
記 録 主 任 坂内　孝弥

日付 種目

竹田　一平 10.52
スズキＡＣ
海老川　舜悟(1) 11.13 島村　捺(1) 11.16 齋藤　隆太朗(1) 11.22 青木　大知(1) 11.22 佐藤　孔明 11.28 髙橋　涼哉(1) 11.29
川越東高 大宮東高 立教新座 伊奈学園総合高 埼玉栄高 大宮東高
森田　陽樹(3) 33.69 池田　康生(3) 34.40 町田　達哉(3) 34.63 塩味　奏来(3) 35.14 鳩貝　相太(3) 35.80 森　耀星(2) 35.93 藤田　啓志(2) 35.95 芝田　雄一郎(3) 36.31
早大本庄高 狭山経済高 所沢北高 立教新座 昌平高 早大本庄高 蕨高 浦和学院高
谷川　航太(1) 9:24.47 森田　　和真(1) 9:29.68
早大本庄高 昌平高
金子　朋裕(1) 15.27 岸波　健成(1) 15.94 石塚　怜王(1) 16.23 五十嵐　浩銘(1) 16.23 中山　隼一(1) 16.25 影山　立樹(1) 16.66 花岡　拓樹(1) 16.88 廣岡　遼(1) 17.04
春日部東高 西武文理高 春日部東高 早大本庄高 松山高 浦和南高 春日部高 所沢高
大室　秀樹 14.28
大塚製薬
川尻　太一(3) 37.87 堤　大翔(3) 38.82 関　竜生(2) 39.67 村山　叶(2) 40.02 浜川　大樹(3) 40.27 金子　健仁(2) 40.33 高木　翼(2) 41.01 岩崎　瑠真(3) 42.76
川口市立高 春日部東高 ふじみ野高 春日部東高 深谷一高 西武文理高 入間向陽高 ふじみ野高
関根　陸斗(1) 6m46(+1.3) 山中　澪(1) 6m46(+2.8) 石原　佳篤(1) 6m43(+0.6) 佐藤　大地(3) 6m39(+1.1) 大久保　航汰(1) 6m39(+3.5) 山本　豊千(1) 6m32(0.0) 嶋田　勇斗(1) 6m26(+2.3) 桑名　立也(1) 6m18(-0.4)
庄和高 坂戸西高 公認6m27(+0.3) 早大本庄高 蕨一中 不動岡高 公認6m25(+1.9) 川越東高 越谷東高 公認5m97(-0.2) 川口市立高
富田　凉桜(1) 41m78 石井　敏斗(1) 34m38 岩永　弘也(1) 30m71 鈴木　朝信(1) 30m38 沖田　義博(1) 28m18 阿部　一輝(1) 27m63 田中　惟輝(1) 25m75 松下　光(1) 25m10
進修館高 西武台高 春日部東高 杉戸農高 ふじみ野高 川口青陵高 所沢中央高 蕨高
佐久田　侑咲 12.40
東女体大ＡＣ
ワジェロ　リサ(1) 12.16 三島　美結(1) 12.29 小柳　雪羽(1) 12.57 武石　美優(1) 12.80 髙木　結衣(1) 12.81 志水　優奈(1) 12.89 大野　愛生(1) 12.95
伊奈学園総合高 伊奈学園総合高 昌平高 花咲徳栄 不動岡高 浦和南高 東京農大第三
伊東　花夏(2) 40.32 新井　華子(2) 40.99 佐藤　彩乃(3) 41.70 伊藤　倫(3) 42.02 小澤　陽菜(2) 43.53
伊奈学園総合高 伊奈学園総合高 秋草学園高 所沢高 春日部東高
河野　珠季(1) 14.79 清水　菜々美(1) 15.56 及川　心桜(1) 16.59 大森　美咲(1) 17.27 高橋　希空(1) 17.32 佐藤　　栞(1) 17.46 沖野　美羽(1) 18.39 有田　琉星彩(1) 19.69
国際学院高 国際学院高 松山女高 春日部女高 星野高 入間向陽高 花咲徳栄 秋草学園高
阿部　友(3) 44.09 三橋　陽菜(3) 45.46 古山　萌香(2) 46.25 小高　千鶴(3) 46.81 石倉　怜(3) 47.54 中嶋　愛佳(3) 48.74 村山　琴理(1) 48.83 中村　葵(2) 49.70
松山女高 豊岡高 春日部東高 松山女高 西武文理高 埼玉栄高 秋草学園高 松山女高
大野　史佳 14m61 松下　ちひろ 14m01
埼玉大 国士舘クラブ
川上　風花(1) 31m38 立石　千央里(1) 30m59 益井　莉桜(3) 26m77 萩原　あみ(1) 25m37 本多　夏花(1) 24m88 堀内　美妃(1) 24m18 梶田　颯乃(1) 22m56 上松　泉美(1) 20m65
西武台高 坂戸西高 越谷大袋中 熊谷西高 西武台高 坂戸西高 不動岡高 熊谷商高

凡例 

第77回国民体育大会　埼玉県予選会 【22110110】 
上尾運動公園陸上競技場 【112040】 
2022/08/13 ～ 2022/08/13
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8月13日 少年Ｂ男子走幅跳

8位

8月13日
成年男子100m 

風：0.0

8月13日
少年Ｂ男子100m 

風：+1.3

8月13日 少年Ｂ男子3000m

8月13日 少年Ｂ男子円盤投(1.500kg)

8月13日 少年Ａ男子300mH(0.914m)

8月13日 少年Ａ男子300m

8月13日
少年Ｂ男子110mH(0.991m) 

風：+0.9

8月13日
成年男子110mH(1.067m) 

風：+0.9

8月13日
成年女子100m 

風：+1.2

8月13日
少年Ｂ女子100m 

風：+1.3

8月13日
少年Ｂ女子100mH(0.762m) 

風：+0.6

8月13日 少年Ａ女子300m

8月13日 成年女子砲丸投(4.000kg)

8月13日 少年Ｂ女子円盤投(1.000kg)

8月13日 少年Ａ女子300mH(0.762m)


