
日付 種目

横山　尚明 11.47 阿曽　亮太郎(2) 11.75 新國　亨太 11.90 成田　龍悟 12.25
群大TF 坂戸西高 SSAC SSAC
大石　浩貴 11.19 坂東　孝大(3) 11.78 亀倉　遼太 11.79 安藤　椎汰(2) 11.90 水上　信之介(1) 11.91 笠井　陽介 11.98 磯田　凌空(3) 12.11 佐藤　皓太 12.32
群大TF Bloom PJT SSAC 埼玉栄高 八潮高 Setech さいたま大谷中 大東文化AC
山崎　泰央 11.90 遠藤　蛍司(2) 12.15 町田　凛人(3) 12.26 島津　竜生 12.26 藤田　健士朗 12.26 池田　直樹 12.62
SAC 川口十二月田中 岩槻AC SAC 埼玉陸協 山梨陸協
皆木　佑太 12.09 水上　恵太(2) 12.39 荒木　康輝(3) 12.43 松本　悠希(2) 12.57 渡辺　奏風(2) 12.61 鈴木　敏史 12.70 溝橋　亮太 12.76 遠藤　春陽(2) 12.86
Bloom PJT 吉川中央中 八潮大原中 八潮大原中 岩槻AC 東京陸協 Bloom PJT 川口十二月田中
星　圭祐 12.28 井町　航大 12.37 平山　凌 12.57 持田　寛太(2) 12.58 上野　航汰(3) 12.63 石井　毅 12.68 鈴木　翼(2) 12.85 ポッダル 　新明(2) 12.99
A.I.R SAC 埼玉陸協 さいたま大谷中 岩槻AC 東京陸協 八潮八幡中 三郷北中
森田　義弘 12.34 上野　大翔(2) 12.40 德竹　翔司(2) 12.85 岡田　佑輔 12.92 永瀨　稜真(1) 13.01 大熊　康介(2) 13.21 無道寺　秀冴(1) 13.23
埼玉大ＴＣ 秩父一中 八潮八幡中 埼玉陸協 鷲宮東中 草加新田中 八潮大原中
竹川　徹(3) 12.84 馬場　皓夢(2) 13.10 神内　大和(2) 13.12 山岡　　聖蘭(2) 13.19 吉野　　光哉(2) 13.20 牧内　伶澪(3) 13.20 岡本　貴播句(3) 13.43 髙　浩司 13.59
八潮大原中 八潮八幡中 三郷前川中 三郷北中 三郷北中 さいたま第二東中 八潮大原中 ＳＴＡＣ千葉
森　元毅(1) 13.35 篠原　幸雅(2) 13.36 岡田　幸知(1) 13.56 遠藤　健大(3) 13.60 篠田　　利貢(2) 13.65 開米　耕平 13.86 岩田　　悠我(2) 13.96 宮川　耕平 15.94
埼玉栄高 越谷大相模中 埼玉栄高 岩槻AC 三郷北中 浦和南AC 三郷北中 浦和南AC
絹川　尚也 13.22 福田　一成 13.48 堀江　瀧童(2) 13.50 栗林　賢輔(1) 13.54 和泉　汰珂(2) 13.94 鹿島　悠叶(2) 13.97 神林　大和(1) 14.20
埼玉陸協 埼玉陸協 八潮八幡中 Bloom PJT 川口十二月田中 越谷大相模中 Bloom PJT
星野　燎火(2) 13.69 磯野　秀太(1) 13.90 渡部　耀太(2) 14.03 足立　聡人(1) 14.24 山田　聖也(1) 14.31 浅井　颯斗(2) 14.44 佐藤　　優真(2) 14.48 金泉　陽向(1) 14.76
越谷光陽中 越谷光陽中 さ与野西中 さいたま片柳中 越谷光陽中 草加松江中 三郷北中 岩槻AC
道　亮介(2) 13.70 佐生　　凛太郎(2) 13.85 佐々木　一平(2) 14.27 清野　龍閃(1) 14.29 飯田　光聖(2) 14.74 大谷　毅 14.92 望月　成(1) 15.08
越谷光陽中 三郷北中 三郷栄中 越谷大相模中 川口十二月田中 栃木マスターズ 八潮八幡中
北原　由将(1) 14.47 生貝　温大(2) 14.70 岩崎　翔(1) 14.75 樽井　佑歩(1) 14.83 近藤　　大斗(2) 15.19 樋口　岳宏(1) 15.31 関口　春輔(1) 15.45
川口十二月田中 越谷光陽中 さ与野西中 三郷前川中 三郷北中 川口十二月田中 三郷前川中
松岡　理一(1) 14.09 城後　翔大(1) 14.34 大久保　　瞬(2) 14.61 尾花　大也(1) 14.89 池田　響(1) 15.10 遠山　航平(1) 15.10 大熊　倫來(1) 15.59
川口十二月田中 越谷光陽中 三郷北中 三郷前川中 川口十二月田中 川口十二月田中 八潮八幡中
?田　悠之介(1) 14.09 田中　凌斗(2) 14.38 坂井　悠生(1) 15.05 山﨑　隼磨(1) 15.15 新井　　遥斗(1) 15.59 塩谷　悠樹(1) 15.60 秋本　　結斗(1) 17.08
八潮八幡中 越谷大相模中 川口十二月田中 越谷光陽中 三郷北中 越谷大相模中 三郷北中
小森　瑛太(1) 15.06 横川　昂(1) 15.47 東條　惺志(1) 15.56 藤井　響生(1) 16.38 直井　琥太郎(1) 16.87
越谷光陽中 越谷光陽中 八潮八幡中 川口十二月田中 三郷栄中
八角　颯徳(1) 16.08 吉田　暖心(2) 16.37 松村　颯人(1) 16.84 西村　拓真(1) 16.95 金子　楓(1) 17.34 スベディ　亜美(1) 17.68
川口十二月田中 越谷大相模中 川口十二月田中 川口十二月田中 川口十二月田中 三郷栄中
小堀　龍空(1) 15.23 田中　徠斗(1) 15.89 平　松太(1) 16.05 新井　絢斗(1) 16.79 田中　凱理(1) 18.44
鷲宮東中 鷲宮東中 松原左岸AC 越谷大相模中 越谷光陽中
横山　尚明 11.25 斉藤　幸太 11.69 新國　亨太 11.88 成田　龍悟 12.05
群大TF Bloom PJT SSAC SSAC
大石　浩貴 11.02 笠井　陽介 11.66 坂東　孝大(3) 11.67 斉藤　直人(2) 11.72 中村　光成 11.76 皆木　佑太 11.99 野村　健太 12.18
群大TF Setech Bloom PJT 滑川総合高 ティガＡＣ Bloom PJT 千葉陸協
関口　竜(2) 12.08 武居　裕也 12.08 横山　大新(2) 12.41 鈴木　敏史 12.66 溝橋　亮太 12.67 小野山　優斗(1) 12.71
滑川総合高 千葉陸協 滑川総合高 東京陸協 Bloom PJT 滑川総合高
杉山　聖哉(1) 12.75 栗林　賢輔(1) 13.18 福田　一成 13.30 竹内　碧(1) 13.37 小松　陽人(1) 13.86
滑川総合高 Bloom PJT 埼玉陸協 滑川総合高 さ与野西中
屋形　珠羽(4) 15.11 三ツ木　誉(6) 15.22 栁下　琉空(6) 15.25 山下　翔来(6) 15.51 田中　壱汰(5) 15.72 中川　敢太(4) 15.95
しらこばと しらこばと しらこばと 岩槻AC みさとＡＣ Bloom PJT
木村　颯良(5) 15.80 安原　快(5) 15.96 海老原　碧大(5) 16.09 田中　椋真(5) 16.09
松原左岸AC みさとＡＣ しらこばと 岩槻AC
西澤　芽生(5) 16.42 釜澤　綾(4) 16.45 水澤　葵生(4) 16.54 上野　真翔(5) 17.29 五十嵐　大和(5) 17.33 西依　星宇(4) 17.37 中村　理人(5) 17.39 江尻　昊生(4) 17.59
しらこばと 岩槻AC しらこばと 岩槻AC しらこばと 岩槻AC しらこばと しらこばと
瀬田　昇生(4) 17.24 中島　宙音(3) 17.58 福士　諒(4) 19.06 宇多　俊太(2) 19.11 須郷　瑛太(1) 21.34
岩槻AC 岩槻AC しらこばと 松原左岸AC しらこばと
瓜生　航大(5) 19.40 渡辺　理貴(2) 20.40 森田　真成(1) 20.49 釜澤　蓮(1) 21.04 関　陽太(1) 22.08 澤口　奏音(1) 26.69
岩槻AC 岩槻AC 岩槻AC 岩槻AC 松原左岸AC 松原左岸AC
石川　智也(6) 14.68 三ツ木　誉(6) 15.63 海老原　碧大(5) 16.35 南田　稜太(5) 18.03
Bloom PJT しらこばと しらこばと しらこばと
西澤　芽生(5) 16.42 水澤　葵生(4) 16.60 福士　諒(4) 20.56 須郷　瑛太(1) 22.01
しらこばと しらこばと しらこばと しらこばと
斉藤　直人(2) 22.97 水上　信之介(1) 23.53 加藤　龍尋 23.56
滑川総合高 八潮高 ルーツ
斉藤　幸太 23.14 佐藤　愛大 23.28 武居　裕也 23.91 島津　竜生 23.92 本間　圭祐 23.96 山崎　泰央 24.22 佐藤　皓太 24.60
Bloom PJT Bloom PJT 千葉陸協 SAC ルーツ SAC 大東文化AC
田栗　輝洋 23.82 関口　竜(2) 24.27 小島　和弥(1) 24.29 横山　大新(2) 24.39 町田　凛人(3) 24.65 遠藤　蛍司(2) 24.66 中村　翔音(2) 24.78
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8月21日
 AM男子100m 

風：-3.0

8月21日
 AM男子100m(2) 

風：-3.8

8月21日
 AM男子100m(3) 

風：-3.2

8月21日
 AM男子100m(4) 

風：-2.4

8月21日
 AM男子100m(5) 

風：-2.0

8月21日
 AM男子100m(6) 

風：-3.9

8月21日
 AM男子100m(7) 

風：-3.3

8月21日
 AM男子100m(8) 

風：-4.0

8月21日
 AM男子100m(9) 

風：-4.1

8月21日
 AM男子100m(10) 

風：-5.4

8月21日
 AM男子100m(11) 

風：-3.6

8月21日
 AM男子100m(12) 

風：-4.2

8月21日
 AM男子100m(13) 

風：-3.4

8月21日
 AM男子100m(14) 

風：-3.3

8月21日
 AM男子100m(15) 

風：-4.2

8月21日
 AM男子100m(16) 

風：-3.1

8月21日
 AM男子100m(17) 

風：-4.2

8月21日
PM男子100m 

風：-1.6

8月21日
PM男子100m(2) 

風：-2.3

8月21日
PM男子100m(3) 

風：-2.6

8月21日
PM男子100m(4) 

風：-2.1

8月21日
AM小学男子100m 

風：-2.7

8月21日
AM小学男子100m(2) 

風：-2.5

8月21日
AM小学男子100m(3) 

風：-3.1

8月21日
AM小学男子100m(4) 

風：-2.6

8月21日
AM小学男子100m(5) 

風：-2.8

8月21日
PM小学男子100m 

風：-2.8

8月21日
PM小学男子100m(2) 

風：-2.3

8月21日
 男子200m 

風：-0.3

8月21日
 男子200m(2) 

風：-0.6

8月21日
 男子200m(3) 

風：+0.2



ルーツ 滑川総合高 埼玉栄高 滑川総合高 岩槻AC 川口十二月田中 埼玉栄高
永井　大和(1) 23.92 小竹　智汎(1) 24.16 水上　恵太(2) 24.89 岡田　佑輔 24.92 杉山　聖哉(1) 25.15 小野山　優斗(1) 25.95
埼玉栄高 埼玉栄高 吉川中央中 埼玉陸協 滑川総合高 滑川総合高
井町　航大 25.30 星野　鼓汰(1) 25.66 遠藤　春陽(2) 25.75 大熊　康介(2) 25.87 竹内　碧(1) 26.45 浅井　颯斗(2) 28.30
SAC 埼玉栄高 川口十二月田中 草加新田中 滑川総合高 草加松江中
磯野　秀太(1) 26.82 玉木　柊羽(2) 27.14 山田　聖也(1) 27.48 佐々木　一平(2) 27.53 小松　陽人(1) 27.84 金泉　陽向(1) 28.66
越谷光陽中 さ与野西中 越谷光陽中 三郷栄中 さ与野西中 岩槻AC
阿津沢　樹希(1) 27.30 石川　智也(6) 29.07 長谷川　柊(2) 29.32 小森　瑛太(1) 29.41 遠山　航平(1) 29.62 五月女　類(1) 30.19 木村　颯良(5) 31.86 関　篤起(6) 32.63
春里中 Bloom PJT 越谷光陽中 越谷光陽中 川口十二月田中 越谷光陽中 松原左岸AC 松原左岸AC
平　松太(1) 31.52 藤井　響生(1) 32.33 小宮　　昴大(1) 33.55 金子　楓(1) 34.29 松村　颯人(1) 34.44 八角　颯徳(1) 34.52 上野　真翔(5) 36.53 瓜生　航大(5) 38.80
松原左岸AC 川口十二月田中 三郷北中 川口十二月田中 川口十二月田中 川口十二月田中 岩槻AC 岩槻AC
持田　寛太(2) 25.83 石塚　新(1) 30.82 岩井　優真(1) 30.97 田中　椋真(5) 32.27 釜澤　綾(4) 32.97 川岸　優真(1) 33.70 瀬田　昇生(4) 36.46
さいたま大谷中 さ与野西中 さ与野西中 岩槻AC 岩槻AC 鷲宮東中 岩槻AC
永瀨　稜真(1) 26.13 山下　翔来(6) 32.13 大山　晄巨(1) 32.76 西依　星宇(4) 35.34 中島　宙音(3) 36.45 森田　真成(1) 41.56 釜澤　蓮(1) 42.05
鷲宮東中 岩槻AC さ与野西中 岩槻AC 岩槻AC 岩槻AC 岩槻AC
八潮大原中 46.62 八潮八幡中A 47.98 三郷北中A 48.64 岩槻ACA 49.16 川口十二月田中A 49.52 光陽中A 50.66 越谷大相模中A 51.46 川口十二月田中B 56.09
荒木　康輝(3) 堀江　瀧童(2) 吉野　　光哉(2) 渡辺　奏風(2) 和泉　汰珂(2) 星野　燎火(2) 清野　龍閃(1) 遠山　航平(1)
松本　悠希(2) 鈴木　翼(2) 篠田　　利貢(2) 上野　航汰(3) 遠藤　蛍司(2) 山田　聖也(1) 篠原　幸雅(2) 樋口　岳宏(1)
岡本　貴播句(3) 馬場　皓夢(2) 結城　　遼大(2) 遠藤　健大(3) 北原　由将(1) 磯野　秀太(1) 鹿島　悠叶(2) 飯田　光聖(2)
竹川　徹(3) 德竹　翔司(2) ポッダル 　新明(2) 金泉　陽向(1) 遠藤　春陽(2) 道　亮介(2) 田中　凌斗(2) 池田　響(1)
古関　野乃(2) 13.53 大塚　瑠梨(1) 13.90 小原　あかり(2) 13.90 松元　　咲和(2) 14.12
三郷前川中 越谷光陽中 流山北部中 三郷北中

小南　智晶(1) 13.90
熊谷女高

永田　葉月(2) 13.75 狩野　紗蘭(3) 14.06 守屋　仁菜(1) 14.13 橋本　唯花(1) 14.18 村山　美海(3) 14.27 藤川　琉愛(2) 14.38
鷲宮東中 八潮大原中 さいたま片柳中 越谷光陽中 Bloom PJT Bloom PJT
岡崎　春花(1) 14.28 斎藤　彩花(2) 14.36 鈴木　志歩(2) 14.43 辨　　愛理(1) 14.56 アウク　ナナエルシー(2) 14.59 升谷　　紗菜(2) 14.59 山内　はるひ(1) 14.74 増田　このみ(2) 14.91
鷲宮東中 越谷光陽中 八潮大原中 大砂土中 三郷北中 三郷北中 みさとＡＣ 川口十二月田中
山岡　陽依(2) 14.37 武藤　　優奈(1) 14.86 高橋　陽花(1) 15.03 石田　笑夢(2) 15.09 岩間　　優(1) 15.41 佐野　由佳(1) 15.49 齋藤　喜保(1) 15.85 小柳　美結(2) 16.41
越谷光陽中 三郷北中 滑川総合高 越谷大相模中 三郷北中 川口十二月田中 川口十二月田中 川口十二月田中
大澤　未來(2) 14.81 山口　紗英(1) 14.87 諸沢　美穏(1) 15.03 立花　梨葉(2) 15.61 大内　愛心(2) 15.62 遠塚谷　花琳(2) 16.10 三浦　明夏莉(2) 16.42
越谷光陽中 越谷大相模中 越谷大相模中 川口十二月田中 川口十二月田中 川口十二月田中 三郷前川中
鈴木　暖乃子(2) 15.13 小澤　美音(2) 15.61 中川　夏凛(1) 15.62 小野寺　ひとみ 15.67 金森　　萌衣(2) 15.72 大野　莉穂(2) 16.95
鷲宮東中 鷲宮東中 Bloom PJT 埼玉陸協 三郷北中 三郷前川中
小畠　一紗(1) 15.24 齋藤　悠衣(2) 15.42 土屋　莉菜(1) 15.55 赤松　泉采(2) 15.62 宮田　　侑花(2) 15.83 清野　愛華(1) 16.40
越谷光陽中 さ与野西中 さ与野西中 越谷大相模中 三郷北中 滑川総合高
小林　星愛(2) 15.77 永田　楓七(2) 15.86 酒井　　美羽(2) 15.94 戸島　実咲(1) 15.98 青木　優羽(1) 16.18 塚本　ここみ(1) 16.37 高橋　千晴(1) 16.75
鷲宮東中 越谷光陽中 三郷北中 松原左岸AC 越谷大相模中 越谷大相模中 川口十二月田中
益子　凛々(2) 16.02 德竹　明季乃(1) 16.04 内山　雛詩(1) 16.09 武石　実穂(1) 16.44 澤口　莉里亜(1) 16.58 森田　莉渚(2) 16.59
さ与野西中 八潮八幡中 川口十二月田中 川口十二月田中 三郷北中 越谷光陽中
藤井　涼(1) 15.68 小中　結花(1) 15.73 早田　あみ(1) 16.02 西　芽璃奈(1) 16.22 高橋　実花(2) 16.68 日笠　来望(1) 16.70 中村　優杏(1) 16.77
鷲宮東中 三郷高 さ与野西中 越谷大相模中 越谷大相模中 さ与野西中 みさとＡＣ
近藤　いおん(1) 13.26 小南　智晶(1) 13.69 村山　美海(3) 14.46 藤川　琉愛(2) 14.49
流山ホークアイ 熊谷女高 Bloom PJT Bloom PJT
髙村　青空(2) 14.47 高橋　陽花(1) 14.94 小野寺　ひとみ 15.29 新妻　絢(2) 15.57 清野　愛華(1) 15.96
さ与野西中 滑川総合高 埼玉陸協 さ与野西中 滑川総合高
小川　結那(6) 14.97 金子　仁珈(6) 15.05 中島　花純(6) 15.36 松永　夕奈(6) 15.58 真々田　妃南乃(5) 15.59 佐藤　瑠香(6) 15.64
松原左岸AC 八潮陸上クラブ 岩槻AC 岩槻AC しらこばと みさとＡＣ
志賀　杏俐(6) 15.03 澤口　瑚々音(5) 15.10 寺本　夢(6) 15.42 中村　日南(4) 15.52 高島　美澄(6) 15.58 本多　彩花(5) 15.63 本田　海(6) 15.75 藤川　愛菜(6) 16.05
岩槻AC 松原左岸AC しらこばと しらこばと 松原左岸AC しらこばと 岩槻AC Bloom PJT
平　詩織(5) 16.34 広瀬　愛乃美(5) 16.42 磯野　由奈(4) 17.57 小澤　埜乃(5) 17.92 古関　咲羽(4) 17.95
松原左岸AC しらこばと しらこばと しらこばと みさとＡＣ
神崎　乃愛(3) 17.80 山岡　実菜(4) 18.23 神農　紗由香(3) 18.31 竹原　菜摘(4) 18.56 小川　瑛那(1) 19.36 小澤　圭歩(2) 20.22 水澤　真彩(1) 20.79 中村　后伶(4) 21.55
松原左岸AC しらこばと 松原左岸AC 松原左岸AC 松原左岸AC しらこばと しらこばと みさとＡＣ
中島　花蓮(6) 15.69 平田　咲良(4) 16.29 金井　愛菜(6) 17.27 恒吉　瑠奈(4) 17.63 森田　桜羽(4) 18.03 神崎　愛茉(1) 21.35 竹原　江梨咲(2) 21.59
岩槻AC 岩槻AC 吹上小 岩槻AC 岩槻AC 松原左岸AC 松原左岸AC
真々田　妃南乃(5) 15.66 本多　彩花(5) 15.81 中村　日南(4) 16.20 藤川　愛菜(6) 16.22 広瀬　愛乃美(5) 16.74
しらこばと しらこばと しらこばと Bloom PJT しらこばと
金井　愛菜(6) 17.47 小澤　埜乃(5) 18.29 小澤　圭歩(2) 21.04 水澤　真彩(1) 21.72
吹上小 しらこばと しらこばと しらこばと
小田桐　花菜(3) 28.12 岡崎　春花(1) 28.52 斎藤　彩花(2) 29.45 髙村　青空(2) 29.56 福島　凪咲(1) 29.62
八潮大原中 鷲宮東中 越谷光陽中 さ与野西中 Bloom PJT
大塚　瑠梨(1) 28.56 橋本　唯花(1) 28.66 山岡　陽依(2) 28.89 小畠　一紗(1) 30.13 辻　紗那恵(2) 30.86 土屋　莉菜(1) 31.10 新妻　絢(2) 31.31
越谷光陽中 越谷光陽中 越谷光陽中 越谷光陽中 鷲宮東中 さ与野西中 さ与野西中
永田　葉月(2) 29.13 中島　花純(6) 31.51 松永　夕奈(6) 31.79 大久保　梨夢(1) 32.94 薄井　　陽南(1) 34.05 森田　桜羽(4) 36.86
鷲宮東中 岩槻AC 岩槻AC 越谷光陽中 三郷北中 岩槻AC
藤井　涼(1) 30.42 志賀　杏俐(6) 31.29 中島　花蓮(6) 32.02 本田　海(6) 32.58 平田　咲良(4) 33.33
鷲宮東中 岩槻AC 岩槻AC 岩槻AC 岩槻AC
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光陽中A 53.47 三郷北中A 56.62 越谷大相模中A 58.02 光陽中B 58.84 三郷北中B 59.13 川口十二月田中A 59.36 越谷大相模中B 1:00.61
大塚　瑠梨(1) 宮田　　侑花(2) 青木　優羽(1) 小畠　一紗(1) 岩間　　優(1) 齋藤　喜保(1) 赤松　泉采(2)
橋本　唯花(1) 松元　　咲和(2) 石田　笑夢(2) 大澤　未來(2) 武藤　　優奈(1) 大内　愛心(2) 西　芽璃奈(1)
斎藤　彩花(2) 升谷　　紗菜(2) 諸沢　美穏(1) 永田　楓七(2) 生出　陽葵(1) 遠塚谷　花琳(2) 塚本　ここみ(1)
山岡　陽依(2) 金森　　萌衣(2) 山口　紗英(1) 森田　莉渚(2) 澤口　莉里亜(1) 佐野　由佳(1) 高橋　実花(2)
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