ ﾐｻｺ ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾘﾝ

6 2 6191 亀田 美佐子(2) 叡明 14.70 6 9 4747 川口 夏鈴(2) 草加西 14.16
ﾌｸﾀﾞ ﾕﾒ ﾀｶｾｷ ﾏｲ

7 9 2085 福田 結萌(3) 越谷北 14.77 7 3 2317 高堰 真依(1) 八潮 15.01
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ ﾏｼﾓ ﾐｸ

8 1 4767 鈴木 はるな(3) 草加西 15.44 8 2 2557 増茂 未来(3) 越谷西 15.58
ﾂｶﾔﾏ ｻｸﾗ ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾐ

9 3 3632 塚山 咲来(2) 白岡 15.96 1 3642 濵田 愛生(3) 白岡 DNS

凡例  DNS:欠場



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 4月24日 09:55 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 4月24日 12:50 準決勝

大会記録(GR)                 11.90     山崎　史恵(埼玉・久喜)                1988 4月24日 14:35 決　勝

予　選　8組2着＋8

7組 (風:-1.5) 8組 (風:-1.7)

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 ﾉﾉｶ ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

1 6 4658 小澤 ののか(3) 花咲徳栄 13.04 Q 1 5 3605 飯久保 南美(3) 春日部東 12.96 Q
ｲﾉﾏﾀ ﾕｲ ﾔﾏｷ ﾐﾕ

2 5 2793 猪股 佑衣(2) 昌平 13.56 Q 2 4 265 八巻 実優(3) 不動岡 13.16 Q
ｺﾞﾐ ｼﾞｭﾘｱ ｵｵｾﾞｷ ﾕｳｶ

3 4 3572 五味 樹梨亜(2) 草加南 13.75 q 3 6 132 大関 優華(2) 春日部女 13.62 q
ｷﾀｻｶ ﾐｵ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ

4 3 3272 北坂 美渚(2) 越谷南 13.81 4 7 362 松本 彩(2) 越ヶ谷 13.97
ｶﾄｳ ｱﾔﾅ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾐ

5 7 2851 加藤 綾菜(3) 春日部共栄 14.23 5 9 3574 山崎 結美(2) 草加南 14.19
ﾐﾂﾊｼ ｶﾅ ﾖｺｲ ﾗﾝ

6 8 135 三橋 香奈(2) 春日部女 14.48 6 8 4139 横井 蘭(2) 庄和 14.67
ﾃﾗｼﾞﾏ ﾐﾅ ｸﾄﾞｳ ﾎﾉｶ

7 9 6184 寺島 聖奈(1) 叡明 14.68 7 1 4177 工藤 萌乃佳(2) 三郷北 14.73
ﾅｲﾄｳ ﾐｸ ﾊﾏﾀﾞ ｼｷ

8 2 4164 内藤 美空(2) 草加東 14.75 8 2 4502 濱田 志妃(2) 越谷東 15.02
ﾏﾂｵ ｽｽﾞﾈ

9 3 2555 松尾 鈴音(3) 越谷西 15.05

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-0.3) 2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

ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

1 4 3601 後藤 智南(3) 春日部東 12.60 Q 1 7 2819 髙橋 侑希(3) 昌平 12.48 Q
ｺﾔﾏ ﾕｳｶ ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ

2 6 257 小山 優香(3) 不動岡 12.78 Q 2 6 4658 小澤 ののか(3) 花咲徳栄 12.71 Q
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

3 7 4662 岡田 裕佳(2) 花咲徳栄 12.78 q 3 4 3605 飯久保 南美(3) 春日部東 12.72
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ ｵｶﾞﾜ ｶｵﾘ

4 5 415 山口 るい(2) 久喜 13.04 4 8 5432 小川 夏穂梨(2) 久喜北陽 13.26
ｸﾛﾀﾞ ﾘｵ ｵｵﾂｶ ｱﾔﾅ

5 8 3843 黒田  理桜(3) 鷲宮 13.36 5 5 270 大塚 彩南(3) 不動岡 13.29
ｲﾉﾏﾀ ﾕｲ ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾐ

6 9 2793 猪股 佑衣(2) 昌平 13.36 6 3 6187 小川 優心(3) 叡明 13.34
ｵｵｾﾞｷ ﾕｳｶ ﾋﾄﾐ ｼｮｳｺ

7 3 132 大関 優華(2) 春日部女 13.61 7 9 3245 人見 祥子(2) 開智未来 13.39
ｳﾗﾍﾞ ﾕﾘﾅ ｺﾞﾐ ｼﾞｭﾘｱ

8 2 3811 浦邉 有里菜(3) 羽生一 13.75 8 2 3572 五味 樹梨亜(2) 草加南 13.53

3組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｶﾓﾄ ﾕｳ

1 7 4653 坂本 優(3) 花咲徳栄 12.36 Q
ﾔﾏｷ ﾐﾕ

2 6 265 八巻 実優(3) 不動岡 12.84 Q
ｻｲﾄｳ ｲﾁｶ

3 5 3850 斉藤  苺香(2) 鷲宮 12.91
ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ

4 4 2810 カン メヘナズ(1) 昌平 13.01
ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ

5 9 3571 栗原 碧咲(3) 草加南 13.08
ｼﾌﾞﾔ ｱｲ

6 8 3604 澁谷 愛(3) 春日部東 13.10
ｶﾓ ﾋﾅﾉ

7 2 393 加茂 ひなの(3) 久喜 13.21
ﾜｰﾄﾝ ｱｲﾗ

8 3 5431 ワートン 愛良(3) 久喜北陽 13.54

凡例  DNS:欠場



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 4月24日 09:55 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 4月24日 12:50 準決勝

大会記録(GR)                 11.90     山崎　史恵(埼玉・久喜)                1988 4月24日 14:35 決　勝

決　勝　

(風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾓﾄ ﾕｳ

1 5 4653 坂本 優(3) 花咲徳栄 12.36
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

2 4 2819 髙橋 侑希(3) 昌平 12.40
ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ

3 6 3601 後藤 智南(3) 春日部東 12.42
ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

4 8 3605 飯久保 南美(3) 春日部東 12.70
ｺﾔﾏ ﾕｳｶ

5 9 257 小山 優香(3) 不動岡 12.73
ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ

6 7 4658 小澤 ののか(3) 花咲徳栄 12.80
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ

7 2 4662 岡田 裕佳(2) 花咲徳栄 12.84
ﾔﾏｷ ﾐﾕ

8 3 265 八巻 実優(3) 不動岡 12.88

凡例  DNS:欠場



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 4月25日 09:30 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          23.71     高橋　萌木子(埼玉・埼玉栄)            2006 4月25日 12:25 準決勝

大会記録(GR)                 24.92     橋本　真由(埼玉・春日部東)            2014 4月25日 13:55 決　勝

予　選　6組2着＋12

1組 (風:+0.4) 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

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ｻｶﾓﾄ ﾕｳ

1 5 2819 髙橋 侑希(3) 昌平 26.22 Q 1 7 4653 坂本 優(3) 花咲徳栄 26.37 Q
ｲｼｲ ﾊﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ

2 6 4654 石井 花奈(2) 花咲徳栄 26.58 Q 2 9 4163 小林 七菜(2) 草加東 28.33 Q
ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ ｶﾓ ﾋﾅﾉ

3 7 2893 南部 和奏(2) 獨協埼玉 27.34 q 3 4 393 加茂 ひなの(3) 久喜 28.78 q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｷ ﾄﾀﾞ ﾊﾙｶ

4 4 1291 宮崎 眞希(3) 草加 28.08 q 4 1 5098 戸田 遥香(2) 八潮南 29.99
ｺﾞﾐ ｼﾞｭﾘｱ ﾖｺｲ ﾗﾝ

5 9 3572 五味 樹梨亜(2) 草加南 28.15 q 5 8 4139 横井 蘭(2) 庄和 30.18
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾎﾉｶ ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅ

6 8 136 山上 穂乃佳(2) 春日部女 29.24 6 3 4411 霜村 日菜(3) 松伏 30.61
ｳﾗﾔﾏ ｸﾙﾐ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ

7 1 4414 浦山 来未(2) 松伏 29.89 7 2 4767 鈴木 はるな(3) 草加西 31.57
ｲｹﾀﾞ ｶﾎ ｵｵｾﾞｷ ﾕｳｶ

8 2 6185 池田 夏帆(1) 叡明 31.24 5 132 大関 優華(2) 春日部女 DNS
ﾖｺｲ ﾘﾝ ﾊﾘｭｳ ﾏﾄﾞｶ

9 3 4137 横井 凛(2) 庄和 31.48 6 3614 羽龍 円(2) 春日部東 DNS

3組 (風:+0.1) 4組 (風:0.0)

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

ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

1 6 4658 小澤 ののか(3) 花咲徳栄 26.61 Q 1 6 3605 飯久保 南美(3) 春日部東 26.60 Q
ｼﾌﾞﾔ ｱｲ ﾔﾏｷ ﾐﾕ

2 7 3604 澁谷 愛(3) 春日部東 27.66 Q 2 5 265 八巻 実優(3) 不動岡 26.88 Q
ﾀﾆﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾐ

3 4 3842 谷之口 美唯(3) 鷲宮 28.21 q 3 7 6187 小川 優心(3) 叡明 27.42 q
ｲﾜｻｷ ﾅｵ ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ

4 8 5085 岩﨑 菜緒(3) 八潮南 28.83 q 4 4 3571 栗原 碧咲(3) 草加南 27.48 q
ﾄｲｽﾞﾐ ﾘﾅｺ ｱｶｻﾞﾜ ﾊﾅｴ

5 9 2881 樋泉 里奈子(3) 獨協埼玉 29.15 5 3 1303 赤澤 花苗(2) 草加 28.61 q
ﾌｼﾞｲ ｶﾚﾝ ﾔﾊｷﾞ ﾘﾝｺ

6 5 414 藤井 香怜(2) 久喜 29.38 6 9 4512 矢作 凜子(3) 越谷東 29.68
ｴﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ ﾅｶﾆﾜ ﾏﾅﾐ

7 2 246 江本 葉月(3) 不動岡 29.65 7 8 125 中庭 愛美(3) 春日部女 30.09
ﾅｲﾄｳ ﾐｸ ﾂｶﾔﾏ ｻｸﾗ

8 3 4164 内藤 美空(2) 草加東 30.63 1 3632 塚山 咲来(2) 白岡 DNS
ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾘﾝ

2 4747 川口 夏鈴(2) 草加西 DNS

5組 (風:+0.5) 6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

ｵｶﾞﾜ ｶｵﾘ ｵｵﾀｹ ﾋｻｷ

1 4 5432 小川 夏穂梨(2) 久喜北陽 27.79 Q 1 6 2804 大竹 陽咲(3) 昌平 27.39 Q
ﾏﾁｲ ｶｽﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ

2 7 261 町井 佳純(3) 不動岡 28.22 Q 2 7 415 山口 るい(2) 久喜 27.54 Q
ｿﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾊ ﾜｰﾄﾝ ｱｲﾗ

3 6 2796 園田 和遥(2) 昌平 28.35 q 3 4 5431 ワートン 愛良(3) 久喜北陽 27.54 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾐ ﾋﾄﾐ ｼｮｳｺ

4 9 3574 山崎 結美(2) 草加南 28.89 4 5 3245 人見 祥子(2) 開智未来 28.07 q
ｷﾂﾞｶ ｴﾐﾘ ｱｲｶﾜ ﾅﾂｷ

5 1 668 木塚 絵美里(2) 幸手桜 29.53 5 9 4162 相川 夏季(2) 草加東 29.12
ｻｶﾓﾄ ﾏﾕｳ ﾉﾑﾗ ｷﾗ

6 8 2884 坂本 真優(3) 獨協埼玉 29.79 6 8 4764 野村 綺楽(3) 草加西 29.65
ﾓﾘﾄ ﾋﾖﾘ ｲﾄｳ ｻﾅ

7 3 3845 森戸  陽梨(3) 鷲宮 29.99 7 2 1295 伊藤 さな(2) 草加 29.76
ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾐ ﾊﾂﾔﾏ ﾐｻｷ

8 2 3642 濵田 愛生(3) 白岡 34.05 8 3 3844 初山  心咲(3) 鷲宮 30.71
ｳﾗﾍﾞ ﾕﾘﾅ

5 3811 浦邉 有里菜(3) 羽生一 DNS

凡例  DNS:欠場



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 4月25日 09:30 予　選

埼玉県高校記録(SHR)          23.71     高橋　萌木子(埼玉・埼玉栄)            2006 4月25日 12:25 準決勝

大会記録(GR)                 24.92     橋本　真由(埼玉・春日部東)            2014 4月25日 13:55 決　勝

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-1.0) 2組 (風:+1.6)

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

ｻｶﾓﾄ ﾕｳ ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

1 6 4653 坂本 優(3) 花咲徳栄 25.65 Q 1 7 3605 飯久保 南美(3) 春日部東 25.86 Q
ﾔﾏｷ ﾐﾕ ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ

2 7 265 八巻 実優(3) 不動岡 26.67 Q 2 4 4658 小澤 ののか(3) 花咲徳栄 26.13 Q
ｵｶﾞﾜ ｶｵﾘ ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ

3 5 5432 小川 夏穂梨(2) 久喜北陽 27.22 3 8 3571 栗原 碧咲(3) 草加南 26.93 q
ｵｵﾀｹ ﾋｻｷ ﾜｰﾄﾝ ｱｲﾗ

4 4 2804 大竹 陽咲(3) 昌平 27.44 4 9 5431 ワートン 愛良(3) 久喜北陽 27.04
ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ

5 8 6187 小川 優心(3) 叡明 27.53 5 6 4163 小林 七菜(2) 草加東 27.62
ﾋﾄﾐ ｼｮｳｺ ｿﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾊ

6 9 3245 人見 祥子(2) 開智未来 27.77 6 2 2796 園田 和遥(2) 昌平 27.65
ｶﾓ ﾋﾅﾉ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ

7 3 393 加茂 ひなの(3) 久喜 28.16 7 5 415 山口 るい(2) 久喜 27.83
ﾀﾆﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ ｱｶｻﾞﾜ ﾊﾅｴ

8 2 3842 谷之口 美唯(3) 鷲宮 28.19 8 3 1303 赤澤 花苗(2) 草加 28.12

3組 (風:+1.7)

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 ﾕｳｷ

1 6 2819 髙橋 侑希(3) 昌平 25.24 Q
ｲｼｲ ﾊﾅ

2 5 4654 石井 花奈(2) 花咲徳栄 25.93 Q
ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ

3 8 2893 南部 和奏(2) 獨協埼玉 26.92 q
ｼﾌﾞﾔ ｱｲ

4 7 3604 澁谷 愛(3) 春日部東 26.99
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｷ

5 9 1291 宮崎 眞希(3) 草加 27.61
ﾏﾁｲ ｶｽﾐ

6 4 261 町井 佳純(3) 不動岡 27.65
ｲﾜｻｷ ﾅｵ

7 2 5085 岩﨑 菜緒(3) 八潮南 28.07
ｺﾞﾐ ｼﾞｭﾘｱ

8 3 3572 五味 樹梨亜(2) 草加南 28.35

決　勝　

(風:-4.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾓﾄ ﾕｳ

1 5 4653 坂本 優(3) 花咲徳栄 26.02
ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

2 6 3605 飯久保 南美(3) 春日部東 26.49
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

3 4 2819 髙橋 侑希(3) 昌平 26.63
ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ

4 9 4658 小澤 ののか(3) 花咲徳栄 26.77
ｲｼｲ ﾊﾅ

5 7 4654 石井 花奈(2) 花咲徳栄 26.84
ﾔﾏｷ ﾐﾕ

6 8 265 八巻 実優(3) 不動岡 27.51
ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ

7 3 3571 栗原 碧咲(3) 草加南 27.73
ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ

8 2 2893 南部 和奏(2) 獨協埼玉 28.06

凡例  DNS:欠場



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 4月23日 11:25 予　選

大会記録(GR)                 56.91     上野　麻衣(埼玉・久喜)                2004 4月23日 14:35 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

ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾐ ｵｵﾀｹ ﾋｻｷ

1 7 4664 小杉 友美(2) 花咲徳栄 1:02.80 Q 1 6 2804 大竹 陽咲(3) 昌平 1:01.32 Q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｷ

2 4 3846 遠藤  春奈(3) 鷲宮 1:03.19 q 2 5 1291 宮崎 眞希(3) 草加 1:03.22 q
ｱﾜﾔ ﾐｵ ﾊﾘｭｳ ﾏﾄﾞｶ

3 5 241 粟屋 澪(3) 不動岡 1:04.01 3 7 3614 羽龍 円(2) 春日部東 1:04.51
ﾌﾙﾔﾏ ﾓｴｶ ｻｼﾃﾞ ｲｽﾞﾐ

4 9 3620 古山 萌香(1) 春日部東 1:08.43 4 4 3849 指出  いずみ(3) 鷲宮 1:06.45
ﾄﾖﾀﾞ ﾌｳｶ ｶﾄｳ ｱﾔﾅ

5 3 1294 豊田 楓華(3) 草加 1:09.43 5 8 2851 加藤 綾菜(3) 春日部共栄 1:08.84
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ ﾔﾏｶﾞﾐ ﾎﾉｶ

6 121 髙橋 萌乃叶(3) 春日部女 DNS 6 9 136 山上 穂乃佳(2) 春日部女 1:09.24
ﾆﾜ ﾚｲﾅ ﾖｼﾉ ﾓﾓｶ

8 4742 丹羽 麗奈(2) 草加西 DNS 7 3 5090 吉野 百花(3) 八潮南 1:09.60

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

ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ

1 4 2893 南部 和奏(2) 獨協埼玉 1:02.89 Q 1 4 4659 柿﨑 眸(3) 花咲徳栄 59.53 Q
ｱﾗｲ ﾎﾜﾅ ｴﾋﾞﾊﾗ ｾｲｶ

2 7 2791 新井 保和菜(3) 昌平 1:03.92 2 6 2801 海老原 聖花(3) 昌平 1:02.13 q
ｽﾅｶﾞ ﾏﾋﾛ ｶﾄｳ ﾚｲﾗ

3 6 6210 須永 真尋(3) 叡明 1:05.86 3 5 3609 加藤 玲来(3) 春日部東 1:03.23 q
ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｱ ｱｶｻﾞﾜ ﾊﾅｴ

4 8 2553 川本 有亜(3) 越谷西 1:06.43 4 7 1303 赤澤 花苗(2) 草加 1:05.10
ｱｵｷ ﾚﾐﾅ ｻｲﾄｳ ｱｲﾘ

5 5 4661 青木 れみな(3) 花咲徳栄 1:08.37 5 8 4161 齋藤 愛理(3) 草加東 1:09.11
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ ｶｲﾀﾞ ｱｽｶ

6 3 4163 小林 七菜(2) 草加東 1:08.91 6 2 5091 飼田 明日香(3) 八潮南 1:09.13
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ ﾅｶﾆﾜ ﾏﾅﾐ

7 9 4741 中村 愛未(2) 草加西 1:10.85 7 9 125 中庭 愛美(3) 春日部女 1:11.79
ｶﾜﾑﾗ ｴﾐ ｶﾜｿﾞｴ ｾﾘｶ

8 2 4415 川村 えみ(2) 松伏 1:12.46 8 3 2890 河副 芹香(2) 獨協埼玉 1:12.47

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ

1 7 4659 柿﨑 眸(3) 花咲徳栄 59.54
ｵｵﾀｹ ﾋｻｷ

2 6 2804 大竹 陽咲(3) 昌平 1:01.40
ｴﾋﾞﾊﾗ ｾｲｶ

3 8 2801 海老原 聖花(3) 昌平 1:02.48
ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ

4 5 2893 南部 和奏(2) 獨協埼玉 1:03.08
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｷ

5 3 1291 宮崎 眞希(3) 草加 1:03.88
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ

6 9 3846 遠藤  春奈(3) 鷲宮 1:04.91
ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾐ

7 4 4664 小杉 友美(2) 花咲徳栄 1:05.08
ｶﾄｳ ﾚｲﾗ

2 3609 加藤 玲来(3) 春日部東 DNS

凡例  DNS:欠場



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 4月24日 11:45 予　選

埼玉県高校記録(SHR)        2:05.22     真下　まなみ(埼玉・深谷商)            2009 4月24日 15:05 準決勝

大会記録(GR)               2:14.37     中川　文華(埼玉・昌平)                2012 4月25日 11:45 決　勝

予　選　6組2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

ｻｶｲ ﾏｲ ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ

1 6 2797 境 真衣(3) 昌平 2:37.01 Q 1 5 255 大橋 雪奈(1) 不動岡 2:40.87 Q
ﾔｼﾅ ﾊﾙｶ ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ

2 4 138 八品 遥(1) 春日部女 2:37.46 Q 2 7 4741 中村 愛未(2) 草加西 2:41.51 Q
ﾔﾅｾ ｻｷ ｺﾝﾄﾞｳ ｻｷ

3 8 1302 柳瀬 咲嬉(2) 草加 2:37.91 3 6 1297 近藤 咲希(2) 草加 2:41.54
ｵﾀﾞ ｼｵﾘ ｷｸﾁ ﾐｶ

4 5 3292 織田 栞(3) 越谷南 2:38.46 4 8 5433 菊池 美香(2) 久喜北陽 2:42.98
ｶﾜｿﾞｴ ｾﾘｶ ｱｵｷ ﾚﾐﾅ

5 7 2890 河副 芹香(2) 獨協埼玉 2:48.11 5 4 4661 青木 れみな(3) 花咲徳栄 2:47.77
ｻﾒｼﾞﾏ ﾘｵ ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ

6 9 5331 鮫島 梨桜(3) 越谷総技 2:55.70 6 9 4513 野口 奈々美(3) 越谷東 2:48.65
ｴﾘｶ ｱｵｷ ﾄﾖﾀﾞ ｺｺﾅ

3 4413 青木 映里香(2) 松伏 DNS 7 3 5097 豊田 恋花(2) 八潮南 3:07.70
ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ

2 3617 鈴木 杏理(3) 春日部東

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

ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ ｽｽﾞｷ ﾋﾅ

1 7 4659 柿﨑 眸(3) 花咲徳栄 2:32.00 Q 1 5 2808 鈴木 陽渚(2) 昌平 2:34.97 Q
ｸｽﾞﾇｷ ﾕｲｶ ｲﾄｳ ﾘｵ

2 6 3248 葛貫 由花(3) 開智未来 2:32.32 Q 2 4 2072 伊藤 凛央(2) 越谷北 2:35.47 Q
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾅ ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｱ

3 4 2086 中川 優菜(3) 越谷北 2:37.37 q 3 6 2553 川本 有亜(3) 越谷西 2:35.89 q
ｲﾄｳ ﾊﾙｶ ｼﾗｲ ﾐﾕ

4 5 3273 伊藤 陽香(2) 越谷南 2:39.09 4 7 269 白井 心優(2) 不動岡 2:36.44 q
ｱｷﾔﾏ ｻｴ ｽｽﾞｷ ｼﾎ

5 3 3817 秋山 紗英(1) 羽生一 2:41.45 5 3 2852 鈴木 詩歩(3) 春日部共栄 2:41.83
ﾊﾀﾉ ﾘｵ ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝﾘ

6 8 4743 秦野 莉緒(2) 草加西 2:46.97 6 8 3847 中嶋  晏梨(3) 鷲宮 2:47.68
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅﾂ ﾌｸｵｶ ﾚｲﾅ

7 9 5089 藤原 妃夏(3) 八潮南 2:47.88 7 9 4180 福岡 玲那(3) 三郷北 3:01.28
ﾎﾘｺｼ ｶﾅﾐ

2 3619 堀越 叶美(3) 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

ﾆﾜ ﾊﾙﾅ ﾄﾀﾞ ｻｸﾗ

1 6 2799 丹羽 遥奈(3) 昌平 2:35.40 Q 1 4 2882 戸田 さくら(3) 獨協埼玉 2:40.13 Q
ﾗﾌﾏﾝ ｼﾌｧ ｵｻﾞｷ ﾕｲ

2 5 5434 ラフマン シファ(2) 久喜北陽 2:35.67 Q 2 5 3841 尾崎  由依(3) 鷲宮 2:40.56 Q
ｻｼﾃﾞ ｲｽﾞﾐ ｶｲ ｽｽﾞﾉ

3 7 3849 指出  いずみ(3) 鷲宮 2:35.88 q 3 6 3293 甲斐 鈴乃(3) 越谷南 2:42.38
ｶｲﾀﾞ ｱｽｶ ﾊｾｶﾞﾜ ｻｸﾗ

4 4 5091 飼田 明日香(3) 八潮南 2:44.27 4 8 1298 長谷川 さくら(2) 草加 2:43.83
ｻｻｷ ﾕｳﾐ ﾀﾅｱﾐ ﾁｴ

5 3 5332 佐々木 優心(2) 越谷総技 2:53.44 5 7 137 田名網 知恵(1) 春日部女 2:47.74
ｻｶｸﾞﾁ ﾓﾓｶ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾅﾖ

6 9 417 坂口 桃花(2) 久喜 2:54.78 6 9 3677 宮沢 華代(2) 杉戸 2:48.01
ﾓﾘﾌｸ ｻｸﾗ ｽｽﾞｷ ｺｺﾛ

7 8 4514 森福 さくら(3) 越谷東 2:55.31 7 3 418 鈴木 こころ(2) 久喜 3:02.96
ﾏｴﾉ ﾕﾐ

2 3618 前野 佑実(3) 春日部東

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



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 4月24日 11:45 予　選

埼玉県高校記録(SHR)        2:05.22     真下　まなみ(埼玉・深谷商)            2009 4月24日 15:05 準決勝

大会記録(GR)               2:14.37     中川　文華(埼玉・昌平)                2012 4月25日 11:45 決　勝

準決勝　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

ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ

1 7 4659 柿﨑 眸(3) 花咲徳栄 2:27.02 Q 1 5 255 大橋 雪奈(1) 不動岡 2:29.84 Q
ﾄﾀﾞ ｻｸﾗ ﾆﾜ ﾊﾙﾅ

2 6 2882 戸田 さくら(3) 獨協埼玉 2:32.09 Q 2 4 2799 丹羽 遥奈(3) 昌平 2:29.85 Q
ｻｶｲ ﾏｲ ｽｽﾞｷ ﾋﾅ

3 4 2797 境 真衣(3) 昌平 2:32.17 Q 3 7 2808 鈴木 陽渚(2) 昌平 2:29.98 Q
ｲﾄｳ ﾘｵ ｸｽﾞﾇｷ ﾕｲｶ

4 5 2072 伊藤 凛央(2) 越谷北 2:35.61 4 6 3248 葛貫 由花(3) 開智未来 2:30.58 q
ｻｼﾃﾞ ｲｽﾞﾐ ﾗﾌﾏﾝ ｼﾌｧ

5 2 3849 指出  いずみ(3) 鷲宮 2:36.21 5 3 5434 ラフマン シファ(2) 久喜北陽 2:34.50 q
ﾔｼﾅ ﾊﾙｶ ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｱ

6 3 138 八品 遥(1) 春日部女 2:37.10 6 2 2553 川本 有亜(3) 越谷西 2:36.00
ｼﾗｲ ﾐﾕ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾅ

7 8 269 白井 心優(2) 不動岡 2:37.10 7 8 2086 中川 優菜(3) 越谷北 2:38.27
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ ｵｻﾞｷ ﾕｲ

8 9 4741 中村 愛未(2) 草加西 2:42.27 8 9 3841 尾崎  由依(3) 鷲宮 2:39.63

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆﾜ ﾊﾙﾅ

1 6 2799 丹羽 遥奈(3) 昌平 2:11.77 GR
ｻｶｲ ﾏｲ

2 3 2797 境 真衣(3) 昌平 2:15.58
ｽｽﾞｷ ﾋﾅ

3 9 2808 鈴木 陽渚(2) 昌平 2:16.30
ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ

4 5 4659 柿﨑 眸(3) 花咲徳栄 2:18.04
ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ

5 4 255 大橋 雪奈(1) 不動岡 2:25.32
ｸｽﾞﾇｷ ﾕｲｶ

6 8 3248 葛貫 由花(3) 開智未来 2:27.80
ﾗﾌﾏﾝ ｼﾌｧ

7 2 5434 ラフマン シファ(2) 久喜北陽 2:29.79
ﾄﾀﾞ ｻｸﾗ

8 7 2882 戸田 さくら(3) 獨協埼玉 2:31.14

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



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 4月23日 10:25 予　選

大会記録(GR)               4:28.00     中川　文華(埼玉・昌平)                2014 4月23日 14:55 決　勝

予　選　3組4着＋6

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

ｼﾗｲ ﾐﾕ ﾊｽﾐ ﾎﾉﾊ

1 6 269 白井 心優(2) 不動岡 5:29.90 Q 1 7 2087 蓮實 芳乃葉(3) 越谷北 5:24.73 Q
ﾆﾜ ﾊﾙﾅ ﾄﾀﾞ ｻｸﾗ

2 12 2799 丹羽 遥奈(3) 昌平 5:30.25 Q 2 10 2882 戸田 さくら(3) 獨協埼玉 5:24.86 Q
ｶﾝﾀﾞ ﾐｻｷ ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ

3 18 406 神田 美咲(3) 久喜 5:30.31 Q 3 5 255 大橋 雪奈(1) 不動岡 5:25.08 Q
ｲﾄｳ ﾕﾒ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ

4 5 3297 伊藤 由芽(3) 越谷南 5:30.53 Q 4 1 2800 神林 由乃(3) 昌平 5:25.61 Q
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾅ ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ

5 2 2086 中川 優菜(3) 越谷北 5:30.94 q 5 15 3577 鈴木 若菜(1) 草加南 5:26.90 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲﾗ ﾆｲﾇﾏ ﾐﾕ

6 13 2552 藤原 星来(3) 越谷西 5:32.14 q 6 2 2558 新沼 心優(2) 越谷西 5:31.71 q
ｽｽﾞｷ ｱﾔﾈ ｻｲﾄｳ ｱｲﾘ

7 8 4526 鈴木 彩音(2) 越谷東 5:40.32 7 16 3298 齋藤 愛莉(3) 越谷南 5:32.22 q
ｷｸﾁ ﾐｶ ｵｻﾞｷ ﾕｲ

8 16 5433 菊池 美香(2) 久喜北陽 5:41.32 8 3 3841 尾崎  由依(3) 鷲宮 5:32.64 q
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｷ ｲｼｲ ｶﾉﾝ

9 10 1297 近藤 咲希(2) 草加 5:41.91 9 13 123 石井 歌恩(3) 春日部女 5:35.06
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ ｽｽﾞｷ ｼﾎ

10 11 4655 渡辺 理子(2) 花咲徳栄 5:42.74 10 11 2852 鈴木 詩歩(3) 春日部共栄 5:43.95
ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾉ ﾊｾｶﾞﾜ ｻｸﾗ

11 14 5093 高橋 佑衣乃(2) 八潮南 5:43.53 11 14 1298 長谷川 さくら(2) 草加 5:50.96
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾅﾖ ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ

12 4 3677 宮沢 華代(2) 杉戸 5:49.80 12 8 4513 野口 奈々美(3) 越谷東 5:51.98
ﾊﾀﾉ ﾘｵ ｻﾒｼﾞﾏ ﾘｵ

13 1 4743 秦野 莉緒(2) 草加西 5:56.08 13 6 5331 鮫島 梨桜(3) 越谷総技 5:59.78
ﾀﾅｱﾐ ﾁｴ ﾏｴﾉ ﾕﾐ

14 9 137 田名網 知恵(1) 春日部女 6:00.44 14 9 3618 前野 佑実(3) 春日部東 6:01.70
ｻｻｷ ﾕｳﾐ ﾑﾗｷ ｶﾉﾝ

15 7 5332 佐々木 優心(2) 越谷総技 6:00.99 15 17 5096 村木 花音(2) 八潮南 6:20.44
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ ﾀｶﾊｼ ﾉｱ

16 17 3848 渋谷  麻優(3) 鷲宮 6:14.34 4 4166 髙橋 乃蒼(2) 草加東 DNS
ﾎﾘｺｼ ｶﾅﾐ ｽｽﾞｷ ｺｺﾛ

3 3619 堀越 叶美(3) 春日部東 DNS 12 418 鈴木 こころ(2) 久喜 DNS
ｳﾁﾀﾞ ﾕﾘ

15 2887 内田 諭里(2) 獨協埼玉 DNS

凡例  DNS:欠場



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 4月23日 10:25 予　選

大会記録(GR)               4:28.00     中川　文華(埼玉・昌平)                2014 4月23日 14:55 決　勝

予　選　3組4着＋6

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｺﾏｷ

1 5 4653 高根澤 小牧(3) 花咲徳栄 5:23.42 Q
ﾗﾌﾏﾝ ｼﾌｧ

2 8 5434 ラフマン シファ(2) 久喜北陽 5:25.67 Q
ﾏﾂｵ ﾁｱｷ

3 16 2071 松尾 智亜希(2) 越谷北 5:27.22 Q
ｻｶｲ ﾏｲ

4 6 2797 境 真衣(3) 昌平 5:28.32 Q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾒｲ

5 13 249 谷口 愛依(2) 不動岡 5:37.29
ﾔﾅｾ ｻｷ

6 3 1302 柳瀬 咲嬉(2) 草加 5:40.40
ﾔｼﾅ ﾊﾙｶ

7 2 138 八品 遥(1) 春日部女 5:44.03
ｲﾀﾊﾅ ﾋﾒｶ

8 14 4523 板鼻 姫夏(2) 越谷東 5:52.12
ﾔﾍﾞ ﾅﾅﾐ

9 12 2894 矢部 菜々美(2) 獨協埼玉 5:52.17
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅﾂ

10 18 5089 藤原 妃夏(3) 八潮南 5:52.22
ﾀｶﾔﾏ ｱｻ

11 7 3276 髙山 麻(2) 越谷南 5:55.83
ｺｼﾞﾏ ﾕﾉ

12 4 6190 小嶋 優乃(3) 叡明 5:56.91
ｻｶｲ ﾘｶ

13 10 4766 酒井 里夏(3) 草加西 5:59.34
ﾎｽﾞﾐ ｻﾗ

14 1 3814 保泉 早良(2) 羽生一 6:01.81
ｳﾁﾀﾞ ﾋﾅﾉ

15 15 3853 内田  ひなの(2) 鷲宮 6:04.63
ｻｶｸﾞﾁ ﾓﾓｶ

16 9 417 坂口 桃花(2) 久喜 6:14.30
ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾐ

17 17 3642 濵田 愛生(3) 白岡 6:21.95
ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ

11 3617 鈴木 杏理(3) 春日部東 DNS

凡例  DNS:欠場



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 4月23日 10:25 予　選

大会記録(GR)               4:28.00     中川　文華(埼玉・昌平)                2014 4月23日 14:55 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶｲ ﾏｲ

1 7 2797 境 真衣(3) 昌平 4:36.70
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ

2 13 2800 神林 由乃(3) 昌平 4:37.40
ﾆﾜ ﾊﾙﾅ

3 3 2799 丹羽 遥奈(3) 昌平 4:38.49
ﾊｽﾐ ﾎﾉﾊ

4 2 2087 蓮實 芳乃葉(3) 越谷北 4:55.41
ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ

5 10 255 大橋 雪奈(1) 不動岡 5:03.54
ﾏﾂｵ ﾁｱｷ

6 16 2071 松尾 智亜希(2) 越谷北 5:05.00
ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ

7 11 3577 鈴木 若菜(1) 草加南 5:07.88
ﾗﾌﾏﾝ ｼﾌｧ

8 4 5434 ラフマン シファ(2) 久喜北陽 5:11.67
ﾄﾀﾞ ｻｸﾗ

9 8 2882 戸田 さくら(3) 獨協埼玉 5:13.78
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｺﾏｷ

10 1 4653 高根澤 小牧(3) 花咲徳栄 5:14.73
ｼﾗｲ ﾐﾕ

11 18 269 白井 心優(2) 不動岡 5:17.44
ﾆｲﾇﾏ ﾐﾕ

12 15 2558 新沼 心優(2) 越谷西 5:18.19
ｲﾄｳ ﾕﾒ

13 6 3297 伊藤 由芽(3) 越谷南 5:18.75
ｶﾝﾀﾞ ﾐｻｷ

14 9 406 神田 美咲(3) 久喜 5:23.55
ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲﾗ

15 17 2552 藤原 星来(3) 越谷西 5:25.15
ｻｲﾄｳ ｱｲﾘ

16 12 3298 齋藤 愛莉(3) 越谷南 5:26.12
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾅ

17 14 2086 中川 優菜(3) 越谷北 5:32.28
ｵｻﾞｷ ﾕｲ

18 5 3841 尾崎  由依(3) 鷲宮 5:36.92

凡例  DNS:欠場



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)               9:44.63     中川　文華(埼玉・昌平)                2013 4月25日 14:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞﾅ

1 21 2796 木下 紗那(3) 昌平 9:53.11
ﾅｶﾆｼ ﾘﾝｶ

2 23 2809 仲西 梨花(2) 昌平 9:56.81
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ

3 12 2798 清水 杏夏(3) 昌平 10:25.50

ﾊｽﾐ ﾎﾉﾊ

4 2 2087 蓮實 芳乃葉(3) 越谷北 10:35.07

ﾏﾂｵ ﾁｱｷ

5 11 2071 松尾 智亜希(2) 越谷北 10:48.30

ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｺﾏｷ

6 8 4653 高根澤 小牧(3) 花咲徳栄 11:21.83

ﾆｲﾇﾏ ﾐﾕ

7 17 2558 新沼 心優(2) 越谷西 11:24.46

ｲｼｲ ｶﾉﾝ

8 18 123 石井 歌恩(3) 春日部女 11:35.71

ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ

9 5 3617 鈴木 杏理(3) 春日部東 11:37.54

ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲﾗ

10 10 2552 藤原 星来(3) 越谷西 11:45.55

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾒｲ

11 20 249 谷口 愛依(2) 不動岡 12:00.43

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ

12 22 4655 渡辺 理子(2) 花咲徳栄 12:08.27

ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾉ

13 9 5093 高橋 佑衣乃(2) 八潮南 12:20.27

ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾘ

14 14 2883 坂口 友理(3) 獨協埼玉 12:25.31

ﾔｼﾅ ﾊﾙｶ

15 4 138 八品 遥(1) 春日部女 12:33.03

ﾔﾍﾞ ﾅﾅﾐ

16 24 2894 矢部 菜々美(2) 獨協埼玉 12:33.21

ｱｿﾏ ｱﾕﾊ

17 16 396 遊馬 歩翔(2) 久喜 12:41.09

ｺｼﾞﾏ ﾕﾉ

18 1 6190 小嶋 優乃(3) 叡明 13:08.55

ｻｶｲ ﾘｶ

19 3 4766 酒井 里夏(3) 草加西 13:51.65

ﾎﾘｺｼ ｶﾅﾐ

6 3619 堀越 叶美(3) 春日部東 DNS
ﾀｶﾄﾞｲ ｱﾐ

7 133 高土居 彩美(2) 春日部女 DNS
ﾖｼｽﾞﾐ ｱｻﾐ

13 3854 吉住  麻美(2) 鷲宮 DNS
ｳﾁﾀﾞ ﾕﾘ

15 2887 内田 諭里(2) 獨協埼玉 DNS
ﾏｴﾉ ﾕﾐ

19 3618 前野 佑実(3) 春日部東 DNS

凡例  DNS:欠場



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 4月25日 10:55 予　選

大会記録(GR)                 14.48     藤田　悦子(埼玉・春日部女)            1991 4月25日 13:00 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 (風:+1.2) 2組 (風:+2.7)

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

ｱｶｻﾞﾜｱｺｽｱ ﾊﾅ ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ

1 7 2792 赤沢アコスア はな(2) 昌平 14.77 Q 1 4 3601 後藤 智南(3) 春日部東 15.06 Q
ｼﾝﾄ ﾚﾈ ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

2 5 4651 新戸 怜音(3) 花咲徳栄 15.59 Q 2 5 2811 小林 穂花(1) 昌平 15.75 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

3 4 3676 山﨑 芽生(3) 杉戸 17.67 3 6 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 15.91 q
ﾉｸﾞﾁ ﾓﾓｶ ｶﾜﾅﾍﾞ ﾊﾅﾉ

4 8 1301 野口 桃佳(2) 草加 18.96 4 7 363 川鍋 花奈乃(2) 越ヶ谷 17.58 q
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ｻｱﾔ

5 6 3610 安達 妃菜(2) 春日部東 19.66 5 3 3813 中島 沙綾(2) 羽生一 18.56
ｸﾆｲ ｱｽﾞﾐ ﾂﾂｲ ﾅﾂｷ

6 9 5095 國井 梓美(2) 八潮南 19.97 6 8 1304 筒井 夏希(2) 草加 20.08
ｵｵﾂｶ ﾓﾓｶ

9 4756 大塚 百華(3) 草加西 DNS

3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

ﾂﾁﾔ ﾕｽﾞｶ

1 5 2820 土屋 柚歌(3) 昌平 15.41 Q
ｶﾄｳ ﾚｲﾗ

2 4 3609 加藤 玲来(3) 春日部東 15.77 Q
ｲｼｶﾜ ｶｴﾃﾞ

3 9 2886 石川 楓(2) 獨協埼玉 17.58
ﾏｽﾀﾞ ｺﾓﾓ

4 6 242 増田 小桃(2) 不動岡 17.63
ｺｼｵ ﾘｻ

5 7 4760 小塩 梨紗(3) 草加西 18.25
ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾂﾞｷ

6 8 6182 水上 賀月(1) 叡明 19.86

決　勝　

(風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ

1 5 3601 後藤 智南(3) 春日部東 14.50
ｱｶｻﾞﾜｱｺｽｱ ﾊﾅ

2 4 2792 赤沢アコスア はな(2) 昌平 14.53
ﾂﾁﾔ ﾕｽﾞｶ

3 6 2820 土屋 柚歌(3) 昌平 15.37
ｶﾄｳ ﾚｲﾗ

4 9 3609 加藤 玲来(3) 春日部東 15.40
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

5 8 2811 小林 穂花(1) 昌平 15.77
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

6 2 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 16.20
ｶﾜﾅﾍﾞ ﾊﾅﾉ

7 3 363 川鍋 花奈乃(2) 越ヶ谷 17.74
ｼﾝﾄ ﾚﾈ

7 4651 新戸 怜音(3) 花咲徳栄 DQ,T10

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



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・東大阪大敬愛)        2015

埼玉県高校記録(SHR)          57.73     大野　瑞奈(埼玉・埼玉栄)              2020 4月24日 12:15 予　選

大会記録(GR)               1:02.27     赤司　このみ(埼玉・春日部共栄)        2007 4月24日 14:10 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

ｼﾝﾄ ﾚﾈ ﾏｽﾀﾞ ｺﾓﾓ

1 4 4651 新戸 怜音(3) 花咲徳栄 1:04.74 Q 1 6 242 増田 小桃(2) 不動岡 1:10.97 Q
ｶﾄｳ ﾚｲﾗ ﾋｴｲ ｽｽﾞﾅ

2 5 3609 加藤 玲来(3) 春日部東 1:06.48 Q 2 4 3603 樋江井 鈴夏(3) 春日部東 1:12.06 Q
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ ｼﾛﾏ ｿｳﾜ

3 9 121 髙橋 萌乃叶(3) 春日部女 1:16.77 q 3 5 3271 城間 奏羽(2) 越谷南 1:16.88 q
ｺｼｵ ﾘｻ ﾂﾂｲ ﾅﾂｷ

4 7 4760 小塩 梨紗(3) 草加西 1:17.52 4 8 1304 筒井 夏希(2) 草加 1:20.54
ｶﾅｲ ﾘﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ

5 8 416 金井 凛(2) 久喜 1:19.16 5 7 3676 山﨑 芽生(3) 杉戸 1:21.37
ｺｲﾇﾏ ｱｶﾈ ｿｳﾏ ﾕｳｶ

6 6 1299 小井沼 茜(2) 草加 1:26.08 6 9 4752 相馬 悠花(3) 草加西 1:22.36
ﾅｶﾆﾜ ﾏﾅﾐ

3 125 中庭 愛美(3) 春日部女

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾂﾁﾔ ﾕｽﾞｶ

1 6 2820 土屋 柚歌(3) 昌平 1:05.80 Q
ﾎｿｶﾜ ｶﾉﾝ

2 7 3613 細川 夏音(2) 春日部東 1:14.90 Q
ﾉｸﾞﾁ ﾓﾓｶ

3 5 1301 野口 桃佳(2) 草加 1:20.49
ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ

4 4 4539 斉藤 穂乃香(2) 宮代 1:28.28
ｵｵﾂｶ ﾓﾓｶ

8 4756 大塚 百華(3) 草加西 DNS
ｽﾅｶﾞ ﾏﾋﾛ

9 6210 須永 真尋(3) 叡明 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾝﾄ ﾚﾈ

1 4 4651 新戸 怜音(3) 花咲徳栄 1:03.57
ｶﾄｳ ﾚｲﾗ

2 6 3609 加藤 玲来(3) 春日部東 1:04.08
ﾂﾁﾔ ﾕｽﾞｶ

3 5 2820 土屋 柚歌(3) 昌平 1:04.11
ﾏｽﾀﾞ ｺﾓﾓ

4 7 242 増田 小桃(2) 不動岡 1:10.65
ﾋｴｲ ｽｽﾞﾅ

5 8 3603 樋江井 鈴夏(3) 春日部東 1:11.90
ﾎｿｶﾜ ｶﾉﾝ

6 9 3613 細川 夏音(2) 春日部東 1:14.38
ｼﾛﾏ ｿｳﾜ

7 2 3271 城間 奏羽(2) 越谷南 1:15.95
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ

8 3 121 髙橋 萌乃叶(3) 春日部女 1:17.19

凡例  DNS:欠場



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)              24:33.77     斉藤　恵(埼玉・久喜)                  2011 4月23日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾅﾔ ｻｷﾅ

1 4 259 金谷 咲奈(3) 不動岡 27:53.92

ｱｿﾏ ｱﾕﾊ

2 3 396 遊馬 歩翔(2) 久喜 28:30.78

ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾘ

3 6 2883 坂口 友理(3) 獨協埼玉 32:38.00

ﾀｶﾄﾞｲ ﾐｷ

4 5 134 高土居 美貴(2) 春日部女 37:32.89

ﾀｶﾄﾞｲ ｱﾐ

5 1 133 高土居 彩美(2) 春日部女 37:52.19

ﾋﾛｾ ﾕｳｶ

2 6189 廣瀬 友花(3) 叡明 DNS
ﾀﾅｱﾐ ﾁｴ

7 137 田名網 知恵(1) 春日部女 DNS

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 4月23日 15:20 予　選

大会記録(GR)                 47.78     橋本・中村・吉村・永森(埼玉・春日部東)2014 4月24日 15:45 決　勝

予　選　3組0着＋8

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 6 花咲徳栄 4658 小澤 ののか(3) ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 48.39 1 7 春日部東 3604 澁谷 愛(3) ｼﾌﾞﾔ ｱｲ 49.16
4651 新戸 怜音(3) ｼﾝﾄ ﾚﾈ q 3601 後藤 智南(3) ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ q
4653 坂本 優(3) ｻｶﾓﾄ ﾕｳ 3610 安達 妃菜(2) ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ
4662 岡田 裕佳(2) ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ 3605 飯久保 南美(3) ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

2 7 久喜 414 藤井 香怜(2) ﾌｼﾞｲ ｶﾚﾝ 51.43 2 6 不動岡 257 小山 優香(3) ｺﾔﾏ ﾕｳｶ 49.92
415 山口 るい(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ q 265 八巻 実優(3) ﾔﾏｷ ﾐﾕ q
416 金井 凛(2) ｶﾅｲ ﾘﾝ 270 大塚 彩南(3) ｵｵﾂｶ ｱﾔﾅ
393 加茂 ひなの(3) ｶﾓ ﾋﾅﾉ 261 町井 佳純(3) ﾏﾁｲ ｶｽﾐ

3 5 獨協埼玉 2884 坂本 真優(3) ｻｶﾓﾄ ﾏﾕｳ 52.56 3 4 草加南 3574 山崎 結美(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾐ 51.81
2893 南部 和奏(2) ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ q 3572 五味 樹梨亜(2) ｺﾞﾐ ｼﾞｭﾘｱ q
2888 内山 京香(2) ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｶ 3573 河原 瑚晏(2) ｶﾜﾊﾗ ｺﾊﾙ
2881 樋泉 里奈子(3) ﾄｲｽﾞﾐ ﾘﾅｺ 3571 栗原 碧咲(3) ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ

4 8 越谷西 2553 川本 有亜(3) ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｱ 54.25 4 5 草加 1291 宮崎 眞希(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｷ 53.55
2551 山田 瑠華(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾙｶ 1304 筒井 夏希(2) ﾂﾂｲ ﾅﾂｷ
2555 松尾 鈴音(3) ﾏﾂｵ ｽｽﾞﾈ 1292 前田 向日葵(3) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ
2556 石井 暖乃(3) ｲｼｲ ﾉﾝﾉ 1303 赤澤 花苗(2) ｱｶｻﾞﾜ ﾊﾅｴ

5 3 八潮 2312 浅山 優花(3) ｱｻﾔﾏ ﾕｳｶ 54.42 5 2 越谷南 3272 北坂 美渚(2) ｷﾀｻｶ ﾐｵ 54.07
2317 高堰 真依(1) ﾀｶｾｷ ﾏｲ 3271 城間 奏羽(2) ｼﾛﾏ ｿｳﾜ
2318 高堰 芽依(1) ﾀｶｾｷ ﾒｲ 3275 北坂 美莉(2) ｷﾀｻｶ ﾐﾘ
2313 中村 愛百美(3) ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾐ 3295 德山 実桜(3) ﾄｸﾔﾏ ﾐｵ

6 4 春日部共栄 2851 加藤 綾菜(3) ｶﾄｳ ｱﾔﾅ 56.47 6 9 八潮南 5085 岩﨑 菜緒(3) ｲﾜｻｷ ﾅｵ 54.51
2854 関口 優香(2) ｾｷｸﾞﾁ ﾕｶ 5095 國井 梓美(2) ｸﾆｲ ｱｽﾞﾐ
2853 星田 みのり(3) ﾎｼﾀﾞ ﾐﾉﾘ 5090 吉野 百花(3) ﾖｼﾉ ﾓﾓｶ
2852 鈴木 詩歩(3) ｽｽﾞｷ ｼﾎ 5098 戸田 遥香(2) ﾄﾀﾞ ﾊﾙｶ

7 9 叡明 6187 小川 優心(3) ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾐ 1:00.53 7 8 草加西 4747 川口 夏鈴(2) ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 55.18
6210 須永 真尋(3) ｽﾅｶﾞ ﾏﾋﾛ 4764 野村 綺楽(3) ﾉﾑﾗ ｷﾗ
6184 寺島 聖奈(1) ﾃﾗｼﾞﾏ ﾐﾅ 4760 小塩 梨紗(3) ｺｼｵ ﾘｻ
6191 亀田 美佐子(2) ｶﾒﾀﾞ ﾐｻｺ 4767 鈴木 はるな(3) ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ

8 3 白岡 3642 濵田 愛生(3) ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾐ 58.05
3631 山口 悠来(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾗ
3632 塚山 咲来(2) ﾂｶﾔﾏ ｻｸﾗ
3633 小川 芹菜(1) ｵｶﾞﾜ ｾﾘﾅ

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 7 昌平 2793 猪股 佑衣(2) ｲﾉﾏﾀ ﾕｲ 49.52
2819 髙橋 侑希(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ q
2795 鈴木 麻衣香(2) ｽｽﾞｷ ﾏｲｶ   
2810 カン メヘナズ(1) ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ

2 6 鷲宮 3850 斉藤  苺香(2) ｻｲﾄｳ ｲﾁｶ 52.59
3846 遠藤  春奈(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ q
3842 谷之口 美唯(3) ﾀﾆﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ
3844 初山  心咲(3) ﾊﾂﾔﾏ ﾐｻｷ

3 4 春日部女 125 中庭 愛美(3) ﾅｶﾆﾜ ﾏﾅﾐ 52.97
126 廣田 夢(3) ﾋﾛﾀ ﾉｿﾞﾐ
122 塩谷 文音(3) ｼｵﾀﾆ ｱﾔﾈ
132 大関 優華(2) ｵｵｾﾞｷ ﾕｳｶ

4 9 草加東 4164 内藤 美空(2) ﾅｲﾄｳ ﾐｸ 54.10
4161 齋藤 愛理(3) ｻｲﾄｳ ｱｲﾘ
4163 小林 七菜(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ
4162 相川 夏季(2) ｱｲｶﾜ ﾅﾂｷ

5 8 松伏 4414 浦山 来未(2) ｳﾗﾔﾏ ｸﾙﾐ 55.81
4412 田畑 愛海(3) ﾀﾊﾞﾀ ｱﾐﾝ
4411 霜村 日菜(3) ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅ
4415 川村 えみ(2) ｶﾜﾑﾗ ｴﾐ

3 三郷北 4177 工藤 萌乃佳(2) ｸﾄﾞｳ ﾎﾉｶ DQ,*TM

4179 吉場 穂乃翔(1) ﾖｼﾊﾞ ﾎﾉｶ
4178 佐藤 ゆい(1) ｻﾄｳ ﾕｲ
4180 福岡 玲那(3) ﾌｸｵｶ ﾚｲﾅ

5 久喜北陽 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 *TM:バトンパス不正



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 4月23日 15:20 予　選

大会記録(GR)                 47.78     橋本・中村・吉村・永森(埼玉・春日部東)2014 4月24日 15:45 決　勝

決　勝　

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 花咲徳栄 4658 小澤 ののか(3) ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 48.30
4651 新戸 怜音(3) ｼﾝﾄ ﾚﾈ
4653 坂本 優(3) ｻｶﾓﾄ ﾕｳ
4662 岡田 裕佳(2) ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ

2 7 春日部東 3604 澁谷 愛(3) ｼﾌﾞﾔ ｱｲ 48.70
3601 後藤 智南(3) ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ
3606 小沼 凜音(3) ｵﾇﾏ ﾘﾝﾈ
3605 飯久保 南美(3) ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

3 5 不動岡 257 小山 優香(3) ｺﾔﾏ ﾕｳｶ 50.00
265 八巻 実優(3) ﾔﾏｷ ﾐﾕ
270 大塚 彩南(3) ｵｵﾂｶ ｱﾔﾅ
261 町井 佳純(3) ﾏﾁｲ ｶｽﾐ

4 3 鷲宮 3850 斉藤  苺香(2) ｻｲﾄｳ ｲﾁｶ 50.90
3846 遠藤  春奈(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ
3842 谷之口 美唯(3) ﾀﾆﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ
3843 黒田  理桜(3) ｸﾛﾀﾞ ﾘｵ

5 9 草加南 3574 山崎 結美(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾐ 51.67
3572 五味 樹梨亜(2) ｺﾞﾐ ｼﾞｭﾘｱ
3573 河原 瑚晏(2) ｶﾜﾊﾗ ｺﾊﾙ
3571 栗原 碧咲(3) ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ

6 8 久喜 414 藤井 香怜(2) ﾌｼﾞｲ ｶﾚﾝ 52.08
415 山口 るい(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ
416 金井 凛(2) ｶﾅｲ ﾘﾝ
393 加茂 ひなの(3) ｶﾓ ﾋﾅﾉ

7 2 獨協埼玉 2884 坂本 真優(3) ｻｶﾓﾄ ﾏﾕｳ 52.93
2893 南部 和奏(2) ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ
2888 内山 京香(2) ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｶ
2881 樋泉 里奈子(3) ﾄｲｽﾞﾐ ﾘﾅｺ

6 昌平 2793 猪股 佑衣(2) ｲﾉﾏﾀ ﾕｲ DNS
2795 鈴木 麻衣香(2) ｽｽﾞｷ ﾏｲｶ   
2800 伊藤 愛華(1) ｲﾄｳ ｱｲｶ
2813 山中 美咲(1) ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 *TM:バトンパス不正



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)        3:43.94     吉澤・タネル・大谷・大野(埼玉・埼玉栄)2020

大会記録(GR)               3:57.19     西村・小宮・三橋・岩田(埼玉・昌平)    2016 4月25日 14:50 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 昌平 2804 大竹 陽咲(3) ｵｵﾀｹ ﾋｻｷ 3:58.45 1 4 獨協埼玉 2893 南部 和奏(2) ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ 4:24.25

2820 土屋 柚歌(3) ﾂﾁﾔ ﾕｽﾞｶ 2882 戸田 さくら(3) ﾄﾀﾞ ｻｸﾗ
2801 海老原 聖花(3) ｴﾋﾞﾊﾗ ｾｲｶ 2884 坂本 真優(3) ｻｶﾓﾄ ﾏﾕｳ
2792 赤沢アコスア はな(2) ｱｶｻﾞﾜｱｺｽｱ ﾊﾅ 2881 樋泉 里奈子(3) ﾄｲｽﾞﾐ ﾘﾅｺ

2 6 花咲徳栄 4658 小澤 ののか(3) ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 3:59.73 2 2 越谷南 3272 北坂 美渚(2) ｷﾀｻｶ ﾐｵ 4:27.57

4664 小杉 友美(2) ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾐ 3297 伊藤 由芽(3) ｲﾄｳ ﾕﾒ
4659 柿﨑 眸(3) ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ 3275 北坂 美莉(2) ｷﾀｻｶ ﾐﾘ
4651 新戸 怜音(3) ｼﾝﾄ ﾚﾈ 3271 城間 奏羽(2) ｼﾛﾏ ｿｳﾜ

3 7 春日部東 3603 樋江井 鈴夏(3) ﾋｴｲ ｽｽﾞﾅ 4:12.31 3 8 松伏 4411 霜村 日菜(3) ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅ 4:35.40

3605 飯久保 南美(3) ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 4414 浦山 来未(2) ｳﾗﾔﾏ ｸﾙﾐ
3606 小沼 凜音(3) ｵﾇﾏ ﾘﾝﾈ 4412 田畑 愛海(3) ﾀﾊﾞﾀ ｱﾐﾝ
3601 後藤 智南(3) ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ 4415 川村 えみ(2) ｶﾜﾑﾗ ｴﾐ

4 9 草加 1303 赤澤 花苗(2) ｱｶｻﾞﾜ ﾊﾅｴ 4:13.69 4 5 八潮南 5085 岩﨑 菜緒(3) ｲﾜｻｷ ﾅｵ 4:37.07

1291 宮崎 眞希(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｷ 5093 高橋 佑衣乃(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾉ
1304 筒井 夏希(2) ﾂﾂｲ ﾅﾂｷ 5090 吉野 百花(3) ﾖｼﾉ ﾓﾓｶ
1292 前田 向日葵(3) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ 5092 遠藤 彩海(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾐ

5 1 鷲宮 3850 斉藤  苺香(2) ｻｲﾄｳ ｲﾁｶ 4:16.74 5 7 草加西 4752 相馬 悠花(3) ｿｳﾏ ﾕｳｶ 4:37.27

3846 遠藤  春奈(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 4760 小塩 梨紗(3) ｺｼｵ ﾘｻ
3842 谷之口 美唯(3) ﾀﾆﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ 4747 川口 夏鈴(2) ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾘﾝ
3849 指出  いずみ(3) ｻｼﾃﾞ ｲｽﾞﾐ 4741 中村 愛未(2) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ

6 4 草加南 3572 五味 樹梨亜(2) ｺﾞﾐ ｼﾞｭﾘｱ 4:18.31 3 草加東 DNS
3571 栗原 碧咲(3) ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ
3573 河原 瑚晏(2) ｶﾜﾊﾗ ｺﾊﾙ
3574 山崎 結美(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾐ

7 2 不動岡 241 粟屋 澪(3) ｱﾜﾔ ﾐｵ 4:20.43 6 春日部共栄 DNS
265 八巻 実優(3) ﾔﾏｷ ﾐﾕ
261 町井 佳純(3) ﾏﾁｲ ｶｽﾐ
257 小山 優香(3) ｺﾔﾏ ﾕｳｶ

8 8 春日部女 121 髙橋 萌乃叶(3) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 4:29.29 9 久喜北陽 DNS
125 中庭 愛美(3) ﾅｶﾆﾜ ﾏﾅﾐ
136 山上 穂乃佳(2) ﾔﾏｶﾞﾐ ﾎﾉｶ
122 塩谷 文音(3) ｼｵﾀﾆ ｱﾔﾈ

9 3 越谷西 2553 川本 有亜(3) ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｱ 4:34.52

2555 松尾 鈴音(3) ﾏﾂｵ ｽｽﾞﾈ
2557 増茂 未来(3) ﾏｼﾓ ﾐｸ
2556 石井 暖乃(3) ｲｼｲ ﾉﾝﾉ

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 大竹 陽咲(3) ｵｵﾀｹ ﾋｻｷ 3:58.45

2820 土屋 柚歌(3) ﾂﾁﾔ ﾕｽﾞｶ
2801 海老原 聖花(3) ｴﾋﾞﾊﾗ ｾｲｶ
2792 赤沢アコスア はな(2) ｱｶｻﾞﾜｱｺｽｱ ﾊﾅ

2 花咲徳栄 4658 小澤 ののか(3) ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 3:59.73

4664 小杉 友美(2) ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾐ
4659 柿﨑 眸(3) ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ
4651 新戸 怜音(3) ｼﾝﾄ ﾚﾈ

3 春日部東 3603 樋江井 鈴夏(3) ﾋｴｲ ｽｽﾞﾅ 4:12.31

3605 飯久保 南美(3) ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ
3606 小沼 凜音(3) ｵﾇﾏ ﾘﾝﾈ
3601 後藤 智南(3) ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ

4 草加 1303 赤澤 花苗(2) ｱｶｻﾞﾜ ﾊﾅｴ 4:13.69

1291 宮崎 眞希(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｷ
1304 筒井 夏希(2) ﾂﾂｲ ﾅﾂｷ
1292 前田 向日葵(3) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ

5 鷲宮 3850 斉藤  苺香(2) ｻｲﾄｳ ｲﾁｶ 4:16.74

3846 遠藤  春奈(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ
3842 谷之口 美唯(3) ﾀﾆﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ
3849 指出  いずみ(3) ｻｼﾃﾞ ｲｽﾞﾐ

6 草加南 3572 五味 樹梨亜(2) ｺﾞﾐ ｼﾞｭﾘｱ 4:18.31

3571 栗原 碧咲(3) ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ
3573 河原 瑚晏(2) ｶﾜﾊﾗ ｺﾊﾙ
3574 山崎 結美(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾐ

7 不動岡 241 粟屋 澪(3) ｱﾜﾔ ﾐｵ 4:20.43

265 八巻 実優(3) ﾔﾏｷ ﾐﾕ
261 町井 佳純(3) ﾏﾁｲ ｶｽﾐ
257 小山 優香(3) ｺﾔﾏ ﾕｳｶ

8 獨協埼玉 2893 南部 和奏(2) ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ 4:24.25

2882 戸田 さくら(3) ﾄﾀﾞ ｻｸﾗ
2884 坂本 真優(3) ｻｶﾓﾄ ﾏﾕｳ
2881 樋泉 里奈子(3) ﾄｲｽﾞﾐ ﾘﾅｺ

凡例  DNS:欠場



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)                  1m73     大原　淑子(埼玉・春日部女)            1985 4月25日 10:30 決　勝    

決　勝　

ｻｸﾗｲ ｶﾉﾝ － － － － － ○ × ○ × ○

1 19 2802 櫻井 架希(3) 昌平 ○ ○ × × × 1m64
ﾏｴﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ － － － ○ × ○ ○ × ○ × × ×

2 16 1292 前田 向日葵(3) 草加 1m55
ﾏﾁﾀﾞ ﾙﾘｶ － － ○ ○ × × ○ ○ × × ×

3 18 251 町田 瑠璃華(1) 不動岡 1m50
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳｶ － － × ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 9 2075 水上 侑香(2) 越谷北 1m50
ｵｶﾞﾜ ﾘﾝｶ － － － ○ ○ × × ○ × × ×

5 15 3608 小川 梨夏(3) 春日部東 1m50
ﾀﾊﾞﾀ ｱﾐﾝ － － ○ ○ ○ × × ×

6 12 4412 田畑 愛海(3) 松伏 1m45
ｽﾄｳ ｲｽﾞﾐ － － ○ × ○ ○ × × ×

7 13 3607 須藤 和泉(3) 春日部東 1m45
ｱﾗｲ ﾁﾊﾙ － － ○ × ○ × ○ × × ×

8 11 127 新井 千晴(3) 春日部女 1m45
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓﾓｶ － － ○ ○ × × ○ × × ×

9 6 4748 水口 萌々香(2) 草加西 1m45
ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾐ ○ ○ ○ ○ × × ×

10 1 2313 中村 愛百美(3) 八潮 1m40
ｵｸﾞﾗ ﾘﾝ ○ ○ ○ ○ × × ×

10 2 3852 小倉  凛(2) 鷲宮 1m40
ｲｼｲ ﾉﾝﾉ － ○ ○ ○ × × ×

10 8 2556 石井 暖乃(3) 越谷西 1m40
ﾐﾈ ｱﾔﾈ － × ○ ○ × ○ × × ×

13 10 2088 峯 彩寧(3) 越谷北 1m40
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾈ － ○ ○ × × ○ × × ×

14 14 244 小林 彩音(3) 不動岡 1m40
ﾀﾅｶ ｻﾜ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

15 3 263 田中 咲羽(2) 不動岡 1m40
ｻｲﾄｳ ﾘﾝｶ ○ ○ × ○ × × ×

16 7 4538 斉藤 凜華(3) 宮代 1m35
ｻﾜﾑﾗ ﾐﾕｳ × × ○ × ○ × × ×

17 4 3851 澤村  美優(2) 鷲宮 1m30
ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ × ○ × × ×

18 5 3855 佐藤  愛美(1) 鷲宮 1m25
ﾔﾀｶﾞｲ ﾋﾅ

17 3616 谷田貝 日南(2) 春日部東 DNS

1m50 1m55 1m58
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m30

1m64

1m35

1m67

1m40 1m45
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m25

1m61

凡例  DNS:欠場



女子棒高跳
審 判 長：

記録主任：

日本高校記録(HR)              4m13     古林　愛理(兵庫・明石商)              2020

埼玉県高校記録(SHR)           3m85     橋本　直(埼玉・越谷南)                2017

大会記録(GR)                  3m76     角田　ルアニィ(埼玉・不動岡)          2016 4月24日 11:00 決　勝    

決　勝　

ｾｷｸﾞﾁ ｻｷ － － － － － － － －

1 14 248 関口 彩貴(3) 不動岡 － － × ○ ○ × ○ × × × 3m40
ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｶ － － － － － － ○ ○

2 13 128 松村 遥香(3) 春日部女 × ○ ○ × ○ × × × 3m20
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾗ － － － － － × ○ ○ × × ○

3 12 3631 山口 悠来(2) 白岡 × ○ × × ○ × × × 3m10
ﾈﾓﾄ ﾓｴ － － － － ○ ○ × ○ × ○

4 10 3274 根本 萌衣(2) 越谷南 × × × 2m90
ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾅﾀ × ○ × × ○ × ○ ○ × ○ ○ × × ×

5 8 3576 馬場 ひなた(1) 草加南 2m70
ｲﾜﾀ ｷﾖｶ － ○ × ○ ○ × ○ × × ×

6 11 402 岩田 淑美(1) 久喜 2m60
ﾘｭｳﾁ ﾐﾂﾞｷ ○ ○ ○ × × ×

7 4 250 龍地 美月(3) 不動岡 2m40
ｱｻﾔﾏ ﾕｳｶ ○ ○ ○ × × ×

7 5 2312 浅山 優花(3) 八潮 2m40
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾈ ○ × ○ × ○ × × ×

9 6 244 小林 彩音(3) 不動岡 2m40
ｼﾗﾀ ﾓｴﾉ ○ ○ × ○ × × ×

OP 2 258 白田 萌乃(3) 不動岡 2m40
ｼﾏﾀﾞ ｻｸﾗ × r

9 3575 島田 咲良(1) 草加南 NM
ｲﾜｲ ﾕｲﾅ

1 2314 岩井 唯奈(2) 八潮 DNS
ｵｸﾔﾏ ﾋﾒﾉ

3 2315 奥山 姫乃(1) 八潮 DNS
ｸｶﾞ ｻｷ

7 2316 空閑 咲(1) 八潮 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m00

3m00

2m20

3m10

2m40

3m20

2m50

3m30
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m60

3m40

2m70

3m50

2m80 2m90

凡例  DNS:欠場 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)                  5m98     高松　仁美(埼玉・春日部東)            1990 4月23日 11:30 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

ｶｲﾄｳ ﾅﾂｷ 5m51 × × 5m45 × 5m50 5m51
1 34 2806 海藤 夏姫(3) 昌平 +0.1 -1.1 -0.6 +0.1

ｽｽﾞｷ ﾏｲｶ   × × 5m34 4m96 5m28 × 5m34
2 33 2795 鈴木 麻衣香(2) 昌平 +2.7 +0.4 +1.6 +2.7

ｸﾛﾀﾞ ﾘｵ 5m12 × 5m11 5m12
3 26 3843 黒田  理桜(3) 鷲宮 +2.0 +0.4 +2.0

ｼｵﾀﾆ ｱﾔﾈ 4m35 4m91 5m11 4m56 × 4m75 5m11
4 32 122 塩谷 文音(3) 春日部女 -1.7 +2.0 +3.1 -0.3 +1.7 +3.1

ｵﾇﾏ ﾘﾝﾈ 4m49 5m06 4m78 4m81 4m57 4m90 5m06
5 29 3606 小沼 凜音(3) 春日部東 -1.3 +2.2 +2.0 +1.0 -1.8 +2.0 +2.2

ﾋﾛﾀ ﾉｿﾞﾐ 4m69 4m97 5m02 4m80 × 4m79 5m02
6 30 126 廣田 夢(3) 春日部女 -1.7 +0.9 +2.2 +1.7 +2.7 +2.2

ｵｵｸﾞﾁ ﾐﾕｶ 5m00 × × 4m73 4m98 × 5m00
7 31 4663 大口 未結花(2) 花咲徳栄 -2.7 +2.0 -2.8 -2.7

ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ 4m30 4m71 4m66 4m84 4m50 × 4m84
8 14 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 -2.3 +1.4 +0.1 +2.0 -1.0 +2.0

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾈ 4m38 4m59 4m69 4m69
9 20 669 山口 綾音(2) 幸手桜 +2.2 +1.0 -0.6 -0.6

ｾﾉｳ ﾓﾓｶ 4m68 × 4m33 4m68
10 24 3602 瀬能 百香(3) 春日部東 +2.7 +0.9 +2.7

ｾｷｸﾞﾁ ﾕｶ 4m63 4m44 4m55 4m63
11 25 2854 関口 優香(2) 春日部共栄 +2.5 +2.5 +1.0 +2.5

ﾓﾘｼﾀ ｷｷ 4m41 × 4m56 4m56
12 8 4749 森下 葵喜(2) 草加西 +2.6 +0.8 +0.8

ﾅﾏｲ ﾕｳｷ 4m55 × × 4m55
13 10 3363 生井 優希(2) 栗橋北彩 +0.7 +0.7

ﾄｸﾔﾏ ﾐｵ 4m46 4m50 4m54 4m54
14 15 3295 德山 実桜(3) 越谷南 -1.5 +0.4 +0.8 +0.8

ｷﾀｻｶ ﾐｵ 4m54 × 4m30 4m54
15 18 3272 北坂 美渚(2) 越谷南 +2.2 +0.2 +2.2

ｸﾛﾀﾞ ﾁｶｺ 4m52 4m29 × 4m52
16 23 253 黒田 実子(3) 不動岡 +2.3 +1.0 +2.3

ﾐﾂﾊｼ ｶﾅ × 4m48 4m41 4m48
17 22 135 三橋 香奈(2) 春日部女 +1.8 +1.7 +1.8

ｶﾄｳ ﾐｻ 4m46 × 4m20 4m46
18 28 3612 加藤 心彩(2) 春日部東 +0.4 -1.3 +0.4

ﾐﾈ ｱﾔﾈ 4m44 4m24 4m33 4m44
19 17 2088 峯 彩寧(3) 越谷北 +4.3 +0.6 +2.5 +4.3

ﾏﾂｵ ｽｽﾞﾈ 4m43 × 3m99 4m43
20 7 2555 松尾 鈴音(3) 越谷西 +3.3 +0.5 +3.3

ﾎﾝﾏ ﾕｱ × 4m39 4m30 4m39
21 19 4165 本間 夕愛(2) 草加東 +2.2 +1.1 +2.2

ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾗｲ 3m64 4m20 4m30 4m30
22 12 245 五十嵐 未来(2) 不動岡 -2.0 +1.8 +2.9 +2.9

ｼﾏﾀﾞ ﾏｵ 4m15 4m08 × 4m15
23 16 4667 島田 麻央(2) 花咲徳栄 -0.6 -1.2 -0.6

ﾔﾏﾀﾞ ﾙｶ 4m13 3m82 × 4m13
24 21 2551 山田 瑠華(3) 越谷西 +2.0 +1.4 +2.0

ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾐ 3m44 4m07 3m92 4m07
25 6 5092 遠藤 彩海(2) 八潮南 +3.6 +1.2 +0.6 +1.2

ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓｶ 3m87 3m90 4m05 4m05
26 9 364 大久保 朋香(2) 越ヶ谷 +2.0 +1.1 +1.6 +1.6

ﾊﾏﾀﾞ ｼｷ × 4m03 3m85 4m03
27 4 4502 濱田 志妃(2) 越谷東 +2.1 +0.7 +2.1

ﾄﾖﾀﾞ ﾅﾅﾐ 3m75 3m58 × 3m75
28 5 4746 豊田 菜々美(3) 草加西 +3.0 +1.0 +3.0

ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 3m73 3m34 3m59 3m73
29 2 5094 清水 夢生(2) 八潮南 +2.5 +1.7 -0.8 +2.5

ﾏｼﾓ ﾐｸ 3m59 3m57 3m71 3m71
30 1 2557 増茂 未来(3) 越谷西 +2.0 +3.6 -0.5 -0.5

ﾂｶｺﾞｼ ﾐｳ 3m49 3m56 3m71 3m71
31 13 5333 塚越 南風(1) 越谷総技 -2.5 +1.6 +2.1 +2.1

ﾄﾐﾅｶﾞ ｻﾔ 3m50 3m64 3m43 3m64
32 3 6193 富永 沙也(1) 叡明 +0.9 +1.3 +1.3 +1.3

ﾐｳﾗ ｼｽﾞｸ

11 4745 三浦 雫(2) 草加西 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾘ

27 131 大久保 佑莉(2) 春日部女 DNS

凡例  DNS:欠場



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)          12m57     藤田　弥生(埼玉・久喜)                1991

大会記録(GR)                 11m63     水城　伽奈子(埼玉・杉戸農業)          2017 4月25日 12:30 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

ｶｲﾄｳ ﾅﾂｷ 11m77 11m54 11m37 11m33 11m51 11m52 11m77
1 18 2806 海藤 夏姫(3) 昌平 -1.4 +0.7 -1.6 -1.5 -2.1 -2.8 -1.4 GR

ｵｵｸﾞﾁ ﾐﾕｶ 10m73 10m49 × × × 10m32 10m73
2 16 4663 大口 未結花(2) 花咲徳栄 +0.7 +0.4 -1.9 +0.7

ｼｵﾀﾆ ｱﾔﾈ 10m52 × 10m52 10m72 × × 10m72
3 17 122 塩谷 文音(3) 春日部女 +0.3 -0.4 +0.5 +0.5

ｽﾄｳ ｲｽﾞﾐ 10m31 10m28 10m60 10m39 10m55 10m16 10m60
4 15 3607 須藤 和泉(3) 春日部東 +0.7 +1.4 -0.9 +0.3 -3.6 -3.0 -0.9

ｵﾇﾏ ﾘﾝﾈ 9m29 9m68 9m90 9m87 10m04 9m60 10m04
5 13 3606 小沼 凜音(3) 春日部東 -0.9 -0.7 -1.1 -0.7 -0.8 -2.0 -0.8

ﾅﾏｲ ﾕｳｷ 10m03 9m87 9m95 9m78 9m81 × 10m03
6 12 3363 生井 優希(2) 栗橋北彩 -1.2 +1.0 -1.0 +1.4 -3.1 -1.2

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾘ 9m81 9m90 － 9m48 － 9m10 9m90
7 14 131 大久保 佑莉(2) 春日部女 -0.5 +0.9 +0.8 -2.9 +0.9

ﾋﾛﾀ ﾉｿﾞﾐ 9m32 9m76 9m51 9m15 9m71 9m88 9m88
8 11 126 廣田 夢(3) 春日部女 -2.4 +1.0 -0.4 +0.4 -1.2 -2.3 -2.3

ｼﾏﾀﾞ ﾏｵ × 8m79 9m67 9m67
9 3 4667 島田 麻央(2) 花咲徳栄 -2.2 -1.5 -1.5

ｾｷｸﾞﾁ ﾕｶ 9m51 9m52 9m05 9m52
10 5 2854 関口 優香(2) 春日部共栄 -0.1 -0.2 -2.3 -0.2

ｸﾛﾀﾞ ﾁｶｺ 8m97 9m21 9m45 9m45
11 10 253 黒田 実子(3) 不動岡 -2.8 +1.2 -0.8 -0.8

ﾓﾘｼﾀ ｷｷ 9m05 9m44 9m42 9m44
12 7 4749 森下 葵喜(2) 草加西 +1.9 +1.1 -1.9 +1.1

ﾄｸﾔﾏ ﾐｵ 9m23 9m30 9m43 9m43
13 1 3295 德山 実桜(3) 越谷南 -1.2 -1.6 -2.6 -2.6

ﾐｳﾗ ｼｽﾞｸ 9m35 9m38 9m42 9m42
14 9 4745 三浦 雫(2) 草加西 -2.3 +1.8 -1.4 -1.4

ｲｼｲ ﾉﾝﾉ 9m12 9m34 9m30 9m34
15 8 2556 石井 暖乃(3) 越谷西 -0.7 -0.3 +0.2 -0.3

ﾄﾖﾀﾞ ﾅﾅﾐ 8m40 8m52 8m58 8m58
16 2 4746 豊田 菜々美(3) 草加西 -0.5 +0.2 -2.5 -2.5

ｶﾄｳ ﾐｻ

4 3612 加藤 心彩(2) 春日部東 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ﾙｶ

6 2551 山田 瑠華(3) 越谷西 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



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)                 12m80     衣川　秀子(埼玉・久喜)                1971 4月25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

ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 〇 〇 〇 〇

1 25 405 田中 水樹(3) 久喜 9m60 10m31 10m31 10m31

ｽｷﾞﾉ ﾐﾔﾋﾞ 〇 〇 〇

2 23 619 杉野 雅(3) 杉戸農 9m24 × 9m24 9m24 9m24

ﾀﾅｶ ﾕﾗ 〇 〇 〇

3 15 3361 田中 夢桜(2) 栗橋北彩 8m76 8m85 8m85 8m95 8m95

ｱﾍｺﾞ ｵﾘﾋﾞｱ ﾃﾞﾃﾞ 〇 〇 〇

4 22 124 アヘゴ オリビア デデ(3) 春日部女 8m27 8m68 8m68 8m92 8m92

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｴ 〇 〇

5 16 254 原田 美恵(2) 不動岡 7m66 7m84 7m84 7m84 8m40 8m40

ｾﾉｳ ﾓﾓｶ 〇 〇 〇

6 20 3602 瀬能 百香(3) 春日部東 6m99 7m99 8m37 8m37 8m37

ﾏﾂｳﾗ ｱｲﾘ 〇 〇 〇

7 24 2286 松浦 愛理(2) 蓮田松韻 8m06 8m11 8m11 8m20 8m20

ｼｮｳﾉｳ ｼﾎ 〇 〇 〇

8 21 4669 正能 椎帆(3) 花咲徳栄 7m74 7m74 7m95 7m96 7m96

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 〇 〇

9 18 362 松本 彩(2) 越ヶ谷 7m67 7m67 7m67

ｵｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ

10 19 2889 小澤 和花(2) 獨協埼玉 7m47 7m60 7m64 7m64 7m64

ｸﾄﾞｳ ﾎﾉｶ 〇

11 14 4177 工藤 萌乃佳(2) 三郷北 6m79 7m37 7m37 7m37

ﾆｲﾉ ﾐﾂﾞｷ

12 3 4660 新野 美月(3) 花咲徳栄 6m91 7m02 7m26 7m26 7m26

ﾖｼﾊﾞ ﾎﾉｶ

13 4 4179 吉場 穂乃翔(1) 三郷北 6m02 6m49 7m16 7m16 7m16

ｸﾛﾀﾞ ｶｺ 〇

14 10 2892 黒田 夏瑚(2) 獨協埼玉 7m09 7m12 7m12 7m12

ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 〇

15 12 256 鈴木 彩夏(3) 不動岡 6m28 7m03 7m03 7m03

ｱﾏﾇﾏ ｻｴ 〇

16 13 603 天沼 沙恵(2) 杉戸農 6m65 6m90 6m90 6m90

ｱｷﾔﾏ ﾘﾘｱ 〇 〇

17 17 3812 秋山 りりあ(2) 羽生一 6m66 6m66 6m66

ｻﾄｳ ﾕｲ 〇

18 2 4178 佐藤 ゆい(1) 三郷北 6m42 6m51 6m51 6m51

ｸﾗｼｹﾞ ｻｷ

19 6 401 倉重 早来(2) 久喜 4m86 6m27 6m43 6m43 6m43

ｷｸﾁ ﾏﾅﾐ

20 7 129 菊池 まなみ(3) 春日部女 5m84 6m00 6m23 6m23 6m23

ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 〇 〇

21 9 130 石川 琴心(3) 春日部女 6m11 6m11 6m11

ﾎｼﾀﾞ ﾐﾉﾘ 〇

22 5 2853 星田 みのり(3) 春日部共栄 5m24 5m76 5m76 5m76

ｼｮｳｼﾞ ﾉｿﾞﾐ

23 1 4665 東海林 希美(1) 花咲徳栄 × 4m95 5m39 5m39 5m39

ﾔﾏｼﾀ ｻﾁﾎ

24 8 2732 山下 祥歩(3) 春日部工 5m01 5m07 5m30 5m30 5m30

ｵﾀﾞｶ ﾕｽﾞﾈ 〇 〇

25 11 1501 尾髙 柚音(1) 羽生実 5m11 5m11 5m11



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)                 43m21     八木下　テル子(埼玉・越ヶ谷)          1966 4月23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

ｽｷﾞﾉ ﾐﾔﾋﾞ 〇

1 12 619 杉野 雅(3) 杉戸農 24m66 28m54 × 28m54 × × 28m54

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｴ 〇

2 8 254 原田 美恵(2) 不動岡 25m85 × 28m24 28m24 × 28m24 28m24

ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 〇 〇 〇

3 13 405 田中 水樹(3) 久喜 × 26m13 26m13 × 26m13

ﾏﾂｳﾗ ｱｲﾘ 〇 〇 〇 〇

4 10 2286 松浦 愛理(2) 蓮田松韻 23m00 26m07 26m07 26m07

ｷｸﾁ ﾏﾅﾐ

5 11 129 菊池 まなみ(3) 春日部女 22m77 × 23m67 23m67 24m09 × 24m51 24m51

ｷｸﾊﾗ ﾚｲｶ

6 6 4159 菊原 麗華(3) 草加東 22m15 × × 22m15 23m33 23m69 × 23m69

ｼｮｳﾉｳ ｼﾎ 〇 〇

7 5 4669 正能 椎帆(3) 花咲徳栄 20m80 21m93 21m93 22m84 × 22m84

ｱｷﾔﾏ ﾘﾘｱ 〇 〇 〇 〇

8 9 3812 秋山 りりあ(2) 羽生一 × 20m99 20m99 20m99

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 〇

9 7 362 松本 彩(2) 越ヶ谷 19m71 × 19m71 19m71

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾅﾂｷ

10 2 266 宇田川 那月(3) 不動岡 14m68 × 18m67 18m67 18m67

ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 〇

11 4 3254 安藤 未羽(3) 開智未来 16m06 16m30 16m30 16m30

ｵﾀﾞｶ ﾕｽﾞﾈ

12 3 1501 尾髙 柚音(1) 羽生実 × 14m18 × 14m18 14m18

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾅ 〇

13 1 2733 山田 綺菜(1) 春日部工 11m07 12m48 12m48 12m48



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)                 46m31     磯田　実華(埼玉・春日部東)            2017 4月25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

ｱﾍｺﾞ ｵﾘﾋﾞｱ ﾃﾞﾃﾞ 〇 〇

1 5 124 アヘゴ オリビア デデ(3) 春日部女 18m47 22m05 22m05 22m80 × 22m80

ｷｸﾁ ﾏﾅﾐ 〇 〇 〇

2 4 129 菊池 まなみ(3) 春日部女 20m28 21m84 21m84 21m60 21m84

ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 〇 〇 〇 〇

3 6 130 石川 琴心(3) 春日部女 × 21m05 21m05 21m05

ﾏﾂｳﾗ ｱｲﾘ 〇 〇

4 1 2286 松浦 愛理(2) 蓮田松韻 17m11 20m59 20m59 × 20m72 20m72

ﾀﾅｶ ﾕﾗ 〇 〇 〇 〇

5 2 3361 田中 夢桜(2) 栗橋北彩 17m00 18m28 18m28 18m28

ｵﾀﾞｶ ﾕｽﾞﾈ 〇 〇

6 3 1501 尾髙 柚音(1) 羽生実 15m72 17m58 × 17m58 × 17m58



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)                 42m96     松澤　知佳(埼玉・花咲徳栄)            2016 4月24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

ﾀﾊﾗ ｶﾎﾘ 〇 〇 〇

1 18 3246 田原 薫(3) 開智未来 33m63 33m63 33m85 35m81 35m81

ｾﾉｳ ﾓﾓｶ 〇 〇 〇

2 20 3602 瀬能 百香(3) 春日部東 32m02 34m49 34m49 35m14 35m14

ﾀﾅｶ ﾕﾗ 〇 〇 〇 〇

3 21 3361 田中 夢桜(2) 栗橋北彩 33m16 34m42 34m42 34m42

ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾐ 〇 〇 〇

4 19 2313 中村 愛百美(3) 八潮 31m01 31m19 33m75 33m75 33m75

ｱｷﾔﾏ ﾘﾘｱ 〇 〇 〇

5 17 3812 秋山 りりあ(2) 羽生一 × 29m67 29m67 31m78 31m78

ｶﾜﾑﾗ ﾘｻ 〇 〇 〇 〇 〇

6 13 2891 川村 璃咲(2) 獨協埼玉 28m37 28m37 28m37

ｱﾍｺﾞ ｵﾘﾋﾞｱ ﾃﾞﾃﾞ 〇 〇

7 14 124 アヘゴ オリビア デデ(3) 春日部女 21m13 22m90 25m01 25m01 26m99 26m99

ﾀﾅﾍﾞ ｶｵ 〇

8 16 2885 田辺 佳桜(3) 獨協埼玉 25m77 × × 25m77 × × 25m77

ｸﾗｼｹﾞ ｻｷ 〇

9 12 401 倉重 早来(2) 久喜 22m58 × 22m58 22m58

ﾆｲﾉ ﾐﾂﾞｷ

10 2 4660 新野 美月(3) 花咲徳栄 20m08 20m65 21m87 21m87 21m87

ｱﾏﾇﾏ ｻｴ 〇

11 6 603 天沼 沙恵(2) 杉戸農 18m82 20m95 20m95 20m95

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾅ 〇

12 1 2733 山田 綺菜(1) 春日部工 19m64 20m25 20m25 20m25

ﾌｼﾞｲ ﾐｿﾗ 〇 〇

13 8 1296 藤井 美空(2) 草加 20m23 20m23 20m23

ﾖｼﾉ ﾓﾓｶ 〇 〇

14 10 5090 吉野 百花(3) 八潮南 20m18 20m18 20m18

ﾎｼﾀﾞ ﾐﾉﾘ

15 7 2853 星田 みのり(3) 春日部共栄 × × 18m08 18m08 18m08

ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾗｲ 〇

16 5 245 五十嵐 未来(2) 不動岡 16m16 × 16m16 16m16

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓﾓｶ

17 4 4748 水口 萌々香(2) 草加西 × 15m00 × 15m00 15m00

ｼｮｳｼﾞ ﾉｿﾞﾐ

18 9 4665 東海林 希美(1) 花咲徳栄 × × 12m82 12m82 12m82

ﾌﾙﾔ ﾋｶﾘ

19 3 1305 古谷 日香莉(2) 草加 × × 9m51 9m51 9m51

ｿｳﾏ ﾕｳｶ

11 4752 相馬 悠花(3) 草加西 × × × NM
ﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ

15 1293 田辺 奈菜(3) 草加 × × × NM
ｽｷﾞﾉ ﾐﾔﾋﾞ

22 619 杉野 雅(3) 杉戸農 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子七種競技 100mH(0.840m)
審 判 長：

記録主任：

4月24日 09:30 決　勝

(風:+1.2)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

1 5 2799 赤堀 空来(1) 昌平 15.20 815
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

2 4 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 15.78 741
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

3 3 3610 安達 妃菜(2) 春日部東 16.50 654
ｶﾈｺ ﾆｲﾅ

4 6 2807 金子 新菜(3) 昌平 16.73 627
ﾐﾂﾊｼ ｶﾅ

2 135 三橋 香奈(2) 春日部女 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓｶ

7 364 大久保 朋香(2) 越ヶ谷 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾘ

8 131 大久保 佑莉(2) 春日部女 DNS

凡例  DNS:欠場



女子七種競技 走高跳
審 判 長：

記録主任：

4月24日 12:00  1組

ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ － － － － － ○ ○ ○

1 3 2799 赤堀 空来(1) 昌平 ○ ○ × × × 1m59 724

ｶﾈｺ ﾆｲﾅ － － － － ○ × ○ ○ × × ×

2 1 2807 金子 新菜(3) 昌平 1m50 621

ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ － － ○ ○ ○ × × ×

3 7 3610 安達 妃菜(2) 春日部東 1m40 512

ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ ○ ○ ○ × × ×

4 2 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 1m30 409

ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓｶ

4 364 大久保 朋香(2) 越ヶ谷 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾘ

5 131 大久保 佑莉(2) 春日部女 DNS
ﾐﾂﾊｼ ｶﾅ

6 135 三橋 香奈(2) 春日部女 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20

1m56

1m25

1m59

1m30

1m62

1m35 1m40 1m45 1m50 1m53
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

凡例  DNS:欠場



女子七種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：

記録主任：

4月24日 14:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

1 3 2799 赤堀 空来(1) 昌平
ｶﾈｺ ﾆｲﾅ

2 2 2807 金子 新菜(3) 昌平
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

3 5 3610 安達 妃菜(2) 春日部東
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

4 7 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄
ﾐﾂﾊｼ ｶﾅ

1 135 三橋 香奈(2) 春日部女 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾘ

4 131 大久保 佑莉(2) 春日部女 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓｶ

6 364 大久保 朋香(2) 越ヶ谷 DNS

298

335

6m42 ×

〇

6m42

374

6m90 6m64 7m00 7m00

439

7m61
〇 〇

7m61

8m02 8m61
〇

8m61

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場



女子七種競技 200m
審 判 長：

記録主任：

4月24日 15:20 決　勝

(風:+0.7)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

1 7 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 26.70 737
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

2 4 3610 安達 妃菜(2) 春日部東 27.15 699
ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

3 5 2799 赤堀 空来(1) 昌平 27.38 681
ｶﾈｺ ﾆｲﾅ

4 6 2807 金子 新菜(3) 昌平 29.64 508
ﾐﾂﾊｼ ｶﾅ

3 135 三橋 香奈(2) 春日部女 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾘ

8 131 大久保 佑莉(2) 春日部女 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓｶ

9 364 大久保 朋香(2) 越ヶ谷 DNS

凡例  DNS:欠場



女子七種競技 走幅跳
審 判 長：

記録主任：

4月25日 09:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾈｺ ﾆｲﾅ

1 6 2807 金子 新菜(3) 昌平
ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

2 1 2799 赤堀 空来(1) 昌平
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

3 2 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

4 4 3610 安達 妃菜(2) 春日部東
ﾐﾂﾊｼ ｶﾅ

3 135 三橋 香奈(2) 春日部女 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾘ

5 131 大久保 佑莉(2) 春日部女 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓｶ

7 364 大久保 朋香(2) 越ヶ谷 DNS

421

436
4m45
-0.3

4m47
+0.3

4m44
+0.2

4m47
+0.3

530
4m53
-0.2

4m45
-0.3

4m35
+0.6

4m53
-0.2

532
4m89
0.0

4m63
0.0

4m66
+0.4

4m89
0.0

4m72
-0.2

4m90
-0.6

4m90
-0.6

1回目 2回目 3回目 記録 得点

×

凡例  DNS:欠場



女子七種競技 やり投(600g)
審 判 長：

記録主任：

4月25日 11:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾈｺ ﾆｲﾅ

1 7 2807 金子 新菜(3) 昌平
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

2 6 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄
ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

3 5 2799 赤堀 空来(1) 昌平
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

4 3610 安達 妃菜(2) 春日部東 NM
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾘ

1 131 大久保 佑莉(2) 春日部女 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓｶ

2 364 大久保 朋香(2) 越ヶ谷 DNS
ﾐﾂﾊｼ ｶﾅ

3 135 三橋 香奈(2) 春日部女 DNS

1回目 2回目 3回目 記録 得点

29m79 29m24
〇

29m79 473

15m41 16m39 17m72 17m72 247

× × 5m44 5m44 26

× × × 0

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子七種競技 800m
審 判 長：

記録主任：

4月25日 14:10 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

1 3 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 2:33.91 645
ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

2 1 2799 赤堀 空来(1) 昌平 2:34.79 634
ｶﾈｺ ﾆｲﾅ

3 2 2807 金子 新菜(3) 昌平 2:46.98 495
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

4 4 3610 安達 妃菜(2) 春日部東 2:54.47 418



オープン女子100m
審 判 長：

記録主任：

4月23日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 (風:-3.1) 2組 (風:-2.7)

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

ｱｶｻﾞﾜｱｺｽｱ ﾊﾅ ｼﾏﾀﾞ ﾏｵ

1 5 2792 赤沢アコスア はな(2) 昌平 13.33 1 5 4667 島田 麻央(2) 花咲徳栄 13.84
ｲｼｲ ﾊﾅ ｽｷﾞﾔﾏ ｺﾄﾘ

2 4 4654 石井 花奈(2) 花咲徳栄 13.39 2 2 2812 杉山 琴梨(1) 昌平 14.17
ｵｵｸﾞﾁ ﾐﾕｶ ｸﾆｲ ｱｽﾞﾐ

3 9 4663 大口 未結花(2) 花咲徳栄 13.52 3 8 5095 國井 梓美(2) 八潮南 14.26
ﾏﾁｲ ｶｽﾐ ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ

4 3 261 町井 佳純(3) 不動岡 13.78 4 3 2813 山中 美咲(1) 昌平 14.34
ｲﾄｳ ｱｲｶ ﾊﾅｵｶ ﾋｶﾘ

5 8 2800 伊藤 愛華(1) 昌平 13.83 5 4 4655 華岡 ひかり(1) 花咲徳栄 14.81
ﾄﾊﾞﾘ ﾓｴ ﾄﾄﾞｺﾛ ｾｲﾅ

6 7 3611 戸張 萌笑(2) 春日部東 14.04 6 7 4657 冨所 星那(1) 花咲徳栄 15.37
ｿﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾊ ﾓﾘﾄ ﾋﾖﾘ

7 2 2796 園田 和遥(2) 昌平 14.18 6 3845 森戸  陽梨(3) 鷲宮 DNS
ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ ﾆﾜ ﾚｲﾅ

6 2810 カン メヘナズ(1) 昌平 DNS 9 4742 丹羽 麗奈(2) 草加西 DNS

3組 (風:-1.0) 4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

ｼｶﾞ ﾕｲﾅ ｱﾏﾇﾏ ｻｴ

1 4 4656 志賀 結菜(3) 花咲徳栄 14.08 1 7 603 天沼 沙恵(2) 杉戸農 14.77
ｶﾅｲ ﾘﾝ ﾓﾄｷ ｶﾝﾅ

2 6 416 金井 凛(2) 久喜 14.09 2 8 3621 元木 花夢奈(1) 春日部東 14.98
ｵｵｼﾏ ﾁｶ ｽﾜﾉ ｼﾞｭﾅ

3 5 268 大島 千佳(2) 不動岡 14.18 3 4 1300 諏訪野 珠菜(2) 草加 15.30
ｺｼﾞﾏ ｶﾘﾝ ﾅｶﾞﾗ ｾｲ

4 9 243 小島 花梨(2) 不動岡 14.25 4 5 4666 奈柄 星(1) 花咲徳栄 17.45
ｴﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ ｵｵﾉ ｺｺﾊ

5 2 246 江本 葉月(3) 不動岡 14.35 3 3615 大野 心春(2) 春日部東 DNS
ﾏｴﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ

6 8 1292 前田 向日葵(3) 草加 14.44 6 2800 神林 由乃(3) 昌平 DNS
ﾊﾂﾔﾏ ﾐｻｷ ｼｮｳｼﾞ ﾉｿﾞﾐ

7 3 3844 初山  心咲(3) 鷲宮 14.98 9 4665 東海林 希美(1) 花咲徳栄 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾐ

7 2814 小林 麗美(1) 昌平 DNS

5組 (風:-2.9) 6組 (風:-3.0)

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

ﾊﾔｶﾜ ｻｴ ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

1 8 252 早川 紗永(2) 不動岡 15.32 1 5 2811 小林 穂花(1) 昌平 13.62
ｺｲﾇﾏ ｱｶﾈ ﾎｿｶﾜ ｶﾉﾝ

2 7 1299 小井沼 茜(2) 草加 15.71 2 9 3613 細川 夏音(2) 春日部東 13.90
ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾒ ｲｼｶﾜ ﾕｳ

3 6 6183 齊藤 夏芽(1) 叡明 16.23 3 3 4670 石川 優(3) 花咲徳栄 15.43
ﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ ﾌﾙﾔ ﾋｶﾘ

4 3 1293 田辺 奈菜(3) 草加 16.45 4 7 1305 古谷 日香莉(2) 草加 17.41
ｱﾒﾐﾔ ﾕﾘｱ ﾖｼﾊﾞ ﾎﾉｶ

5 5 6192 雨宮 優梨彩(1) 叡明 17.07 4 4179 吉場 穂乃翔(1) 三郷北 DNS
ｲｼｲ ﾊﾅ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

4 2802 石井 葉菜(2) 昌平 DNS 6 3610 安達 妃菜(2) 春日部東 DNS
ｻﾄｳ ﾕｲ

8 4178 佐藤 ゆい(1) 三郷北 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン女子100m
審 判 長：

記録主任：

4月23日 12:00 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 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｱｶｻﾞﾜｱｺｽｱ ﾊﾅ

1 2792 赤沢アコスア はな(2) 昌平 13.33 -3.1
ｲｼｲ ﾊﾅ

2 4654 石井 花奈(2) 花咲徳栄 13.39 -3.1
ｵｵｸﾞﾁ ﾐﾕｶ

3 4663 大口 未結花(2) 花咲徳栄 13.52 -3.1
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

4 2811 小林 穂花(1) 昌平 13.62 -3.0
ﾏﾁｲ ｶｽﾐ

5 261 町井 佳純(3) 不動岡 13.78 -3.1
ｲﾄｳ ｱｲｶ

6 2800 伊藤 愛華(1) 昌平 13.83 -3.1
ｼﾏﾀﾞ ﾏｵ

7 4667 島田 麻央(2) 花咲徳栄 13.84 -2.7
ﾎｿｶﾜ ｶﾉﾝ

8 3613 細川 夏音(2) 春日部東 13.90 -3.0

凡例  DNS:欠場



オープン女子1500m
審 判 長：

記録主任：

4月25日 14:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴﾋﾞﾅ ｶﾉﾝ

OP 2 2804 蛯名 夏音(2) 昌平 4:38.75 1
ｲｿﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ

OP 6 2803 磯部 葉月(2) 昌平 4:46.44 2
ｱﾗｲ ﾎﾜﾅ

OP 11 2791 新井 保和菜(3) 昌平 4:47.48 3
ﾋﾋﾞ ﾅﾁｭﾘ

OP 3 2815 日比 那美梨(1) 昌平 4:50.89 4
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ

OP 12 2817 若林 真琴(3) 昌平 4:56.76 5
ﾀﾀﾞ ﾚﾅ

OP 14 2816 多田 玲菜(1) 昌平 5:15.73 6
ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞﾅ

1 2796 木下 紗那(3) 昌平 DNS 7
ｽｽﾞｷ ﾋﾅ

4 2808 鈴木 陽渚(2) 昌平 DNS 8
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ

5 2798 清水 杏夏(3) 昌平 DNS
ｱﾗｲ ﾐﾜﾅ

7 2792 新井 美和菜(3) 昌平 DNS
ｳﾁﾀﾞ ﾋﾅﾉ

8 3853 内田  ひなの(2) 鷲宮 DNS
ﾅｶﾆｼ ﾘﾝｶ

9 2809 仲西 梨花(2) 昌平 DNS
ｲﾁﾑﾗ ﾀﾏｷ

10 2793 市村 珠季(3) 昌平 DNS
ﾃﾗｻｷ ﾏﾐ

13 2818 寺崎 真未(1) 昌平 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン女子5000mW
審 判 長：

記録主任：

4月23日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｼﾅ ﾊﾙｶ

1 138 八品 遥(1) 春日部女 DNS

凡例  DNS:欠場


