
競技会名

主催者名 埼玉県教育委員会　　埼玉陸上競技協会　　埼玉県中学校体育連盟 ト ラ ッ ク 審 判 長 渡邊　隆洋 混 成 審 判 長 江原　照夫

開催期日 平成28年6月9日(木）・10日（金) 跳 躍 審 判 長 池田　金作 招 集 所 審 判 長 長屋　勝浩

会場 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 投 て き 審 判 長 遠藤　良宏 記 録 主 任 森下　和哉

日付 種目

安藤　李空(1) 11.85 岩浪　巧実(1) 12.12 簗瀬　結斗(1) 12.21 田川健志郎(1) 12.27 宮﨑　　暉(1) 12.35 国武ｼﾞｮｼｭｱ(1) 12.46 植木　皓亮(1) 12.60 坂田真之介(1) 12.66

所沢美原 春日部武里 入間東金子 朝霞第四 立教新座 草加花栗 越谷東 久喜東

村田　愛武(2) 11.62 井田　翔眞(2) 11.79 吉沢　　剛(2) 11.86 布川　隼帆(2) 11.87 辻　　史弥(2) 11.88 田代　令央(2) 11.90 撰　飛雄馬(2) 12.01 松江　　優(2) 12.04

入間藤沢 熊谷富士見 児玉上里北 戸田 鶴ヶ島富士見 八潮 川口上青木 朝霞第二

堀田　竣斗(3) 11.02 小野寺　潤(3) 11.03 村松　康生(3) 11.24 吉野　陽輝(3) 11.38 工藤　　稜(3) 11.39 木村　颯太(3) 11.41 菊池　時雄(3) 11.45 小池　和哉(3) 11.58

鴻巣吹上 深谷川本 さいたま城北 蓮田南 さいたま大久保 新座第二 新座第五 上尾大谷

木村　颯太(3) 22.48 鈴木　基弘(3) 22.69 吉久　航平(3) 22.83 村松　康生(3) 22.93 戸澤　宏太(3) 23.19 原口　雄多(3) 23.50

新座第二 久喜 春日部飯沼 さいたま城北 深谷川本 越谷東

石橋　　弦(3) 52.25 村山　悠希(3) 52.35 山本　至起(3) 52.43 山下　楓太(3) 53.25 山﨑　楓太(3) 53.40 佐藤　優太(3) 53.71

新座第五 さいたま木崎 さいたま大谷場 入間藤沢 吉川東 戸田

五十嵐堅太郎(3) 1:59.35 新井　俊祐(3) 2:01.36 原田　愛星(3) 2:01.92 相川　響希(3) 2:03.49 飯濱友太郎(3) 2:04.24 石橋　　弦(3) 2:04.26 大槻　優晴(3) 2:04.28 高見沢　怜(3) 2:08.42

川越砂 さいたま日進 川口在家 越谷栄進 川越城南 新座第五 吉川南 飯能西

五十嵐堅太郎(3) 4:03.52 白鳥　哲汰(3) 4:03.72 額賀　稜平(3) 4:07.27 伊東　大翔(3) 4:09.75 原田　愛星(3) 4:10.29 奥山　颯斗(2) 4:10.63 新井　俊祐(3) 4:11.83 飯濱友太郎(3) 4:12.91

川越砂 春日部豊野 川口芝東 川越高階 川口在家 上尾大谷 さいたま日進 川越城南

原田　　護(1) 4:27.46 久保田涼雅(1) 4:34.79 小泉　熙毅(1) 4:34.92 飯塚　洸貴(1) 4:37.48 赤星　龍舞(1) 4:37.73 小野　　透(1) 4:37.81 前田　　蓮(1) 4:38.86 藤田　大貴(1) 4:39.40

川口元郷 比企小川東 新座 川越野田 上尾南 戸田 川越砂 所沢南陵

白鳥　哲汰(3) 8:49.40 秋本　理貴(3) 8:53.02 伊東　大翔(3) 8:55.65 門田凜太郎(3) 9:09.51 坂本　　順(3) 9:10.30 池田上総介(3) 9:10.63 北原　竹人(3) 9:11.77 小池　耀大(3) 9:12.71

春日部豊野 熊谷東 川越高階 所沢小手指 上尾西 比企小川東 さいたま大砂土 戸田

森　　誠也(3) 15.36 金井　嘉哉(3) 15.39 時田　翔梧(3) 15.67 前崎　隆英(3) 15.67 水村　啓人(3) 15.94 永井　　翼(3) 15.94 市川　夢人(3) 16.01 黒澤希偉人(3) 16.41

さいたま上大久保 春日部豊野 春日部豊野 S 三郷彦糸 S 坂戸 S 上尾大谷 S 川口上青木 深谷川本

深谷川本 44.62 朝霞第一 44.81 春日部豊野 44.86 羽生東 45.07 新座第二 45.40 さいたま内谷 45.55 鴻巣吹上 46.11

畠山　拓実(2) 富岡　　響(3) 時田　翔梧(3) 細川　悠介(3) 前野　秀輔(2) 佐藤　愛斗(3) 片山　　光(2)

戸澤　宏太(3) 小野塚達巳(3) 梅田　大輔(3) 横井　優貴(3) 木村　颯太(3) 古市　健汰(3) 粂川　夏夢(3)

黒澤希偉人(3) 三橋　淳史(3) 金井　嘉哉(3) 桜井翔大朗(3) 笠井　祥介(3) 齋藤海夏斗(3) 渡辺　吏希(3)

小野寺　潤(3) 佐藤　　蓮(3) 早川真希士(3) 上山　歩巳(3) 鬼塚　俊輔(3) 羽尻　圭吾(3) 赤石澤　蓮(3)

倉林　雄大(3) 1m95 地主　直央(3) 1m76 斉藤　雄介(3) 1m76 宮本　弘毅(3) 1m76 鈴木　大翔(3) 1m71 小澤　　陽(3) 1m71 森　　一輝(3) 1m71 小林　愛翔(3) 1m71

深谷川本 GR さいたま大谷場 草加新田 深谷川本 上尾 さいたま春野 草加新田 児玉美里

髙橋　　航(3) 1m71

上尾

橋本　　樹(3) 4m00 末吉　哲人(3) 4m00 斉藤　　丈(3) 3m90 北薗　海衣(3) 3m70 上平　志貴(3) 3m60 柳瀬　　蒼(3) 3m60 葛西　知徳(2) 3m50 小野慎一郎(3) 3m40

吉川東 加須西 八潮八幡 川越高階 さいたま木崎 さいたま植竹 加須西 さいたま大久保

大塚　愛羅(3) 6m53(0.0) 吉川　遼祐(3) 6m32(0.0) 岩木　　空(3) 6m22(+0.2) 花屋龍ノ介(3) 6m19(+0.4) 野口　郁弥(3) 6m14(-0.1) 堀切　王貴(3) 6m13(-0.3) 中部　圭吾(3) 6m08(-0.2) 浦部　拓磨(3) 6m02(-0.1)

春日部江戸川 所沢上山口 川口在家 草加谷塚 比企小川東 越谷中央 富士見勝瀬 川口幸並

馬場　峻平(3) 12m79 岡田　大輝(3) 11m86 蛭田　大貴(3) 11m83 木村　颯汰(3) 11m73 森　　健人(3) 11m64 佐川　輝馬(3) 11m45 角田　楓頼(3) 11m43 高橋　春裕(2) 11m40

深谷川本 加須北川辺 蓮田黒浜 深谷川本 三郷南 さいたま大宮西 川口仲町 所沢上山口

黒澤希偉人(3) 2631点 宇野　涼馬(3) 2263点 井上　嗣巳(3) 2252点 勝山　恵介(3) 2198点 齋藤海夏斗(3) 2113点 小林　怜司(3) 2092点 柿沼　勇飛(3) 2071点 山口　公平(3) 1903点

深谷川本 狭山西武文理 さいたま・さ岸 所沢・所沢向陽 さいたま内谷 さいたま大原 坂戸 三郷早稲田

6月9日
中学１年男子

100m
風：+0.1

6月9日
中学２年男子

100m
風：-1.2

6月9日
中学３年男子

100m
風：0.0

6月10日
中学男子200m

風：+0.5

6月9日 中学男子400m

平成２８年度      　第62回全日本中学校通信陸上競技大会埼玉県大会

決　勝　成　績　一　覧　（男　子）

1位 2位 5位 6位3位 4位 7位 8位

6月10日
中学１年男子

1500m

6月10日 中学男子3000m

6月10日 中学男子800m

6月9日 中学男子1500m

6月10日
中学男子

110mH(0.914m)
風：-2.4

6月10日
中学男子
4X100mR

6月10日 中学男子走高跳

15.91(+0.7)-12m49-1m71-52.57 16.63(+0.7)-11m16-1m55-54.52 16.12(+0.7)-9m69-1m60-54.92 17.77(+0.9)-12m06-1m71-57.83

6月9日 中学男子棒高跳

6月9日 中学男子走幅跳

6月10日
中学男子砲丸投

(5.000kg)

16.72(+0.7)-8m14-1m50-52.68 16.93(+0.9)-9m52-1m55-55.55 16.23(+0.9)-8m96-1m45-55.25 19.40(+0.9)-10m65-1m55-56.13

6月9日
中学男子
四種競技



競技会名

主催者名 埼玉県教育委員会　　埼玉陸上競技協会　　埼玉県中学校体育連盟 ト ラ ッ ク 審 判 長 渡邊　隆洋 混 成 審 判 長 江原　照夫

開催期日 平成28年6月9日(木）・10日（金) 跳 躍 審 判 長 池田　金作 招 集 所 審 判 長 長屋　勝浩

会場 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 投 て き 審 判 長 遠藤　良宏 記 録 主 任 森下　和哉

日付 種目

綿貫　真尋(1) 12.68 桑原　明菜(1) 12.89 後藤　智南(1) 12.95 土田　涼夏(1) 13.20 西尾　悠子(1) 13.22 粟屋　　澪(1) 13.24 ﾜｼﾞｪﾛ　ｻﾗ(1) 13.31 中野　美貴(1) 13.58

新座第六 さいたま与野東 春日部飯沼 川口北 さいたま春野 越谷富士 桶川東 上尾原市

吉澤ひまり(2) 12.61 梅宮　　悠(2) 12.75 加藤くるみ(2) 12.78 北　結希穂(2) 12.91 半田　花恋(2) 12.99 八木亜郁里(2) 13.00 三國　沙希(2) 13.12 星野　結南(2) 13.20

鶴ヶ島 川口幸並 上尾西 さいたま内谷 飯能原市場 鴻巣吹上 越谷栄進 朝霞第四

佐藤　天寧(3) 12.56 山西　桃子(3) 12.58 森田真里那(3) 12.96 塩味　未琴(3) 13.02 瀬沼　有咲(3) 13.14 國澤佑李花(3) 13.21 植竹  七海(3) 13.23 藤川　咲幸(3) 13.28

川越星野学園 さいたま三室 朝霞第四 入間郡三芳東 春日部武里 越谷富士 和光第三 朝霞第二

佐藤　天寧(3) 25.38 森田真里那(3) 25.64 瀬沼　有咲(3) 25.67 小松　夕夏(3) 25.99 吉澤ひまり(2) 26.20 植竹  七海(3) 26.27 國澤佑李花(3) 26.88 宮武アビーダ(3) 27.48

川越星野学園 朝霞第四 春日部武里 越谷富士 鶴ヶ島 和光第三 越谷富士 さいたま田島

川島　琴美(3) 2:14.68 道下　美槻(3) 2:17.57 山脇きらら(3) 2:18.31 桶谷　南実(3) 2:20.32 福田　舞菜(3) 2:21.76 金屋　美伶(2) 2:22.11 五十嵐芽生(3) 2:22.87 大澤　真純(2) 2:23.55

新座第五 新座第二 比企小川東 草加瀬崎 大里城南 東松山松山 上尾西 新座

川島　琴美(3) 4:38.33 桶谷　南実(3) 4:40.37 亭　　桃奈(2) 4:43.57 道下　美槻(3) 4:44.30 金屋　美伶(2) 4:48.17 髙田　涼夏(3) 4:49.52 舟根ひめか(3) 4:50.09 大澤　真純(2) 4:50.38

新座第五 草加瀬崎 さいたま大宮西 新座第二 東松山松山 比企小川東 鶴ヶ島西 新座

山西　桃子(3) 14.15 倉田　羽七(3) 14.56 保科　晴香(3) 14.89 浅野　咲希(3) 14.98 福地　咲花(3) 15.20 村上　来羽(3) 15.34 石澤　麻弥(3) 15.37 小島　未久(3) 15.71

さいたま三室 春日部武里 春日部 新座第二 加須北川辺 さいたま大宮西 加須平成 川越高階西

越谷富士 49.17 春日部武里 49.87 さいたま内谷 49.97 さいたま三室 49.99 新座第六 50.63 所沢美原 51.20 さいたま原山 51.27 春日部 52.13

國澤佑李花(3) 南雲　静佳(3) 嶽　　千尋(3) 香川メレ優愛ハヴィリ(3) 水野　桃花(2) 滝沢　風香(2) 近藤　凜和(3) 安田　愛梨(2)

遠藤　夢佳(2) 瀬沼　有咲(3) 小山由起子(3) 鳥海　彩花(3) 綿貫　真尋(1) 仲　あゆな(3) 中林　優衣(2) 神田　奈保(3)

亀井優利奈(3) 倉田　羽七(3) 北　結希穂(2) 宮川夕都莉(3) 白田穂乃佳(3) 橋本　幸羽(2) 中村佳那子(3) 大西　遥子(3)

小松　夕夏(3) 田中　彩夏(2) 上野　夏羽(3) 山西　桃子(3) 武内こころ(3) 藤本　花音(2) 深海　伽音(3) 保科　晴香(3)

北見菜穂子(3) 1m54 原田　明衣(3) 1m51 水谷　心都(1) 1m51 中島　綾音(3) 1m48 細田　璃音(3) 1m48 野口美優羽(3) 1m48 寺澤友希子(3) 1m43

深谷上柴 秩父影森 入間藤沢 さいたま内谷 加須騎西 比企吉見 北本

増元　愛香(3) 1m48 グエンミナ(3) 1m43

富士見勝瀬 鴻巣吹上

木澤　仁海(3) 3m35 絹村　莉子(2) 3m10 渡邉　華子(3) 3m00 根本　由唯(3) 2m90 岩城　萌寧(3) 2m80 倉地　陽南(3) 2m80 川島　　杏(3) 2m50 細村　芽生(2) 2m40

加須北川辺 加須西 加須昭和 八潮八幡 さいたま片柳 さいたま植竹 さいたま岩槻 さいたま岩槻

佐藤　優月(3) 5m51(+1.0) 小柳奈々美(3) 5m28(-0.4) 岩崎　　華(3) 5m28(+2.0) 菅原　　葵(3) 5m23(+1.3) 太田　歩那(3) 5m22(+2.8) 小早川春香(3) 5m20(+2.5) 今西　奏乃(2) 5m10(+1.6) 沼澤彩百里(2) 5m08(-0.8)

上尾瓦葺 朝霞第二 ふじみ野大井 加須北川辺 さいたま埼玉栄 公認5m19(-1.5) 越谷千間台 公認5m19(-0.2) 熊谷三尻 春日部中野

古森　花梨(3) 13m47 相澤　希実(2) 12m89 山下　華奈(3) 12m04 今村美由紀(3) 11m92 中田　穂香(3) 11m74 加藤　萌子(3) 11m12 笠原　円花(3) 11m07 根岸　夕夏(3) 10m98

坂戸城山 坂戸 入間藤沢 所沢美原 秩父第一 狭山山王 深谷川本 加須騎西

藤本　花音(2) 2396点 上野　夏羽(3) 2376点 浅野　杏果(3) 2364点 滝沢　風香(2) 2196点 近藤　　麗(3) 2184点 野村　美嘉(2) 2149点 増元　愛香(3) 2112点 寺澤友希子(3) 2088点

所沢美原 さいたま内谷 比企吉見 所沢美原 春日部東 さいたま尾間木 富士見勝瀬 北本

6月10日
中学１年女子

100m
風：0.0

7位 8位

6月10日
中学２年女子

100m
風：-0.9

6月10日
中学３年女子

100m
風：-3.6

6月9日
中学女子200m

風：-1.2

6月9日 中学女子800m

6月10日 中学女子1500m

6月9日
中学女子

100mH(0.762m)
風：-0.8

6月10日
中学女子
4X100mR

6月9日 中学女子走高跳

6月10日 中学女子棒高跳

6月10日 中学女子走幅跳

6月9日 中学女子砲丸投

6月10日
中学女子
四種競技

15.95(+2.1)-1m40-9m16-27.28(-0.4) 16.29(+2.4)-1m40-9m67-27.42(-0.4) 15.66(+2.4)-1m35-10m46-28.55(-0.4) 16.33(+2.1)-1m25-11m03-28.84(-0.4) 15.82(+2.1)-1m35-8m03-28.57(-0.4) 15.92(+2.4)-1m25-8m30-27.80(-2.4) 16.84(+2.1)-1m49-6m95-28.99(-0.4) 16.97(+2.1)-1m46-8m05-29.64(-0.4)

平成２８年度      　第62回全日本中学校通信陸上競技大会埼玉県大会

決　勝　成　績　一　覧　（女　子）

1位 2位 3位 4位 5位 6位



中学１年男子100m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        10.4      桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988
日本中学記録(JH)        10.56     宮本　大輔(山　口・周　陽)            2014
埼玉県中学校記録(SJ)    10.69     塚本ｼﾞｬｽﾃｨﾝ惇平(新　座・新座五)       2015
埼玉県中学校記録(SJ)    11.33     筧田　涼介(春日部・豊　野)            2013
大会記録(GR)            11.5      井盛　　雅(草　加・花　栗)            1990 6月9日 10:45 予　選
大会記録(GR)            11.5      成塚　隆行(鴻　巣・　西)              1993 6月9日 13:40 準決勝
大会記録(GR)            11.53     筧田　涼介(春日部・豊　野)            2013 6月9日 14:50 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:0.0) 2組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶﾀ ｼﾝﾉｽｹ 久喜 ｸﾆﾀｹ ｼﾞｮｼｭｱ 草加

1 4 807 坂田真之介(1) 久喜東 12.63 Q 1 6 581 国武ｼﾞｮｼｭｱ(1) 草加花栗 12.63 Q
ｶﾈｺ ﾕｳ 入間郡 ﾉｶﾞﾐ ｵｳｾﾞﾝ 熊谷

2 7 144 金子　　優(1) 入間郡三芳東 12.76 Q 2 4 95 野上　桜禅(1) 熊谷荒川 12.64 Q
ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ 幸手 ﾀｶﾊｼ ﾈｵ さいたま

3 6 961 豊嶋　一琉(1) 幸手西 12.84 Q 3 9 58 髙橋　音雄(1) さ三室 12.71 Q
ﾆｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 児玉郡 ﾏｽｵｶ ﾖｳｲﾁ 羽生

4 9 201 西本　健人(1) 児玉神川 13.05 4 5 501 増岡　洋一(1) 羽生東 12.87 q
ﾜｶﾂｷ ｲﾌﾞｷ 上尾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 狭山

5 8 562 若月　生樹(1) 上尾南 13.18 5 8 364 渡辺　智基(1) 狭山山王 12.91 q
ﾏｷﾊﾗ ｼｭｳ 戸田 ﾋﾗﾔﾏ ﾙｷ 加須

6 5 661 牧原　　柊(1) 戸田 13.36 6 7 243 平山　琉貴(1) 加須騎西 13.00
ﾓﾘｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 白岡 ﾋｼﾜﾀｼ ｶｽﾞｷ 富士見

7 3 2081 森嶋孝太朗(1) 白岡南 13.58 7 3 881 樋渡　和樹(1) 富士見西 13.17
ｵﾉﾀﾞ ﾋﾛﾄ 本庄

8 2 421 小野田寛利(1) 本庄東 13.64

3組 (風:+0.3) 4組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 深谷 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸｳ 所沢

1 5 538 齋藤　友哉(1) 深谷幡羅 12.60 Q 1 7 301 安藤　李空(1) 所沢美原 12.11 Q
ｳｴｷ ｺｳｽｹ 越谷 ﾀｶﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ 坂戸

2 7 624 植木　皓亮(1) 越谷東 12.67 Q 2 6 941 高田　　和(1) 坂戸桜 12.61 Q
ｲﾁﾉｾ ｶｽﾞｷ 川口 ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ 北足立郡

3 4 32 一瀬　和生(1) 川口岸川 12.91 Q 3 4 121 斉間　　聖(1) 北足伊奈小針 12.82 Q
ｶﾅﾔ ｶｽﾞｷ 日高 ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ 蓮田

4 3 2001 金谷　一輝(1) 日高高麗川 13.29 4 5 927 廿浦　亮仁(1) 蓮田平野 12.87 q
ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ 加須 ｽﾐ ﾗｲﾙ 朝霞

5 6 255 日下部功弥(1) 加須昭和 13.42 5 3 682 角　　来琉(1) 朝霞第三 12.95
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 秩父 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 鶴ヶ島

6 8 321 山本　瑞樹(1) 秩父影森 13.70 6 8 981 吉田　達哉(1) 鶴ヶ島西 13.29
ﾄﾐﾀ ﾖｳｾｲ 南埼玉郡

7 9 263 富田　陽星(1) 南埼玉前原 13.57
ﾓﾘ ｱﾂﾔ 東松山

8 2 381 森　　敦哉(1) 東松山南 13.62

5組 (風:0.0) 6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
ｲﾜﾅﾐ ﾀｸﾐ 春日部 ﾀｶﾞﾜ ｹﾝｼﾛｳ 朝霞

1 6 453 岩浪　巧実(1) 春日部武里 12.32 Q 1 5 681 田川健志郎(1) 朝霞第四 12.44 Q
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖｼﾋｻ 桶川 ﾐﾂﾔﾏ ﾖｼｱｷ さいたま

2 4 1788 桑原　嘉悠(1) 桶川西 12.72 Q 2 6 59 満山　慶亮(1) さ市立浦和 12.79 Q
ﾂｶﾊﾗ ﾀｲｶﾞ さいたま ﾆｼ ﾏｻﾄ 比企郡

3 8 60 塚原　大雅(1) さ指扇 12.78 Q 3 7 161 西　　将斗(1) 比企菅谷 13.01 Q
ﾅﾘﾀ ﾘｸ 川口 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 蕨

4 5 33 成田　　陸(1) 川口西 12.93 4 4 605 濱田　健心(1) 蕨第一 13.18
ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾘ 川越 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ 鴻巣

5 3 61 福田　凱璃(1) 川越寺尾 13.14 5 9 473 鈴木　陵馬(1) 鴻巣赤見台 13.27
ﾕﾗ ﾕｲﾋﾄ ふじみ野 ｳｼﾔﾏ ﾏｻﾀｶ 三郷

6 9 862 由良　唯人(1) ふじみ野福岡 13.16 6 3 901 牛山　正隆(1) 三郷前川 13.42
ｵｶﾀﾞ ﾚｵ 八潮 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｷ 行田

7 7 841 岡田　怜旺(1) 八潮 13.20 7 8 103 橋本　大輝(1) 行田 13.53
ｵｵｻﾜ ｺｳｷ 秩父郡 ﾉｶﾞﾜ  ﾋﾛﾄ 大里郡

8 2 181 大澤　光希(1) 秩父郡長瀞 13.81 8 2 221 野川　大翔(1) 大里男衾 13.78



7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
ﾔﾅｾ ﾕｲﾄ 入間

1 4 641 簗瀬　結斗(1) 入間東金子 12.26 Q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ 新座

2 9 747 宮﨑　　暉(1) 新座立教新座 12.41 Q
ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ 北本

3 7 821 八柳　拓磨(1) 北本宮内 13.01 Q
ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 飯能

4 5 345 川村晃次郎(1) 飯能西 13.06
ﾀｶﾏﾂ ﾘｸ 北葛飾郡

5 8 281 髙松　　陸(1) 北葛飾広島 13.30
ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｲ 吉川

6 3 2041 原口　　快(1) 吉川南 13.48
ｵﾆｻﾞﾜ ｺｳｾｲ さいたま

6 57 鬼澤　剛成(1) さ上大久保 DQ,FSn

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:0.0) 2組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸｳ 所沢 ﾔﾅｾ ﾕｲﾄ 入間

1 6 301 安藤　李空(1) 所沢美原 12.01 Q 1 6 641 簗瀬　結斗(1) 入間東金子 12.29 Q
ﾀｶﾞﾜ ｹﾝｼﾛｳ 朝霞 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ 新座

2 7 681 田川健志郎(1) 朝霞第四 12.35 Q 2 5 747 宮﨑　　暉(1) 新座立教新座 12.46 Q
ｳｴｷ ｺｳｽｹ 越谷 ﾉｶﾞﾐ ｵｳｾﾞﾝ 熊谷

3 8 624 植木　皓亮(1) 越谷東 12.54 q 3 4 95 野上　桜禅(1) 熊谷荒川 12.65
ﾀｶﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ 坂戸 ﾀｶﾊｼ ﾈｵ さいたま

4 4 941 高田　　和(1) 坂戸桜 12.59 4 9 58 髙橋　音雄(1) さ三室 12.77
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 深谷 ﾐﾂﾔﾏ ﾖｼｱｷ さいたま

5 5 538 齋藤　友哉(1) 深谷幡羅 12.72 5 8 59 満山　慶亮(1) さ市立浦和 12.79
ﾏｽｵｶ ﾖｳｲﾁ 羽生 ｶﾈｺ ﾕｳ 入間郡

6 3 501 増岡　洋一(1) 羽生東 12.92 D 6 7 144 金子　　優(1) 入間郡三芳東 12.81
ｲﾁﾉｾ ｶｽﾞｷ 川口 ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ 蓮田

6 9 32 一瀬　和生(1) 川口岸川 12.92 D 7 3 927 廿浦　亮仁(1) 蓮田平野 12.87
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 狭山 ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ 北本

8 2 364 渡辺　智基(1) 狭山山王 12.96 8 2 821 八柳　拓磨(1) 北本宮内 12.99

3組 (風:0.0) 決　勝　 (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

ｲﾜﾅﾐ ﾀｸﾐ 春日部 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸｳ 所沢
1 4 453 岩浪　巧実(1) 春日部武里 12.08 Q 1 7 301 安藤　李空(1)所沢美原 11.85

ｸﾆﾀｹ ｼﾞｮｼｭｱ 草加 ｲﾜﾅﾐ ﾀｸﾐ 春日部
2 5 581 国武ｼﾞｮｼｭｱ(1) 草加花栗 12.45 Q 2 4 453 岩浪　巧実(1)春日部武里 12.12

ｻｶﾀ ｼﾝﾉｽｹ 久喜 ﾔﾅｾ ﾕｲﾄ 入間
3 7 807 坂田真之介(1) 久喜東 12.54 q 3 6 641 簗瀬　結斗(1)入間東金子 12.21

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖｼﾋｻ 桶川 ﾀｶﾞﾜ ｹﾝｼﾛｳ 朝霞
4 6 1788 桑原　嘉悠(1) 桶川西 12.72 4 5 681 田川健志郎(1)朝霞第四 12.27

ﾂｶﾊﾗ ﾀｲｶﾞ さいたま ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ 新座
5 9 60 塚原　大雅(1) さ指扇 12.78 5 9 747 宮﨑　　暉(1) 新座立教新座12.35

ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ 北足立郡 ｸﾆﾀｹ ｼﾞｮｼｭｱ 草加
6 8 121 斉間　　聖(1) 北足伊奈小針 12.86 6 8 581 国武ｼﾞｮｼｭｱ(1)草加花栗 12.46

ﾆｼ ﾏｻﾄ 比企郡 ｳｴｷ ｺｳｽｹ 越谷
7 3 161 西　　将斗(1) 比企菅谷 12.96 7 2 624 植木　皓亮(1)越谷東 12.60

ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ 幸手 ｻｶﾀ ｼﾝﾉｽｹ 久喜
2 961 豊嶋　一琉(1) 幸手西 DQ,FSn 8 3 807 坂田真之介(1)久喜東 12.66



中学２年男子100m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        10.4      桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988
日本中学記録(JH)        10.56     宮本　大輔(山　口・周　陽)            2014
埼玉県中学校記録(SJ)    10.69     塚本ｼﾞｬｽﾃｨﾝ惇平(新　座・新座五)       2015 6月9日 10:20 予　選
埼玉県中学校記録(SJ)    10.96     塚本ジャスティン惇平(新　座・　五)    2014 6月9日 13:30 準決勝
大会記録(GR)            10.96     塚本ｼﾞｬｽﾃｨﾝ惇平(新　座・新座五)       2014 6月9日 14:45 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:+0.8) 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
ﾀｼﾛ ﾚｵ 八潮 ﾏﾂｴ ﾕｳ 朝霞

1 1 842 田代　令央(2) 八潮 11.72 Q 1 4 683 松江　　優(2) 朝霞第二 11.80 Q
ｲﾜﾓﾄ ｺｳｽｹ 吉川 ｴﾗﾌﾞ ﾋｭｳﾏ 川口

2 4 2042 岩本　康祐(2) 吉川中央 11.89 Q 2 3 30 撰　飛雄馬(2) 川口上青木 11.87 Q
ﾘﾝ ﾘｭｳｷ ふじみ野 ｱﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 越谷

3 7 861 林　　龍希(2) ふじみ野葦原 12.04 Q 3 8 625 安部治太郎(2) 越谷千間台 12.11 Q
ｵｵﾂﾎﾞ ｱﾂｼ さいたま ｶﾈｺ ﾚｵ 上尾

4 5 401 大坪　京史(2) さ本太 12.05 q 4 6 578 金子　怜央(2) 上尾大谷 12.12
ｵｷﾞｼﾏ ﾕｳﾄ 熊谷 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾁ さいたま

5 3 96 荻島　優人(2) 熊谷吉岡 12.20 5 1 403 吉田　太一(2) さ尾間木 12.19
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾏ 桶川 ｶﾈｺ ﾕｳｷ 行田

6 8 795 平野　佑真(2) 桶川加納 12.28 6 7 104 金子　裕希(2) 行田長野 12.35
ｵｵﾐｽﾞ ﾘｭｳﾏ 上尾 ｵｵﾀ ﾘｮｳｽｹ 日高

7 6 576 大水　竜馬(2) 上尾大谷 12.31 7 5 2003 太田　凌輔(2) 日高高萩北 12.50
ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 朝霞 ｶﾈﾏﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ 秩父郡

8 9 684 田中　晴規(2) 朝霞第四 12.51 8 2 187 金鞠慎一郎(2) 秩父郡皆野 12.57
ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 東松山 ｷｸﾁ ﾋﾛﾄ 飯能

9 2 382 関口　大輝(2) 東松山東 12.67 9 9 346 菊池　裕斗(2) 飯能第一 12.82

3組 (風:0.0) 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
ﾑﾗﾀ ｱﾑ 入間 ﾑﾗﾉｲ ｱｵ 鴻巣

1 5 645 村田　愛武(2) 入間藤沢 11.65 Q 1 9 474 村野井葵生(2) 鴻巣西 11.98 Q
ｱﾗｲ ﾋｶﾙ 深谷 ﾖｺﾀ ｷｮｳｽｹ 白岡

2 4 531 新井　晶琉(2) 深谷花園 11.97 Q 2 4 2083 横田　恭佑(2) 白岡南 12.02 Q
ｻｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ さいたま ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾞﾝ 北葛飾郡

3 9 19 坂本　光翼(2) さ宮原 12.05 Q 3 7 282 松崎　　元(2) 北葛飾昌平 12.06 Q
ｺﾑﾛ ﾕｳｷ 新座 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 幸手

4 1 748 小室　勇貴(2) 新座第四 12.07 q 4 6 962 田中　翔梧(2) 幸手西 12.25
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 久喜 ﾊﾄﾘ ﾄﾜ 春日部

5 6 809 岡田　雄斗(2) 久喜栗橋東 12.22 5 8 454 羽鳥　永遠(2) 春日部緑 12.28
ｻﾉ ｻｽｹ 三郷 ｳﾒﾀﾞ ｺｳ さいたま

6 8 902 佐野　　空(2) 三郷南 12.23 6 5 402 梅田　　航(2) さ日進 12.37
ｻｻｷ ﾕｳ 富士見 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ 蕨

7 3 882 佐々木　悠(2) 富士見水谷 12.71 7 3 601 泉　諒太郎(2) 蕨第一 12.87
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 秩父 ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 羽生

8 2 329 中原　悠斗(2) 秩父荒川 12.83 8 2 502 森田　祐生(2) 羽生西 12.98
ｶﾄｳ ｷｮｳｺﾞ 草加

7 582 加藤　匡悟(2) 草加花栗 DNS

5組 (風:+0.4) 6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
ｲﾀﾞ ｼｮｳﾏ 熊谷 ﾂｼﾞ ﾌﾐﾔ 鶴ヶ島

1 4 93 井田　翔眞(2) 熊谷富士見 11.65 Q 1 6 982 辻　　史弥(2) 鶴ケ島富士見 11.68 Q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 児玉郡 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 入間郡

2 5 202 吉沢　　剛(2) 児玉上里北 11.85 Q 2 4 141 小澤　勇希(2) 入間郡越生 12.07 Q
ｷｸﾁ ｸﾗｳﾄﾞ 川口 ｾﾘｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 所沢

3 8 31 菊地　蔵音(2) 川口上青木 11.89 Q 3 5 302 芹川　幸寛(2) 所沢中央 12.19 Q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 坂戸 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾄ さいたま

4 6 942 若林　　樹(2) 坂戸 12.12 q 4 9 404 小山　寛人(2) さ常盤 12.23
ﾅｶｻﾞﾜ ｶｲﾄ 志木 ﾆｼ ﾕｳｷ 大里郡

5 2 727 中澤　快斗(2) 志木宗岡第二 12.50 5 8 222 西　　優紀(2) 大里寄居 12.26
ﾓﾘｱｲ ｹﾝﾉｽｹ 鶴ヶ島 ｵｵｼﾏ ﾖｼﾀｶ 北本

6 3 983 森相堅乃介(2) 鶴ケ島富士見 12.92 6 3 822 大島　嘉峻(2) 北本 12.50
ﾄﾖｲｽﾞﾐ ｶﾅﾀ 入間 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀ 川越

7 646 豊泉　奏太(2) 入間藤沢 DQ,FSn 7 2 62 平野　優太(2) 川越初雁 12.54
ﾊﾘｶﾞﾔ ﾕｳｷ 加須 ﾎｿﾔ ﾚｵﾄ 越谷

9 241 針ヶ谷侑希(2) 加須大利根 DQ,FSn 7 621 細谷大帝斗(2) 越谷栄進 DNS



7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
ﾇﾉｶﾜ ｼｭﾝﾎ 戸田

1 4 662 布川　隼帆(2) 戸田 11.96 Q
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾔ 狭山

2 7 367 岩本　祐弥(2) 狭山中央 12.02 Q
ｿﾒﾔ ｺｳﾍｲ 北足立郡

3 8 122 染谷　航平(2) 北足伊奈学園 12.19 Q
ﾆﾚｲ ｺｳﾀ 蓮田

4 6 921 楡井　康太(2) 蓮田南 12.32
ｺﾝﾉ ﾀｸﾏ 比企郡

5 2 162 紺野　巧真(2) 比企玉ノ岡 12.47
ﾏｽﾉ　ｺｳｷ 本庄

6 3 422 増野　幸輝(2) 本庄南 12.53
ﾂﾁﾔ ｺｳｽｹ 南埼玉郡

7 9 265 土谷　洸介(2) 南埼玉百間 12.56
ｶﾄﾞｲ ﾋﾛﾑ 加須

5 256 門井　大夢(2) 加須昭和 DNS

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:0.0) 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

ﾑﾗﾀ ｱﾑ 入間 ｲﾀﾞ ｼｮｳﾏ 熊谷

1 6 645 村田　愛武(2) 入間藤沢 11.55 Q 1 4 93 井田　翔眞(2) 熊谷富士見 11.61 Q
ﾀｼﾛ ﾚｵ 八潮 ﾏﾂｴ ﾕｳ 朝霞

2 5 842 田代　令央(2) 八潮 11.74 Q 2 5 683 松江　　優(2) 朝霞第二 11.87 Q
ｲﾜﾓﾄ ｺｳｽｹ 吉川 ｷｸﾁ ｸﾗｳﾄﾞ 川口

3 4 2042 岩本　康祐(2) 吉川中央 11.86 3 6 31 菊地　蔵音(2) 川口上青木 11.89
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾞﾝ 北葛飾郡 ｺﾑﾛ ﾕｳｷ 新座

4 9 282 松崎　　元(2) 北葛飾昌平 11.92 4 2 748 小室　勇貴(2) 新座第四 11.93
ｱﾗｲ ﾋｶﾙ 深谷 ｿﾒﾔ ｺｳﾍｲ 北足立郡

5 8 531 新井　晶琉(2) 深谷花園 11.99 5 8 122 染谷　航平(2) 北足伊奈学園 12.09
ﾑﾗﾉｲ ｱｵ 鴻巣 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 坂戸

6 7 474 村野井葵生(2) 鴻巣西 12.00 6 3 942 若林　　樹(2) 坂戸 12.10
ｱﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 越谷 ﾖｺﾀ ｷｮｳｽｹ 白岡

7 2 625 安部治太郎(2) 越谷千間台 12.08 7 7 2083 横田　恭佑(2) 白岡南 12.16
ｵｵﾂﾎﾞ ｱﾂｼ さいたま ｾﾘｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 所沢

8 3 401 大坪　京史(2) さ本太 12.17 8 9 302 芹川　幸寛(2) 所沢中央 12.17

3組 (風:+0.6) 決　勝　 (風:-1.2)

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

ﾂｼﾞ ﾌﾐﾔ 鶴ヶ島 ﾑﾗﾀ ｱﾑ 入間

1 6 982 辻　　史弥(2) 鶴ヶ島富士見 11.67 Q 1 4 645 村田　愛武(2) 入間藤沢 11.62
ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 児玉郡 ｲﾀﾞ ｼｮｳﾏ 熊谷

2 4 202 吉沢　　剛(2) 児玉上里北 11.69 Q 2 5 93 井田　翔眞(2) 熊谷富士見 11.79
ﾇﾉｶﾜ ｼｭﾝﾎ 戸田 ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 児玉郡

3 5 662 布川　隼帆(2) 戸田 11.72 q 3 7 202 吉沢　　剛(2) 児玉上里北 11.86
ｴﾗﾌﾞ ﾋｭｳﾏ 川口 ﾇﾉｶﾜ ｼｭﾝﾎ 戸田

4 7 30 撰　飛雄馬(2) 川口上青木 11.82 q 4 3 662 布川　隼帆(2) 戸田 11.87
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾔ 狭山 ﾂｼﾞ ﾌﾐﾔ 鶴ヶ島

5 9 367 岩本　祐弥(2) 狭山中央 11.87 5 6 982 辻　　史弥(2) 鶴ヶ島富士見 11.88
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 入間郡 ﾀｼﾛ ﾚｵ 八潮

6 8 141 小澤　勇希(2) 入間郡越生 11.92 6 8 842 田代　令央(2) 八潮 11.90
ﾘﾝ ﾘｭｳｷ ふじみ野 ｴﾗﾌﾞ ﾋｭｳﾏ 川口

7 2 861 林　　龍希(2) ふじみ野葦原 11.94 7 2 30 撰　飛雄馬(2) 川口上青木 12.01
ｻｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ さいたま ﾏﾂｴ ﾕｳ 朝霞

8 3 19 坂本　光翼(2) さ宮原 11.98 8 9 683 松江　　優(2) 朝霞第二 12.04



中学３年男子100m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        10.4      桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988
日本中学記録(JH)        10.56     宮本　大輔(山　口・周　陽)            2014 6月9日 09:55 予　選
埼玉県中学校記録(SJ)    10.69     塚本ｼﾞｬｽﾃｨﾝ惇平(新　座・新座五)       2015 6月9日 13:20 準決勝
大会記録(GR)            10.85     志田　佳彦(春日部・武　里)            2001 6月9日 14:40 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:0.0) 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
ﾖｼﾉ ﾊﾙｷ 蓮田 ﾖｼﾋｻ ｺｳﾍｲ 春日部

1 5 922 吉野　陽輝(3) 蓮田南 11.36 Q 1 5 447 吉久　航平(3) 春日部飯沼 11.34 Q
ｷｸﾁ ﾄｷｵ 新座 ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ 新座

2 4 749 菊池　時雄(3) 新座第五 11.45 Q 2 9 741 木村　颯太(3) 新座第二 11.39 Q
ﾏｻｷ ﾊﾙｷ 草加 ｻﾄｳ ﾚｵ 所沢

3 3 584 正木　春輝(3) 草加栄 11.50 Q 3 6 303 佐藤　玲央(3) 所沢南陵 11.64 Q
ﾂﾂﾊﾞ ｱﾂﾔ 入間 ｲｾｻﾞｷ ﾀｲﾁﾛｳ 日高

4 7 647 筒場　敦也(3) 入間藤沢 11.83 4 4 2005 伊勢崎太一郎(3) 日高高萩北 11.79
ｸﾄﾞｳ ﾚｲﾑ さいたま ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ さいたま

5 8 42 工藤　令夢(3) さ宮原 11.87 5 3 54 石田　悠馬(3) さ与野南 11.81
ﾊｲｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 川越 ｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 行田

6 6 63 蓜島　隆斗(3) 川越城北埼玉 11.89 6 7 105 伊藤　敏弘(3) 行田長野 11.94
ﾏﾂｷ ﾏｻﾔ 熊谷 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 幸手

7 9 99 松木　雅哉(3) 熊谷大里 11.99 7 2 963 吉田　知生(3) 幸手西 12.23
ｷｻｲﾁ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 戸田 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 蓮田

8 2 663 私市竜二郎(3) 戸田喜沢 12.03 8 8 929 清水　翔太(3) 蓮田平野 12.25
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 桶川

9 1 792 長谷川貴大(3) 桶川東 12.20

3組 (風:+0.5) 4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
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｾｲ さいたま ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳ さいたま

1 5 4 村松　康生(3) さ城北 11.24 Q 1 9 406 工藤　　稜(3) さ大久保 11.49 Q
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 川口 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 久喜

2 4 28 高田　真吾(3) 川口安行東 11.43 Q 2 5 801 鈴木　基弘(3) 久喜 11.55 Q
ｸﾒｶﾜ ﾅﾂﾑ 鴻巣 ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 本庄

3 8 463 粂川　夏夢(3) 鴻巣吹上 11.69 Q 3 7 423 田島　昇拓(3) 本庄児玉 11.59 Q
ｻｶｳｴ ｶｲﾄ 児玉郡 ﾊｽﾇﾏ ｺｳｾｲ 川口

4 9 203 坂上  海斗(3) 児玉上里 11.92 4 6 29 蓮沼　昂成(3) 川口東 11.67 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 北足立郡 ﾌｼﾞｲ ｺｳｽｹ 富士見

5 3 124 渡邉　涼太(3) 北足伊奈小針 12.24 5 8 888 藤井　晃輔(3) 富士見勝瀬 11.72 q
ﾅｶﾉ ｱﾕﾑ 秩父 ﾔﾏﾋﾗ ｹｲｺﾞ 北本

6 2 330 中野　歩夢(3) 秩父大田 12.27 6 2 823 山平　恵瑚(3) 北本東 11.86
ﾊﾅﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 草加 ｲｼｲ ｹｲﾔ 三郷

6 583 花屋龍ノ介(3) 草加谷塚 DNS 7 4 903 石井　慧也(3) 三郷早稲田 11.91 S
ｴﾀﾞ ﾀｸﾄ 加須 ﾌｧﾝﾇｳ ﾅﾑ 八潮

7 248 江田　拓斗(3) 加須北川辺 DNS 8 3 843 ﾌｧﾝ   ﾇｳﾅﾑ(3) 八潮 11.91 S

5組 (風:0.0) 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
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 深谷 ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 坂戸

1 5 522 小野寺　潤(3) 深谷川本 11.13 Q 1 6 943 上原リョウジ(3) 坂戸 11.45 Q
ｺｲｹ ｶｽﾞﾔ 上尾 ﾉｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 越谷

2 6 575 小池　和哉(3) 上尾大谷 11.48 Q 2 4 626 野澤　武琉(3) 越谷栄進 11.64 S Q
ｻﾄｳ ﾚﾝ 朝霞 ﾖｺｲ ﾕｳｷ 羽生

3 7 685 佐藤　　蓮(3) 朝霞第一 11.50 Q 3 3 503 横井　優貴(3) 羽生東 11.64 S Q
ﾇﾏｼﾞﾘ ﾊﾔﾄ 大里郡 ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 入間郡

4 9 223 沼尻　颯斗(3) 大里寄居 11.91 4 7 142 増田　虎雅(3) 入間郡藤久保 11.81
ｶﾜﾀﾞ ﾐﾅﾄ さいたま ｶﾞﾝﾋﾞｰﾙ ｷﾗﾄ 北葛飾郡

5 8 7 河田　港人(3) さ春野 11.95 5 5 283 ｶﾞﾝﾋﾞｰﾙ輝斗(3) 北葛飾杉戸 11.86
ﾖｺﾀ ｺｳｲﾁ 秩父郡 ｲｼｲ ｼｮｳｲ 比企郡

6 3 189 横田　晃一(3) 秩父郡横瀬 12.01 6 9 163 石井　翔威(3) 比企鳩山 11.94
ｷﾀﾔﾏ ｾｲｼﾞ 東松山 ﾎﾄﾞﾀ ﾖｳｽｹ 吉川

7 2 383 北山　誠司(3) 東松山北 12.08 7 8 2043 程田　瑛介(3) 吉川南 12.18
ﾀｶﾂｷ ﾕｳﾀ 加須 ﾐﾅﾐﾊﾗ ｼﾞﾛｳ 白岡

8 4 257 髙月　悠汰(3) 加須昭和 12.21 8 1 2084 南原　二良(3) 白岡篠津 12.36
ｼﾏﾑﾗ ﾌﾐﾔ 志木

9 2 726 島村　文也(3) 志木宗岡第二 12.42



7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
ﾎｯﾀ ｼｭﾝﾄ 鴻巣

1 4 462 堀田　竣斗(3) 鴻巣吹上 11.03 Q
ﾓﾘ ﾏｻﾔ さいたま

2 3 405 森　　誠也(3) さ上大久保 11.47 Q
ｼﾀﾗ ｵｳｶﾞ 狭山

3 5 369 設楽　王我(3) 狭山堀兼 11.48 Q
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝｾｲ 南埼玉郡

4 7 266 中村　仁成(3) 南埼玉百間 11.76 q
ｳﾒﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 春日部

5 6 444 梅田　大輔(3) 春日部豊野 11.89
ﾇﾏﾀ ｱﾂﾑ 鶴ヶ島

6 9 984 沼田　　侑(3) 鶴ヶ島 11.97
ﾆﾍｲ ﾚﾝ ふじみ野

7 8 870 仁平　　蓮(3) ふじみ野大井 12.09
ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾝﾀ 深谷

8 2 1522 遠藤　蓮太(3) 深谷岡部 12.19
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 飯能

9 1 347 鈴木　陸史(3) 飯能原市場 12.44

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:+0.5) 2組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｾｲ さいたま ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 深谷

1 4 4 村松　康生(3) さ城北 11.13 Q 1 7 522 小野寺　潤(3) 深谷川本 11.10 Q
ﾖｼﾉ ﾊﾙｷ 蓮田 ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ 新座

2 6 922 吉野　陽輝(3) 蓮田南 11.30 Q 2 6 741 木村　颯太(3) 新座第二 11.47 Q
ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳ さいたま ｻﾄｳ ﾚﾝ 朝霞

3 7 406 工藤　　稜(3) さ大久保 11.40 q 3 8 685 佐藤　　蓮(3) 朝霞第一 11.49
ｷｸﾁ ﾄｷｵ 新座 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 川口

4 5 749 菊池　時雄(3) 新座第五 11.41 q 4 4 28 高田　真吾(3) 川口安行東 11.51
ﾏｻｷ ﾊﾙｷ 草加 ﾊｽﾇﾏ ｺｳｾｲ 川口

5 8 584 正木　春輝(3) 草加栄 11.60 5 2 29 蓮沼　昂成(3) 川口東 11.65
ﾖｺｲ ﾕｳｷ 羽生 ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 坂戸

6 2 503 横井　優貴(3) 羽生東 11.66 6 5 943 上原リョウジ(3) 坂戸 11.68
ｸﾒｶﾜ ﾅﾂﾑ 鴻巣 ｼﾀﾗ ｵｳｶﾞ 狭山

7 3 463 粂川　夏夢(3) 鴻巣吹上 11.79 7 9 369 設楽　王我(3) 狭山堀兼 11.72
ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 本庄 ﾌｼﾞｲ ｺｳｽｹ 富士見

9 423 田島　昇拓(3) 本庄児玉 DNS 8 3 888 藤井　晃輔(3) 富士見勝瀬 11.86

3組 (風:-0.8) 決　勝　 (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
ﾎｯﾀ ｼｭﾝﾄ 鴻巣 ﾎｯﾀ ｼｭﾝﾄ 鴻巣

1 7 462 堀田　竣斗(3) 鴻巣吹上 11.14 Q 1 5 462 堀田　竣斗(3) 鴻巣吹上 11.02
ｺｲｹ ｶｽﾞﾔ 上尾 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 深谷

2 6 575 小池　和哉(3) 上尾大谷 11.48 Q 2 7 522 小野寺　潤(3) 深谷川本 11.03
ﾓﾘ ﾏｻﾔ さいたま ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｾｲ さいたま

3 5 405 森　　誠也(3) さ上大久保 11.49 3 4 4 村松　康生(3) さ城北 11.24
ﾖｼﾋｻ ｺｳﾍｲ 春日部 ﾖｼﾉ ﾊﾙｷ 蓮田

4 4 447 吉久　航平(3) 春日部飯沼 11.50 4 6 922 吉野　陽輝(3) 蓮田南 11.38
ﾉｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 越谷 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳ さいたま

5 8 626 野澤　武琉(3) 越谷栄進 11.67 5 3 406 工藤　　稜(3) さ大久保 11.39
ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 久喜 ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ 新座

6 9 801 鈴木　基弘(3) 久喜 11.71 6 8 741 木村　颯太(3) 新座第二 11.41
ｻﾄｳ ﾚｵ 所沢 ｷｸﾁ ﾄｷｵ 新座

7 2 303 佐藤　玲央(3) 所沢南陵 11.73 7 2 749 菊池　時雄(3) 新座第五 11.45
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝｾｲ 南埼玉郡 ｺｲｹ ｶｽﾞﾔ 上尾

8 3 266 中村　仁成(3) 南埼玉百間 11.98 8 9 575 小池　和哉(3) 上尾大谷 11.58



中学男子200m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        21.18     日吉　克実(静　岡・伊豆修善寺)        2010

埼玉県中学校記録(SJ)    21.6      名倉　雅弥(鶴ヶ島・　藤)              1990
埼玉県中学校記録(SJ)    21.97     小島　雅章(川　本・川　本)            1990 6月10日 09:10 予　選
大会記録(GR)            21.97     小原　雅史(さいたま・埼玉栄)          2015 6月10日 12:25 準決勝

大会記録(GR)            21.9      名倉　雅弥(鶴ヶ島・　藤)              1984 6月10日 14:05 決　勝

予　選　8組2着＋8

1組 (風:+2.8) 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
ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ 新座 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 深谷

1 7 741 木村　颯太(3) 新座第二 22.73 Q 1 5 522 小野寺　潤(3) 深谷川本 22.85 Q
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ さいたま ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 越谷

2 5 54 石田　悠馬(3) さ与野南 23.59 Q 2 7 627 原口　雄多(3) 越谷東 23.45 Q
ｸﾒｶﾜ ﾅﾂﾑ 鴻巣 ｾｲﾜ ﾕｳｶﾞ 久喜

3 4 463 粂川　夏夢(3) 鴻巣吹上 23.74 q 3 8 802 清和　悠芽(3) 久喜 24.00
ｶﾞﾝﾋﾞｰﾙ ｷﾗﾄ 北葛飾郡 ｶﾜﾀﾞ ﾐﾅﾄ さいたま

4 6 283 ｶﾞﾝﾋﾞｰﾙ輝斗(3) 北葛飾杉戸 23.83 q 4 6 7 河田　港人(3) さ春野 24.03
ﾌｧﾝﾇｳ ﾅﾑ 八潮 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝｾｲ 南埼玉郡

5 8 843 ﾌｧﾝ   ﾇｳﾅﾑ(3) 八潮 24.28 5 4 266 中村　仁成(3) 南埼玉百間 24.03
ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾏ 草加 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 入間郡

6 2 585 内田　巧馬(3) 草加両新田 24.36 6 9 141 小澤　勇希(2) 入間郡越生 24.59
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 比企郡 ﾌｸｼﾏ ﾔﾏﾄ 北足立郡

7 9 164 中村　文哉(3) 比企菅谷 24.43 7 3 125 福島　大和(3) 北足伊奈小針 24.60
ﾐﾔｳﾗ ｱｰﾙ 行田 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 飯能

8 3 101 宮浦　歩輝(3) 行田忍 25.06 8 2 347 鈴木　陸史(3) 飯能原市場 25.93

3組 (風:+1.0) 4組 (風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾎｯﾀ ｼｭﾝﾄ 鴻巣 ｵｵﾀ ｾﾞﾝ 上尾

1 7 462 堀田　竣斗(3) 鴻巣吹上 22.37 Q 1 6 572 太田　　善(2) 上尾上平 22.87 Q
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｾｲ さいたま ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 春日部

2 5 4 村松　康生(3) さ城北 23.19 Q 2 7 455 坂本　康輔(3) 春日部東 23.70 Q
ﾇﾏｼﾞﾘ ﾊﾔﾄ 大里郡 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｷﾔ 川越

3 4 223 沼尻　颯斗(3) 大里寄居 23.87 q 3 4 64 田端裕希也(3) 川越大東 24.15
ﾆﾍｲ ﾚﾝ ふじみ野 ｻｶｲ ｼｭｳﾄ 入間

4 6 870 仁平　　蓮(3) ふじみ野大井 24.36 4 9 648 坂井　修斗(3) 入間藤沢 24.20
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 坂戸 ｵﾉﾂﾞｶ ﾀﾂﾐ 朝霞

5 8 942 若林　　樹(2) 坂戸 24.42 5 3 686 小野塚達巳(3) 朝霞第一 24.34
ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 児玉郡 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 幸手

6 2 202 吉沢　　剛(2) 児玉上里北 24.47 6 8 962 田中　翔梧(2) 幸手西 24.39
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 和光 ｱｷﾓﾄ ｼｮｳ 吉川

7 3 772 近藤  涼介(3) 和光大和 27.89 7 5 2044 秋元　　奨(3) 吉川南 24.60
ﾀｶﾂｷ ﾕｳﾀ 加須

9 257 髙月　悠汰(3) 加須昭和 DNS

5組 (風:+1.7) 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
ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳ さいたま ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 川口

1 6 406 工藤　　稜(3) さ大久保 23.20 Q 1 4 28 高田　真吾(3) 川口安行東 23.47 Q
ﾖｼﾉ ﾊﾙｷ 蓮田 ｲﾀﾞ ｼｮｳﾏ 熊谷

2 5 922 吉野　陽輝(3) 蓮田南 23.38 Q 2 7 93 井田　翔眞(2) 熊谷富士見 23.48 Q
ﾖｺｲ ﾕｳｷ 羽生 ﾌｼﾞｲ ｺｳｽｹ 富士見

3 4 503 横井　優貴(3) 羽生東 23.70 q 3 9 888 藤井　晃輔(3) 富士見勝瀬 24.08
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 狭山 ｻﾄｳ ﾚｵ 所沢

4 9 370 原田　祐希(3) 狭山西武文理 23.92 4 5 303 佐藤　玲央(3) 所沢南陵 24.35
ﾊｽﾇﾏ ｺｳｾｲ 川口 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳﾏ 三郷

5 8 29 蓮沼　昂成(3) 川口東 24.14 5 3 904 五十嵐亮真(3) 三郷早稲田 24.88
ｲｾｻﾞｷ ﾀｲﾁﾛｳ 日高 ｳﾗ ｹﾝｽｹ 北本

6 3 2005 伊勢崎太一郎(3) 日高高萩北 24.64 6 8 824 浦　　憲介(3) 北本 24.93
ｱｻｶ ｾｲﾔ 秩父郡 ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 本庄

7 2 190 浅賀　晟弥(3) 秩父郡横瀬 26.41 6 423 田島　昇拓(3) 本庄児玉 DNS
ｼﾉﾍ ﾀﾂﾛｳ 加須

7 244 四戸　達朗(3) 加須騎西 DNS



7組 (風:+0.7) 8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
ﾖｼﾋｻ ｺｳﾍｲ 春日部 ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾀ 深谷

1 7 447 吉久　航平(3) 春日部飯沼 22.92 Q 1 6 525 戸澤　宏太(3) 深谷川本 23.26 Q
ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 久喜 ﾏｻｷ ﾊﾙｷ 草加

2 5 801 鈴木　基弘(3) 久喜 23.11 Q 2 5 584 正木　春輝(3) 草加栄 23.43 Q
ﾇﾉｶﾜ ｼｭﾝﾎ 戸田 ｷﾀﾔﾏ ｾｲｼﾞ 東松山

3 6 662 布川　隼帆(2) 戸田 23.88 q 3 7 383 北山　誠司(3) 東松山北 23.67 q
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 新座 ﾂｼﾞ ﾌﾐﾔ 鶴ヶ島

4 9 750 山本純太郎(3) 新座立教新座 24.21 4 4 982 辻　　史弥(2) 鶴ヶ島富士見 23.69 q
ｻﾄｳ ﾘｸ 桶川 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｷ さいたま

5 4 781 佐藤　　陸(3) 桶川 24.37 5 8 407 村山　悠希(3) さ木崎 23.72 q
ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ 上尾 ﾅｶﾉ ｱﾕﾑ 秩父

6 8 565 山下　翔太(3) 上尾東 24.49 6 9 330 中野　歩夢(3) 秩父大田 24.29
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 志木 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ 蕨

7 2 725 渡邉　雄斗(3) 志木宗岡第二 24.74 7 3 601 泉　諒太郎(2) 蕨第一 25.92
ﾖｺﾀ ｷｮｳｽｹ 白岡

8 3 2083 横田　恭佑(2) 白岡南 25.96

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:+0.7) 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
ｵｵﾀ ｾﾞﾝ 上尾 ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ 新座

1 6 572 太田　　善(2) 上尾上平 22.72 Q 1 4 741 木村　颯太(3) 新座第二 22.69 Q
ﾖｼﾋｻ ｺｳﾍｲ 春日部 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｾｲ さいたま

2 5 447 吉久　航平(3) 春日部飯沼 23.00 Q 2 5 4 村松　康生(3) さ城北 23.27 Q
ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾀ 深谷 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳ さいたま

3 4 525 戸澤　宏太(3) 深谷川本 23.30 q 3 6 406 工藤　　稜(3) さ大久保 23.44
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ さいたま ﾏｻｷ ﾊﾙｷ 草加

4 7 54 石田　悠馬(3) さ与野南 23.35 4 8 584 正木　春輝(3) 草加栄 23.51
ﾖｺｲ ﾕｳｷ 羽生 ｲﾀﾞ ｼｮｳﾏ 熊谷

5 8 503 横井　優貴(3) 羽生東 23.51 5 9 93 井田　翔眞(2) 熊谷富士見 23.60
ｶﾞﾝﾋﾞｰﾙ ｷﾗﾄ 北葛飾郡 ﾂｼﾞ ﾌﾐﾔ 鶴ヶ島

6 3 283 ｶﾞﾝﾋﾞｰﾙ輝斗(3) 北葛飾杉戸 23.78 6 3 982 辻　　史弥(2) 鶴ヶ島富士見 24.00
ﾇﾏｼﾞﾘ ﾊﾔﾄ 大里郡 ﾇﾉｶﾜ ｼｭﾝﾎ 戸田

7 2 223 沼尻　颯斗(3) 大里寄居 24.09 7 2 662 布川　隼帆(2) 戸田 24.01
ｸﾒｶﾜ ﾅﾂﾑ 鴻巣 ﾖｼﾉ ﾊﾙｷ 蓮田

9 463 粂川　夏夢(3) 鴻巣吹上 DNS 7 922 吉野　陽輝(3) 蓮田南 DNS

3組 (風:-0.3) 決　勝　 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎｯﾀ ｼｭﾝﾄ 鴻巣 ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ 新座

1 4 462 堀田　竣斗(3) 鴻巣吹上 22.95 Q 1 6 741 木村　颯太(3) 新座第二 22.48
ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 久喜 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 久喜

2 6 801 鈴木　基弘(3) 久喜 23.04 Q 2 8 801 鈴木　基弘(3) 久喜 22.69
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 越谷 ﾖｼﾋｻ ｺｳﾍｲ 春日部

3 5 627 原口　雄多(3) 越谷東 23.35 q 3 4 447 吉久　航平(3) 春日部飯沼 22.83
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 川口 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｾｲ さいたま

4 9 28 高田　真吾(3) 川口安行東 23.57 4 9 4 村松　康生(3) さ城北 22.93
ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 春日部 ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾀ 深谷

5 8 455 坂本　康輔(3) 春日部東 23.68 5 3 525 戸澤　宏太(3) 深谷川本 23.19
ｷﾀﾔﾏ ｾｲｼﾞ 東松山 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 越谷

6 3 383 北山　誠司(3) 東松山北 23.80 6 2 627 原口　雄多(3) 越谷東 23.50
ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｷ さいたま ｵｵﾀ ｾﾞﾝ 上尾

7 2 407 村山　悠希(3) さ木崎 23.85 5 572 太田　　善(2) 上尾上平 DNS
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 深谷 ﾎｯﾀ ｼｭﾝﾄ 鴻巣

7 522 小野寺　潤(3) 深谷川本 DNS 7 462 堀田　竣斗(3) 鴻巣吹上 DNS



中学男子400m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        48.15     谷川　鈴扇(群　馬・邑　楽)            2009
埼玉県中学校記録(SJ)    48.56     伊藤　健太(草　加・新　栄)            2009 6月9日 12:45 予　選
大会記録(GR)            49.74     阿部健太郎(川　口・青　木)            1991 6月9日 14:20 決　勝

予　選　7組0着＋8

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

ｶﾅﾂｶ ｼﾝﾍﾟｲ 児玉郡 ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾀ 深谷

1 6 204 金塚　心平(2) 児玉美里 54.06 1 7 525 戸澤　宏太(3) 深谷川本 52.05 q
ﾖｼｶﾜ ｶｲｼﾞ 富士見 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｷ さいたま

2 4 884 吉川　快之(3) 富士見台 54.16 2 4 407 村山　悠希(3) さ木崎 52.08 q
ｻﾜｷ ﾀｶﾄ さいたま ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾉﾙ 鴻巣

3 7 411 澤樹　鷹人(3) さ上大久保 54.47 3 6 466 中島　　実(3) 鴻巣吹上 53.97
ｲｼﾊﾗ ｹｲｽｹ 桶川 ｱﾏﾉ ｹﾝｺﾞ ふじみ野

4 8 782 石原　佳祐(3) 桶川 55.43 4 8 863 天野　兼吾(3) ふじみ野福岡 55.65
ｱｻｲ ﾀｶﾅﾘ 草加 ｿｳﾀﾞ ｹｲｺﾞ 北足立郡

5 5 587 浅井　貴成(3) 草加栄 55.53 5 9 127 宗田　圭吾(3) 北足伊奈小針 55.96
ｺﾑﾛ ｱｵｲ 飯能 ｱﾗｲ ﾋﾋﾞｷ 加須

6 3 351 小室　　碧(3) 飯能第一 56.85 6 5 249 荒井　　響(3) 加須北川辺 56.08
ｱｶﾂ ﾕｳﾋ 鶴ヶ島 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾀ 本庄

7 9 985 赤津　雄飛(2) 鶴ヶ島藤 57.17 7 2 424 三浦　良太(3) 本庄東 58.19
ｶﾐｵｶ ｹﾝｼﾝ 南埼玉郡

8 3 268 上岡　健心(2) 南埼玉前原 1:00.12

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

ﾔﾏﾓﾄ ｼｷ さいたま ﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 川口

1 4 408 山本　至起(3) さ大谷場 52.93 q 1 5 26 原　　及博(3) 川口芝東 53.92
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 戸田 ﾔﾏｼﾀ ｺﾀﾛｳ さいたま

2 6 664 佐藤　優太(3) 戸田 53.55 q 2 6 410 山下鼓太郎(3) さ白幡 54.32
ｼｶﾞ ﾊﾙｷ 蓮田 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 東松山

3 8 924 志賀　暖樹(3) 蓮田南 53.87 3 8 384 小林　拓未(3) 東松山東 55.38
ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾕｷ 入間郡 ｼｼｸﾗ ﾅｵｷ 越谷

4 5 143 石塚　貴之(3) 入間郡藤久保 54.72 4 7 628 宍倉　尚季(3) 越谷大相模 55.87
ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 所沢 ｵｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 行田

5 9 304 西村　皐生(3) 所沢東 54.89 5 9 106 岡島　孝太(2) 行田長野 56.28
ﾐﾈﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 北本 ｱｷﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 加須

6 7 825 峯村　朋之(3) 北本宮内 55.10 6 3 258 秋山　　楓(2) 加須昭和 56.97
ｲﾄｳ ﾖｳﾀ 日高 ﾋﾗﾇﾏ ﾋﾛｷ 秩父郡

7 2 2002 伊藤　陽太(3) 日高高麗川 55.11 7 2 191 平沼　大輝(3) 秩父郡横瀬 58.90
ｳｴﾉ ｺｳｾｲ 幸手 ﾄﾁｷﾞ ﾘﾝ 朝霞

8 3 964 上野　康生(3) 幸手 59.16 4 687 栃木　　倫(3) 朝霞第三 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

ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｳﾀ 吉川 ﾔﾏｼﾀ ﾌｳﾀ 入間

1 4 2045 山﨑　楓太(3) 吉川東 53.56 q 1 8 649 山下　楓太(3) 入間藤沢 53.28 q
ｵｵﾀ ﾚﾝﾄ さいたま ｳｽﾀﾞ ﾅﾂｷ さいたま

2 6 412 太田　蓮斗(3) さ土合 54.61 2 6 409 臼田　夏樹(3) さ与野西 53.90
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 春日部 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 志木

3 7 446 中島　海斗(3) 春日部豊野 54.65 3 5 725 渡邉　雄斗(3) 志木宗岡第二 55.61
ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 上尾 ﾉｼﾞﾏ ｶｲﾄ 八潮

4 5 567 田中　貴公(3) 上尾西 54.72 4 4 844 野島　海翔(3) 八潮 56.30
ﾄﾞｲ ｼｮｳﾀ 川口 ｽｷﾞｻｷ ｿﾗ 狭山

5 8 27 土井　将太(3) 川口青木 55.53 5 7 368 杉﨑　想楽(3) 狭山中央 56.36
ﾅｶﾞｲ ﾖｼｱｷ 羽生 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾉｽｹ 和光

6 9 504 永井　良明(3) 羽生南 55.55 6 9 766 鈴木剣之介(3) 和光第三 57.35
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 大里郡 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｶﾞ 秩父

7 3 224 小林　瑞樹(3) 大里寄居 57.03 7 3 331 倉林　宏河(2) 秩父大田 58.23
ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 北葛飾郡

8 2 284 阿部　翔太(2) 北葛飾杉戸 57.81

7組 決　勝　
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

ｲｼﾊﾞｼ ｹﾞﾝ 新座 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾞﾝ 新座

1 5 751 石橋　　弦(3) 新座第五 52.04 q 1 4 751 石橋　　弦(3) 新座第五 52.25
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾊﾙ 川越 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｷ さいたま

2 7 65 松原　希晴(3) 川越城北埼玉 53.47 q 2 7 407 村山　悠希(3) さ木崎 52.35
ｱﾝﾉｳ ﾀｶﾋﾛ 久喜 ﾔﾏﾓﾄ ｼｷ さいたま

3 8 810 安納　渉広(3) 久喜鷲宮 54.59 3 6 408 山本　至起(3) さ大谷場 52.43
ｷｼ ｼﾞｭﾝﾔ 比企郡 ﾔﾏｼﾀ ﾌｳﾀ 入間

4 4 165 岸　　潤也(3) 比企小川東 54.76 4 8 649 山下　楓太(3) 入間藤沢 53.25
ｶｷﾇﾏ ﾊﾔﾄ 坂戸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｳﾀ 吉川

5 6 944 柿沼　勇飛(3) 坂戸 55.51 5 2 2045 山﨑　楓太(3) 吉川東 53.40
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 三郷 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 戸田

6 2 1902 中村　海斗(3) 三郷前川 55.54 6 3 664 佐藤　優太(3) 戸田 53.71
ｻｹﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 熊谷 ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾀ 深谷

7 9 82 酒本　　翼(2) 熊谷東 56.29 5 525 戸澤　宏太(3) 深谷川本 DNS
ｵｶﾀﾞ ﾕｳ 戸田 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾊﾙ 川越

8 3 665 岡田　　優(3) 戸田 1:00.53 9 65 松原　希晴(3) 川越城北埼玉 DNS



中学男子800m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        1:53.15   和田　仁志(長　野・赤　穂)            1983
埼玉県中学校記録(SJ)    1:54.09   山崎　浩二(越　谷・越谷東)            1989 6月10日 11:20 予　選
大会記録(GR)            1:55.2    巽　　博和(三　芳・藤久保)            1984 6月10日 14:45 決　勝

予　選　8組0着＋8

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

ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾀﾛｳ 川越 ｲｲﾊﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 川越

1 5 66 五十嵐堅太郎(3) 川越砂 2:00.58 q 1 9 67 飯濱友太郎(3) 川越城南 2:01.01 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾅﾄ 川口 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾞﾝ 新座

2 4 21 原田　愛星(3) 川口在家 2:01.35 q 2 5 751 石橋　　弦(3) 新座第五 2:01.33 q
ｲｼﾞﾁ ｹﾝｿﾞｳ 鶴ヶ島 ｵｵﾂｷ ﾕｳｾｲ 吉川

3 6 986 伊地知賢造(3) 鶴ヶ島藤 2:03.57 3 6 2048 大槻　優晴(3) 吉川南 2:01.55 q
ﾔﾏｼﾀ ｺﾀﾛｳ さいたま ｵｵﾀ ﾚﾝﾄ さいたま

4 8 410 山下鼓太郎(3) さ白幡 2:05.12 4 3 412 太田　蓮斗(3) さ土合 2:02.02
ﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 川口 ｽｷﾞﾀ ﾘｷﾄ 鴻巣

5 2 26 原　　及博(3) 川口芝東 2:06.20 5 2 467 杉田　力斗(3) 鴻巣吹上 2:03.10
ｲﾄｳ ｼﾞﾝ 春日部 ｸﾉ ﾕｳｾｲ 鶴ヶ島

6 9 456 伊藤　　仁(3) 春日部東 2:06.35 6 4 987 久野　優正(2) 鶴ヶ島藤 2:03.44
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 加須 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ さいたま

7 3 245 渡邉　直希(3) 加須騎西 2:06.94 7 7 415 小川　翔大(3) さ開智 2:05.12
ｲﾉ ｶｽﾞﾏ さいたま ﾖｼｶﾜ ｶｲｼﾞ 富士見

7 414 猪野　和真(3) さ八王子 DNF 8 8 884 吉川　快之(3) 富士見台 2:05.17

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

ｱﾗｲ ｼｭﾝｽｹ さいたま ﾔﾏｶﾞﾐ ｺｳｽｹ 所沢

1 6 413 新井　俊祐(3) さ日進 1:59.90 q 1 3 305 山上　滉介(2) 所沢美原 2:04.41
ﾀｶﾐｻﾜ ﾚｲ 飯能 ｲﾉ ｺｳﾀ 深谷

2 5 352 高見沢　怜(3) 飯能西 2:00.57 q 2 8 1529 猪野　晃汰(3) 深谷岡部 2:04.58
ｱｲｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 越谷 ｶﾐﾖｼｶﾜ ｿｳﾏ 新座

3 7 622 相川　響希(3) 越谷栄進 2:01.62 q 3 5 752 上吉川颯馬(2) 新座第五 2:05.12
ﾎﾘﾀ ﾄﾓﾔ さいたま ｵｵﾊﾞ ｹｲｽｹ 朝霞

4 8 417 堀田　朝也(3) さ常盤 2:05.40 4 4 688 大場　圭祐(3) 朝霞第二 2:06.11
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ さいたま ﾔﾏｻﾞﾄ ﾀｲｶﾞ 川越

5 9 416 板東　拓希(3) さ大宮南 2:05.43 5 1 1070 山里　大雅(3) 川越高階 2:06.44
ｳﾒｻﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 比企郡 ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾀ さいたま

6 3 166 梅沢　周平(3) 比企川島 2:09.63 6 7 418 西村　颯泰(3) さ春野 2:06.85
ﾓﾄﾑﾗ ﾕｳﾄ 加須 ｲｼﾊﾗ ｹｲｽｹ 桶川

7 2 242 本村　優斗(3) 加須大利根 2:15.01 7 9 782 石原　佳祐(3) 桶川 2:07.63
ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 吉川 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳﾏ 上尾

4 2049 佐藤　駿人(3) 吉川南 DNS 8 6 566 豊田　優磨(3) 上尾原市 2:10.86
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ 草加

9 2 588 唐澤　拓海(3) 草加青柳 2:11.93

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

ｾｷ ｱﾂｼ 入間郡 ｳｹｶﾞﾜ ﾘｮｳ 坂戸

1 4 146 関　　　淳(3) 入間郡越生 2:05.85 1 8 945 受川　　崚(3) 坂戸浅羽野 2:07.60
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｷ 狭山 ﾆｲﾎﾘ ｹﾝ 日高

2 6 365 山本　隼煕(3) 狭山山王 2:06.78 2 4 2004 新堀　　健(3) 日高高麗川 2:08.77
ﾔﾏﾅｶ ﾐｱ 久喜 ｻｲﾄｳ ｶｲ 東松山

3 9 811 山中　碧々(3) 久喜 2:07.56 3 7 385 齊藤　　海(3) 東松山白山 2:08.93
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 北足立郡 ｵｶﾉ ﾀｲﾁ 戸田

4 5 130 斉藤　陽輝(2) 北足伊奈小針 2:07.96 4 5 667 岡野　太一(3) 戸田新曽 2:12.67
ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙｷ 越谷 ｷｸﾁ ｹｲｽｹ 北葛飾郡

5 2 623 山川　陽希(3) 越谷栄進 2:08.01 5 6 285 菊地　圭祐(2) 北葛松伏第二 2:13.46
ﾐﾈﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 北本 ｼﾉﾀﾞ ｻﾄﾙ 熊谷

6 3 825 峯村　朋之(3) 北本宮内 2:08.41 6 3 90 篠田　　悟(3) 熊谷三尻 2:13.51
ｱｶﾂ ﾕｳﾋ 鶴ヶ島 ﾖｼﾉ ﾀｹﾙ 吉川

7 7 985 赤津　雄飛(2) 鶴ヶ島藤 2:10.29 7 2 2046 吉野　　岳(2) 吉川南 2:13.69
ﾅｶﾞｲ ﾖｼｱｷ 羽生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 大里郡

8 8 504 永井　良明(3) 羽生南 2:10.66 8 9 224 小林　瑞樹(3) 大里寄居 2:13.70



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

ﾔﾏﾈ ｿｳﾏ 幸手 ﾀｶﾔﾏ ﾅﾅﾐ 入間

1 7 965 山根　颯真(3) 幸手 2:08.27 1 6 642 高山　七海(3) 入間金子 2:08.29
ｼｶﾞ ﾊﾙｷ 蓮田 ﾌｼﾞｲ ﾖｳﾀ 三郷

2 4 924 志賀　暖樹(3) 蓮田南 2:08.69 2 4 906 藤井　陽太(3) 三郷北 2:14.42
ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 秩父 ﾈｷﾞｼ ｺｳﾀ 行田

3 2 332 倉林　大河(2) 秩父大田 2:12.07 3 5 114 根岸　洸太(2) 行田埼玉 2:15.54
ﾊﾔｼ ｱｷﾋﾛ 志木 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾔ 飯能

4 5 721 林　　晃弘(3) 志木 2:13.03 4 8 354 水谷　友哉(3) 飯能加治 2:15.93
ﾌｸｼﾏ ﾚﾝ 児玉郡 ｲﾅﾊﾞ ﾓﾄｷ 八潮

5 6 205 福島　　廉(3) 児玉美里 2:13.10 5 7 845 稲葉　元希(3) 八潮潮止 2:19.05
ｳｼｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ ふじみ野 ｿｳﾄﾒ ﾋﾄｼ 南埼玉郡

6 8 867 牛窪　大紀(2) ふじみ野花の木 2:14.47 6 3 269 早乙女陽俊(2) 南埼玉前原 2:20.67
ｱﾍﾞ ﾀｲｾｲ 白岡 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 秩父郡

7 3 2085 阿部　泰晴(3) 白岡菁莪 2:22.63 9 182 島田　龍成(3) 秩父郡長瀞 DQ,T1

ｾｷﾈ ﾀｶｷ 本庄

9 425 関根　崇希(3) 本庄西 DQ,T1

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾀﾛｳ 川越

1 5 66 五十嵐堅太郎(3) 川越砂 1:59.35
ｱﾗｲ ｼｭﾝｽｹ さいたま

2 4 413 新井　俊祐(3) さ日進 2:01.36
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾅﾄ 川口

3 9 21 原田　愛星(3) 川口在家 2:01.92
ｱｲｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 越谷

4 2 622 相川　響希(3) 越谷栄進 2:03.49
ｲｲﾊﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 川越

5 6 67 飯濱友太郎(3) 川越城南 2:04.24
ｲｼﾊﾞｼ ｹﾞﾝ 新座

6 8 751 石橋　　弦(3) 新座第五 2:04.26
ｵｵﾂｷ ﾕｳｾｲ 吉川

7 3 2048 大槻　優晴(3) 吉川南 2:04.28
ﾀｶﾐｻﾜ ﾚｲ 飯能

8 7 352 高見沢　怜(3) 飯能西 2:08.42



中学１年男子1500m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        3:55.90   池田　　親(兵庫・加古川山手)          2012
埼玉県中学校記録(SJ)    3:59.18   打越　雄允(さいたま・与野西)          2009
埼玉県中学校記録(SJ)    4:12.37   細田　海音(桶　川・　西)              2013 6月10日 12:00 予　選
大会記録(GR)            4:20.75   細田　海音(桶　川・桶川西)            2013 6月10日 14:55 決　勝

予　選　3組0着＋16

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

ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｷ 新座 ｱｶﾎﾞｼ ﾄｵﾏ 上尾

1 10 753 小泉　熙毅(1) 新座 4:34.45 q 1 3 561 赤星　龍舞(1) 上尾南 4:32.43 D q
ｵﾉ ﾄｵﾙ 戸田 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛｷ 川越

2 2 668 小野　　透(1) 戸田 4:35.31 q 1 14 68 飯塚　洸貴(1) 川越野田 4:32.43 D q
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ 比企郡 ﾏｴﾀﾞ ﾚﾝ 川越

3 19 167 久保田涼雅(1) 比企小川東 4:36.65 q 3 20 1079 前田　　蓮(1) 川越砂 4:34.25 q
ｷｸﾁ ｷｮｳｲﾁ 上尾 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 所沢

4 3 563 菊地　喬一(1) 上尾南 4:42.98 q 4 19 306 藤田　大貴(1) 所沢南陵 4:37.04 q
ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 川越 ｶﾈｺ ﾖｼｷ 川口

5 12 70 山中皇太郎(1) 川越高階西 4:46.83 5 11 1023 金子　良貴(1) 川口元郷 4:38.34 q
ｳｴﾉ ｼｭﾝﾔ 北葛飾郡 ﾖｺﾀ ｺｼﾞﾛｳ 行田

6 11 286 上野　隼弥(1) 北葛飾杉戸 4:48.86 6 10 107 横田小次郎(1) 行田長野 4:39.89 q
ｻｻｲ ｺｳﾀ 深谷 ｵｵﾀｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ さいたま

7 16 533 笹井　紘汰(1) 深谷明戸 4:50.21 7 15 420 大竹優一郎(1) さ大砂土 4:40.05 q
ｵｹﾀﾆ ｹﾝﾄ 草加 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 東松山

8 8 589 桶谷　健人(1) 草加谷塚 4:50.24 8 16 386 鈴木　勇翔(1) 東松山松山 4:44.63
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 狭山 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｱｷ

9 20 366 高橋　翔太(1) 狭山山王 4:52.00 9 21 177 田端　良壮(1) 比企小川東 4:50.14
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ さいたま ｵﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 鶴ヶ島

10 5 419 渡辺　　諒(1) さ常盤 4:52.02 10 2 988 小野翔太郎(1) 鶴ヶ島西 4:50.37
ﾐﾔﾀｹ ﾄｼﾔ 春日部 ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳﾏ 加須

11 17 457 宮竹利史哉(1) 春日部大増 4:53.24 11 8 246 田嶋　翔馬(1) 加須騎西 4:51.89
ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 朝霞 ﾓﾘﾀ ｹﾝｼﾝ 飯能

12 1 689 安部　颯人(1) 朝霞第一 4:58.49 12 9 359 森田　健伸(1) 飯能西 4:54.47
ｲｻﾞﾜ ﾘｸﾄ 桶川 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 白岡

13 9 785 伊澤　陸翔(1) 桶川 4:59.60 13 12 2082 奥田　健心(1) 白岡篠津 4:55.63
ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 三郷 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾜ 越谷

14 13 908 江口　大裕(1) 三郷北 4:59.84 14 4 635 山口　隆和(1) 越谷北陽 4:58.30
ﾓﾘ ｶｲｼﾝ 東松山 ｲﾉｳｴ ﾖｼｷ 本庄

15 18 397 森　　海津(1) 東松山白山 5:00.29 15 13 427 井上　雄貴(1) 本庄東 5:01.47
ｵｵﾂ ﾐｽﾞｷ 志木 ｱﾗｲ ﾋｺﾄ 北足立郡

16 6 724 大津　瑞喜(1) 志木 5:00.81 16 1 132 新井　彦登(1) 北足伊奈小針 5:03.25
ﾅﾝﾌﾞ ﾘｮｳﾀ 北本 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝﾄ 大里郡

17 15 826 南部　凌大(1) 北本宮内 5:01.78 17 5 225 青木　潤斗(1) 大里城南 5:05.39
ﾀｶﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 富士見 ﾂﾌﾞｸ ﾘｮｳﾔ 蓮田

18 4 889 髙田健太郎(1) 富士見勝瀬 5:02.44 18 18 928 津吹　綾哉(1) 蓮田黒浜 5:13.91
ｺｲﾀﾊﾞｼ ｶｲﾄ 熊谷 ｺﾑﾛ ｿｳﾀ 入間郡

19 7 91 小板橋海斗(1) 熊谷玉井 5:15.82 19 17 149 小室　聡太(1) 入間郡川角 5:14.40
ﾖｼｽﾞﾐ ﾕｳﾀ 久喜 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 羽生

20 14 808 吉住　祐太(1) 久喜栗橋東 5:23.98 20 7 505 西澤雄一朗(1) 羽生西 5:16.79
ｵﾀｷ ｼｮｳﾀ 秩父郡

21 6 186 小瀧　翔大(1) 秩父郡長瀞 5:27.08

3組 決　勝　
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

ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾓﾙ 川口 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾓﾙ 川口

1 3 1022 原田　　護(1) 川口元郷 4:30.20 q 1 11 1022 原田　　護(1) 川口元郷 4:27.46
ｲﾀﾊﾞｼ ｼｮｳｺﾞ ふじみ野 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ 比企郡

2 4 864 板橋　将吾(1) ふじみ野福岡 4:38.78 q 2 10 167 久保田涼雅(1) 比企小川東 4:34.79
ｲｺﾏ ﾅｵﾕｷ 吉川 ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｷ 新座

3 18 2047 生駒　直幸(1) 吉川南 4:41.84 q 3 6 753 小泉　熙毅(1) 新座 4:34.92
ｲﾄｳ ﾕﾒﾄ 川越 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛｷ 川越

4 6 1078 伊東　夢翔(1) 川越高階 4:41.98 q 4 7 68 飯塚　洸貴(1) 川越野田 4:37.48
ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 川越 ｱｶﾎﾞｼ ﾄｵﾏ 上尾

5 2 69 榎本　一優(1) 川越高階西 4:43.93 q 5 8 561 赤星　龍舞(1) 上尾南 4:37.73
ｳﾁﾀﾞ ｷｮｳｽｹ さいたま ｵﾉ ﾄｵﾙ 戸田

6 16 542 内田　京佑(1) さ大成 4:46.06 6 2 668 小野　　透(1) 戸田 4:37.81
ﾋｱｻ ﾊﾙｶ 所沢 ﾏｴﾀﾞ ﾚﾝ 川越

7 21 307 日浅　遙河(1) 所沢東 4:46.96 7 5 1079 前田　　蓮(1) 川越砂 4:38.86
ﾆｼ ﾏｻﾄ 比企郡 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 所沢

8 15 161 西　　将斗(1) 比企菅谷 4:49.13 8 12 306 藤田　大貴(1) 所沢南陵 4:39.40
ｱﾝﾍﾞ ﾘｸ さいたま ｶﾈｺ ﾖｼｷ 川口

9 7 541 安部　凌功(1) さ大宮西 4:51.61 9 1 1023 金子　良貴(1) 川口元郷 4:39.46
ﾖｼﾉ ﾕｳｷ 日高 ｲﾀﾊﾞｼ ｼｮｳｺﾞ ふじみ野

10 8 2006 吉野　雄貴(1) 日高高萩 4:54.00 10 9 864 板橋　将吾(1) ふじみ野福岡 4:44.95
ﾖｼｵ ｹﾞﾝﾀ 児玉郡 ｵｵﾀｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ さいたま

11 12 208 吉尾　元太(1) 児玉美里 4:54.35 11 4 420 大竹優一郎(1) さ大砂土 4:45.69
ｼﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ 加須 ｲﾄｳ ﾕﾒﾄ 川越

12 11 259 白石　雄大(1) 加須昭和 4:54.54 12 3 1078 伊東　夢翔(1) 川越高階 4:47.96
ｸﾎﾞ ﾋﾛﾋﾃﾞ 入間 ﾖｺﾀ ｺｼﾞﾛｳ 行田

13 20 643 久保　洋英(1) 入間豊岡 4:55.19 13 15 107 横田小次郎(1) 行田長野 4:50.47
ﾐﾔﾀ ﾕｳ 深谷 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 川越

14 5 534 宮田　　優(1) 深谷幡羅 4:55.75 14 16 69 榎本　一優(1) 川越高階西 4:51.50
ｱｵﾔﾏ ﾋﾅﾀ 八潮 ｲｺﾏ ﾅｵﾕｷ 吉川

15 9 847 青山　　陽(1) 八潮 4:56.20 15 14 2047 生駒　直幸(1) 吉川南 4:51.70
ｺﾑﾛ ﾀｸﾄ 幸手 ｷｸﾁ ｷｮｳｲﾁ 上尾

16 17 966 小室　拓人(1) 幸手西 4:56.86 16 13 563 菊地　喬一(1) 上尾南 4:53.42
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾘｮｳｶﾞ 坂戸

17 10 946 高見沢涼雅(1) 坂戸 4:57.25
ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾔ 南埼玉郡

18 14 264 小島　利弥(1) 南埼玉前原 4:59.64
ﾉﾅｶ ｼｮｳﾀ 鴻巣

19 1 472 野中　翔太(1) 鴻巣吹上北 5:07.61
ｱｻﾞﾐ ﾀｲﾁ 秩父

20 19 322 浅見　泰地(1) 秩父影森 5:15.24
ﾊｻﾞﾏ ｼｵﾝ 和光

21 13 763 狭間　翔央(1) 和光第三 5:16.92



中学男子1500m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        3:55.90   池田　　親(兵　庫・加古川山手)        2012
埼玉県中学校記録(SJ)    3:59.18   打越　雄允(さいたま・与野西)          2009 6月9日 12:15 予　選
大会記録(GR)            4:01.43   高橋　和也(加　須・平　成)            2001 6月9日 15:10 決　勝

予　選　4組0着＋16

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

ｼﾗﾄﾘ ﾃｯﾀ 春日部 ｱｲｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 越谷

1 3 458 白鳥　哲汰(3) 春日部豊野 4:04.02 q 1 17 622 相川　響希(3) 越谷栄進 4:11.14 q
ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾀﾛｳ 川越 ｶﾄﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 所沢

2 9 66 五十嵐堅太郎(3) 川越砂 4:06.05 q 2 12 308 門田凜太郎(3) 所沢小手指 4:11.63 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾅﾄ 川口 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 上尾

3 21 21 原田　愛星(3) 川口在家 4:06.16 q 3 14 569 西田　大智(2) 上尾西 4:12.24 q
ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 川越 ﾉｸﾞﾁ ｱﾀｳ 北葛飾郡

4 12 71 伊東　大翔(3) 川越高階 4:07.14 q 4 5 287 野口　能羽(3) 北葛松伏第二 4:13.47 q
ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 上尾 ﾀｺﾞ ﾕｳｽｹ 加須

5 6 568 坂本　　順(3) 上尾西 4:07.65 q 5 15 247 多胡　有将(3) 加須騎西 4:13.60
ｱﾗｲ ｼｭﾝｽｹ さいたま ｷﾀﾊﾗ ﾀｹﾄ さいたま

6 16 413 新井　俊祐(3) さ日進 4:07.95 q 6 2 546 北原　竹人(3) さ大砂土 4:13.77
ﾇｶｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ 川口 ｽｷﾞﾀ ﾘｷﾄ 鴻巣

7 4 22 額賀　稜平(3) 川口芝東 4:08.69 q 7 4 467 杉田　力斗(3) 鴻巣吹上 4:14.45
ｲｼｶﾜ ｺｺﾛ 川越 ﾌｶｻﾜ ﾊﾔﾃ 富士見

8 13 72 石川　　心(3) 川越高階西 4:11.18 q 8 1 885 深澤　　颯(3) 富士見台 4:14.93
ｲｲﾊﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 川越 ｲﾁｶﾜ ｺｳｷ さいたま

9 7 67 飯濱友太郎(3) 川越城南 4:12.57 q 9 7 545 市川　浩希(3) さ城北 4:16.01
ﾜｹｽ ﾀｶﾉﾘ 児玉郡 ｾﾄ ﾄｷｱ 児玉郡

10 14 206 分須　尊紀(2) 児玉美里 4:12.68 q 10 9 207 瀬戸　常吾(2) 児玉美里 4:17.59
ｵｸﾔﾏ ﾊﾔﾄ 上尾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 北葛飾郡

11 20 574 奥山　颯斗(2) 上尾大谷 4:12.71 q 11 11 288 渡辺　大智(3) 北葛飾広島 4:19.24
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｵﾙ さいたま ﾀｶﾐｻﾜ ﾚｲ 飯能

12 17 544 宮澤　　徹(3) さ与野南 4:13.00 q 12 20 352 高見沢　怜(3) 飯能西 4:19.39
ｲﾉ ｺｳﾀ 深谷 ｶｻｲ ﾀｲｷ 戸田

13 1 1529 猪野　晃汰(3) 深谷岡部 4:15.41 13 8 670 笠井　大輝(3) 戸田新曽 4:19.83
ｵｵﾂｷ ﾕｳｾｲ 吉川 ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ 草加

14 5 2048 大槻　優晴(3) 吉川南 4:15.65 14 18 588 唐澤　拓海(3) 草加青柳 4:20.70
ｱｷﾓﾄ ﾘｷ 熊谷 ｺｲｹ ﾖｳﾀ 戸田

15 2 81 秋本　理貴(3) 熊谷東 4:16.62 15 10 669 小池　耀大(3) 戸田 4:22.48
ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼｷ 吉川 ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ﾖｼｷ 北本

16 11 2050 菅原　美紀(3) 吉川南 4:16.86 16 3 827 設永　凱暉(3) 北本宮内 4:22.77
ｶﾂｷ ﾔｽﾋﾛ さいたま ｲﾄｳ ｼﾞﾝ 春日部

17 8 543 甲木　康博(2) さ大砂土 4:18.42 17 6 456 伊藤　　仁(3) 春日部東 4:22.88
ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 所沢 ﾔﾏｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ さいたま

18 10 309 関口　絢太(3) 所沢柳瀬 4:18.92 18 19 549 山川潤一郎(3) さ大宮北 4:23.32
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 所沢 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾞｲｱ 上尾

19 18 310 丸山龍之介(3) 所沢小手指 4:18.96 19 13 570 山埼　海地(2) 上尾西 4:24.87
ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ さいたま ｼﾏｻﾞｷ ﾕｳﾄ 大里郡

20 15 415 小川　翔大(3) さ開智 4:19.48 20 16 226 嶋﨑　祐斗(2) 大里男衾 4:31.05
ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙｷ 越谷

21 19 623 山川　陽希(3) 越谷栄進 4:29.58



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

ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｻﾉｽｹ 比企郡 ﾂﾀﾞﾄﾓｷ 比企郡

1 5 168 池田上総介(3) 比企小川東 4:16.35 1 6 169 津田　友樹(3) 比企吉見 4:23.01
ﾐｽﾐ ﾊﾔﾄ さいたま ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 秩父郡

2 14 548 三角　隼人(2) さ土呂 4:18.10 2 5 182 島田　龍成(3) 秩父郡長瀞 4:25.75
ｸﾉ ﾕｳｾｲ 鶴ヶ島 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ

3 3 987 久野　優正(2) 鶴ヶ島藤 4:19.69 3 19 640 石橋　亮汰(2) 越谷武蔵野 4:26.46
ｷｸﾁ ｹｲﾀ 東松山 ｵｶﾍﾞ ｶﾝﾀ 秩父

4 8 387 菊池　慶大(3) 東松山北 4:19.84 4 9 333 岡部　寛大(3) 秩父第二 4:26.50
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 加須 ｶﾆｴ ﾀﾂｷ 日高

5 10 245 渡邉　直希(3) 加須騎西 4:20.22 5 14 2007 蟹江　達樹(3) 日高高萩北 4:26.62
ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 新座 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｷ 所沢

6 2 754 菊地　駿介(3) 新座第五 4:20.64 6 10 311 橋本　大輝(3) 所沢山口 4:29.57
ﾍｲｹ ﾀｸﾐ さいたま ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｺｳﾀ 八潮

7 13 547 平家　拓海(2) さ土呂 4:21.05 7 3 848 高柳　康太(2) 八潮潮止 4:29.79
ｻﾄｳ ｶｲ 川口 ﾅﾐｷ ﾏｻﾉﾘ 幸手

8 17 34 佐藤　　凱(3) 川口北 4:21.59 8 15 967 並木　柾憲(3) 幸手 4:29.87
ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 坂戸 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 入間

9 19 947 関口　幸司(3) 坂戸桜 4:22.34 9 13 650 岡田　　峻(3) 入間藤沢 4:30.43
ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 行田 ｳｼｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ ふじみ野

10 16 116 石川　雅樹(3) 行田西 4:22.57 10 11 867 牛窪　大紀(2) ふじみ野花の木 4:32.26
ｲｿﾀﾞ ﾓﾄﾔ 熊谷 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 三郷

11 20 100 磯田　元也(3) 熊谷富士見 4:22.65 11 4 1904 吉田　勇輝(3) 三郷北 4:32.27
ﾔﾏﾅｶ ﾐｱ 久喜 ﾐｶﾐ ﾋﾛｷ 志木

12 4 811 山中　碧々(3) 久喜 4:22.87 12 8 722 三上　浩宜(3) 志木 4:32.70
ｼﾉｷ ｼｭﾗ 吉川 ﾔﾏｻｷ ｹﾝ 羽生

13 1 2051 篠木　珠良(2) 吉川南 4:23.18 13 7 506 山崎　　拳(3) 羽生東 4:33.63
ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 本庄 ｵｵﾊﾞ ｹｲｽｹ 朝霞

14 11 426 原田　峻輔(3) 本庄児玉 4:23.59 14 18 688 大場　圭祐(3) 朝霞第二 4:34.03
ｵﾉｳｴ ｺｳｼ 川口 ｻｻｷ ﾌｳﾏ 富士見

15 6 35 尾上　耕士(3) 川口北 4:24.71 15 2 883 佐々木楓馬(3) 富士見水谷 4:35.81
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 北足立郡 ｺﾔﾏ ﾕｳｷ 入間郡

16 12 130 斉藤　陽輝(2) 北足伊奈小針 4:25.87 16 1 147 小山　友基(3) 入間郡川角 4:41.61
ｼﾗｲ ｺｳｾｲ 蓮田 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 白岡

17 15 923 白井　昂青(2) 蓮田南 4:27.04 17 17 2086 中島　哲貴(2) 白岡篠津 4:41.82
ﾀｹﾏｻ ﾘｮｳﾀ 深谷 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 南埼玉郡

18 9 1530 武政　亮汰(3) 深谷岡部 4:27.09 18 12 270 井上　拓哉(3) 南埼玉百間 4:41.92
ｷﾀﾉ ﾀｶﾔ 狭山 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 蕨

19 18 361 北野　高也(3) 狭山入間野 4:28.20 19 16 602 本多　大翔(2) 蕨第一 4:52.29
ｶｼﾞﾔ ｼｭｳｺﾞ 桶川

20 7 1784 加治屋柊吾(3) 桶川西 4:29.23

決　勝　
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾀﾛｳ 川越

1 4 66 五十嵐堅太郎(3) 川越砂 4:03.52
ｼﾗﾄﾘ ﾃｯﾀ 春日部

2 5 458 白鳥　哲汰(3) 春日部豊野 4:03.72
ﾇｶｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ 川口

3 9 22 額賀　稜平(3) 川口芝東 4:07.27
ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 川越

4 16 71 伊東　大翔(3) 川越高階 4:09.75
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾅﾄ 川口

5 2 21 原田　愛星(3) 川口在家 4:10.29
ｵｸﾔﾏ ﾊﾔﾄ 上尾

6 1 574 奥山　颯斗(2) 上尾大谷 4:10.63
ｱﾗｲ ｼｭﾝｽｹ さいたま

7 3 413 新井　俊祐(3) さ日進 4:11.83
ｲｲﾊﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 川越

8 6 67 飯濱友太郎(3) 川越城南 4:12.91
ｶﾄﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 所沢

9 12 308 門田凜太郎(3) 所沢小手指 4:13.25
ﾜｹｽ ﾀｶﾉﾘ 児玉郡

10 14 206 分須　尊紀(2) 児玉美里 4:14.54
ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 上尾

11 11 568 坂本　　順(3) 上尾西 4:15.50
ｲｼｶﾜ ｺｺﾛ 川越

12 13 72 石川　　心(3) 川越高階西 4:15.99
ﾉｸﾞﾁ ｱﾀｳ 北葛飾郡

13 10 287 野口　能羽(3) 北葛松伏第二 4:16.66
ﾆｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 上尾

14 15 569 西田　大智(2) 上尾西 4:17.15
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｵﾙ さいたま

15 7 544 宮澤　　徹(3) さ与野南 4:19.86
ｱｲｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 越谷

8 622 相川　響希(3) 越谷栄進 DNS



中学男子3000m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        8:21.22   池田　　親(兵庫・加古川山平)          2012
埼玉県中学校記録(SJ)    8:32.01   打越　雄允(さいたま・与野西)          2009
大会記録(GR)            8:42.37   高橋　和也(加　須・平　成)            2001 6月10日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ｼﾗﾄﾘ ﾃｯﾀ 春日部 ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 新座

1 17 458 白鳥　哲汰(3) 春日部豊野 8:49.40 1 19 754 菊地　駿介(3) 新座第五 9:19.28
ｱｷﾓﾄ ﾘｷ 熊谷 ｵｵｶﾞﾐ ﾘｮｳ 春日部

2 11 81 秋本　理貴(3) 熊谷東 8:53.02 2 20 459 大上　　諒(3) 春日部豊野 9:22.83
ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 川越 ｲｼﾞﾁ ｹﾝｿﾞｳ 鶴ヶ島

3 6 71 伊東　大翔(3) 川越高階 8:55.65 3 23 986 伊地知賢造(3) 鶴ヶ島藤 9:23.80
ｶﾄﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 所沢 ｾﾄ ﾄｷｱ 児玉郡

4 7 308 門田凜太郎(3) 所沢小手指 9:09.51 4 5 207 瀬戸　常吾(2) 児玉美里 9:26.20
ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 上尾 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳ 熊谷

5 9 568 坂本　　順(3) 上尾西 9:10.30 5 14 83 萩原　　優(2) 熊谷東 9:27.14
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｻﾉｽｹ 比企郡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 北葛飾郡

6 13 168 池田上総介(3) 比企小川東 9:10.63 6 22 288 渡辺　大智(3) 北葛飾広島 9:27.14
ｷﾀﾊﾗ ﾀｹﾄ さいたま ﾆｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 上尾

7 10 546 北原　竹人(3) さ大砂土 9:11.77 7 6 569 西田　大智(2) 上尾西 9:29.28
ｺｲｹ ﾖｳﾀ 戸田 ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ﾖｼｷ 北本

8 18 669 小池　耀大(3) 戸田 9:12.71 8 8 827 設永　凱暉(3) 北本宮内 9:29.44
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｵﾙ さいたま ｻｸﾗｲ ﾕｲ 本庄

9 14 544 宮澤　　徹(3) さ与野南 9:15.87 9 2 428 桜井　　唯(3) 本庄児玉 9:36.00
ﾂﾀﾞﾄﾓｷ 比企郡 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 東松山

10 5 169 津田　友樹(3) 比企吉見 9:16.73 10 16 388 中島　航亮(3) 東松山松山 9:40.93
ﾜｹｽ ﾀｶﾉﾘ 児玉郡 ｼﾏｻﾞｷ ﾕｳﾄ 大里郡

11 16 206 分須　尊紀(2) 児玉美里 9:21.79 11 11 226 嶋﨑　祐斗(2) 大里男衾 9:44.26
ｵｸﾔﾏ ﾊﾔﾄ 上尾 ｶｻｲ ﾀｲｷ 戸田

12 1 574 奥山　颯斗(2) 上尾大谷 9:23.36 12 7 670 笠井　大輝(3) 戸田新曽 9:45.24
ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼｷ 吉川 ｶﾐﾔﾏ ﾂｶｻ 久喜

13 22 2050 菅原　美紀(3) 吉川南 9:23.88 13 18 812 神山　　司(3) 久喜 9:46.01
ﾉｸﾞﾁ ｱﾀｳ 北葛飾郡 ｻﾄｳ ｶｲ 川口

14 20 287 野口　能羽(3) 北葛松伏第二 9:26.11 14 9 34 佐藤　　凱(3) 川口北 9:46.60
ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 行田 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾄ さいたま

15 8 116 石川　雅樹(3) 行田西 9:30.33 15 10 552 大谷　健斗(3) さ南浦和 9:48.02
ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 所沢 ｶﾜｶﾐ ｺｳﾍｲ さいたま

16 21 309 関口　絢太(3) 所沢柳瀬 9:37.65 16 3 550 川上　晃平(3) さ慈恩寺 9:50.51
ｲﾁﾑﾗ ﾀﾂｷ 草加 ｶﾆｴ ﾀﾂｷ 日高

17 2 590 市村　竜樹(3) 草加瀬崎 9:38.66 17 15 2007 蟹江　達樹(3) 日高高萩北 9:51.08
ﾐｽﾐ ﾊﾔﾄ さいたま ﾎﾘｳﾁ ﾅﾂ 北足立郡

18 23 548 三角　隼人(2) さ土呂 9:40.01 18 17 133 堀内　那斗(2) 北足伊奈南 9:54.17
ﾍｲｹ ﾀｸﾐ さいたま ﾅｶﾉ ｱﾙﾑ 加須

19 3 547 平家　拓海(2) さ土呂 9:50.68 19 13 260 中野　蒼塁(2) 加須昭和 9:58.50
ﾇｶｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ 川口 ｳﾗﾀ ﾕｳﾄ 狭山

20 15 22 額賀　稜平(3) 川口芝東 9:50.89 20 12 362 浦田　優斗(2) 狭山狭山台 9:58.95
ｲﾅﾅｶﾞ ｽｽﾞﾉｽｹ 川越 ﾌｶｻﾜ ﾊﾔﾃ 富士見

21 12 73 稲永鈴ノ介(3) 川越名細 9:58.70 21 21 885 深澤　　颯(3) 富士見台 10:00.36
ﾀｺﾞ ﾕｳｽｹ 加須 ﾏｷﾉ ｶｲ さいたま

22 19 247 多胡　有将(3) 加須騎西 10:13.94 22 1 553 牧野　海威(2) さ白幡 10:14.00
ｲﾁｶﾜ ｺｳｷ さいたま ﾇﾏｲ ﾕｳﾄ 朝霞

4 545 市川　浩希(3) さ城北 DNS 4 690 沼井　優斗(2) 朝霞第三 DNS



3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾉﾊﾗ ﾄﾓｷ 坂戸

1 2 948 篠原　知生(2) 坂戸桜 9:29.80
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｺｳﾀ 八潮

2 9 848 高柳　康太(2) 八潮潮止 9:30.15
ｵｵﾉ ﾏｻｷ 三郷

3 18 909 大野　将輝(3) 三郷早稲田 9:44.34
ﾎﾘ ｿｳｽｹ 鴻巣

4 7 468 堀　　壮介(3) 鴻巣赤見台 9:48.18
ﾄﾐﾀ ｹｲﾄ 秩父

5 10 323 富田　恵友(3) 秩父影森 9:49.37
ｸﾎﾞﾀ ﾄｵﾙ 秩父郡

6 19 183 久保田　徹(3) 秩父郡長瀞 9:52.19
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼﾞｭ 川口

7 20 1024 渡辺　颯樹(3) 川口神根 9:52.26
ｷｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 飯能

8 12 360 木﨑　涼太(3) 飯能原市場 9:54.06
ｶｼﾞﾔ ｼｭｳｺﾞ 桶川

9 16 1784 加治屋柊吾(3) 桶川西 9:55.25
ﾐﾑﾗ ｹｲﾀ 越谷

10 1 1629 三村　啓太(3) 越谷大相模 9:55.76
ﾇﾉﾒ ﾚﾝ 入間

11 6 644 布目　　蓮(3) 入間野田 9:55.78
ｶｻｲ ｾｲﾔ 入間郡

12 13 148 葛西　誠哉(3) 入間郡川角 9:59.76
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 蓮田

13 11 930 鈴木　琉聖(3) 蓮田 10:08.85
ﾊﾗﾀﾞ ﾚｦ ふじみ野

14 5 868 原田　怜旺(3) ふじみ野花の木 10:12.38
ﾀｹﾏｻ ﾘｮｳﾀ 深谷

15 8 1530 武政　亮汰(3) 深谷岡部 10:12.41
ｻﾄｳ ﾘｮｳｾｲ 羽生

16 22 507 佐藤　瞭成(2) 羽生南 10:26.98
ﾓﾘｻﾜ ﾐｷ 志木

17 21 730 森澤　美城(2) 志木宗岡第二 10:35.81
ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 幸手

18 23 968 斎藤　　祥(2) 幸手西 10:36.74
ﾂﾎﾞﾔ ﾀｲｷ 吉川

19 14 2052 壷谷　太樹(3) 吉川南 10:38.98
ﾂﾎﾞｲ ｿｳﾀ 白岡

20 4 2087 坪井　颯汰　(2) 白岡篠津 10:58.09
ｱﾀﾗｼ ﾀｸﾐ 蕨

21 17 603 新　　拓海(2) 蕨第一 10:58.55
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲ 行田

22 3 108 栁澤　　快(1) 行田長野 11:07.78
ｳﾗﾍﾞ ﾕｳｷ 南埼玉郡

23 15 272 浦部　裕希(2) 南埼玉前原 11:19.82

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        13.84     矢澤　　航(神奈川・岩　崎)            2006
埼玉県中学校記録(SJ)    14.0      小林　　悟(春日部・豊　野)            1985
埼玉県中学校記録(SJ)    14.0      海老根恵太(春日部・豊　野)            1992 6月10日 10:55 予　選
埼玉県中学校記録(SJ)    14.13     野口　直人(杉　戸・杉　戸)            2009 6月10日 13:15 準決勝
大会記録(GR)            14.39     野口　直人(杉　戸・杉　戸)            2009 6月10日 14:35 決　勝

予　選　6組3着＋6

1組 (風:0.0) 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
ﾐｽﾞﾑﾗ ｹｲﾄ 坂戸 ﾓﾘ ﾏｻﾔ さいたま

1 3 949 水村　啓人(3) 坂戸 15.61 Q 1 5 405 森　　誠也(3) さ上大久保 15.58 Q
ｸﾛｻﾜ ｷｲﾄ 深谷 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾄ 川口

2 4 526 黒澤希偉人(3) 深谷川本 16.21 Q 2 4 40 市川　夢人(3) 川口上青木 15.81 Q
ｶﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 羽生 ﾐﾈ ﾀｲｾｲ 越谷

3 7 508 川田　大喜(3) 羽生南 16.98 Q 3 8 630 峰　　大晟(3) 越谷東 16.99 Q
ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 南埼玉郡 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾉｽｹ 狭山

4 5 273 内田崇太郎(3) 南埼玉百間 17.00 q 4 6 363 溝口裕之助(3) 狭山狭山台 17.20
ﾅﾄﾘ ﾅﾂｷ 所沢 ｺﾏｲ ﾀｶﾋﾛ 飯能

5 9 312 名取　夏輝(3) 所沢小手指 17.12 5 9 1342 駒井　岳大(3) 飯能西 18.18
ﾄﾞｲ ﾊﾔﾀ 入間郡 ﾊﾝｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 大里郡

6 8 1156 土井　隼太(3) 入間郡三芳東 19.47 6 3 227 半谷　和希(2) 大里寄居 18.34
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 北葛飾郡 ｵｵｶﾜ ｺｳｼ 戸田

7 2 289 小林　拓馬(3) 北葛飾広島 19.83 7 2 666 大川　浩志(3) 戸田 18.59
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ ふじみ野 ﾕﾓﾄ ﾀｸﾏ 草加

1 865 若林　大樹(3) ふじみ野福岡 DNF,T7 7 591 湯本　拓真(3) 草加栄 DQ,T10

ｼﾉﾍ ﾀﾂﾛｳ 加須

6 244 四戸　達朗(3) 加須騎西 DNS

3組 (風:+1.7) 4組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾅｲ ﾋﾛﾔ 春日部 ﾅｶﾞｲ ﾂﾊﾞｻ 上尾

1 6 443 金井　嘉哉(3) 春日部豊野 14.94 Q 1 6 573 永井　　翼(3) 上尾大谷 15.76 Q
ｲﾉｳｴ ﾂｸﾞﾐ さいたま ﾌｶｻﾜ ｿｳｽｹ さいたま

2 4 555 井上　嗣巳(3) さ岸 15.93 Q 2 3 554 深澤　壮介(3) さ与野東 15.86 Q
ﾂﾂﾊﾞ ｱﾂﾔ 入間 ｵｶ ﾀｸﾄ 春日部

3 9 647 筒場　敦也(3) 入間藤沢 16.74 Q 3 4 460 岡　　拓輝(2) 春日部大沼 16.27 Q
ｵｵｻﾜ ﾘｮｳ 秩父 ｶﾐｵｶ ﾕｳﾀ 児玉郡

4 8 334 大澤　　亮(3) 秩父第二 17.62 4 5 209 神岡　優太(3) 児玉美里 16.64 q
ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｮｳｺﾞ 川口 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 幸手

5 7 1021 桑原　蕉吾(3) 川口芝 18.06 5 9 963 吉田　知生(3) 幸手西 16.74 q
ｻﾄｳ ﾐｶﾈ 桶川 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 蓮田

6 2 790 佐藤　望光(3) 桶川東 18.44 6 7 931 佐藤　亮太(3) 蓮田黒浜 17.87
ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾀ 北足立郡 ｵｸﾂﾞﾐ ﾀﾂﾔ 川越

7 3 134 栗原　悠太(3) 北足伊奈小針 18.56 7 8 74 奥積　達也(3) 川越南古谷 18.66
ｲﾜﾔ ﾕｳｷ 鴻巣 ﾀｼﾞﾏ ﾘｮｳ 行田

5 464 岩谷　勇希(3) 鴻巣赤見台 DNS 8 1 102 田島　　綾(2) 行田忍 19.10
ﾀｹｳﾁ ﾙｼｱ 八潮

9 2 849 竹内瑠嗣空(3) 八潮 19.82

5組 (風:+1.5) 6組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏｴｻｷ ﾀｶﾋﾃﾞ 三郷 ﾄｷﾀ ｼｮｳｺﾞ 春日部

1 5 910 前崎　隆英(3) 三郷彦糸 15.75 Q 1 3 441 時田　翔梧(3) 春日部豊野 15.32 Q
ﾌｸｼﾏ ｱﾕﾑ 比企郡 ｳｽﾀﾞ ﾅﾂｷ さいたま

2 6 170 福島　歩武(3) 比企小川東 15.78 Q 2 5 409 臼田　夏樹(3) さ与野西 15.78 Q
ｳﾂﾐ ﾏｻｷ 日高 ｱﾗｲ ﾋﾋﾞｷ 加須

3 4 2008 内海　将輝(3) 日高高根 16.84 Q 3 6 249 荒井　　響(3) 加須北川辺 16.41 Q
ｳｼｸﾎﾞ ﾀｲｼ 本庄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋｺ 新座

4 7 429 牛久保大志(3) 本庄南 17.00 q 4 8 755 渡辺　雅彦(3) 新座第二 16.55 q
ﾅｶﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 朝霞 ｺｸﾞﾚ ｼｮｳ 東松山

5 9 691 中山琳太郎(3) 朝霞第二 17.38 5 4 389 小暮　　匠(3) 東松山東 16.70 q
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｾｲ 鶴ヶ島 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀ 久喜

6 8 989 宮下　雄清(3) 鶴ヶ島 18.02 6 7 813 清水　孝太 久喜東 18.45
ｵｶﾀﾞ ﾕﾜ 熊谷 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｷ 富士見

7 3 92 岡田　優和(3) 熊谷玉井 19.16 7 1 890 横山　滉樹(3) 富士見勝瀬 18.65
ｺｼｶﾞﾔ ｼﾝ 吉川 ﾏﾂｷ ﾊﾔﾀ 北本

8 2 2053 越谷　　心(2) 吉川東 19.29 8 9 828 松木　隼大(3) 北本東 18.86
ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 秩父郡

9 2 188 関口　悠人(2) 秩父郡皆野 20.80



準決勝　3組2着＋2

1組 (風:0.0) 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
ﾐｽﾞﾑﾗ ｹｲﾄ 坂戸 ｶﾅｲ ﾋﾛﾔ 春日部

1 7 949 水村　啓人(3) 坂戸 15.42 Q 1 7 443 金井　嘉哉(3) 春日部豊野 15.17 Q
ﾅｶﾞｲ ﾂﾊﾞｻ 上尾 ﾓﾘ ﾏｻﾔ さいたま

2 4 573 永井　　翼(3) 上尾大谷 15.64 Q 2 4 405 森　　誠也(3) さ上大久保 15.36 Q
ﾌｶｻﾜ ｿｳｽｹ さいたま ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾄ 川口

3 6 554 深澤　壮介(3) さ与野東 15.90 3 6 40 市川　夢人(3) 川口上青木 15.62 q
ｳｽﾀﾞ ﾅﾂｷ さいたま ｸﾛｻﾜ ｷｲﾄ 深谷

4 5 409 臼田　夏樹(3) さ与野西 16.12 4 5 526 黒澤希偉人(3) 深谷川本 15.80 q
ｵｶ ﾀｸﾄ 春日部 ｺｸﾞﾚ ｼｮｳ 東松山

5 8 460 岡　　拓輝(2) 春日部大沼 16.59 5 2 389 小暮　　匠(3) 東松山東 16.24
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋｺ 新座 ﾂﾂﾊﾞ ｱﾂﾔ 入間

6 3 755 渡辺　雅彦(3) 新座第二 16.80 6 9 647 筒場　敦也(3) 入間藤沢 16.43
ｳﾂﾐ ﾏｻｷ 日高 ﾐﾈ ﾀｲｾｲ 越谷

7 9 2008 内海　将輝(3) 日高高根 16.98 7 8 630 峰　　大晟(3) 越谷東 17.03
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 幸手 ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 南埼玉郡

8 2 963 吉田　知生(3) 幸手西 16.99 8 3 273 内田崇太郎(3) 南埼玉百間 17.07

3組 (風:-0.6) 決　勝　 (風:-2.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｴｻｷ ﾀｶﾋﾃﾞ 三郷 ﾓﾘ ﾏｻﾔ さいたま

1 6 910 前崎　隆英(3) 三郷彦糸 15.63 D Q 1 7 405 森　　誠也(3) さ上大久保 15.36
ﾄｷﾀ ｼｮｳｺﾞ 春日部 ｶﾅｲ ﾋﾛﾔ 春日部

1 7 441 時田　翔梧(3) 春日部豊野 15.63 D Q 2 6 443 金井　嘉哉(3) 春日部豊野 15.39
ﾌｸｼﾏ ｱﾕﾑ 比企郡 ﾄｷﾀ ｼｮｳｺﾞ 春日部

3 4 170 福島　歩武(3) 比企小川東 15.85 3 3 441 時田　翔梧(3) 春日部豊野 15.67 S
ｲﾉｳｴ ﾂｸﾞﾐ さいたま ﾏｴｻｷ ﾀｶﾋﾃﾞ 三郷

4 5 555 井上　嗣巳(3) さ岸 16.28 4 5 910 前崎　隆英(3) 三郷彦糸 15.67 S
ｶﾐｵｶ ﾕｳﾀ 児玉郡 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹｲﾄ 坂戸

5 3 209 神岡　優太(3) 児玉美里 16.42 5 4 949 水村　啓人(3) 坂戸 15.94 S
ｱﾗｲ ﾋﾋﾞｷ 加須 ﾅｶﾞｲ ﾂﾊﾞｻ 上尾

6 9 249 荒井　　響(3) 加須北川辺 16.88 6 8 573 永井　　翼(3) 上尾大谷 15.94 S
ｶﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 羽生 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾄ 川口

7 8 508 川田　大喜(3) 羽生南 17.46 7 2 40 市川　夢人(3) 川口上青木 16.01
ｳｼｸﾎﾞ ﾀｲｼ 本庄 ｸﾛｻﾜ ｷｲﾄ 深谷

2 429 牛久保大志(3) 本庄南 DNS 8 1 526 黒澤希偉人(3) 深谷川本 16.41



中学男子4X100mR
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        42.77     金内・田嶋・梶・深谷(福　島・白河第二)2004
日本中学記録(JH)        41.26     小池・綱川・梨本・田子(千　葉・千葉選抜)2008
埼玉県中学校記録(SJ)    43.44     伊藤・小俣・長谷川・石井(越　谷・栄　進)2013 6月9日 15:25 予　選
大会記録(GR)            44.25     大屋・長田・斎藤・川崎(春日部・春日部)2014 6月10日 16:15 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組
1着 45.19 2着 45.54 3着 45.57
7ﾚｰﾝ q 4ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 13 1 573 1 170

2 17 2 578 2 176

3 15 3 576 3 174

4 16 4 575 4 171

4着 46.25 5着 46.42 6着 46.56
2ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 430 1 481 1 872

2 434 2 257 2 871

3 436 3 483 3 873

4 435 4 256 4 870

7着 46.72 8着 46.84
3ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1534 1 787

2 1538 2 786

3 1540 3 793

4 1522 4 792

2組
1着 44.57 2着 45.37 3着 45.41
4ﾚｰﾝ q 7ﾚｰﾝ q 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 696 1 373 1 7

2 686 2 370 2 8

3 695 3 371 3 9

4 685 4 372 4 10

4着 45.69 5着 46.04 6着 46.38
1ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1561 1 1026 1 923

2 1566 2 1025 2 922

3 1563 3 27 3 924

4 1564 4 1027 4 921

7着 46.94 8着 48.97
2ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ DQ,R3
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 656 1 254 1 104

2 653 2 250 2 111

3 655 3 253 3 110

4 652 4 249 4 105

ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ さいたま
佐藤　愛斗(3)
ｺｲﾁ ｹﾝﾀ さいたま

さい内谷(さいたま)

さ内谷

古市　健汰(3)
ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾄ さいたま
齋藤海夏斗(3)
ﾊｼﾞﾘ ｹｲｺﾞ さいたま

さ内谷

さ内谷

ﾅｶﾞｲ ﾂﾊﾞｻ 上尾
永井　　翼(3)
ｶﾈｺ ﾚｵ 上尾

上尾大谷(上尾)

上尾大谷

金子　怜央(2)
ｵｵﾐｽﾞ ﾘｭｳﾏ 上尾
大水　竜馬(2)
ｺｲｹ ｶｽﾞﾔ 上尾

上尾大谷

上尾大谷

ﾌｸｼﾏ ｱﾕﾑ 比企郡
福島　歩武(3)
ｱｽﾏ ｼﾞｭﾝ 比企郡

比企小川東(比企郡)

比企小川東

遊馬　　淳(3)
ｻｸﾗｲ ｺｳﾀ 比企郡
櫻井　航大(3)
ﾉｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 比企郡

比企小川東

比企小川東

ﾀﾅｶ ｾﾝﾘ 本庄
田中　千李(3)
ｲｼｸﾗ ｼｭﾝﾀ 本庄

本庄西(本庄)

本庄西

石倉　旬汰(3)
ﾓﾘ ｺｳﾀ 本庄
森　　康汰(3)
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 本庄

本庄西

本庄西

ｲｼﾔﾏ ﾘｸ 加須
石山　　陸(3)
ﾀｶﾂｷ ﾕｳﾀ 加須

加須昭和(加須)

加須昭和

髙月　悠汰(3)
ｼｷﾓﾘ ﾀｶﾋﾄ 加須
式守　隆人(3)
ｶﾄﾞｲ ﾋﾛﾑ 加須

加須昭和

加須昭和

ｳﾅﾔﾏ ｹﾝﾀ ふじみ野
宇南山健太(3)
ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｷ ふじみ野

ふじみ野大井(ふじみ野)

ふじみ野大井

後藤　翔希(3)
ﾌｸﾀﾞ ｶｹﾙ ふじみ野
福田　　翔(2)
ﾆﾍｲ ﾚﾝ ふじみ野

ふじみ野大井

ふじみ野大井

ｲｼｶﾜ ﾕｳﾄ 深谷
石川　裕翔(3)
ﾀｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 深谷

深谷岡部(深谷)

深谷岡部

田嶋　柚希(3)
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 深谷
伊藤　亮馬(2)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾝﾀ 深谷

深谷岡部

深谷岡部

ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾔ 桶川
長島　拓也(3)
ｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ 桶川

桶川東(桶川)

桶川東

五味　渉太(3)
ﾋﾛｾ ｼｭﾝ 桶川
廣瀬　　駿(3)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 桶川

桶川東

桶川東

ﾄﾐｵｶ ｷｮｳ 朝霞
富岡　　響(3)
ｵﾉﾂﾞｶ ﾀﾂﾐ 朝霞

朝霞第一

小野塚達巳(3)
ﾐﾊｼ ｱﾂｼ 朝霞
三橋　淳史(3)
ｻﾄｳ ﾚﾝ 朝霞

朝霞第一

朝霞第一

ﾌﾙｾ ﾀｸﾋﾛ 狭山
古瀬　偉大(3)
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 狭山

狭山西武文理

原田　祐希(3)
ﾀﾀﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 狭山
只木康太郎(3)
ｳﾉ ﾘｮｳﾏ 狭山

狭山西武文理

狭山西武文理

ｶﾜﾀﾞ ﾐﾅﾄ さいたま
河田　港人(3)
ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾏ さいたま

さい春野(さいたま)

さ春野

前田　蒼馬(3)
ﾂﾊﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ さいたま
椿　　大輔(3)
ｵｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ さいたま

さ春野

さ春野

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 上尾
鈴木　大翔(3)
ｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 上尾

上尾(上尾)

上尾

江田　琉聖(3)
ｼﾗｶﾜ ﾅｵｷ 上尾
白川　直輝(3)
ｲｼｵｶ ﾕｳﾀﾛ 上尾

上尾

上尾
ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 川口

川口青木

川口青木

ｸﾛｷ ﾀﾂﾄ 川口
黒木　達斗(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 川口

川口青木

蓮田南(蓮田)

蓮田南

山口　侑輝(3)
ﾄﾞｲ ｼｮｳﾀ 川口
土井　将太(3)

川口青木(川口)

蓮田南

ｼﾗｲ ｺｳｾｲ 蓮田
白井　昂青(2)
ﾖｼﾉ ﾊﾙｷ 蓮田

ﾓﾘﾀ ﾕｳﾄ 入間

入間武蔵(入間)

吉野　陽輝(3)
ｼｶﾞ ﾊﾙｷ 蓮田
志賀　暖樹(3)
ﾆﾚｲ ｺｳﾀ 蓮田

蓮田南

加須北川辺(加須)

森田　侑翔(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 入間

石岡祐太郎(3) 上尾 徳永　優斗(3)

中島　　純(3)
ﾓﾄﾊｼ ﾙｲ 入間

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 入間
小林　澄風(3) 入間武蔵

羽尻　圭吾(3) さ内谷 小池　和哉(3) 上尾大谷 野口　郁弥(3) 比企小川東

黒田　雄大(3) 本庄西 門井　大夢(2) 加須昭和 仁平　　蓮(3) ふじみ野大井

遠藤　蓮太(3) 深谷岡部 長谷川貴大(3) 桶川東

朝霞第一(朝霞) 狭山西武文理(狭山)

佐藤　　蓮(3) 朝霞第一 宇野　涼馬(3) 狭山西武文理 小澤　　陽(3) さ春野

川口青木 楡井　康太(2) 蓮田南

行田長野(行田)

ｶﾈｺ ﾕｳｷ 行田
加須北川辺 金子　裕希(2) 行田長野

ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 加須
松嶋結太郞(2)

ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 行田
入間武蔵 加須北川辺 長谷部凌央(3) 行田長野松本　健太(2)

ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀ 加須

ﾏｽﾀﾞ ｶﾝﾀ 行田
入間武蔵 加須北川辺 増田　幹太(2) 行田長野

ﾀｸﾞﾁ ﾖｼﾏｻ 加須
田口　義将(3)

ｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 行田
本橋　瑠偉(3) 入間武蔵 荒井　　響(3) 加須北川辺 伊藤　敏弘(3) 行田長野

ｱﾗｲ ﾋﾋﾞｷ 加須



予　選　7組0着＋8

3組
1着 44.43 2着 45.53 3着 45.67
5ﾚｰﾝ q 4ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 529 1 1 1 944

2 525 2 2 2 949

3 526 3 3 3 942

4 522 4 4 4 943

4着 45.79 5着 45.92 6着 46.56
6ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 805 1 80 1 1146

2 802 2 1061 2 1147

3 801 3 79 3 143

4 803 4 1063 4 142

7着 46.63 8着 48.05 9着 50.23
9ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 139 1 726 1 2088

2 125 2 725 2 2083

3 127 3 728 3 2090

4 124 4 727 4 2089

4組
1着 44.38 2着 45.91 3着 45.98
6ﾚｰﾝ q 8ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 471 1 209 1 293

2 462 2 204 2 290

3 465 3 211 3 292

4 463 4 210 4 283

4着 46.22 5着 46.59 6着 47.23
5ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1305 1 636 1 822

2 1304 2 626 2 824

3 312 3 637 3 832

4 1303 4 639 4 833

7着 47.62 8着 47.72 9着 48.54
9ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 395 1 192 1 1349

2 383 2 190 2 1347

3 393 3 191 3 1348

4 394 4 189 4 347

ｸﾛｻﾜ ｷｲﾄ 深谷

深谷川本

深谷川本

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾐ 深谷

さ城北

ﾌｼﾞﾉｷ ﾋﾛﾑ さいたま

さい城北(さいたま)

畠山　拓実(2)
ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾀ 深谷
戸澤　宏太(3)

深谷川本(深谷)

矢野　健太(3)

ｶｷﾇﾏ ﾊﾔﾄ 坂戸

坂戸(坂戸)

藤ノ木広夢(3)
ﾔﾉ ｹﾝﾀ さいたま

さ城北
坂戸

柿沼　勇飛(3)
ﾐｽﾞﾑﾗ ｹｲﾄ
水村　啓人(3)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 坂戸

坂戸

坂戸

ｴﾋﾞｽﾜｷ ﾚﾝ 久喜

ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 深谷
小野寺　潤(3)

ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｷ さいたま

戎脇　　怜(2)
ｾｲﾜ ﾕｳｶﾞ 久喜
清和　悠芽(3)

黒澤希偉人(3) 深谷川本 杉山　弘樹(3) さ城北

川越富士見

ｷｯｶﾜ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 川越 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾉｽｹ

ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 久喜

久喜

久喜 篠澤　秀紀(3)
ﾀｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ

入間郡

ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 坂戸

吉川承太郎(3)
ｼﾉｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 川越

ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｾｲ さいたま

長谷川裕之介(3)
ｺﾐﾈ ｶｽﾞﾉﾘ 入間郡
小峯　一紀(3)
ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾕｷ 入間郡

入間郡藤久保

入間郡藤久保

北足立郡

北足伊奈小針

北足伊奈小針

ｻｶﾏｷ ﾓﾄﾑ 北足立郡

ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 久喜

伊奈小針(北足立郡)

ｶﾀﾔﾏ ﾋｶﾙ 鴻巣

渡邉　涼太(3) 北足伊奈小針

鴻巣吹上(鴻巣)

坂巻　　貴(3)
ﾌｸｼﾏ ﾔﾏﾄ 北足立郡
福島　大和(3)
ｿｳﾀﾞ ｹｲｺﾞ

片山　　光(2)
ﾎｯﾀ ｼｭﾝﾄ 鴻巣
堀田　竣斗(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷ 鴻巣

鴻巣吹上

鴻巣吹上
ﾒｸﾞﾛ ﾀｲﾁ 児玉郡

児玉美里

児玉美里

ｶﾐｵｶ ﾕｳﾀ 児玉郡 ｵｵｶﾜ ﾀﾂﾔ 北葛飾郡

三島　　成(2) 白岡南

北葛飾杉戸(北葛飾郡)

神岡　優太(3)

中澤　快斗(2) 志木宗岡第二

児玉美里(児玉郡)

北葛飾郡
奥村　颯良(3)
ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 北葛飾郡

北葛飾杉戸

北葛飾杉戸

ﾀﾆｶﾜ ｿｳﾀ 所沢

ｸﾒｶﾜ ﾅﾂﾑ 鴻巣
粂川　夏夢(3)

大川　達也(2)
ｵｸﾑﾗ ｿﾗｶﾅﾂｶ ｼﾝﾍﾟｲ 児玉郡

金塚　心平(2)

谷川　颯太(3)
ｶﾂ ﾄﾓｷ 所沢
勝　　大輝(3)
ﾅﾄﾘ ﾅﾂｷ 所沢

所沢小手指

所沢小手指 野澤　武琉(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 越谷

越谷栄進

越谷栄進

ｻｻｷ ﾀｹﾙ 越谷 ｵｵｼﾏ ﾖｼﾀｶ 北本

ｶﾞﾝﾋﾞｰﾙ ｷﾗﾄ 北葛飾郡

佐々木　健(3)
ﾉｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 越谷

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 児玉郡

大島　嘉峻(2)
ｳﾗ ｹﾝｽｹ 北本
浦　　憲介(3)
ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 北本

北本

北本

東松山北

東松山北

ｲｼｶﾜ ﾊﾙｷ 東松山

ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ 所沢

東松山北(東松山)

神林　亮太(3) 東松山北

石川　陽輝(2)
ｷﾀﾔﾏ ｾｲｼﾞ 東松山
北山　誠司(3)
ｷﾀﾑﾗ ﾓｴﾄ 東松山

横田　晃一(3) 秩父郡横瀬 鈴木　陸史(3) 飯能原市場

若林　　樹(2) 坂戸

深谷川本 村松　康生(3) さ城北 上原リョウジ(3) 坂戸

久喜(久喜) 川越富士見(川越) 入間郡藤久保(入間郡)

鈴木　基弘(3) 久喜 高澤　航平(2) 川越富士見 石塚　貴之(3)
川越

川越富士見

入間郡藤久保
ｵｵｲ ﾚｵ 川越 ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 入間郡

利根川巧磨(2) 久喜 大井　鈴雄(3) 川越富士見 増田　虎雅(3) 入間郡藤久保

志木宗岡第二(志木) 白岡南(白岡　)

ｼﾏﾑﾗ ﾌﾐﾔ 志木 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｷ 白岡
島村　文也(3) 志木宗岡第二 服部　友紀(3) 白岡南
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 志木 ﾖｺﾀ ｷｮｳｽｹ 白岡
渡邉　雄斗(3) 志木宗岡第二 横田　恭佑(2) 白岡南
ｳｻﾐ ﾀﾂﾏｻ 志木 ｱｵｷ ｻﾔﾄ 白岡

宗田　圭吾(3) 北足伊奈小針 宇佐美龍将(3) 志木宗岡第二 青木　爽十(2) 白岡南
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 北足立郡 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｲﾄ 志木 ﾐｼﾏ ｼﾞｮｳ 白岡

渡辺　吏希(3) 鴻巣吹上 目黒　太一(3) 児玉美里 野口　滉平(3) 北葛飾杉戸

鴻巣吹上 丸山　涼介(3) 児玉美里 ｶﾞﾝﾋﾞｰﾙ輝斗(3) 北葛飾杉戸

所沢小手指(所沢) 越谷栄進(越谷) 北本(北本)

名取　夏輝(3) 所沢小手指 中村　亮介(3) 越谷栄進 後藤　大喜(2) 北本
ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 越谷 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 北本

高橋　飛翔(3) 所沢小手指 江口　拓真(3) 越谷栄進 佐々木俊輔(2) 北本

秩父郡横瀬(秩父郡) 飯能原市場(飯能)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 秩父郡 ｶﾉﾄ ﾃﾙﾀｶ 飯能
竹内　勇貴(3) 秩父郡横瀬 鹿戸　明鷹(2) 飯能原市場
ｱｻｶ ｾｲﾔ 秩父郡 ｲﾝﾄﾞｳ ｺｳﾉｽｹ 飯能
浅賀　晟弥(3) 秩父郡横瀬 印藤光之介(3) 飯能原市場
ﾋﾗﾇﾏ ﾋﾛｷ 秩父郡 ｲﾄｳ ﾀｹｷ 飯能

北村　萌人(3) 東松山北 平沼　大輝(3) 秩父郡横瀬 伊藤　壮生(3) 飯能原市場
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 東松山 ﾖｺﾀ ｺｳｲﾁ 秩父郡 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 飯能



予　選　7組0着＋8

5組
1着 44.96 2着 45.05 3着 46.16
4ﾚｰﾝ q 3ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 746 1 512 1 452

2 741 2 503 2 447

3 743 3 510 3 449

4 742 4 513 4 451

4着 46.48 5着 46.51 6着 47.04
7ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2058 1 51 1 476

2 2044 2 52 2 474

3 2059 3 53 3 477

4 2043 4 54 4 475

7着 47.29 8着 48.30 9着 50.63
8ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 993 1 275 1 606

2 982 2 274 2 601

3 994 3 278 3 604

4 983 4 276 4 605

6組
1着 44.90 2着 45.73 3着 45.89
4ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 441 1 19 1 904

2 444 2 20 2 903

3 443 3 41 3 914

4 446 4 42 4 905

4着 46.95 5着 47.00 6着 47.18
3ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 973 1 855 1 890

2 962 2 843 2 892

3 972 3 844 3 893

4 963 4 842 4 888

6ﾚｰﾝ DQ,R3 8ﾚｰﾝ DQ,R1,R3
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1032 1 672

2 28 2 671

3 1031 3 673

4 1030 4 663

新座第二

新座第二(新座)

羽生
羽生東

羽生東(羽生)

ﾏｴﾉ ｼｭｳｽｹ 新座
前野　秀輔(2)
ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ 新座

春日部飯沼(春日部)

ﾎｿｶﾜ ﾕｳｽｹ 羽生
細川　悠介(3)

ｶｻｲ ｼｮｳｽｹ 新座
笠井　祥介(3)

ｼﾗｲｼ ﾕｳﾀ 春日部
白石　優太(2)
ﾖｼﾋｻ ｺｳﾍｲ 春日部

春日部飯沼
ﾖｺｲ ﾕｳｷ

ｳﾗﾀ ﾋﾛﾄ 吉川
浦田　海翔(2)
ｱｷﾓﾄ ｼｮｳ 吉川

吉川南
ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾔ さいたま

さ与野南

上山　歩巳(3)

ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 羽生 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾋﾞｷ 春日部

春日部

ｵｵｶﾜ ｹｲﾄ さいたま
大川　慶人(3)

ｲﾏｾﾞｷ ﾅﾂｷ 鴻巣
今関　夏希(3)
ﾑﾗﾉｲ ｱｵ 鴻巣

鴻巣西

小久保天馬(3)
ﾂｼﾞ ﾌﾐﾔ 鶴ヶ島

程田　瑛介(3)

ｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ 吉川

ﾎﾄﾞﾀ ﾖｳｽｹ

ｳﾒﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 春日部

笠原　映人(3) 鶴ヶ島富士見
ﾓﾘｱｲ ｹﾝﾉｽｹ

ﾉﾓﾄ ﾕｳｷ
野本　優希(2)
ｿﾏﾊﾗ ﾀｲｷ

ｺｸﾎﾞ ﾃﾝﾏ 鶴ヶ島

金子　尚樹(2) 蕨第一

蕨第一

ｻｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ さいたま
坂本　光翼(2)

島田　　颯(3) 南埼玉前原

三郷
五十嵐亮真(3)
ｲｼｲ ｹｲﾔ 三郷ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ さいたま

幸手
幸手西

三郷

三郷

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 八潮

中島　海斗(3) 春日部豊野

ｶﾅｲ ﾋﾛﾔ 春日部
金井　嘉哉(3)

ｶﾈｺ ｼｭｳﾔ
春日部豊野

さ宮原

髙橋　滉太(2) 八潮

工藤　令夢(3)

ｳﾂﾞｷ ﾀﾞｲﾁ さいたま

富士見
横山　滉樹(3)

卯月　大智(3) さ宮原 金子　柊也(3)

ｱﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 富士見
富士見勝瀬

ﾌｧﾝﾇｳ ﾅﾑ 八潮

川口

八潮

戸田喜沢(戸田)

戸田喜沢

富士見勝瀬

吉田　知生(3)

川口安行東(川口)

川口安行東

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ

ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｷﾖｺﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 幸手
横山　俊介(3)
ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ

ﾉｼﾞﾏ ｶｲﾄ

ﾀｶｼﾉ ﾋﾛﾑ 川口
高篠　拓夢(2)

ｷｻｲﾁ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 戸田ｲﾉｳｴ ｺｼﾞﾛｳ 川口
井上虎二郎(3) 川口安行東 私市竜二郎(3) 戸田喜沢

木村　颯太(3) 新座第二 横井　優貴(3) 羽生東 吉久　航平(3) 春日部飯沼

新座第二 桜井翔大朗(3) 羽生東 石塚　　響(2) 春日部飯沼
ｵﾆﾂｶ ｼｭﾝｽｹ 新座 ｶﾐﾔﾏ ｱﾕﾐ 羽生 ｱﾗｲ ﾘｷ

新座第二 羽生東 春日部飯沼

吉川南(吉川) さい与野南(さいたま) 鴻巣西(鴻巣)

新井　陸輝(3)鬼塚　俊輔(3)

秋元　　奨(3) 吉川南 大久保健也(3) さ与野南 村野井葵生(2) 鴻巣西
ｵｵｻﾜ ﾀﾂｷ 鴻巣

須田　一輝(3) 吉川南 越場　晴也(3) さ与野南 大澤　龍輝(2) 鴻巣西
ｺｴﾊﾞ ﾊﾙﾔ さいたま

吉川 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ さいたま ｱｷﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 鴻巣
吉川南 さ与野南 秋野　大悟(3) 鴻巣西石田　悠馬(3)

鶴ヶ島富士見(鶴ヶ島) 南埼玉前原(南埼玉郡) 蕨第一(蕨)

ﾜｶﾔﾏ ﾃﾂﾄ 蕨
鶴ヶ島富士見 南埼玉前原 若山　哲丈(1) 蕨第一

南埼玉郡

ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ 蕨
辻　　史弥(2) 鶴ヶ島富士見 杣原　泰基(2) 南埼玉前原 泉　諒太郎(2) 蕨第一

南埼玉郡

ｶｻﾊﾗ ｱｷﾄ 鶴ヶ島 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾔﾃ 南埼玉郡 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 蕨

鶴ヶ島 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｭｳｷ 南埼玉郡 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 蕨
森相堅乃介(2) 鶴ヶ島富士見 石橋　竜輝(2) 南埼玉前原 濱田　健心(1)

春日部豊野(春日部) さい宮原(さいたま) 三郷早稲田(三郷)

春日部豊野 さ宮原 三郷早稲田
ﾄｷﾀ ｼｮｳｺﾞ 春日部
時田　翔梧(3)

ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳﾏ

梅田　大輔(3) 春日部豊野 鈴木　琢真(2) さ宮原 石井　慧也(3) 三郷早稲田

三郷早稲田
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 春日部 ｸﾄﾞｳ ﾚｲﾑ さいたま ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

三郷早稲田

幸手西(幸手) 八潮(八潮) 富士見勝瀬(富士見)

山口　公平(3)

田中　翔梧(2) 幸手西 ﾌｧﾝ   ﾇｳﾅﾑ(3) 八潮 安部　凌司(3)
ﾓﾘ ﾏｻｼ 富士見

松原　孝太(2) 幸手西 野島　海翔(3) 八潮 森　　優志(2) 富士見勝瀬
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 幸手

幸手 ﾀｼﾛ ﾚｵ 八潮 ﾌｼﾞｲ ｺｳｽｹ 富士見
幸手西 八潮 藤井　晃輔(3) 富士見勝瀬田代　令央(2)

高田　真吾(3) 川口安行東 中山　　颯(3) 戸田喜沢

ﾅｶﾀﾞ ｲｵﾘ 戸田
中田　伊織(3)
ﾅｶﾔﾏ ﾊﾔﾃ 戸田ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 川口 ｺﾝ ﾃｯﾍﾟｲ 戸田
高橋　祐哉(3) 川口安行東 今　　哲平(3) 戸田喜沢



予　選　7組0着＋8

7組
1着 45.39 2着 45.82 3着 46.01
5ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 318 1 86 1 45

2 303 2 87 2 46

3 319 3 88 3 47

4 317 4 93 4 48

4着 46.16 5着 46.45 6着 46.98
4ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 591 1 2003 1 232

2 594 2 2005 2 229

3 596 3 2011 3 233

4 584 4 2010 4 231

7着 47.03 8着 48.04
9ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 769 1 326

2 1761 2 327

3 765 3 328

4 766 4 325

決　勝　
1着 44.62 2着 44.81 3着 44.86
5ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 529 1 696 1 441

2 525 2 686 2 444

3 526 3 695 3 443

4 522 4 685 4 442

4着 45.07 5着 45.40 6着 45.55
9ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 512 1 746 1 13

2 503 2 741 2 17

3 510 3 743 3 15

4 513 4 742 4 16

7着 46.11
6ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ DQ,R3
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 471 1 373

2 463 2 370

3 465 3 371

4 469 4 372

ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 所沢

佐藤　玲央(3)

ｶﾘﾔ ｷｮｳｺﾞ さいたまｷﾑﾗ ｶﾝﾀ 熊谷

ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 熊谷ｻﾄｳ ﾚｵ ｱﾗｲ ｹｲﾀ

ﾕﾓﾄ ﾀｸﾏ 草加

草加栄(草加)

山田　竜斗(3)
ﾐｷ ﾕｳﾄ 所沢
三木　優斗(3) 所沢南陵

さいたま

ｵｵﾀ ﾘｮｳｽｹ 日高

日高高萩北(日高)

新井　翔真(3)
ｲﾀﾞ ｼｮｳﾏ 熊谷
井田　翔眞(2)

さ原山

熊谷富士見

ｺﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 草加

ﾄﾀﾆ ｶｲﾄ

ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 大里郡

大里城南(大里郡)

湯本　拓真(3) 草加栄 太田　凌輔(2) 日高高萩北

ｶｶﾞﾐ ｹﾝｼｭﾝ 和光

和光第三(和光)

戸谷　海翔(3)
ﾏｻｷ ﾊﾙｷ 草加
正木　春輝(3) 草加栄

ｱﾗｲ ｻｷﾔ 秩父

秩父影森(秩父)

嶋村　慧人(2)
ｵｸｻﾞﾜ ｺｳﾀ 日高
奥澤　康太(3) 日高高萩北

嶋田　一翼(3) 秩父影森

齋藤　孝史(3) 秩父影森

ｽｽﾞｷ ｹﾝﾉｽｹ
鈴木剣之介(3) 和光第三

鈴木　秀摩(3) 和光第三
ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ

三橋　淳史(3)黒澤希偉人(3) 深谷川本

深谷川本(深谷)

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾐ

畠山　拓実(2)
深谷

深谷川本
ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾀ

佐藤　　蓮(3)
朝霞

朝霞第一
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ

小野寺　潤(3)
深谷

深谷川本

朝霞第一(朝霞)

ﾄﾐｵｶ ｷｮｳ

富岡　　響(3)

ﾐﾊｼ ｱﾂｼ

戸澤　宏太(3)
深谷

深谷川本
ｸﾛｻﾜ ｷｲﾄ 深谷

朝霞

朝霞第一
ｵﾉﾂﾞｶ ﾀﾂﾐ

小野塚達巳(3)
朝霞

朝霞第一

羽生東(羽生)

ﾎｿｶﾜ ﾕｳｽｹ

春日部豊野

春日部豊野(春日部)

ﾄｷﾀ ｼｮｳｺﾞ

時田　翔梧(3)
春日部

春日部豊野
ｳﾒﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

朝霞

さ内谷
ｶﾐﾔﾏ ｱﾕﾐ

上山　歩巳(3) 羽生東

細川　悠介(3)
ﾖｺｲ ﾕｳｷ

横井　優貴(3)

所沢南陵(所沢) 熊谷富士見(熊谷) さい原山(さいたま)

木下竜之介(3) 所沢南陵 木村　敢太(3) 熊谷富士見 仮谷　享悟(3)

新座第二(新座)

ﾏｴﾉ ｼｭｳｽｹ

梅田　大輔(3)
春日部

春日部豊野
ｶﾅｲ ﾋﾛﾔ

金井　嘉哉(3)
春日部

朝霞第一
ｻﾄｳ ﾚﾝ

さいたま

羽生

羽生東
羽生

羽生

羽生東
羽生

羽生東

さ原山

所沢南陵 内田　崚太(3) 熊谷富士見 新井　渓太(3) さ原山
さいたま所沢

前野　秀輔(2)
新座

新座第二
ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ

木村　颯太(3)
新座

新座第二

ﾊｼﾞﾘ ｹｲｺﾞ

羽尻　圭吾(3)

新座

新座第二
ｵﾆﾂｶ ｼｭﾝｽｹ

鬼塚　俊輔(3)
新座

新座第二

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 所沢 ｱﾗｲ ｼｮｳﾏ 熊谷 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ
所沢南陵 熊谷富士見

さ内谷

ﾊﾔｶﾜ ﾏｷｼ

早川真希士(3)
春日部

春日部豊野

さい内谷(さいたま)

ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ

ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾄ

齋藤海夏斗(3)
さいたま

さ内谷

佐藤　愛斗(3)
さいたま

さ内谷
ｺｲﾁ ｹﾝﾀ

古市　健汰(3)
さいたま

さ原山

東山　翔大(3)
ﾀｹｲｼ ﾏｻﾑﾈ さいたま
武石　正宗(3)

神田　有希(3) 大里城南
ｵﾘｶｻ ｹﾝﾄ 大里郡

小山　幸紘(3) 草加栄 伊勢崎太一郎(3) 日高高萩北 折笠　謙杜(3) 大里城南
ｲｾｻﾞｷ ﾀｲﾁﾛｳ 日高

草加 ｼﾏﾑﾗ ｹｲﾄ 日高 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ 大里郡
草加栄 日高高萩北 高橋　朋希(3) 大里城南

ｶﾝﾀﾞ ｺｳｷ 大里郡

和光 ｶﾜｸﾎﾞ ﾊﾙｷ 秩父
鈴木  太陽(3)

神田　江輝(3) 大里城南

鏡　　健隼(2) 和光第三

片山　　光(2)
鴻巣

鴻巣吹上
ｸﾒｶﾜ ﾅﾂﾑ

ｶｻｲ ｼｮｳｽｹ

笠井　祥介(3)
ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾀﾛｳ

桜井翔大朗(3)

宇野　涼馬(3) 狭山西武文理赤石澤　蓮(3) 鴻巣吹上

鴻巣

鴻巣吹上
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷ

渡辺　吏希(3)
鴻巣

鴻巣吹上

新井沙稀也(2) 秩父影森

和光第三 川窪　春輝(3) 秩父影森
ｼﾏﾀﾞ ｲｯｻ

ｱｶｲｼｻﾞﾜ ﾚﾝ 鴻巣

狭山西武文理(狭山)

ﾌﾙｾ ﾀｸﾋﾛ

古瀬　偉大(3)

ﾀﾀﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ

只木康太郎(3)

粂川　夏夢(3)

鴻巣吹上(鴻巣)

ｶﾀﾔﾏ ﾋｶﾙ

狭山

狭山西武文理
ｳﾉ ﾘｮｳﾏ 狭山

狭山

狭山西武文理
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ

原田　祐希(3)
狭山

狭山西武文理

ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾏ 和光 ｻｲﾄｳ ｺｳｼ 秩父

和光 秩父
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決　勝　

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 深谷 － － － ○ ○ ○ ○ ○

1 7 527 倉林　雄大(3) 深谷川本 ○ × × × 1m95 GR
ｼﾞﾇｼ ﾅｵﾋﾛ さいたま － － ○ ○ × × ×

2 25 556 地主　直央(3) さ大谷場 1m76
ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 草加 ○ × ○ × ○ × × ○ × × ×

3 50 593 斉藤　雄介(3) 草加新田 1m76
ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｷ 深谷 × ○ × ○ × ○ × × ○ × × ×

4 33 535 宮本　弘毅(3) 深谷川本 1m76
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 上尾 ○ ○ ○ × × ×

5 15 1561 鈴木　大翔(3) 上尾 1m71
ｵｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ さいたま ○ × ○ ○ × × ×

6 28 10 小澤　　陽(3) さ春野 1m71
ﾓﾘ ｶｽﾞｷ 草加 ○ ○ × ○ × × ×

7 10 592 森　　一輝(3) 草加新田 1m71
ｺﾊﾞﾔｼﾏﾅﾄ 児玉郡 ○ ○ × × ○ × × ×

8 1 214 小林　愛翔(3) 児玉美里 1m71
ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 上尾 ○ ○ × × ○ × × ×

8 31 1562 髙橋　　航(3) 上尾 1m71
ﾏｴｻｷ ﾀｶﾋﾃﾞ 三郷 ○ ○ × × ×

10 2 910 前崎　隆英(3) 三郷彦糸 1m66
ｸﾛｻﾜ ﾘｸﾄ 大里郡 － ○ × × ×

10 43 228 黒沢　陸斗(2) 大里男衾 1m66
ｳｴﾉ ｿｳﾀ 鶴ヶ島 ○ × ○ × × ×

12 13 990 上野　颯太(2) 鶴ヶ島 1m66
ｶｷﾇﾏ ｺｳｷ 羽生 － × ○ × × ×

12 26 509 柿沼　幸輝(3) 羽生南 1m66
ﾊｼｷﾀ ﾔﾏﾄ 入間郡 × ○ × ○ × × ×

14 38 151 橋北　大和(3) 入間郡毛呂山 1m66
ﾀｶｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ さいたま × ○ × ○ × × ×

14 42 559 髙島康太郎(3) さ日進 1m66
ﾓﾘﾄ ﾕｳｷ 川口 ○ × × ○ × × ×

16 3 36 森戸　勇希(3) 川口仲町 1m66
ｸﾎﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ 富士見 × ○ × × ○ × × ×

17 12 886 久保田柊平(3) 富士見台 1m66
ｺﾎﾘ ｹﾝﾄ 春日部 ○ × × ×

18 44 1441 小堀　健斗(3) 春日部谷原 1m61
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ さいたま ○ × × ×

18 46 560 田中　勇樹(3) さ大原 1m61
ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 三郷 ○ × × ×

18 48 916 岡田　　望(2) 三郷早稲田 1m61
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾉｽｹ 狭山 × ○ × × ×

21 16 363 溝口裕之助(3) 狭山狭山台 1m61
ｳｼｸﾎﾞ ﾘｮｳ 所沢 × ○ × × ×

21 19 313 牛窪　　凌(3) 所沢北野 1m61
ﾎﾝﾏ ﾀｲｶﾞ 八潮 × ○ × × ×

21 24 850 本間　大河(2) 八潮大原 1m61
ｶﾈｺ ｼﾞｭﾝ さいたま × ○ × × ×

21 32 558 金子　　純(3) さ大谷場 1m61
ｴｸﾞﾁ ｻｲﾊ 坂戸 × ○ × × ×

21 34 950 江口　彩羽(3) 坂戸城山 1m61
ｺｼﾊﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ 東松山 × × ○ × × ×

26 9 391 小柴伸次郎(3) 東松山南 1m61

1m91
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m71 1m76

1m95

1m79 1m82 1m85
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ

2m00
氏名 所属

1m61 1m66



ｶﾓﾀﾞ ｱﾕﾑ 北足立郡 × × ×

4 137 鴨田　歩夢(3) 北足伊奈学園 NM
ｼﾓﾉ ﾊﾙｷ 比企郡 × × ×

5 172 下野　陽生(2) 比企滑川 NM
ｲｼｲ ｿｳﾏ 飯能 × × ×

6 1343 石井　颯真(3) 飯能西 NM
ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾄ 幸手 × × ×

8 969 黒川　稜人(2) 幸手東 NM
ﾏﾁﾀﾞ ﾏﾅﾄ 朝霞 × × ×

11 692 町田　学都(2) 朝霞第二 NM
ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝ 川越 × × ×

14 75 菅原　　峻(2) 川越東 NM
ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵﾔ さいたま × × ×

17 557 水沼　尚也(3) さ宮原 NM
ｽﾅｶﾞ ﾕｳﾉｽｹ 行田 × × ×

18 117 須永悠之介(3) 行田西 NM
ｲｼｻﾞｷ ｼｭﾗ 久喜 × × ×

20 815 石崎　朱羅(2) 久喜東 NM
ﾖｺﾓﾘ ﾕｳｾｲ 熊谷 × × ×

21 97 横森　裕星(3) 熊谷吉岡 NM
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀ 加須 × × ×

22 250 松本　健太(2) 加須北川辺 NM
ｳｽｲ ﾀｲﾁ 蓮田 × × ×

23 932 薄井　太一(2) 蓮田黒浜 NM
ﾀｶﾊｼ ｻﾔﾄ 吉川 × × ×

27 2054 髙橋爽也斗(2) 吉川南 NM
ｱﾅﾔﾏ ｹﾝﾄ 秩父郡 ／

29 184 穴山　賢翔(3) 秩父郡長瀞 NM
ﾊﾘｶﾞﾔ ﾕｳｷ 加須 × × ×

30 241 針ヶ谷侑希(2) 加須大利根 NM
ｻﾄｳ ﾔﾏﾄ 川口 × × ×

35 37 佐藤　倭人(2) 川口仲町 NM
ﾐｶﾐ ﾕｳﾀ 新座 × × ×

36 756 三上　雄大(3) 新座第二 NM
ﾊﾔｼ ﾀﾏｷ 北本 × × ×

37 829 林　 環生(3) 北本東 NM
ﾋﾙﾀ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ 日高 × × ×

39 2009 蛭田ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ(3) 日高高萩北 NM
ﾌｶﾀ ｼｮｳﾀ 秩父 × × ×

40 324 深田　翔大(2) 秩父影森 NM
ｶﾀｸﾜ ｺｳｷ ふじみ野 × × ×

41 1870 形鍬　幸輝(3) ふじみ野花の木 NM
ﾀﾅｶ ｾﾝﾘ 本庄 × × ×

45 430 田中　千李(3) 本庄西 NM
ｱｲｺｳ ﾃﾂﾋﾛ 和光 × × ×

47 761 愛甲　哲大(3) 和光第三 NM
ﾏｽﾀﾞ ｺﾞｳｷ 越谷 × × ×

49 631 増田　剛輝(2) 越谷中央 NM
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ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ 吉川 － － － － － ○ ○ × ○

1 13 2055 橋本　　樹(3) 吉川東 ○ × × × 4m00
ｽｴﾖｼ ﾃﾂﾄ 加須 － － － － × ○ ○ × ○ × ○

2 1 486 末吉　哲人(3) 加須西 ○ × × × 4m00
ｻｲﾄｳ ｼﾞｮｳ 八潮 － － － × ○ － ○ ○ × × ○

3 11 851 斉藤　　丈(3) 八潮八幡 × × × 3m90
ｷﾀｿﾞﾉ ｶｲ 川越 － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 9 76 北薗　海衣(3) 川越高階 3m70
ｳﾜﾀﾞｲﾗ ｼｷ さいたま － － × ○ × ○ ○ × × ×

5 6 1008 上平　志貴(3) さ木崎 3m60
ﾔﾅｾ ｱｵｲ さいたま － ○ × ○ × ○ × ○ × × ×

6 3 1009 柳瀬　　蒼(3) さ植竹 3m60
ｶｻｲ ﾄﾓﾉﾘ 加須 － － ○ ○ × × ×

7 7 487 葛西　知徳(2) 加須西 3m50
ｵﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ さいたま － ○ ○ × × ×

8 4 1010 小野慎一郎(3) さ大久保 3m40
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 北本 ○ ○ × × ×

9 2 830 吉田　英晃(2) 北本 3m20
ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾏ 八潮 × ○ × ○ × × ×

10 8 852 梶原　雄真(2) 八潮八幡 3m20
ｱｷﾊﾞ ｼｮｳﾀ 越谷 × × ×

5 632 秋葉　翔大(3) 越谷東 NM
ｳｴﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 三郷 － × × ×

10 911 上原　昇悟(3) 三郷南 NM
ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 羽生 × × ×

12 502 森田　祐生(2) 羽生西 NM

3m803m20 3m40 3m50
4m00
3m00

4m10
ｺﾒﾝﾄ

3m903m703m60
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
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順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾅﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 草加 × 6m14 6m43 6m43
1 26 583 花屋龍ノ介(3) 草加谷塚 -0.3 0.0 0.0 q

ｵｵﾂｶ ｱｲﾗ 春日部 6m15 × × 6m15
2 23 1442 大塚　愛羅(3) 春日部江戸川 +0.3 +0.3 q

ﾎﾘｷﾘ ｵｳｷ 越谷 × × 6m13 6m13
3 27 633 堀切　王貴(3) 越谷中央 +0.1 +0.1 q

ﾅｶﾍﾞ ｹｲｺﾞ 富士見 × 5m90 5m96 5m96
4 22 891 中部　圭吾(3) 富士見勝瀬 -0.4 -0.2 -0.2 q

ｳﾂﾞｷ ﾀﾞｲﾁ さいたま × 5m91 5m74 5m91
5 24 41 卯月　大智(3) さ宮原 +0.4 0.0 +0.4 q

ﾄﾐﾅｶﾞ ｼｭﾝｼﾞ 吉川 × 5m89 × 5m89
6 18 2056 富永　舜志(3) 吉川南 -0.4 -0.4

ｼﾝﾀﾆ ｷｮｳﾍｲ 上尾 × × 5m86 5m86
7 19 564 新谷　匡平(3) 上尾東 +0.1 +0.1

ｲｼﾔﾏ ﾘｸ 加須 × 5m85 5m83 5m85
8 8 481 石山　　陸(3) 加須昭和 +0.6 0.0 +0.6

ﾀﾀﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 狭山 × 5m81 × 5m81
9 1 371 只木康太郎(3) 狭山西武文理 0.0 0.0

ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ さいたま × 5m52 5m71 5m71
10 6 13 佐藤　愛斗(3) さ内谷 +0.3 +0.1 +0.1

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 蓮田 5m69 5m64 5m70 5m70
11 2 929 清水　翔太(3) 蓮田平野 0.0 0.0 -0.3 -0.3

ﾏﾆﾜ ﾀｸﾔ 本庄 × 5m57 5m50 5m57
12 14 431 間庭　卓也(3) 本庄南 +0.6 -0.2 +0.6

ｺﾂｼﾞ ﾗｵ 熊谷 5m53 × 3m65 5m53
13 20 94 小辻　羅生(3) 熊谷富士見 +1.0 0.0 +1.0

ｻｶｲ ｼｭｳﾄ 入間 5m20 5m47 5m40 5m47
14 7 648 坂井　修斗(3) 入間藤沢 0.0 0.0 -0.3 0.0

ﾉﾃﾞﾗ ｺｳｼﾞ 鴻巣 5m17 5m29 5m44 5m44
15 16 470 野寺　晃司(3) 鴻巣赤見台 0.0 -0.3 -0.8 -0.8

ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 羽生 × 4m73 5m43 5m43
16 12 510 桜井翔太郎(3) 羽生東 0.0 -0.5 -0.5

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 児玉郡 × 5m23 5m35 5m35
17 25 210 丸山　涼介(3) 児玉美里 0.0 +0.1 +0.1

ﾋﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 坂戸 × 5m30 × 5m30
18 15 951 平本　　匠(2) 坂戸 +0.3 +0.3

ｺﾓﾝ ﾕｳｷ 川越 5m16 4m77 5m01 5m16
19 10 77 古門　佑基(3) 川越大東 +0.5 +0.8 +0.1 +0.5

ｿﾏﾊﾗ ﾀｲｷ 南埼玉郡 5m16 × × 5m16
20 5 274 杣原　泰基(2) 南埼玉前原 -0.3 -0.3

ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀ 桶川 × 5m10 × 5m10
21 17 783 宮澤　康太(3) 桶川 0.0 0.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ 入間郡 5m09 4m91 5m00 5m09
22 11 153 渡邉　天斗(3) 入間郡毛呂山 0.0 +0.2 +0.4 0.0

ｼﾏﾀﾞ ｲｯｻ 秩父 4m94 5m03 4m26 5m03
23 9 325 嶋田　一翼(3) 秩父影森 0.0 +0.1 0.0 +0.1

ｱｵｼｶ ｼｮｳ 幸手 × 5m03 4m93 5m03
24 13 970 青鹿　　翔(2) 幸手 -0.2 0.0 -0.2

ｵﾁｱｲ ﾃﾙﾔ 八潮 5m03 4m87 3m31 5m03
25 28 853 落合　輝也(2) 八潮潮止 -0.1 0.0 +1.0 -0.1

ｵｵｻﾜ ｶﾅﾒ 飯能 4m86 4m99 4m96 4m99
26 4 1345 大澤　　要(3) 飯能第一 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ 行田 4m80 × 4m47 4m80
27 21 113 古川　　凌(3) 行田長野 0.0 -0.1 0.0

ｴﾀﾞ ﾀｸﾄ 加須 ／
3 248 江田　拓斗(3) 加須北川辺 NM



2組
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 所沢 6m02 5m99 6m39 6m39
1 8 314 吉川　遼祐(3) 所沢上山口 +1.3 +0.8 0.0 0.0 q

ﾉｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 比企郡 6m06 6m24 6m10 6m24
2 3 171 野口　郁弥(3) 比企小川東 -0.5 0.0 +0.8 0.0 q

ｳﾗﾍﾞ ﾀｸﾏ 川口 6m17 5m96 － 6m17
3 13 24 浦部　拓磨(3) 川口幸並 0.0 -0.1 0.0 q

ｲﾜｷ ｿﾗ 川口 6m10 5m76 × 6m10
4 22 23 岩木　　空(3) 川口在家 +0.8 +0.7 +0.8 q

ｺｲｹ ｶｽﾞﾔ 上尾 5m98 5m83 6m04 6m04
5 24 575 小池　和哉(3) 上尾大谷 0.0 0.0 +0.2 +0.2 q

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 三郷 5m42 5m96 5m81 5m96
6 27 912 中村　流星(3) 三郷早稲田 -0.1 0.0 +0.6 0.0 q

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ さいたま × 5m93 5m80 5m93
7 9 1001 柏原　友城(3) さ三橋 +1.3 +0.4 +1.3 q

ﾊﾔｼ ﾀﾏｷ 北本 5m87 5m64 5m45 5m87
8 14 829 林　 環生(3) 北本東 0.0 0.0 -0.2 0.0

ｵｸﾑﾗ ｿﾗ 北葛飾郡 × 5m59 5m77 5m77
9 6 290 奥村　颯良(3) 北葛飾杉戸 +1.0 -0.1 -0.1

ｺｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 北足立郡 × 5m74 5m66 5m74
10 5 136 小久保大地(3) 北足伊奈学園 -0.2 0.0 -0.2

ﾅﾗ ﾔﾏﾄ さいたま × 5m25 5m73 5m73
11 16 1002 奈良　大和(3) さ土呂 0.0 -0.2 -0.2

ｺﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 草加 5m72 5m62 × 5m72
12 4 594 小山　幸紘(3) 草加栄 -0.2 +0.3 -0.2

ﾌｼﾞﾉｷ ﾋﾛﾑ さいたま × 5m69 4m18 5m69
13 11 1 藤ノ木広夢(3) さ城北 +0.2 -0.1 +0.2

ｴﾊﾞﾗ ｶｲﾄ 鶴ヶ島 × × 5m69 5m69
14 19 991 荏原　海斗(3) 鶴ヶ島藤 0.0 0.0

ｳﾂﾐ ﾏｻｷ 日高 5m55 5m59 5m35 5m59
15 10 2008 内海　将輝(3) 日高高根 +0.1 +0.7 -0.5 +0.7

ﾐﾏｷ ｹﾝﾄ 戸田 5m21 5m57 5m34 5m57
16 25 676 三巻　健人(3) 戸田 0.0 -0.4 0.0 -0.4

ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 深谷 5m25 5m55 5m38 5m55
17 15 1540 伊藤　亮馬(2) 深谷岡部 0.0 0.0 -0.5 0.0

ﾈｷﾞｼ ﾀｸﾐ 加須 5m46 × 5m54 5m54
18 28 482 根岸　拓未(3) 加須昭和 -0.5 +0.7 +0.7

ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 新座 × 5m50 5m39 5m50
19 12 757 吉田　真人(3) 新座第五 +0.4 -0.1 +0.4

ﾔﾀ ｶﾞｸﾄ 春日部 5m45 × 5m45 5m45
20 17 1443 矢田　楽人(3) 春日部武里 0.0 +0.3 0.0

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 秩父郡 5m32 5m32 5m07 5m32
21 23 192 竹内　勇貴(3) 秩父郡横瀬 0.0 0.0 -0.2 0.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 川口 4m31 5m21 5m17 5m21
22 2 25 渡邊　優太(2) 川口八幡木 0.0 +0.3 +0.4 +0.3

ｵﾘｶｻ ｹﾝﾄ 大里郡 3m98 × 5m20 5m20
23 21 229 折笠　謙杜(3) 大里城南 0.0 -0.4 -0.4

ﾀｹﾀﾞ ﾘｸ 朝霞 4m74 4m63 5m13 5m13
24 26 693 武田　　陸(2) 朝霞第二 0.0 0.0 +0.3 +0.3

ｲﾉｳｴ ｿｳﾏ 久喜 × 4m77 5m07 5m07
25 20 814 井上　颯真(3) 久喜東 +0.2 0.0 0.0

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ ふじみ野 5m06 4m97 3m90 5m06
26 7 865 若林　大樹(3) ふじみ野福岡 0.0 -0.3 0.0 0.0

ｱﾍﾞ ﾀｶﾔ 上尾 × 3m85 5m06 5m06
27 18 580 阿部　隆也(3) 上尾大石 -1.1 +0.1 +0.1

ﾔﾏｻﾞｷ ﾔﾏﾄ 東松山 5m00 × 4m43 5m00
28 1 390 山﨑　　和(2) 東松山南 +0.1 -0.9 +0.1

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

ｵｵﾂｶ ｱｲﾗ 春日部 6m13 6m33 6m53 6m53 8 × × × 6m53
1 2 1442 大塚　愛羅(3) 春日部江戸川 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 所沢 5m89 6m32 × 6m32 7 4m65 6m10 6m07 6m32
2 8 314 吉川　遼祐(3) 所沢上山口 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.3 0.0

ｲﾜｷ ｿﾗ 川口 6m22 × × 6m22 6 × × × 6m22
3 12 23 岩木　　空(3) 川口在家 +0.2 +0.2 +0.2

ﾊﾅﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 草加 × 6m19 × 6m19 5 × 6m11 × 6m19
4 7 583 花屋龍ノ介(3) 草加谷塚 +0.4 +0.4 -1.3 +0.4

ﾉｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 比企郡 6m06 × 6m14 6m14 4 5m97 － － 6m14
5 3 171 野口　郁弥(3) 比企小川東 -0.4 -0.1 -0.1 0.0 -0.1

ﾎﾘｷﾘ ｵｳｷ 越谷 6m13 5m65 × 6m13 3 6m00 × 6m06 6m13
6 4 633 堀切　王貴(3) 越谷中央 -0.3 -0.4 -0.3 -0.2 -0.6 -0.3

ﾅｶﾍﾞ ｹｲｺﾞ 富士見 5m96 6m00 6m00 6m00 1 5m74 6m08 5m91 6m08
7 9 891 中部　圭吾(3) 富士見勝瀬 -0.2 0.0 -0.2 0.0 -0.4 -0.2 -0.1 -0.2

ｳﾗﾍﾞ ﾀｸﾏ 川口 6m02 5m95 5m86 6m02 2 5m73 5m90 5m84 6m02
8 6 24 浦部　拓磨(3) 川口幸並 -0.1 -0.4 +0.2 -0.1 -0.2 0.0 +0.5 -0.1

ｳﾂﾞｷ ﾀﾞｲﾁ さいたま 5m84 5m89 5m82 5m89 5m89
9 10 41 卯月　大智(3) さ宮原 -0.1 +0.6 -0.3 +0.6 +0.6

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 三郷 4m16 5m87 3m47 5m87 5m87
10 1 912 中村　流星(3) 三郷早稲田 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

ｺｲｹ ｶｽﾞﾔ 上尾 5m73 5m23 5m74 5m74 5m74
11 5 575 小池　和哉(3) 上尾大谷 -0.1 -0.3 0.0 0.0 0.0

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ さいたま × 5m29 5m30 5m30 5m30
12 11 1001 柏原　友城(3) さ三橋 0.0 -0.1 -0.1 -0.1



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：遠藤　良宏

記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        17m85     奥村　仁志(福　井・和　泉)            2015

埼玉県中学校記録(SJ)    15m73     石井　光一(さいたま・第二東)          2010 6月10日 09:30 予　選

大会記録(GR)            14m53     奥野　風摩(さいたま・城北)            2009 6月10日 12:30 決　勝

予　選　通過記録 15m00

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 深谷

1 12 1521 木村　颯汰(3) 深谷川本 8m21 11m14 11m56 11m56 q
ｻｶﾞﾜ ﾃﾙﾏ さいたま

2 27 1003 佐川　輝馬(3) さ大宮西 11m02 11m25 10m63 11m25 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｷﾞﾔ 草加

3 22 595 藤本　凪哉(3) 草加新栄 10m81 10m97 × 10m97 q
ｾｷ ｶﾝﾀﾛｳ 富士見

4 18 887 関　貫太郎(3) 富士見台 10m46 9m64 9m25 10m46 q
ｲｼｲ ﾕｳｷ 新座

5 2 758 石井　優希(2) 新座第二 9m89 10m41 10m20 10m41
ｺｽｹﾞ ｼﾝﾉｽｹ 春日部

6 21 1444 小菅辰之助(3) 春日部 9m31 10m33 9m55 10m33
ｲﾏﾅﾘ ｹﾝｼﾝ 深谷

7 5 1523 今成　謙紳(3) 深谷川本 × 10m08 10m09 10m09
ｵｶﾞﾜ ﾄﾗﾉｽｹ さいたま

8 9 1004 小川虎之介(3) さ泰平 × 9m03 9m97 9m97
ｱｶｲｼｻﾞﾜ ﾚﾝ 鴻巣

9 25 469 赤石澤　蓮(3) 鴻巣吹上 9m34 9m88 9m09 9m88
ｳﾉ ﾘｮｳﾏ 狭山

10 10 372 宇野　涼馬(3) 狭山西武文理 9m64 9m78 9m23 9m78
ｳﾒｻﾞﾜ ﾄｼｷ 比企郡

11 15 173 楳澤　寿稀(3) 比企玉ノ岡 8m81 9m16 9m71 9m71
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 行田

12 11 115 中川　寛斗(2) 行田埼玉 × 9m68 9m30 9m68
ｶﾂﾔﾏ ｹｲｽｹ 所沢

13 1 315 勝山　恵介(3) 所沢向陽 8m21 × 9m55 9m55
ﾊﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 日高

14 20 2013 濱崎　純也(3) 日高高麗川 × 9m45 8m83 9m45
ﾌｸｲ ﾘｸﾄ 入間

15 13 651 福井　陸斗(3) 入間藤沢 9m39 9m16 9m10 9m39
ﾋﾛｾ ﾄﾓﾔ 坂戸

16 8 952 廣瀬　智也(2) 坂戸住吉 9m12 8m98 8m90 9m12
ｾｷ ｼｮｳｴｲ 加須

17 17 252 関　　照英(3) 加須北川辺 8m42 8m51 9m02 9m02
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 秩父

18 19 335 若林　大智(3) 秩父高篠 8m05 8m42 8m82 8m82
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾎ 幸手

19 24 971 藤原　一帆(3) 幸手 8m51 8m78 8m60 8m78
ｻｶｷﾀﾞ ﾘｭｳﾏ 本庄

20 6 432 榊田　龍真(3) 本庄東 6m97 8m62 7m99 8m62
ﾀｹﾀﾞ ﾀｲｳ 東松山

21 7 392 武田　泰雨(3) 東松山白山 × 8m30 8m55 8m55
ﾈｷﾞｼ ﾀｸﾐ 加須

22 3 482 根岸　拓未(3) 加須昭和 7m68 8m48 8m31 8m48
ｱﾓｳ ﾖｳﾀ 越谷

23 4 634 天羽　陽太(3) 越谷獨協埼玉 8m01 × 8m31 8m31
ｱｻｲ ｱｵｲ 八潮

24 23 854 浅井　　蒼(3) 八潮大原 6m48 7m68 7m82 7m82
ｵｵｲｼ ﾊﾔﾄ 熊谷

25 16 98 大石　捷人(3) 熊谷大原 6m93 7m67 7m60 7m67
ｲｼｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 北足立郡

26 26 138 石島　　大(3) 北足伊奈南 7m06 × 7m46 7m46
ﾂｷﾖｼ ﾊﾔﾄ 鶴ヶ島

27 14 992 月芳　駿人(2) 鶴ヶ島 7m35 7m06 7m35 7m35



2組
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾞﾊﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 深谷

1 4 528 馬場　峻平(3) 深谷川本 12m79 12m44 12m91 12m91 q
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ 加須

2 12 251 岡田　大輝(3) 加須北川辺 11m79 11m75 × 11m79 q
ﾋﾙﾀ ﾀﾞｲｷ 蓮田

3 15 933 蛭田　大貴(3) 蓮田黒浜 11m72 11m57 11m17 11m72 q
ﾓﾘ ｹﾝﾄ 三郷

4 11 913 森　　健人(3) 三郷南 10m72 × 10m82 10m82 q
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 所沢

5 6 316 高橋　春裕(2) 所沢上山口 10m76 10m67 10m60 10m76 q
ｵｵﾂｶ ﾕｳﾀﾛｳ 久喜

6 25 816 大塚優太朗(3) 久喜菖蒲南 9m81 10m64 10m70 10m70 q
ﾅｶｶﾞﾜ ﾍｲｿﾞｳ 川口

7 27 39 中川　平蔵(3) 川口鳩ヶ谷 10m31 10m58 9m87 10m58 q
ｶｸﾀ ﾌｳﾗｲ 川口

8 16 38 角田　楓頼(3) 川口仲町 9m43 9m66 10m58 10m58 q
ﾐﾔｳﾁ ﾕｳﾔ さいたま

9 20 1005 宮内　佑哉(3) さ岸 9m30 10m02 10m02 10m02
ｻﾄｳ ｿﾗ 児玉郡

10 17 215 佐藤　　天(3) 児玉神川 9m87 9m98 9m93 9m98
ﾉｻﾞﾜ ﾚｲ 桶川

11 10 784 野澤　　嶺(2) 桶川 9m22 9m83 8m41 9m83
ｲｼｲ ｺｳｾｲ さいたま

12 1 1006 石井　皇政(3) さ慈恩寺 9m34 9m71 9m37 9m71
ﾉｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 上尾

13 21 571 野口　　歩(3) 上尾太平 × 8m68 9m69 9m69
ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾏ 吉川

14 13 2057 髙木　悠馬(2) 吉川南 8m87 9m40 9m56 9m56
ｱｲﾀﾞ ﾅｵｷ ふじみ野

15 22 866 相田　直樹(2) ふじみ野福岡 9m35 8m94 8m97 9m35
ﾆｼ ﾊﾙｷ 秩父郡

16 14 185 西　　陽生(3) 秩父郡長瀞 9m24 9m01 8m88 9m24
ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂｷ 朝霞

17 7 694 松田　充生(2) 朝霞第二 8m71 9m06 8m67 9m06
ｵｻﾞﾜ ｺｺﾛ 北本

18 5 831 小澤　　優(3) 北本東 8m02 8m70 8m51 8m70
ﾀｶﾞｲ ｺｳｽｹ 大里郡

19 19 230 田貝　幸祐(3) 大里寄居 7m92 8m60 8m35 8m60
ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞｷ 飯能

20 3 1346 久保田一樹(3) 飯能加治 8m52 8m40 8m52 8m52
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 川越

21 23 78 鈴木　和馬(2) 川越初雁 8m52 8m25 8m32 8m52
ﾅｶﾀ ﾕｳﾄ 北葛飾郡

22 2 291 中田　悠斗(3) 北葛飾杉戸 8m39 8m32 8m37 8m39
ｱｷﾔﾏ ｶｲｾｲ 入間郡

23 26 154 秋山　海青(3) 入間郡毛呂山 6m86 8m09 7m16 8m09
ｶﾈｺ ﾅｵｷ 蕨

24 9 604 金子　尚樹(2) 蕨第一 × 7m78 7m39 7m78
ﾌﾙｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 戸田

25 24 677 古川　大悟(2) 戸田笹目 7m42 7m45 7m30 7m45
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 羽生

26 18 511 田口　悠人(2) 羽生西 6m83 6m44 5m88 6m83
ｱﾓｳ ﾖｳﾀ 越谷

8 634 天羽　陽太(3) 越谷獨協埼玉 ／ NM

決　勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾞﾊﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 深谷

1 7 528 馬場　峻平(3) 深谷川本 12m62 12m19 12m75 12m75 8 12m74 12m79 11m86 12m79
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ 加須

2 6 251 岡田　大輝(3) 加須北川辺 10m72 11m86 × 11m86 7 10m37 × 11m73 11m86
ﾋﾙﾀ ﾀﾞｲｷ 蓮田

3 8 933 蛭田　大貴(3) 蓮田黒浜 11m83 11m07 11m81 11m83 6 11m50 11m21 11m47 11m83
ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 深谷

4 1 1521 木村　颯汰(3) 深谷川本 11m60 11m73 × 11m73 5 11m49 × 11m11 11m73
ﾓﾘ ｹﾝﾄ 三郷

5 9 913 森　　健人(3) 三郷南 10m94 11m64 10m02 11m64 4 11m41 10m36 10m92 11m64
ｻｶﾞﾜ ﾃﾙﾏ さいたま

6 4 1003 佐川　輝馬(3) さ大宮西 11m45 9m67 × 11m45 3 10m73 10m58 10m69 11m45
ｶｸﾀ ﾌｳﾗｲ 川口

7 11 38 角田　楓頼(3) 川口仲町 11m33 10m76 11m35 11m35 2 10m57 11m43 11m00 11m43
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 所沢

8 10 316 高橋　春裕(2) 所沢上山口 10m98 10m87 11m24 11m24 1 11m23 11m17 11m40 11m40
ｵｵﾂｶ ﾕｳﾀﾛｳ 久喜

9 2 816 大塚優太朗(3) 久喜菖蒲南 11m02 10m45 10m30 11m02 11m02
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｷﾞﾔ 草加

10 12 595 藤本　凪哉(3) 草加新栄 × 10m57 10m89 10m89 10m89
ﾅｶｶﾞﾜ ﾍｲｿﾞｳ 川口

11 5 39 中川　平蔵(3) 川口鳩ヶ谷 10m08 10m53 10m80 10m80 10m80
ｾｷ ｶﾝﾀﾛｳ 富士見

12 3 887 関　貫太郎(3) 富士見台 10m15 10m16 10m53 10m53 10m53



中学男子四種競技

日本中学記録(JH)        3054      中村　　仁(兵　庫・播磨南)            2004
埼玉県中学校記録(SJ)    2976      加藤　誠也(さいたま・宮原)            2007 審 判 長：江原　照夫
大会記録(GR)            2936      加藤　誠也(さいたま・宮原)            2007 記録主任：森下　和哉

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 110mH 砲丸投 走高跳 400m 総合 ｺﾒﾝﾄ

15.91 12m49 1m71 52.57
1 526 +0.7 2631

(743) (636) (552) (700)
16.63 11m16 1m55 54.52

2 372 +0.7 2263
(663) (556) (426) (618)
16.12 9m69 1m60 54.92

3 555 +0.7 2252
(719) (467) (464) (602)
17.77 12m06 1m71 57.83

4 315 +0.9 2198
(546) (610) (552) (490)
16.72 8m14 1m50 52.68

5 15 +0.7 2113
(654) (375) (389) (695)
16.93 9m52 1m55 55.55

6 1007 +0.9 2092
(632) (457) (426) (577)
16.23 8m96 1m45 55.25

7 944 +0.9 2071
(707) (423) (352) (589)
19.40 10m65 1m55 56.13

8 905 +0.9 1903
(398) (525) (426) (554)
18.66 9m12 NM 56.78

9 931 +0.9 1425
(463) (433) (0) (529)
16.76 9m88 NM DNS

429 +0.7 DNF
(650) (478) (0)(3)

(3)
ｳｼｸﾎﾞ ﾀｲｼ 本庄

牛久保大志 本庄南

(3)
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 蓮田

佐藤　亮太 蓮田黒浜

(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 三郷

山口　公平 三郷早稲田

(3)
ｶｷﾇﾏ ﾊﾔﾄ 坂戸

柿沼　勇飛 坂戸

(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲｼﾞ さいたま

小林　怜司 さ大原

(3)
ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾄ さいたま

齋藤海夏斗 さ内谷

(3)
ｶﾂﾔﾏ ｹｲｽｹ 所沢

勝山　恵介 所沢向陽

(3)
ｲﾉｳｴ ﾂｸﾞﾐ さいたま

井上　嗣巳 さ岸

(3)
ｳﾉ ﾘｮｳﾏ 狭山

宇野　涼馬 狭山西武文理

氏名 所属

ｸﾛｻﾜ ｷｲﾄ 深谷

黒澤希偉人 深谷川本



中学１年女子100m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        11.61     土井　杏南(埼　玉・朝霞一)            2010
埼玉県中学校記録(SJ)    11.61     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010 6月10日 10:30 予　選
埼玉県中学校記録(SJ)    12.34     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2008 6月10日 13:00 準決勝
大会記録(GR)            12.52     鬼塚　玲寧(新　座・　二)              2009 6月10日 14:25 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:+0.1) 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
ﾆｼｵ ﾕｳｺ さいたま ｱﾜﾔ ﾐｵ 越谷

1 4 51 西尾　悠子(1) さ春野 13.25 Q 1 3 621 粟屋　　澪(1) 越谷富士 13.22 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 上尾 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ さいたま

2 6 574 山口満奈美(1) 上尾東 13.78 Q 2 4 53 山崎　結子(1) さ三橋 13.70 Q
ｺﾓﾘﾔ ﾚｲ 越谷 ｵｵﾊｼ ｶﾘﾝ 新座

3 9 633 小森谷　麗(1) 越谷北陽 13.79 Q 3 2 755 大橋　加鈴(1) 新座第二 13.93 Q
ﾊﾞﾊﾞ ｻﾔｶ 川口 ｼﾗﾀ ﾓｴﾉ 羽生

4 5 36 馬場　彩香(1) 川口芝西 13.86 q 4 6 501 白田　萌乃(1) 羽生南 13.98
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 秩父 ﾏﾂｼﾏ ﾅﾂﾐ 三郷

5 8 321 近藤　　結(1) 秩父第二 14.07 5 8 901 松島　夏海(1) 三郷前川 14.00
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗﾝ 児玉郡 ﾀﾃｲｼ ﾋﾖﾘ 入間郡

6 3 201 小林　　蘭(1) 児玉美里 14.14 6 5 145 立石ひより(1) 入間郡三芳東 14.08
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘﾝ 白岡 ﾕﾓﾄ ﾚｲﾅ 東松山

7 1 2081 岩淵　　凜(1) 白岡篠津 14.29 7 7 381 湯本　令菜(1) 東松山農大三 14.17
ｱﾗｲ ﾙﾅ 大里郡 ｳｽｲ ﾕｳﾘ 北葛飾郡

8 7 221 新井　月緒(1) 大里城南 14.41 8 9 281 碓井　夕莉(1) 北葛飾杉戸 14.67
ｵｶｻﾞｷ ｾｲﾗ 志木 ﾎﾘ ﾐﾕｳ 蕨

9 2 724 岡崎　聖羅(1) 志木宗岡第二 14.94 9 1 604 堀　　心優(1) 蕨第一 15.21

3組 (風:+0.6) 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
ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ 川口 ﾜﾀﾇｷ ﾏﾋﾛ 新座

1 5 21 土田　涼夏(1) 川口北 13.21 Q 1 3 745 綿貫　真尋(1) 新座第六 12.86 Q
ｸﾗﾁ ﾊﾅ 本庄 ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｴｲﾐ さいたま

2 3 421 倉地　　花(1) 本庄西 13.46 Q 2 4 52 エドワード永美(1) さ大谷場 13.63 Q
ﾜｶｻ ﾏｲ 所沢 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ 入間

3 4 301 若狭　真依(1) 所沢小手指 13.52 Q 3 8 644 吉村　悠菜(1) 入間向原 13.70 Q
ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾅ 富士見 ｶﾝﾀﾞ ｱｽﾐ 秩父郡

4 7 884 長沢　結菜(1) 富士見台 13.79 q 4 9 181 神田　愛純(1) 秩父郡皆野 14.00
ﾎｿﾉ ｼｵﾘ 北本 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾕ 草加

5 1 821 細野　汐利(1) 北本 14.12 5 6 581 橋本　望由(1) 草加青柳 14.02
ﾑﾗﾀ ｻｸﾗ 飯能 ｲﾉｳｴ ｱｽﾞﾐ 幸手

6 6 341 村田　　桜(1) 飯能西 14.25 6 5 961 井上　愛澄(1) 幸手 14.08
ﾉﾓﾄ ｶﾉﾝ 久喜 ｳﾗﾍﾞ ﾕﾘﾅ 行田

7 9 807 野本　花音(1) 久喜 14.45 7 7 103 浦辺有里菜(1) 行田長野 14.34
ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 八潮 ｸﾙﾐﾔ ｱﾔﾉ 熊谷

8 8 841 鈴木　記子(1) 八潮潮止 14.51 8 2 90 久留宮綾乃(1) 熊谷荒川 14.42
ﾀｶﾊｼ ﾏｵ 比企郡 ﾄﾖﾀﾞ ﾌｳｶ 吉川

9 2 161 高橋　真央(1) 比企滑川 14.94 9 1 2041 豊田　楓華(1) 吉川中央 14.88

5組 (風:+0.3) 6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
ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ さいたま ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ 桶川

1 3 50 桑原　明菜(1) さ与野東 13.09 Q 1 5 789 ﾜｼﾞｪﾛ　ｻﾗ(1) 桶川東 13.22 Q
ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ 越谷 ﾅｶﾉ ﾐｷ 上尾

2 5 623 寺園　　華(1) 越谷富士 13.48 Q 2 6 577 中野　美貴(1) 上尾原市 13.26 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾖﾘ 和光 ﾃﾞｨｵﾏｵ 朝霞

3 4 770 近藤ひより(1) 和光大和 13.74 Q 3 2 681 ディオマヲ(1) 朝霞第一 13.87 Q
ｵｵﾂｶ ﾐﾅﾐ 北足立郡 ｽｷﾞｸﾞﾁ ﾐﾗｲ 鶴ヶ島

4 9 121 大塚　彩南(1) 北足伊奈南 13.94 q 4 7 981 杉口みらい(1) 鶴ヶ島 13.98
ｲｵﾘ ﾕｳｷ 川口 ﾀｶﾊｼ ｺﾄﾊ 鴻巣

5 6 37 庵　　結稀(1) 川口青木 14.00 5 3 474 高橋　琴葉(1) 鴻巣吹上 14.08
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ 幸手 ｻｸﾀﾞ ﾉﾜ さいたま

6 8 962 横塚　　栞(1) 幸手東 14.42 6 9 54 佐久田和愛(1) さ埼玉栄 14.25
ﾅｶｲ ﾘｻ 深谷 ｵｵﾀﾆ ﾅﾂﾐ 桶川

7 1 524 中井　里咲(1) 深谷花園 14.51 7 1 1781 大谷南津美(1) 桶川西 14.48
ｷﾊﾗ ﾘｻ 加須 ﾏﾂｶﾜ ｶｺ 日高

8 7 481 木原　里彩(1) 加須平成 14.59 8 4 2001 松川　佳子(1) 日高高萩北 14.50
ﾄｳｻﾞﾜ ﾅﾂｶ 狭山 ﾔﾌﾞｳﾁ ｼｮｳｺ 南埼玉郡

9 2 371 東澤　捺果(1) 狭山中央 14.60 9 8 261 藪内　翔子(1) 南埼玉百間 14.85



7組 (風:+3.4)

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 春日部

1 4 453 後藤　智南(1) 春日部飯沼 12.83 Q
ｶﾈｺ ﾒｲ 越谷

2 7 622 金子　萌生(1) 越谷中央 13.20 Q
ｲｼﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 戸田

3 6 661 石原　依蕗(1) 戸田新曽 13.87 Q
ｺﾔﾏ ﾕｳｶ 加須

4 5 259 小山　優香(1) 加須西 13.97
ｵｵｻﾜ ﾕｷﾉ 坂戸

5 9 941 大澤　雪乃(1) 坂戸 14.10
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾘｶ ふじみ野

6 3 863 中島梨々香(1) ふじみ野福岡 14.21
ｶﾄｳ ﾘｻ 蓮田

7 2 927 加藤　璃紗(1) 蓮田平野 14.46
ﾌｼﾞﾉ ｱﾐ 川越

8 61 藤野　亜美(1) 川越星野学園 DQ,FS1

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-0.8) 2組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾜﾀﾇｷ ﾏﾋﾛ 新座 ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ 桶川

1 4 745 綿貫　真尋(1) 新座第六 12.96 Q 1 6 789 ﾜｼﾞｪﾛ　ｻﾗ(1) 桶川東 13.32 S Q
ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ さいたま ｱﾜﾔ ﾐｵ 越谷

2 6 50 桑原　明菜(1) さ与野東 13.25 Q 2 4 621 粟屋　　澪(1) 越谷富士 13.32 S Q
ﾆｼｵ ﾕｳｺ さいたま ﾅｶﾉ ﾐｷ 上尾

3 5 51 西尾　悠子(1) さ春野 13.42 q 3 7 577 中野　美貴(1) 上尾原市 13.49 q
ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ 越谷 ﾜｶｻ ﾏｲ 所沢

4 7 623 寺園　　華(1) 越谷富士 13.69 4 9 301 若狭　真依(1) 所沢小手指 13.67
ﾊﾞﾊﾞ ｻﾔｶ 川口 ｺﾓﾘﾔ ﾚｲ 越谷

5 2 36 馬場　彩香(1) 川口芝西 13.93 5 8 633 小森谷　麗(1) 越谷北陽 13.91
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 上尾 ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｴｲﾐ さいたま

6 8 574 山口満奈美(1) 上尾東 13.95 6 5 52 エドワード永美(1) さ大谷場 13.98
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾖﾘ 和光 ｵｵﾂｶ ﾐﾅﾐ 北足立郡

7 9 770 近藤ひより(1) 和光大和 14.13 7 2 121 大塚　彩南(1) 北足伊奈南 14.01
ﾃﾞｨｵﾏｵ 朝霞 ｵｵﾊｼ ｶﾘﾝ 新座

8 3 681 ディオマヲ(1) 朝霞第一 14.21 8 3 755 大橋　加鈴(1) 新座第二 14.03

3組 (風:-0.7) 決　勝　 (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
ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ 春日部 ﾜﾀﾇｷ ﾏﾋﾛ 新座

1 6 453 後藤　智南(1) 春日部飯沼 13.22 Q 1 6 745 綿貫　真尋(1) 新座第六 12.68
ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ 川口 ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ さいたま

2 5 21 土田　涼夏(1) 川口北 13.36 Q 2 5 50 桑原　明菜(1) さ与野東 12.89
ｶﾈｺ ﾒｲ 越谷 ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ 春日部

3 4 622 金子　萌生(1) 越谷中央 13.54 3 4 453 後藤　智南(1) 春日部飯沼 12.95
ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ 入間 ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ 川口

4 9 644 吉村　悠菜(1) 入間向原 13.71 4 9 21 土田　涼夏(1) 川口北 13.20
ｸﾗﾁ ﾊﾅ 本庄 ﾆｼｵ ﾕｳｺ さいたま

5 7 421 倉地　　花(1) 本庄西 13.72 5 2 51 西尾　悠子(1) さ春野 13.22
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ さいたま ｱﾜﾔ ﾐｵ 越谷

6 8 53 山崎　結子(1) さ三橋 13.74 6 8 621 粟屋　　澪(1) 越谷富士 13.24
ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾅ 富士見 ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ 桶川

7 2 884 長沢　結菜(1) 富士見台 14.14 7 7 789 ﾜｼﾞｪﾛ　ｻﾗ(1) 桶川東 13.31
ｲｼﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 戸田 ﾅｶﾉ ﾐｷ 上尾

8 3 661 石原　依蕗(1) 戸田新曽 14.30 8 3 577 中野　美貴(1) 上尾原市 13.58



中学２年女子100m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        11.61     土井　杏南(埼　玉・朝霞一)            2010
埼玉県中学校記録(SJ)    11.61     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010 6月10日 10:05 予　選
埼玉県中学校記録(SJ)    11.89     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2009 6月10日 12:50 準決勝
大会記録(GR)            12.07     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2009 6月10日 14:20 決　勝

予　選　8組2着＋8

1組 (風:0.0) 2組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂｼﾏ ﾉﾄﾞｶ 加須 ｼﾐｽﾞ ｴﾏ 深谷

1 5 482 松島　和花(2) 加須平成 13.20 Q 1 5 523 清水　恵茉(2) 深谷幡羅 13.01 Q
ﾇﾏｻﾞﾜ ｻﾕﾘ 春日部 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｲ さいたま

2 6 454 沼澤彩百里(2) 春日部中野 13.21 Q 2 6 20 中林　優衣(2) さ原山 13.22 Q
ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 所沢 ﾊﾄﾘ ｻﾄﾐ 羽生

3 4 303 大野　瑞奈(2) 所沢美原 13.25 q 3 8 502 羽鳥　智美(2) 羽生南 13.34
ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾈ 越谷 ｺｳｼﾝ ｻﾂｷ 朝霞

4 8 626 木野下結音(2) 越谷栄進 13.30 4 9 683 甲神　颯姫(2) 朝霞第一 13.39
ﾎｼﾅ ﾐｵ 北足立郡 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙｶ さいたま

5 9 123 星名　　澪(2) 北足伊奈小針 13.60 5 7 401 松下　遥香(2) さ岸 13.46
ﾃﾗｵ ﾈﾈ 八潮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 蓮田

6 2 842 寺尾　音子(2) 八潮大原 13.69 6 4 928 小林　千紘(2) 蓮田平野 13.60
ﾑﾅｶﾀ ﾕｲ さいたま ﾖｺﾀ ｱﾝ 坂戸

7 7 558 棟方　優衣(2) さ土屋 13.79 7 3 942 横田　　杏(2) 坂戸桜 13.64
ﾈｷﾞｼ ﾅﾅ 行田 ﾊﾗ ｱﾔｶ 東松山

8 3 102 根岸　楠奈(2) 行田忍 13.89 8 1 382 原　　彩佳(2) 東松山松山 14.26
ｸﾘﾊﾗ ﾏｲ 幸手 ｵｵｲｼ ﾎﾉｶ 日高

9 1 963 栗原　麻衣(2) 幸手西 14.45 2 2002 大石　帆花(2) 日高高麗川 DQ,FS1

3組 (風:+0.7) 4組 (風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳﾒﾐﾔ ﾊﾙｶ 川口 ﾔｷﾞ ｱｲﾘ 鴻巣

1 4 32 梅宮　　悠(2) 川口幸並 12.59 Q 1 5 468 八木亜郁里(2) 鴻巣吹上 12.76 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ さいたま ﾀﾅｶ ｱﾔｶ 春日部

2 6 55 山口　　天(2) さ尾間木 12.97 Q 2 1 444 田中　彩夏(2) 春日部武里 12.81 Q
ｷﾇﾑﾗ ﾘｺ 加須 ｶﾜﾉ ﾙﾅ 狭山

3 8 260 絹村　莉子(2) 加須西 13.32 3 3 361 河野　留奈(2) 狭山入間野 13.18 q
ﾀﾅｶ ｱｵｲ 川越 ﾏｴﾀﾞ  ﾕﾈ さいたま

4 3 1063 田中　葵彩(2) 川越西 13.52 4 6 58 前多　佑音(2) さ宮前 13.22 q
ﾏｴﾉ ﾓｴ さいたま ﾀｷﾀ ﾐﾊﾙ 上尾

5 7 13 前野　萌衣(2) さ岩槻 13.53 5 4 562 滝田　美遥(2) 上尾大石 13.40
ﾓﾄﾏﾂ ｼﾎ 越谷 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 白岡

6 9 634 本松　史歩(2) 越谷武蔵野 13.57 6 7 2082 若林　芽衣(2) 白岡南 13.49
ﾀｶﾊｼ ﾕﾘｴ 所沢 ｷｸﾁ ﾕｽﾞｷ 鶴ヶ島

7 5 302 高橋結理恵(2) 所沢小手指 13.59 7 8 983 菊池　柚葵(2) 鶴ヶ島藤 13.88
ｻｻｷ ｱﾔｶ 飯能 ﾋﾛｾ ｼｮｳｺ 戸田

8 1 343 佐々木彩花(2) 飯能原市場 13.81 8 9 662 廣瀬　晶子(2) 戸田 13.96
ｻｲﾄｳ ﾐﾕｳ 秩父郡 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｲ 富士見

9 2 182 齋藤　美優(2) 秩父郡皆野 14.01 9 2 881 畠山　裕衣(2) 富士見西 14.00

5組 (風:+1.2) 6組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｺ 川口 ｶﾄｳ ｸﾙﾐ 上尾

1 6 27 森本　莉子(2) 川口西 12.93 Q 1 3 571 加藤くるみ(2) 上尾西 12.72 Q
ｲﾏﾆｼ ｶﾉ 熊谷 ﾊﾝﾀﾞ ｶﾚﾝ 飯能

2 4 91 今西　奏乃(2) 熊谷三尻 13.07 Q 2 5 342 半田　花恋(2) 飯能原市場 12.79 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕ 川越 ﾅｶﾑﾗ ｻﾕ 川越

3 3 62 中村　真由(2) 川越高階 13.11 q 3 4 65 中村　彩由(2) 川越高階 13.12 q
ﾎﾝﾀﾞ  ﾐﾕ さいたま ｱﾝｻﾞｲ ﾕﾘｴ 本庄

4 8 56 本田　海夕(2) さ宮前 13.25 q 4 7 422 安斉悠里絵(2) 本庄南 13.15 q
ﾐﾔﾀ ﾐｷ 吉川 ｴﾊﾞﾀ ｽｽﾞﾈ さいたま

5 5 2042 宮田　美綺(2) 吉川南 13.44 5 8 60 江幡　鈴音(2) さ大谷 13.39
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 入間 ｵｵﾆｼ ﾁｶｺ 草加

6 2 645 佐藤　有華(2) 入間向原 13.68 6 6 582 大西千佳子(2) 草加 13.50
ｻﾄｳ ﾘﾘｱﾝ 北葛飾郡 ｵﾉ ｱﾔﾈ 南埼玉郡

7 7 282 佐藤莉々杏(2) 北葛松伏第二 13.90 7 1 266 小野　采畝(2) 南埼玉百間 13.87
ｵｵｽﾐ ﾐｸ 児玉郡 ｵｵﾜｻ ﾕﾂﾞｷ 秩父

8 9 202 大隅　未来(2) 児玉美里 13.94 8 9 322 大沢　柚月(2) 秩父第一 14.20
ｸﾘﾊﾞﾗ ﾏﾅｶ 深谷 ｱﾏﾔ ﾅﾅ 入間郡

9 1 522 栗原　真佳(2) 深谷幡羅 14.07 9 2 148 天谷　凪々(2) 入間郡三芳東 14.22



7組 (風:+0.1) 8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
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 鶴ヶ島 ﾎｼﾉ ﾕｲﾅ 朝霞

1 6 982 吉澤ひまり(2) 鶴ヶ島 12.65 Q 1 4 682 星野　結南(2) 朝霞第四 12.86 S Q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾒｶ 越谷 ｷﾀ ﾕｷﾎ さいたま

2 4 625 遠藤　夢佳(2) 越谷富士 13.12 Q 2 3 3 北　結希穂(2) さ内谷 12.86 S Q
ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ さいたま ﾐｸﾆ ｻｷ 越谷

3 3 59 藤田　真央(2) さ埼大附属 13.29 3 6 624 三國　沙希(2) 越谷栄進 13.02 q
ﾐｽﾞﾉ ﾓﾓｶ 新座 ﾊｽﾐ ﾏﾘｱ 桶川

4 7 747 水野　桃花(2) 新座第六 13.42 4 8 786 蓮見真梨亜(2) 桶川西 13.46 S
ｼﾐｽﾞ ﾓｴ 大里郡 ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ さいたま

5 8 222 清水　　萌(2) 大里男衾 13.58 5 9 556 中島　　萌(2) さ上大久保 13.46 S
ﾀｹﾀﾞ ﾓｴｶ ふじみ野 ｶｻｶﾞﾜ ﾊﾅ 北本

6 9 864 武田　萌佳(2) ふじみ野福岡 13.62 6 2 822 笠川　花菜(2) 北本東 13.50
ｻｻｷ ﾓﾓｶ 三郷 ﾊｼﾓﾄ ﾏｲ 久喜

7 1 902 佐々木桃華(2) 三郷彦成 13.97 7 7 808 橋本　真衣(2) 久喜栗橋東 14.14
ｵｵﾔﾏ ｶﾎ 鴻巣 ｲﾜｲ ｱｷｴ 比企郡

8 2 473 大山　華朋(2) 鴻巣西 14.03 8 1 162 岩井　明愛(2) 比企川島 14.27
ﾅｶﾞｲ ﾁﾋﾛ さいたま ｶﾈｺ ｼｵﾘ 加須

9 5 57 永井　千尋(2) さ大谷口 14.04 5 246 金子　栞里(2) 加須北川辺 DNS

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
ｶﾄｳ ｸﾙﾐ 上尾 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 鶴ヶ島

1 4 571 加藤くるみ(2) 上尾西 12.79 Q 1 5 982 吉澤ひまり(2) 鶴ヶ島 12.56 Q
ﾊﾝﾀﾞ ｶﾚﾝ 飯能 ｷﾀ ﾕｷﾎ さいたま

2 5 342 半田　花恋(2) 飯能原市場 12.90 Q 2 6 3 北　結希穂(2) さ内谷 12.80 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ さいたま ﾐｸﾆ ｻｷ 越谷

3 7 55 山口　　天(2) さ尾間木 13.04 3 9 624 三國　沙希(2) 越谷栄進 12.93 q
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｺ 川口 ﾎｼﾉ ﾕｲﾅ 朝霞

4 6 27 森本　莉子(2) 川口西 13.07 4 4 682 星野　結南(2) 朝霞第四 12.96 q
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕ 川越 ﾏﾂｼﾏ ﾉﾄﾞｶ 加須

5 8 62 中村　真由(2) 川越高階 13.28 5 7 482 松島　和花(2) 加須平成 13.19
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾒｶ 越谷 ｱﾝｻﾞｲ ﾕﾘｴ 本庄

6 2 625 遠藤　夢佳(2) 越谷富士 13.30 6 3 422 安斉悠里絵(2) 本庄南 13.33
ｶﾜﾉ ﾙﾅ 狭山 ﾎﾝﾀﾞ  ﾐﾕ さいたま

7 3 361 河野　留奈(2) 狭山入間野 13.49 7 2 56 本田　海夕(2) さ宮前 13.42
ﾇﾏｻﾞﾜ ｻﾕﾘ 春日部 ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 所沢

8 9 454 沼澤彩百里(2) 春日部中野 13.66 8 8 303 大野　瑞奈(2) 所沢美原 13.68

3組 (風:-0.4) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳﾒﾐﾔ ﾊﾙｶ 川口 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 鶴ヶ島

1 7 32 梅宮　　悠(2) 川口幸並 12.71 Q 1 6 982 吉澤ひまり(2) 鶴ヶ島 12.61
ﾔｷﾞ ｱｲﾘ 鴻巣 ｳﾒﾐﾔ ﾊﾙｶ 川口

2 5 468 八木亜郁里(2) 鴻巣吹上 13.02 Q 2 7 32 梅宮　　悠(2) 川口幸並 12.75
ﾀﾅｶ ｱﾔｶ 春日部 ｶﾄｳ ｸﾙﾐ 上尾

3 4 444 田中　彩夏(2) 春日部武里 13.05 3 4 571 加藤くるみ(2) 上尾西 12.78
ｼﾐｽﾞ ｴﾏ 深谷 ｷﾀ ﾕｷﾎ さいたま

4 6 523 清水　恵茉(2) 深谷幡羅 13.14 4 5 3 北　結希穂(2) さ内谷 12.91
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｲ さいたま ﾊﾝﾀﾞ ｶﾚﾝ 飯能

5 8 20 中林　優衣(2) さ原山 13.28 5 8 342 半田　花恋(2) 飯能原市場 12.99
ﾅｶﾑﾗ ｻﾕ 川越 ﾔｷﾞ ｱｲﾘ 鴻巣

6 2 65 中村　彩由(2) 川越高階 13.34 6 9 468 八木亜郁里(2) 鴻巣吹上 13.00
ﾏｴﾀﾞ  ﾕﾈ さいたま ﾐｸﾆ ｻｷ 越谷

7 3 58 前多　佑音(2) さ宮前 13.35 7 3 624 三國　沙希(2) 越谷栄進 13.12
ｲﾏﾆｼ ｶﾉ 熊谷 ﾎｼﾉ ﾕｲﾅ 朝霞

8 9 91 今西　奏乃(2) 熊谷三尻 13.48 8 2 682 星野　結南(2) 朝霞第四 13.20
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予　選　8組2着＋8

1組 (風:+0.9) 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
ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 上尾 ｳｴﾀｹ ﾅﾅﾐ 和光

1 6 564 佐藤　優月(3) 上尾瓦葺 12.87 Q 1 4 771 植竹  七海(3) 和光第三 12.75 Q
ﾐﾔﾀｹ ｱﾋﾞｰﾀﾞ さいたま ｺﾔﾏ ﾕｷｺ さいたま

2 4 404 宮武アビーダ(3) さ田島 12.94 Q 2 6 2 小山由起子(3) さ内谷 12.79 Q
ｲﾁﾁﾞ ﾏﾕ 川越 ｺﾏﾂ ﾕｳｶ 越谷

3 7 64 伊知地万結(3) 川越富士見 12.94 q 3 5 627 小松　夕夏(3) 越谷富士 12.94 q
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾅ 川口 ﾖｺｼﾏ ﾌｳｺ 八潮

4 9 35 川上　優菜(3) 川口南 13.23 4 7 843 横島　楓子(3) 八潮八幡 12.97 q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｷ 熊谷 ｳﾒﾑﾗ ﾏｷｺ 北本

5 3 93 長谷川真希(3) 熊谷富士見 13.38 5 2 823 梅村茉暉子(3) 北本宮内 13.26
ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾞﾅ 本庄 ｲｼｻﾞﾜ ﾏﾔ 加須

6 8 423 橋本　涼那(3) 本庄東 13.39 6 8 483 石澤　麻弥(3) 加須平成 13.37
ﾐｻﾜ ﾁﾋﾛ 朝霞 ｷﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 川口

7 2 686 三沢ちひろ(3) 朝霞第二 13.43 7 9 33 木田　　泉(3) 川口北 13.46
ｽｶﾞﾜﾗ ｱｵｲ 加須 ｶﾂﾀ ｱﾔｶ 東松山

5 247 菅原　　葵(3) 加須北川辺 DNS 8 3 383 勝田　彩加(3) 東松山北 13.51

3組 (風:+1.3) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞｶﾜ ｻﾕｷ 朝霞 ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ さいたま

1 4 685 藤川　咲幸(3) 朝霞第二 12.84 Q 1 7 10 山西　桃子(3) さ三室 12.22 Q
ｶﾝﾀﾞ ﾅﾎ 春日部 ｸﾆｻﾜ ﾕﾘｶ 越谷

2 5 448 神田　奈保(3) 春日部 12.92 Q 2 4 628 國澤佑李花(3) 越谷富士 12.66 Q
ﾄﾘｳﾐ ｱﾔｶ さいたま ｱｲﾊﾗ ﾁﾖﾘ 深谷

3 9 8 鳥海　彩花(3) さ三室 12.98 q 3 5 521 粟飯原千和(3) 深谷幡羅 13.07
ﾉｸﾞﾁ ﾓﾓﾊ 飯能 ｶﾈｺ ﾐｷ 新座

4 6 344 野口　百葉(3) 飯能第一 13.11 4 6 750 金子　実樹(3) 新座第二 13.10
ｸﾘﾀ ﾌﾀﾊﾞ 富士見 ｱｷｳﾏ ﾅｵ 入間郡

5 7 885 栗田　双葉(3) 富士見台 13.17 5 2 142 秋馬　菜央(3) 入間郡毛呂山 13.44
ｱﾗｲ ﾋﾅﾉ 比企郡 ﾅｶﾑﾗ ｴﾏ 草加

6 3 163 新井ひなの(3) 比企吉見 13.70 6 9 583 中村　恵摩(3) 草加新田 13.47
ｱｻﾞﾐ ﾘﾝｶ 秩父 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ 南埼玉郡

7 8 323 浅見　梨花(3) 秩父第一 13.71 7 8 268 渡邉　千紘(3) 南埼玉百間 13.64
ﾈﾓﾄ ﾐｻｷ 三郷 ﾏﾂｼﾏ ﾒｲ 児玉郡

8 2 903 根本　未咲(3) 三郷前川 13.74 8 3 203 松嶋　　萌(3) 児玉神川 13.83

5組 (風:+2.0) 6組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻﾄｳ ｱﾏﾈ 川越 ﾓﾘﾀ ﾏﾘﾅ 朝霞

1 4 63 佐藤　天寧(3) 川越星野学園 12.28 Q 1 4 684 森田真里那(3) 朝霞第四 12.67 Q
ｼｵﾐ ﾐｺﾄ 入間郡 ｸﾗﾀ ｳﾅ 春日部

2 7 149 塩味　未琴(3) 入間郡三芳東 12.54 Q 2 5 443 倉田　羽七(3) 春日部武里 12.76 Q
ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ ふじみ野 ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲﾋﾞｽ さいたま

3 6 867 櫻井まどか(3) ふじみ野大井 12.89 q 3 6 405 山﨑メイビス(3) さ桜木 13.10
ｵｵﾀﾆ ﾄｱ 鶴ヶ島 ﾋﾗﾏ ﾐｱｶ 久喜

4 5 984 大谷　永愛(3) 鶴ヶ島西 12.96 q 4 7 804 平間　美朱(3) 久喜 13.48 S
ｶﾜｲ ﾁﾋﾛ さいたま ｲﾜﾏ ｾｲﾅ 羽生

5 8 45 川合　千尋(3) さ与野東 13.05 q 5 8 503 岩間　星奈(3) 羽生西 13.48 S
ﾔﾏﾓﾄﾔ ﾂｶｻ 北葛飾郡 ﾔﾏｷ ﾀﾏﾐ 吉川

6 9 283 山本屋　典(3) 北葛松伏第二 13.69 6 9 2043 八巻　珠美(3) 吉川南 13.91
ﾜﾁ ｱｶﾘ 日高 ｲﾜﾀ ﾘｴｺ 坂戸

7 3 2003 和知　明里(3) 日高高根 13.77 7 2 943 岩田利英子(3) 坂戸桜 13.95
ｵﾀﾞｲﾗ ﾄﾓｺ 蓮田 ｼﾉﾂｶ ｻｷ 桶川

8 2 924 小平　智子(3) 蓮田南 14.26 8 3 785 篠塚　紗希(3) 桶川西 13.97



7組 (風:+0.5) 8組 (風:+2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 春日部 ﾅｶ ｱﾕﾅ 所沢

1 4 442 瀬沼　有咲(3) 春日部武里 12.56 Q 1 6 304 仲　あゆな(3) 所沢美原 12.80 Q
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾜ 入間郡 ｸﾘﾊﾗ ﾘｻ 狭山

2 7 141 田辺　美和(3) 入間郡越生 12.82 Q 2 4 372 栗原　理紗(3) 狭山中央 12.87 Q
ﾀｹｳﾁ ｺｺﾛ 新座 ｺﾊﾔｶﾜ ﾊﾙｶ 越谷

3 8 742 武内こころ(3) 新座第六 12.94 q 3 7 632 小早川春香(3) 越谷千間台 13.11
ｲｻﾞﾜ ｽｽﾞ 北足立郡 ﾅｶﾞﾉ ﾘｺ 戸田

4 5 124 伊沢　すず(3) 北足伊奈小針 13.10 4 5 665 長野　莉子(3) 戸田喜沢 13.25
ﾀｹ ﾁﾋﾛ さいたま ｸﾘﾊﾗ ｴﾘﾅ 深谷

5 6 1 嶽　　千尋(3) さ内谷 13.16 5 9 525 栗原瑛梨奈(3) 深谷川本 13.42
ｱｼｻﾞﾜ ﾐｳ 大里郡 ﾀｹｲ ﾘﾝｶ 入間

6 9 223 足澤　美羽(3) 大里寄居 13.22 6 3 641 武井　鈴花(3) 入間東金子 13.64
ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｳﾘ 鴻巣 ﾊﾏ ﾘｴ 幸手

7 2 461 松崎　蓉璃(3) 鴻巣吹上 13.51 7 8 964 濵　　里枝(3) 幸手西 13.73
ﾋﾗｲﾜ ﾘﾂﾎ 行田

8 3 101 平岩　律帆(3) 行田忍 14.30

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-0.7) 2組 (風:+2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 春日部 ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ さいたま

1 7 442 瀬沼　有咲(3) 春日部武里 12.70 Q 1 5 10 山西　桃子(3) さ三室 12.02 Q
ｸﾆｻﾜ ﾕﾘｶ 越谷 ｼｵﾐ ﾐｺﾄ 入間郡

2 6 628 國澤佑李花(3) 越谷富士 12.78 Q 2 9 149 塩味　未琴(3) 入間郡三芳東 12.48 Q
ﾅｶ ｱﾕﾅ 所沢 ｳｴﾀｹ ﾅﾅﾐ 和光

3 4 304 仲　あゆな(3) 所沢美原 12.96 3 6 771 植竹  七海(3) 和光第三 12.55 q
ﾄﾘｳﾐ ｱﾔｶ さいたま ﾌｼﾞｶﾜ ｻﾕｷ 朝霞

4 2 8 鳥海　彩花(3) さ三室 13.00 4 7 685 藤川　咲幸(3) 朝霞第二 12.63 q
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾜ 入間郡 ｸﾗﾀ ｳﾅ 春日部

5 5 141 田辺　美和(3) 入間郡越生 13.03 5 4 443 倉田　羽七(3) 春日部武里 12.66
ｲﾁﾁﾞ ﾏﾕ 川越 ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ ふじみ野

6 8 64 伊知地万結(3) 川越富士見 13.19 6 3 867 櫻井まどか(3) ふじみ野大井 12.71
ｵｵﾀﾆ ﾄｱ 鶴ヶ島 ｸﾘﾊﾗ ﾘｻ 狭山

7 3 984 大谷　永愛(3) 鶴ヶ島西 13.23 D 7 8 372 栗原　理紗(3) 狭山中央 12.73
ﾐﾔﾀｹ ｱﾋﾞｰﾀﾞ さいたま ﾖｺｼﾏ ﾌｳｺ 八潮

7 9 404 宮武アビーダ(3) さ田島 13.23 D 8 2 843 横島　楓子(3) 八潮八幡 12.79

3組 (風:+2.0) 決　勝　 (風:-3.6)

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
ｻﾄｳ ｱﾏﾈ 川越 ｻﾄｳ ｱﾏﾈ 川越

1 7 63 佐藤　天寧(3) 川越星野学園 12.36 Q 1 4 63 佐藤　天寧(3) 川越星野学園 12.56
ﾓﾘﾀ ﾏﾘﾅ 朝霞 ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ さいたま

2 4 684 森田真里那(3) 朝霞第四 12.50 Q 2 5 10 山西　桃子(3) さ三室 12.58
ｺﾏﾂ ﾕｳｶ 越谷 ﾓﾘﾀ ﾏﾘﾅ 朝霞

3 3 627 小松　夕夏(3) 越谷富士 12.63 3 8 684 森田真里那(3) 朝霞第四 12.96
ｺﾔﾏ ﾕｷｺ さいたま ｼｵﾐ ﾐｺﾄ 入間郡

4 5 2 小山由起子(3) さ内谷 12.68 4 7 149 塩味　未琴(3) 入間郡三芳東 13.02
ｶﾝﾀﾞ ﾅﾎ 春日部 ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 春日部

5 9 448 神田　奈保(3) 春日部 12.82 5 6 442 瀬沼　有咲(3) 春日部武里 13.14
ﾀｹｳﾁ ｺｺﾛ 新座 ｸﾆｻﾜ ﾕﾘｶ 越谷

6 8 742 武内こころ(3) 新座第六 12.98 6 9 628 國澤佑李花(3) 越谷富士 13.21
ｶﾜｲ ﾁﾋﾛ さいたま ｳｴﾀｹ ﾅﾅﾐ 和光

7 2 45 川合　千尋(3) さ与野東 13.07 7 2 771 植竹  七海(3) 和光第三 13.23
ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 上尾 ﾌｼﾞｶﾜ ｻﾕｷ 朝霞

6 564 佐藤　優月(3) 上尾瓦葺 DNS 8 3 685 藤川　咲幸(3) 朝霞第二 13.28



中学女子200m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        24.12     土橋　智花(岩　手・見　前)            2010
日本中学記録(JH)        24.0      奥埜めぐみ(兵　庫・竜　山)            1992 6月9日 09:30 予　選
埼玉県中学校記録(SJ)    24.45     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010 6月9日 13:05 準決勝
大会記録(GR)            24.5      熊田　恭子(三　芳・藤久保)            1987 6月9日 14:30 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:+0.8) 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
ﾓﾘﾀ ﾏﾘﾅ 朝霞 ｶﾝﾀﾞ ﾅﾎ 春日部

1 4 684 森田真里那(3) 朝霞第四 25.87 Q 1 5 448 神田　奈保(3) 春日部 26.72 Q
ﾉｸﾞﾁ ﾓﾓﾊ 飯能 ｸﾘﾊﾗ ﾘｻ 狭山

2 9 344 野口　百葉(3) 飯能第一 26.93 Q 2 3 372 栗原　理紗(3) 狭山中央 26.99 Q
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾜ 入間郡 ﾎﾝﾀﾞ  ﾐﾕ さいたま

3 6 141 田辺　美和(3) 入間郡越生 26.98 Q 3 8 56 本田　海夕(2) さ宮前 27.19 Q
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｲ さいたま ﾖｼﾅｶ ﾋﾅｺ 富士見

4 5 20 中林　優衣(2) さ原山 27.05 q 4 6 894 吉中日向子(3) 富士見勝瀬 27.39
ｱﾝｻﾞｲ ﾕﾘｴ 本庄 ﾖｼﾀﾞ ｼｵ 大里郡

5 7 422 安斉悠里絵(2) 本庄南 27.52 5 9 224 吉田　詩央(3) 大里城南 27.52
ｲﾜﾏ ｾｲﾅ 羽生 ﾐｿﾉｳ ﾁﾂﾞﾙ 桶川

6 3 503 岩間　星奈(3) 羽生西 27.68 6 7 782 御園生千鶴(2) 桶川 27.72
ﾀｹｲ ﾏｲ 熊谷 ｱｲﾊﾗ ﾁﾖﾘ 深谷

7 8 83 竹井　麻依(3) 熊谷東 29.05 7 4 521 粟飯原千和(3) 深谷幡羅 27.78
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲﾘ 秩父 ﾊﾏ ﾘｴ 幸手

8 1 328 中島　藍里(2) 秩父高篠 30.47 8 2 964 濵　　里枝(3) 幸手西 29.06
ﾉﾏｷ ｶﾎ 秩父郡 ﾎﾘ ﾐﾕｳ 蕨

9 2 183 野巻　花帆(2) 秩父郡皆野 31.17 9 1 604 堀　　心優(1) 蕨第一 32.28

3組 (風:0.0) 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
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 春日部 ｻﾄｳ ｱﾏﾈ 川越

1 4 442 瀬沼　有咲(3) 春日部武里 26.07 Q 1 4 63 佐藤　天寧(3) 川越星野学園 26.45 Q
ｺﾔﾏ ﾕｷｺ さいたま ｶﾄｳ ｸﾙﾐ 上尾

2 5 2 小山由起子(3) さ内谷 27.12 Q 2 7 571 加藤くるみ(2) 上尾西 27.32 Q
ﾅﾐｷ ﾐｵ 川口 ﾐﾔﾀ ﾐｷ 吉川

3 7 26 並木　美緒(3) 川口領家 27.39 Q 3 9 2042 宮田　美綺(2) 吉川南 27.83 Q
ﾅｶﾑﾗ ｻﾕ 川越 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 蓮田

4 6 65 中村　彩由(2) 川越高階 27.51 4 8 928 小林　千紘(2) 蓮田平野 28.15 S
ﾈｷﾞｼ ﾅﾅ 行田 ｵｵﾆｼ ﾁｶｺ 草加

5 8 102 根岸　楠奈(2) 行田忍 28.58 5 5 582 大西千佳子(2) 草加 28.15 S
ﾈｷﾞｼ ﾘﾎ 新座 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｺ 加須

6 3 749 根岸　里帆(3) 新座第二 28.90 6 6 256 渡邉　華子(3) 加須昭和 28.23
ｾｷｸﾞﾁ ｼﾉ 加須 ﾓﾘｶﾜ ﾏﾋﾛ 北葛飾郡

7 9 257 関口　詩乃(3) 加須昭和 28.93 7 3 284 森川　真尋(3) 北葛飾杉戸 29.26
ｺｼﾀｶ ﾊﾅ 児玉郡 ﾐｳﾗ ﾐｻｷ 南埼玉郡

8 2 204 越髙　羽菜(3) 児玉上里 29.71 8 2 271 三浦　美咲(3) 南埼玉前原 30.16

5組 (風:0.0) 6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
ｺﾏﾂ ﾕｳｶ 越谷 ﾅｶ ｱﾕﾅ 所沢

1 3 627 小松　夕夏(3) 越谷富士 26.38 Q 1 6 304 仲　あゆな(3) 所沢美原 26.59 Q
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｺ 川口 ｸﾆｻﾜ ﾕﾘｶ 越谷

2 5 27 森本　莉子(2) 川口西 26.88 Q 2 4 628 國澤佑李花(3) 越谷富士 26.95 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲﾋﾞｽ さいたま ｳﾒﾑﾗ ﾏｷｺ 北本

3 9 405 山﨑メイビス(3) さ桜木 26.98 Q 3 7 823 梅村茉暉子(3) 北本宮内 27.25 Q
ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ ふじみ野 ｲｻﾞﾜ ｽｽﾞ 北足立郡

4 6 867 櫻井まどか(3) ふじみ野大井 27.14 q 4 5 124 伊沢　すず(3) 北足伊奈小針 27.46
ｵｵﾀﾆ ﾄｱ 鶴ヶ島 ﾅｶﾞﾉ ﾘｺ 戸田

5 4 984 大谷　永愛(3) 鶴ヶ島西 27.52 5 2 665 長野　莉子(3) 戸田喜沢 28.19
ｵｵﾓﾘ ｴﾘｶ 坂戸 ｲｻｶ ﾘﾝ 比企郡

6 7 944 大森恵里佳(3) 坂戸桜 28.79 6 9 164 伊坂　　凜(3) 比企小川東 28.36
ｵｵｳﾁ ﾕｲｱ 久喜 ｳｴﾊﾗ ﾁﾅ 鶴ヶ島

7 8 802 大内　結愛(3) 久喜 28.86 7 8 985 上原　千奈(3) 鶴ケ島富士見 28.45
ｶﾜｲ ﾏﾅｶ 入間 ﾀｶﾓﾄ ﾉﾘｶ 三郷

8 1 646 川井　麻央(2) 入間向原 29.13 8 3 904 高本　典佳(3) 三郷前川 28.70
ｵｶｻﾞｷ ｾｲﾗ 志木

9 2 724 岡崎　聖羅(1) 志木宗岡第二 34.06



7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
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 鶴ヶ島

1 6 982 吉澤ひまり(2) 鶴ヶ島 26.22 Q
ｳｴﾀｹ ﾅﾅﾐ 和光

2 5 771 植竹  七海(3) 和光第三 26.50 Q
ﾐﾔﾀｹ ｱﾋﾞｰﾀﾞ さいたま

3 7 404 宮武アビーダ(3) さ田島 26.94 Q
ﾔｷﾞ ｱｲﾘ 鴻巣

4 4 468 八木亜郁里(2) 鴻巣吹上 26.96 q
ｼﾐｽﾞ ｴﾏ 深谷

5 8 523 清水　恵茉(2) 深谷幡羅 27.45
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾋﾅ 八潮

6 9 845 玉川　陽菜(3) 八潮八幡 27.79
ﾏｴﾀﾞ ｻｷ 東松山

7 3 384 前田　紗希(3) 東松山松山 29.27
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾓ 日高

8 2 2004 宮沢　天萌(2) 日高高麗川 30.84

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:0.0) 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
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 鶴ヶ島 ﾓﾘﾀ ﾏﾘﾅ 朝霞

1 7 982 吉澤ひまり(2) 鶴ヶ島 26.17 Q 1 7 684 森田真里那(3) 朝霞第四 25.99 Q
ﾐﾔﾀｹ ｱﾋﾞｰﾀﾞ さいたま ｺﾏﾂ ﾕｳｶ 越谷

2 8 404 宮武アビーダ(3) さ田島 26.70 Q 2 4 627 小松　夕夏(3) 越谷富士 26.26 Q
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｺ 川口 ｺﾔﾏ ﾕｷｺ さいたま

3 4 27 森本　莉子(2) 川口西 26.78 3 8 2 小山由起子(3) さ内谷 26.66
ﾅｶ ｱﾕﾅ 所沢 ｶﾝﾀﾞ ﾅﾎ 春日部

4 6 304 仲　あゆな(3) 所沢美原 26.87 4 6 448 神田　奈保(3) 春日部 26.87
ｸﾘﾊﾗ ﾘｻ 狭山 ﾉｸﾞﾁ ﾓﾓﾊ 飯能

5 5 372 栗原　理紗(3) 狭山中央 26.93 5 5 344 野口　百葉(3) 飯能第一 26.90
ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ ふじみ野 ﾔｷﾞ ｱｲﾘ 鴻巣

6 2 867 櫻井まどか(3) ふじみ野大井 27.05 6 3 468 八木亜郁里(2) 鴻巣吹上 27.23
ﾎﾝﾀﾞ  ﾐﾕ さいたま ｳﾒﾑﾗ ﾏｷｺ 北本

7 9 56 本田　海夕(2) さ宮前 27.19 7 2 823 梅村茉暉子(3) 北本宮内 27.93
ﾐﾔﾀ ﾐｷ 吉川 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾜ 入間郡

8 3 2042 宮田　美綺(2) 吉川南 27.86 9 141 田辺　美和(3) 入間郡越生 DNS

3組 (風:-0.8) 決　勝　 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ｱﾏﾈ 川越 ｻﾄｳ ｱﾏﾈ 川越

1 6 63 佐藤　天寧(3) 川越星野学園 25.77 Q 1 4 63 佐藤　天寧(3) 川越星野学園 25.38
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 春日部 ﾓﾘﾀ ﾏﾘﾅ 朝霞

2 7 442 瀬沼　有咲(3) 春日部武里 25.99 Q 2 7 684 森田真里那(3) 朝霞第四 25.64
ｸﾆｻﾜ ﾕﾘｶ 越谷 ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 春日部

3 5 628 國澤佑李花(3) 越谷富士 26.56 q 3 6 442 瀬沼　有咲(3) 春日部武里 25.67
ｳｴﾀｹ ﾅﾅﾐ 和光 ｺﾏﾂ ﾕｳｶ 越谷

4 4 771 植竹  七海(3) 和光第三 26.62 q 4 8 627 小松　夕夏(3) 越谷富士 25.99
ﾅﾐｷ ﾐｵ 川口 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 鶴ヶ島

5 2 26 並木　美緒(3) 川口領家 27.42 5 5 982 吉澤ひまり(2) 鶴ヶ島 26.20
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｲ さいたま ｳｴﾀｹ ﾅﾅﾐ 和光

6 3 20 中林　優衣(2) さ原山 27.43 6 2 771 植竹  七海(3) 和光第三 26.27
ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲﾋﾞｽ さいたま ｸﾆｻﾜ ﾕﾘｶ 越谷

7 9 405 山﨑メイビス(3) さ桜木 27.64 7 3 628 國澤佑李花(3) 越谷富士 26.88
ｶﾄｳ ｸﾙﾐ 上尾 ﾐﾔﾀｹ ｱﾋﾞｰﾀﾞ さいたま

8 571 加藤くるみ(2) 上尾西 DNS 8 9 404 宮武アビーダ(3) さ田島 27.48



中学女子800m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        2:07.19   高橋　ひな(兵　庫・山　陽)            2013
埼玉県中学校記録(SJ)    2:08.51   武田　志帆(坂　戸・住　吉)            2009 6月9日 11:10 予　選
大会記録(GR)            2:09.87   鈴木　翔子(富士見・富士見西)          2008 6月9日 14:10 決　勝

予　選　7組0着＋8

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

ｶﾜｼﾏ ｺﾄﾐ 新座 ﾐﾁｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 新座

1 4 756 川島　琴美(3) 新座第五 2:17.24 q 1 4 757 道下　美槻(3) 新座第二 2:18.53 q
ｵｹﾀﾆ ﾐﾅﾐ 草加 ｶﾅﾔ ﾐﾚｲ 東松山

2 3 584 桶谷　南実(3) 草加瀬崎 2:18.34 q 2 3 385 金屋　美伶(2) 東松山松山 2:20.23 q
ﾔﾏﾜｷ ｷﾗﾗ 比企郡 ｵｵｻﾜ ﾏｽﾐ 新座

3 6 165 山脇きらら(3) 比企小川東 2:18.88 q 3 5 758 大澤　真純(2) 新座 2:21.57 q
ｺﾏﾂ ﾌﾐｶ さいたま ｱｻﾉ ﾕｽﾞｷ 熊谷

4 5 406 小松　史佳(3) さ三橋 2:22.45 4 6 94 浅野　柚季(3) 熊谷富士見 2:22.88
ｽｽﾞｷ ﾋﾗﾘ さいたま ﾔｻ ｶｲ 加須

5 1 408 鈴木ひらり(3) さ与野東 2:25.75 5 9 484 ヤサ　　凱(3) 加須平成 2:23.68
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳｶ 川口 ｴｶﾞﾜ ﾌｳｶ 北足立郡

6 8 31 中村　風香(2) 川口南 2:25.91 6 8 125 永川　楓香(2) 北足伊奈学園 2:24.85
ﾃﾗｼﾏ ﾗﾝｶ 川口 ｺｳﾉ ｶﾚﾝ 加須

7 9 30 寺島　蘭香(2) 川口神根 2:29.23 7 7 243 河野かれん(2) 加須騎西 2:26.10
ﾐｼﾊﾞ ﾅﾅｴ 春日部 ｶﾏﾀ ﾐｳ 桶川

8 7 455 三柴菜々恵(2) 春日部武里 2:29.80 8 1 783 鎌田　美羽(2) 桶川 2:30.47
ﾄｸｴ ﾉﾉｶ 川越 ﾅｶｷﾀ ｽｽﾞﾊ さいたま

9 2 66 德江野乃花(2) 川越大東西 2:33.24 9 2 407 中北　鈴葉(3) さ大宮八幡 2:40.27

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

ﾌｸﾀﾞ ﾏｲﾅ 大里郡 ｲﾁｶﾜ ﾏﾎ 飯能

1 3 225 福田　舞菜(3) 大里城南 2:21.42 q 1 3 345 市川　真帆(3) 飯能第一 2:23.84
ｲｶﾞﾗｼ ﾒｲ 上尾 ｱｷﾖｼ ﾏﾕ 久喜

2 2 572 五十嵐芽生(3) 上尾西 2:21.76 q 2 5 809 秋吉　真結(3) 久喜 2:25.40
ﾅﾂﾒ ｱﾔ 熊谷 ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾅ 日高

3 5 81 夏目　　彩(3) 熊谷東 2:22.30 3 6 2005 清水　栞那(3) 日高高萩北 2:26.75
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｲ 東松山 ｶﾜｻｷ ﾐｶ 狭山

4 4 386 馬場　優衣(3) 東松山松山 2:23.03 4 4 367 川嵜　美花(3) 狭山狭山台 2:27.24
ﾌｸﾀﾞ ｶﾅﾒ さいたま ｺｸﾞﾚ ﾙｶ 鴻巣

5 8 409 福田かなめ(2) さ大成 2:24.48 5 2 469 小暮　琉月(2) 鴻巣吹上 2:28.44
ﾌｶｲ ﾋﾋﾞｷ 草加 ﾌｼﾞﾉ ﾐﾗｲ 児玉郡

6 7 585 深井　　響(2) 草加川柳 2:24.57 6 7 205 藤野　美来(2) 児玉美里 2:28.82
ﾏﾂｵ ﾋﾅﾉ 朝霞 ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗｺ 秩父

7 6 687 松尾ひなの(2) 朝霞第二 2:24.73 7 8 324 髙橋　櫻子(3) 秩父第一 2:33.18
ﾐｶﾜ ﾏﾎ 入間 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾅ 北葛飾郡

8 9 642 三河　真歩(2) 入間上藤沢 2:26.71 8 9 285 野口　陽菜(3) 北葛松伏第二 2:37.33
ﾆｼﾂﾞｶ ｱﾐ さいたま

9 1 410 西塚　愛未(2) さ南浦和 2:29.83

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

ｼﾉﾀﾞ ﾜｶﾅ 越谷 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕ 入間郡

1 9 635 篠田　和叶(1) 越谷栄進 2:28.13 1 5 143 山口　美有(2) 入間郡越生 2:30.58
ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ 所沢 ﾖｼｵ ﾅﾅｺ 戸田

2 2 305 宮坂さくら(2) 所沢富岡 2:29.71 2 7 667 吉尾菜々子(3) 戸田東 2:30.79
ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾄﾈ 行田 ｺｲｹ ｱﾝﾋﾞ ふじみ野

3 7 114 中島　采音(2) 行田南河原 2:30.39 3 6 866 小池　杏美(3) ふじみ野大井東 2:31.58
ｽｽﾞｷ ｹｲﾅ 富士見 ﾓﾘﾀ ｺﾏﾁ 鶴ヶ島

4 4 895 鈴木　佳那(3) 富士見勝瀬 2:33.01 4 4 986 森田　小町(3) 鶴ヶ島藤 2:31.61
ｵｵｺｳﾁ ﾕｲｺ 白岡 ｱﾍﾞ ﾏｲｺ 志木

5 8 2083 大河内結子(3) 白岡南 2:33.04 5 3 722 安部舞衣子(3) 志木 2:36.89
ｶﾜｼﾛ ｻﾅ 坂戸 ﾌｶｻﾞﾜ ﾊﾙ 蓮田

6 5 945 川城　沙奈(3) 坂戸浅羽野 2:35.04 6 2 929 深澤　　花(2) 蓮田黒浜 2:39.78
ｻﾄｳ ﾓｴ 深谷 ｻﾄｳ ﾘﾅ 本庄

7 6 526 佐藤　　萌(3) 深谷花園 2:35.83 8 424 佐藤　莉奈(3) 本庄南 DQ,T1

ﾌﾙｶﾜ ｱｲﾘ 北本 ﾖｼｵｶ ﾋﾄﾐ 秩父郡

8 3 824 古川　愛梨(3) 北本 2:36.31 9 184 吉岡　　瞳(3) 秩父郡皆野 DNS

7組 決　勝　
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

ﾏｻﾓﾘ ｶﾅﾐ 八潮 ｶﾜｼﾏ ｺﾄﾐ 新座

1 3 846 正盛香奈実(2) 八潮 2:47.05 1 7 756 川島　琴美(3) 新座第五 2:14.68
ﾄｲﾀﾞ ﾋｶﾙ 南埼玉郡 ﾐﾁｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 新座

2 272 戸井田ひかる(2) 南埼玉前原 DQ,T1 2 6 757 道下　美槻(3) 新座第二 2:17.57
ﾓﾛｲ ﾐﾅﾐ 羽生 ﾔﾏﾜｷ ｷﾗﾗ 比企郡

4 504 諸井　南海(2) 羽生南 DQ,T1 3 5 165 山脇きらら(3) 比企小川東 2:18.31
ﾓﾘﾓﾄ ｷｵﾝ 三郷 ｵｹﾀﾆ ﾐﾅﾐ 草加

5 905 森本　紀音(3) 三郷彦糸 DQ,T1 4 4 584 桶谷　南実(3) 草加瀬崎 2:20.32
ｲｼﾊﾀ ｱﾔﾘ 蕨 ﾌｸﾀﾞ ﾏｲﾅ 大里郡

6 603 石畑　綾梨(2) 蕨第一 DQ,T1 5 9 225 福田　舞菜(3) 大里城南 2:21.76
ﾄﾖﾀﾞ ﾌｳｶ 吉川 ｶﾅﾔ ﾐﾚｲ 東松山

7 2041 豊田　楓華(1) 吉川中央 DQ,T1 6 8 385 金屋　美伶(2) 東松山松山 2:22.11
ｶﾈｺ ｽｽﾞｶ 幸手 ｲｶﾞﾗｼ ﾒｲ 上尾

8 965 金子　涼花(3) 幸手西 DQ,T1 7 3 572 五十嵐芽生(3) 上尾西 2:22.87
ｵｵｻﾜ ﾏｽﾐ 新座

8 2 758 大澤　真純(2) 新座 2:23.55



中学女子1500m
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        4:19.46   福田　有以(兵　庫・稲美北)            2010
埼玉県中学校記録(SJ)    4:19.93   中川　文華(朝　霞・朝霞三)            2011
大会記録(GR)            4:25.96   鈴木　翔子(富士見・富士見西)          2008 6月10日 13:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ｶﾜｼﾏ ｺﾄﾐ 新座 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｶ 比企郡

1 9 756 川島　琴美(3) 新座第五 4:38.33 1 18 166 髙田　涼夏(3) 比企小川東 4:49.52
ｵｹﾀﾆ ﾐﾅﾐ 草加 ﾌｸﾀﾞ ﾏｲﾅ 大里郡

2 16 584 桶谷　南実(3) 草加瀬崎 4:40.37 2 9 225 福田　舞菜(3) 大里城南 4:58.79
ﾃｲ ﾓﾓﾅ さいたま ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｲ 越谷

3 4 411 亭　　桃奈(2) さ大宮西 4:43.57 3 5 636 山崎　琉維(2) 越谷南 4:59.13
ﾐﾁｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 新座 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 入間

4 11 757 道下　美槻(3) 新座第二 4:44.30 4 6 647 中村　万琴(3) 入間向原 4:59.20
ｶﾅﾔ ﾐﾚｲ 東松山 ﾖｼｵ ﾅﾅｺ 戸田

5 14 385 金屋　美伶(2) 東松山松山 4:48.17 5 2 667 吉尾菜々子(3) 戸田東 4:59.28
ﾌﾅﾈ ﾋﾒｶ 鶴ヶ島 ｳｴﾊﾗ ｻﾕｷ 川口

6 5 987 舟根ひめか(3) 鶴ヶ島西 4:50.09 6 1 34 上原　彩雪(2) 川口上青木 4:59.64
ｵｵｻﾜ ﾏｽﾐ 新座 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳｶ 川口

7 6 758 大澤　真純(2) 新座 4:50.38 7 13 31 中村　風香(2) 川口南 4:59.72
ﾉｻﾞﾜ ﾘﾉ 上尾 ﾑﾗｶﾐ ﾁﾊﾙ 所沢

8 8 575 野澤　梨乃(3) 上尾東 4:50.79 8 19 306 村上　千陽(3) 所沢南陵 5:00.43
ｺｳﾉ ｶﾚﾝ 加須 ﾄﾍﾞ ﾐｻｷ 新座

9 15 243 河野かれん(2) 加須騎西 4:53.41 9 4 759 戸邉　美咲(2) 新座第五 5:00.56
ｽｽﾞｷ ﾋﾗﾘ さいたま ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾅ 日高

10 7 408 鈴木ひらり(3) さ与野東 4:57.22 10 10 2005 清水　栞那(3) 日高高萩北 5:00.86
ｶﾄﾞﾔ ｱｽﾐ 東松山 ﾌｼﾞﾉ ﾐﾗｲ 児玉郡

11 1 387 門屋　亜純(2) 東松山南 4:59.22 11 8 205 藤野　美来(2) 児玉美里 5:00.96
ﾌｸﾀﾞ ｶﾅﾒ さいたま ﾏﾂｵ ﾋﾅﾉ 朝霞

12 18 409 福田かなめ(2) さ大成 5:01.00 12 16 687 松尾ひなの(2) 朝霞第二 5:01.02
ﾔﾅｶﾞﾜ ﾏﾅｴ さいたま ｱｷﾖｼ ﾏﾕ 久喜

13 10 412 柳川　愛絵(3) さ宮原 5:01.98 13 20 809 秋吉　真結(3) 久喜 5:01.73
スズキ ミフユ 熊谷 ｶﾜﾏﾀ ﾓｴｶ 北足立郡

14 19 84 鈴木　美冬(2) 熊谷東 5:03.73 14 7 126 川又　萌華(3) 北足伊奈南 5:02.01
ｻｶﾀ ﾐﾅ 草加 ﾖｼｲ ﾐｻｷ 鴻巣

15 17 586 坂田　三奈(2) 草加青柳 5:04.56 15 12 470 吉井　美咲(3) 鴻巣西 5:02.35
ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂﾐ 坂戸 ﾐｼﾊﾞ ﾅﾅｴ 春日部

16 2 946 細田　菜摘(3) 坂戸 5:06.72 16 14 455 三柴菜々恵(2) 春日部武里 5:02.47
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｲ 東松山 ﾔｻ ｶｲ 加須

17 13 386 馬場　優衣(3) 東松山松山 5:09.63 17 3 484 ヤサ　　凱(3) 加須平成 5:07.11
ｱﾗｲ ﾘﾂｺ 熊谷 ﾄｸｴ ﾉﾉｶ 川越

18 20 82 新井　律子(3) 熊谷東 5:14.41 18 17 66 德江野乃花(2) 川越大東西 5:18.98
ﾊﾔｶﾜ ﾐﾂﾞｷ 坂戸 ｻﾄｳ ﾓｴ 深谷

19 3 947 早川　深月(3) 坂戸千代田 5:23.28 19 11 526 佐藤　　萌(3) 深谷花園 5:29.97
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾁ 坂戸 ｵﾄｷﾀ ﾅﾅﾐ 白岡

12 948 中村　来知(2) 坂戸 DNS 15 2084 音喜多七心(3) 白岡篠津 DNS



3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾁｶﾜ ﾏﾎ 飯能

1 7 345 市川　真帆(3) 飯能第一 5:02.17
ｾｷｸﾞﾁ ｾﾅ 秩父

2 6 329 関口　世奈(3) 秩父高篠 5:07.01
ｶﾏﾀ ﾐｳ 桶川

3 2 783 鎌田　美羽(2) 桶川 5:07.04
ｶﾜｻｷ ﾐｶ 狭山

4 12 367 川嵜　美花(3) 狭山狭山台 5:07.56
ｶﾜﾓﾄ ﾁｻ 志木

5 13 721 川本　千紗(3) 志木 5:09.65
ｾﾄﾔﾏ ﾏｲ 北葛飾郡

6 16 286 瀬戸山真唯(2) 北葛松伏第二 5:11.44
ｺｲｹ ｱﾝﾋﾞ ふじみ野

7 11 866 小池　杏美(3) ふじみ野大井東 5:17.43
ﾋﾗｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 北本

8 1 825 平沢　祐月(2) 北本宮内 5:18.94
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳｶ 行田

9 8 104 岩渕　友香(2) 行田長野 5:22.83
ﾐﾔｷﾞ ｺﾉｶ 富士見

10 15 886 宮城　胡花(2) 富士見台 5:23.68
ﾖｼﾉ ｴﾙﾑ 本庄

11 14 425 吉野愛瑠夢(2) 本庄南 5:23.81
ｲｹﾀﾞ ﾘｻ 蓮田

12 19 936 池田　理紗(2) 蓮田南 5:31.15
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｳ 羽生

13 3 505 渡邉　美宇(3) 羽生南 5:33.82
ｽｺﾞｳ ｺﾄﾈ 三郷

14 17 906 須郷　琴音(3) 三郷早稲田 5:35.58
ｲｼｾﾞｷ ｻｸﾗ 幸手

15 9 966 石関　　櫻(1) 幸手 5:38.26
ｲｼﾊﾀ ｱﾔﾘ 蕨

16 10 603 石畑　綾梨(2) 蕨第一 5:38.88
ｻﾄｳ ｺｺﾛ 八潮

17 18 847 佐藤　　心(2) 八潮 5:48.83
ｴｶﾞﾜ ﾓｴ 南埼玉郡

4 273 江川　萌瑛(3) 南埼玉百間 DNF
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕ 入間郡

5 143 山口　美有(2) 入間郡越生 DNF



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        13.56     澤田ｲﾚｰﾈｵｷﾞﾓﾝｷﾞ(東　京・KMC陸上クラブ（調布四）)2012
埼玉県中学校記録(SJ)    13.8      城島　直美(浦　和・常　盤)            1983
埼玉県中学校記録(SJ)    13.86     川舩　愛美(さいたま・埼玉栄)          2003 6月9日 11:45 予　選
大会記録(GR)            14.05     柳　久美子(草　加・谷　塚)            2000 6月9日 13:55 準決勝
大会記録(GR)            14.0      福田　裕子(浦　和・常　盤)            1981 6月9日 15:00 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:+0.2) 2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
ﾎｼﾅ ﾊﾙｶ 春日部 ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ さいたま

1 6 450 保科　晴香(3) 春日部 14.67 Q 1 4 10 山西　桃子(3) さ三室 14.42 Q
ｲｼｻﾞﾜ ﾏﾔ 加須 ｱｻﾉ ｻｷ 新座

2 5 483 石澤　麻弥(3) 加須平成 15.35 Q 2 6 752 浅野　咲希(3) 新座第二 14.98 Q
ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ さいたま ｷｸﾁ ﾕｽﾞｷ 鶴ヶ島

3 4 59 藤田　真央(2) さ埼大附属 15.73 Q 3 3 983 菊池　柚葵(2) 鶴ヶ島藤 16.16 Q
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ 深谷 ｱｵｷ ｳﾀｶ 川口

4 8 527 吉田　真菜(3) 深谷川本 16.14 q 4 5 28 青木　詩花(3) 川口西 16.21 S q
ｱｻﾞﾐ ﾘﾝｶ 秩父 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞ 越谷

5 7 323 浅見　梨花(3) 秩父第一 16.67 5 8 637 髙橋　　紗(3) 越谷中央 16.21 S
ﾐｳﾗ ﾐｻｷ 南埼玉郡 ﾊｾﾍﾞ ｺﾄﾈ 羽生

6 3 271 三浦　美咲(3) 南埼玉前原 18.13 6 9 506 長谷部琴音(3) 羽生南 18.07
ｳﾗﾀ ﾚﾅ 戸田 ｺｸﾎﾞ ｱﾔｶ 飯能

7 2 666 浦田　れな(3) 戸田笹目 20.69 7 1 346 小久保彩花(3) 飯能第一 19.47
ｲｼﾂﾞｶ ﾐｺﾄ 狭山 ｿﾒﾔ ﾐｸ 三郷

8 9 373 石塚　未琴(3) 狭山西 26.19 8 7 907 染谷　美紅(3) 三郷彦糸 19.83
ｻｻｷ ｾｲﾅ 坂戸

9 2 949 佐々木星奈(2) 坂戸桜 20.88

3組 (風:-1.1) 4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
ﾑﾗｶﾐ ｸｳ さいたま ｸﾗﾀ ｳﾅ 春日部

1 6 413 村上　来羽(3) さ大宮西 14.95 Q 1 6 443 倉田　羽七(3) 春日部武里 14.64 Q
ｼﾗﾀ ﾎﾉｶ 新座 ﾉﾑﾗ ﾐｶ さいたま

2 3 741 白田穂乃佳(3) 新座第六 15.61 Q 2 5 402 野村　美嘉(2) さ尾間木 16.39 Q
ｱｻﾉ ｷｮｳｶ 比企郡 ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ 桶川

3 5 167 浅野　杏果(3) 比企吉見 15.75 Q 3 4 789 ﾜｼﾞｪﾛ　ｻﾗ(1) 桶川東 16.57 Q
ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙﾋ 富士見 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾘｻ 加須

4 4 882 竹村　陽日(3) 富士見西 15.89 q 4 9 242 遠藤亜利紗(3) 加須大利根 16.80
ｱｶｷﾞ ﾁｶｺ 鴻巣 ﾎｼﾉ ﾕｲﾅ 朝霞

5 9 463 赤城智佳子(3) 鴻巣 16.63 5 7 682 星野　結南(2) 朝霞第四 17.09
ﾉﾊﾗ ｱﾐ 北葛飾郡 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 本庄

6 8 287 野原　亜美(3) 北葛飾杉戸 16.96 6 8 426 鈴木　優花(3) 本庄南 17.43
ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾐ 蓮田 ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾙ 東松山

7 7 930 山下　愛実(2) 蓮田黒浜 18.64 7 2 388 山本　　郁(3) 東松山南 18.86
ｲｲﾂﾞｶ ﾏﾖ 北本 ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾕｷ 八潮

8 1 826 飯塚　万葉(2) 北本東 18.80 8 3 848 中島　小雪(3) 八潮 20.14
ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 蕨

9 2 602 髙橋　果南(2) 蕨第一 20.66

5組 (風:-0.1) 6組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｶﾞﾀ ｱｽﾞ 所沢 ﾌｸﾁ ｻｷｶ 加須

1 7 307 小方　亜珠(3) 所沢小手指 15.76 Q 1 5 248 福地　咲花(3) 加須北川辺 15.40 Q
ｻﾙﾏﾙ ﾕｷﾅ 上尾 ｺﾞﾄｳ ﾕｽﾞ 朝霞

2 6 573 猿丸　幸奈(3) 上尾西 16.08 Q 2 4 688 後藤　　柚(3) 朝霞第二 15.94 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ｳﾗﾗ 春日部 ｶﾓｼﾀ ﾜｶﾅ 草加

3 4 456 近藤　　麗(3) 春日部東 16.21 Q 3 7 587 鴨下　若菜(3) 草加両新田 16.09 Q
ｱｼｻﾞﾜ ﾐｳ 大里郡 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｶ 久喜

4 8 223 足澤　美羽(3) 大里寄居 16.37 4 6 803 二宮　由佳(3) 久喜 16.30
ﾌﾙﾔ ｶｵﾘ 熊谷 ｷｸﾁ ｱｸﾞﾘ さいたま

5 9 95 古谷　夏織(3) 熊谷富士見 16.68 5 8 414 菊地亜久里(3) さ桜木 16.46
ｵｵﾀﾆ ﾐｵ 児玉郡 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾐﾘ 北足立郡

6 5 206 大谷　実央(2) 児玉神川 17.12 6 3 127 近藤　恵莉(2) 北足伊奈南 18.54
ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 入間 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏﾅ 入間郡

7 2 648 佐藤　夕月(2) 入間向原 18.02 7 9 144 水口　真奈(3) 入間郡越生 18.58
ﾅｶﾉ ﾘﾅ 加須 ﾏﾂｼﾀ ﾏｲ 日高

8 1 489 中野　莉奈(3) 加須北川辺 18.53 8 2 2006 松下　　舞(2) 日高高麗川 20.49
ｲｶﾞﾗｼ ｺｽﾞｴ ふじみ野

9 3 861 五十嵐　梢(3) ふじみ野花の木 18.88



7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
ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 川越

1 6 67 小島　未久(3) 川越高階西 15.52 Q
ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 新座

2 4 760 佐藤　千紘(3) 新座第五 15.70 Q
ｶﾈｺ ｼｵﾘ 加須

3 5 246 金子　栞里(2) 加須北川辺 16.14 D Q
ｵｵﾂｷ ｱﾔﾈ 川口

3 9 29 大槻　綺音(3) 川口安行東 16.14 D Q
ｵｵﾉ ﾘﾘｱ さいたま

5 7 415 大野梨里葵(3) さ八王子 16.48
ﾐﾔﾀ ﾐｵﾅ 吉川

6 8 2044 宮田実緒奈(2) 吉川南 17.36
ﾖｼﾐ ﾏｲ 幸手

7 2 967 吉見　　舞(3) 幸手西 18.17
ｲﾏｲ ﾐﾕ 行田

8 3 112 今井　実優(3) 行田西 19.36

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:+0.5) 2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
ｸﾗﾀ ｳﾅ 春日部 ﾎｼﾅ ﾊﾙｶ 春日部

1 7 443 倉田　羽七(3) 春日部武里 14.59 Q 1 4 450 保科　晴香(3) 春日部 14.78 Q
ｱｻﾉ ｻｷ 新座 ﾑﾗｶﾐ ｸｳ さいたま

2 4 752 浅野　咲希(3) 新座第二 14.93 Q 2 5 413 村上　来羽(3) さ大宮西 14.86 Q
ﾌｸﾁ ｻｷｶ 加須 ｲｼｻﾞﾜ ﾏﾔ 加須

3 6 248 福地　咲花(3) 加須北川辺 15.01 q 3 7 483 石澤　麻弥(3) 加須平成 15.20 q
ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙﾋ 富士見 ｼﾗﾀ ﾎﾉｶ 新座

4 3 882 竹村　陽日(3) 富士見西 15.62 4 6 741 白田穂乃佳(3) 新座第六 15.39
ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 新座 ｱｻﾉ ｷｮｳｶ 比企郡

5 5 760 佐藤　千紘(3) 新座第五 15.73 5 9 167 浅野　杏果(3) 比企吉見 15.65
ﾉﾑﾗ ﾐｶ さいたま ｺﾝﾄﾞｳ ｳﾗﾗ 春日部

6 9 402 野村　美嘉(2) さ尾間木 15.83 6 3 456 近藤　　麗(3) 春日部東 15.87
ｶﾓｼﾀ ﾜｶﾅ 草加 ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ 桶川

7 8 587 鴨下　若菜(3) 草加両新田 15.90 7 2 789 ﾜｼﾞｪﾛ　ｻﾗ(1) 桶川東 16.07
ｷｸﾁ ﾕｽﾞｷ 鶴ヶ島 ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ さいたま

8 2 983 菊池　柚葵(2) 鶴ヶ島藤 16.12 8 8 59 藤田　真央(2) さ埼大附属 16.19

3組 (風:-0.6) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ さいたま ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ さいたま

1 4 10 山西　桃子(3) さ三室 14.19 Q 1 4 10 山西　桃子(3) さ三室 14.15
ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 川越 ｸﾗﾀ ｳﾅ 春日部

2 6 67 小島　未久(3) 川越高階西 15.43 Q 2 7 443 倉田　羽七(3) 春日部武里 14.56
ｵｶﾞﾀ ｱｽﾞ 所沢 ﾎｼﾅ ﾊﾙｶ 春日部

3 5 307 小方　亜珠(3) 所沢小手指 15.44 3 5 450 保科　晴香(3) 春日部 14.89
ｺﾞﾄｳ ﾕｽﾞ 朝霞 ｱｻﾉ ｻｷ 新座

4 3 688 後藤　　柚(3) 朝霞第二 15.68 4 9 752 浅野　咲希(3) 新座第二 14.98
ｻﾙﾏﾙ ﾕｷﾅ 上尾 ﾌｸﾁ ｻｷｶ 加須

5 9 573 猿丸　幸奈(3) 上尾西 15.85 5 3 248 福地　咲花(3) 加須北川辺 15.20
ｱｵｷ ｳﾀｶ 川口 ﾑﾗｶﾐ ｸｳ さいたま

6 1 28 青木　詩花(3) 川口西 16.14 6 6 413 村上　来羽(3) さ大宮西 15.34
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ 深谷 ｲｼｻﾞﾜ ﾏﾔ 加須

7 2 527 吉田　真菜(3) 深谷川本 16.21 7 2 483 石澤　麻弥(3) 加須平成 15.37
ｵｵﾂｷ ｱﾔﾈ 川口 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 川越

8 7 29 大槻　綺音(3) 川口安行東 16.35 8 8 67 小島　未久(3) 川越高階西 15.71
ｶﾈｺ ｼｵﾘ 加須

8 246 金子　栞里(2) 加須北川辺 DNS



中学女子4X100mR
審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        47.30     金子・原賀・田中・土井(埼　玉・朝霞一)2009

日本中学記録(JH)        47.23     島田・原賀・中澤・西山(埼　玉・埼玉選抜)2008

埼玉県中学校記録(SJ)    47.30     金子・原賀・田中・土井(埼　玉・朝霞一)2009 6月9日 15:55 予　選

大会記録(GR)            48.28     金子・原賀・田中・土井(朝　霞・朝霞一)2009 6月10日 16:10 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組
1着 49.56 2着 51.70 3着 51.87
6ﾚｰﾝ q 7ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 441 1 752 1 48

2 442 2 754 2 45

3 443 3 749 3 47

4 444 4 751 4 50

4着 51.95 5着 52.38 6着 52.94
5ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 512 1 775 1 566

2 503 2 771 2 567

3 508 3 776 3 568

4 511 4 765 4 565

2ﾚｰﾝ DQ,R3 3ﾚｰﾝ DQ,R3
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 841 1 652

2 854 2 651

3 855 3 655

4 856 4 654

2組
1着 50.15 2着 51.05 3着 51.92
5ﾚｰﾝ q 7ﾚｰﾝ q 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 747 1 19 1 155

2 745 2 20 2 149

3 741 3 41 3 154

4 742 4 42 4 150

4着 52.73 5着 54.49 6着 54.88
9ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 694 1 832 1 485

2 683 2 823 2 486

3 693 3 831 3 488

4 696 4 830 4 487

7着 55.04 8着 55.86
3ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 110 1 2004

2 109 2 2009

3 107 3 2010

4 105 4 2002

加須平成

行田長野(行田) 日高高麗川(日高)

川田　花月(3) 行田長野 大石　帆花(2) 日高高麗川

大久保友夢(2) 宮沢　天萌(2)
ﾏﾁﾀﾞ ｱﾐ

加須平成

朝霞第一 北本宮内 加須平成

朝霞第一 北本宮内 加須平成

加須

加須

さ原山 多賀　美咲(3) 入間郡三芳東

朝霞第一(朝霞) 北本宮内(北本) 加須平成(加須)

入間郡三芳東

新座第六 さ原山 入間郡三芳東

新座第六 さ原山 入間郡三芳東

さ原山
入間郡

入間郡

上尾太平

八潮潮止(八潮) 入間藤沢(入間)

井原　寧々(3) 八潮潮止 鈴木　花音(2) 入間藤沢

鈴木　記子(1) 若林　恵子(3)
ｵｵﾀ ｱﾔｴ

上尾太平

羽生西 和光第三 上尾太平

羽生西 和光第三 上尾太平

上尾

上尾

新座第二 桑原　明菜(1) さ与野東

羽生西(羽生) 和光第三(和光) 上尾太平(上尾)

さ与野東

春日部武里 新座第二 さ与野東

春日部武里 新座第二 さ与野東

新座第二
さいたま

さいたま

春日部武里(春日部) 新座第二(新座) さい与野東(さいたま)

ﾅｸﾞﾓ ｼｽﾞｶ 春日部 ｱｻﾉ ｻｷ 新座 ｶﾄｳ ｻﾔｶ さいたま
南雲　静佳(3) 浅野　咲希(3) 加藤さやか(2)
ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 春日部 ﾄﾐﾀ ﾘｵ 新座 ｶﾜｲ ﾁﾋﾛ

春日部武里

瀬沼　有咲(3) 冨田　梨央(2) 川合　千尋(3)
ｸﾗﾀ ｳﾅ 春日部 ﾈｷﾞｼ ﾘﾎ 新座 ｵｶﾞﾀ ﾌﾌﾞｷ
倉田　羽七(3) 根岸　里帆(3) 尾形　楓季(2)
ﾀﾅｶ ｱﾔｶ 春日部 ｵﾀﾞｶ ﾁﾋﾛ 新座 ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ さいたま
田中　彩夏(2) 春日部武里 小高　千尋(3)

ｼﾌﾞﾔ ﾉﾄﾞｶ 羽生 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ 和光 ﾎｼ ﾐｽﾞｷ 上尾
渋谷　和花(2) 中川　　雅(3) 星　　瑞希(3)
ｲﾜﾏ ｾｲﾅ 羽生 ｳｴﾀｹ ﾅﾅﾐ 和光 ｷﾑﾗ ﾏﾅﾐ

羽生西 和光第三

岩間　星奈(3) 植竹  七海(3) 木村　愛実(2)
ｵｵｶﾜ ﾕﾐ 羽生 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 和光 ｲﾉｳｴ ﾕﾂﾞｷ
大川　裕美(3) 斎藤　優衣(3) 井上　夢月(2)
ﾓﾘﾀ ﾁｱｷ 羽生 ｲﾉｳｴ ｶﾅﾝ 和光 ｻｶｳﾁ ｱｲﾘ 上尾

ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 八潮 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 入間

森田　千明(3) 羽生西 井上　佳南(3) 和光第三 坂内　愛理(3)

八潮 ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 入間
八潮潮止 入間藤沢

太田　彩瑛(3) 齊藤なつみ(3)
ﾈｶﾞﾜ ｼﾎ 八潮 ﾄﾖｲｽﾞﾐ ﾕﾘｱ 入間

八潮潮止 入間藤沢

根川　志保(3) 豊泉ゆりあ(2)
ｲﾊﾗ ﾈﾈ 八潮 ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 入間

八潮潮止 入間藤沢

入間郡三芳東(入間郡)

ﾐｽﾞﾉ ﾓﾓｶ 新座 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾜ さいたま ﾉｻﾞﾜ ﾐｵ

新座第六(新座) さい原山(さいたま)

入間郡
水野　桃花(2) 近藤　凜和(3) 野澤　実桜(3)
ﾜﾀﾇｷ ﾏﾋﾛ 新座 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｲ さいたま ｼｵﾐ ﾐｺﾄ

新座第六

綿貫　真尋(1) 中林　優衣(2) 塩味　未琴(3)
ｼﾗﾀ ﾎﾉｶ 新座 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅｺ さいたま ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｺ
白田穂乃佳(3) 中村佳那子(3) 久保田祐子(3)
ﾀｹｳﾁ ｺｺﾛ 新座 ﾌｶｳﾐ ｶﾉﾝ さいたま ﾀｶﾞ ﾐｻｷ 入間郡
武内こころ(3) 新座第六 深海　伽音(3)

ﾋﾗｲｼ ﾐｵ 朝霞 ｱｷﾔﾏ ﾕﾒｶ 北本 ｲﾜｲ ｷﾖﾉ 加須
平石　美桜(3) 秋山　夢翔(3) 祝　　聖乃(3)
ｺｳｼﾝ ｻﾂｷ 朝霞 ｳﾒﾑﾗ ﾏｷｺ 北本 ｶﾝｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ

朝霞第一 北本宮内

甲神　颯姫(2) 梅村茉暉子(3) 神澤　菜摘(2)
ｷｼ ﾅﾅｺ 朝霞 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾅ 北本 ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞｷ
岸　菜々子(3) 山本　星名(3) 田村　柚季(3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 朝霞 ﾐﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ 北本 ﾔﾏｷ ｱｶﾈ 加須

ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾒ 行田 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾓ 日高

松本　　遥(2) 朝霞第一 宮城まりな(3) 北本宮内 山木　　茜(3)

行田 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ 日高
行田長野 日高高麗川

町田　愛海(2) 山本　莉央(3)
ﾅｶﾞｼﾏ ｼｲﾅ 行田 ﾀｹｼﾀ ｱﾔｶ 日高

行田長野 日高高麗川

長島　椎菜(2) 竹下　彩夏(2)
ｶﾜﾀﾞ ｶﾝﾅ 行田 ｵｵｲｼ ﾎﾉｶ 日高

行田長野 日高高麗川



予　選　7組0着＋8

3組
1着 49.81 2着 51.26 3着 52.61
5ﾚｰﾝ q 4ﾚｰﾝ q 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1 1 310 1 801

2 2 2 304 2 802

3 3 3 319 3 803

4 4 4 311 4 804

4着 53.50 5着 53.57 6着 54.26
7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 790 1 227 1 252

2 789 2 225 2 247

3 792 3 221 3 248

4 791 4 224 4 254

7着 55.35
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ DQ,R1
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 963 1 464

2 967 2 468

3 968 3 461

4 964 4 462

4組
1着 49.74 2着 52.24 3着 52.93
5ﾚｰﾝ q 9ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 7 1 355 1 593

2 8 2 344 2 591

3 9 3 358 3 594

4 10 4 345 4 587

4着 53.07 5着 53.66 6着 53.86
6ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 40 1 2050 1 324

2 38 2 2042 2 323

3 39 3 2049 3 322

4 1023 4 2043 4 325

7着 54.13
2ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ DQ,R2
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 384 1 1627

2 393 2 1625

3 382 3 1624

4 392 4 1626金澤　美帆(2) 東松山松山 土岐　花音(2) 越谷東

ｱｲﾀﾞ ｶﾅ 越谷
会田　圭花(3) 越谷東

ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾎ 東松山 ﾄﾞｷ ｶﾉﾝ 越谷

越谷
東松山松山 田端　真依(2) 越谷東

ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾅﾕ 越谷

ﾅｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 秩父
林　　佳世(2) 川口上青木 八巻　珠美(3) 吉川南 中田　穂香(3) 秩父第一
ﾊﾔｼ ｶﾖ 川口

秩父第一

石川　双葉(2) 川口上青木 菊池　美咲(2) 吉川南 大沢　柚月(2) 秩父第一

吉川南
秩父

秩父第一(秩父)

川口上青木 吉川南 秩父第一
ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗｺ 秩父

髙島　萌花(2) 髙橋　櫻子(3)

ｶﾓｼﾀ ﾜｶﾅ 草加
山西　桃子(3) さ三室 市川　真帆(3) 飯能第一 鴨下　若菜(3) 草加両新田
ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ さいたま

草加両新田

宮川夕都莉(3) さ三室 児玉　真鈴(3) 飯能第一 土井　千寛(3) 草加両新田

飯能第一
草加

草加両新田(草加)

さ三室 飯能第一 草加両新田
ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 草加

矢島明日香(3) 橋本　　唯(3)

菊地　杏奈(3) 幸手西 松崎　蓉璃(3) 鴻巣吹上
ﾊﾏ ﾘｴ 幸手 ｶﾄｳ ﾘﾅ 鴻巣

加須北川辺

幸手西(幸手) 鴻巣吹上(鴻巣)

幸手西 鴻巣吹上

幸手西 鴻巣吹上

栗原　麻衣(2) 山田さくら(3)
ﾖｼﾐ ﾏｲ

桶川 ﾖｼﾀﾞ ｼｵ 大里郡 ｻﾄｳ ﾐﾎ 加須
櫻井　千紗(3) 桶川東 吉田　詩央(3) 大里城南 佐藤　美穂(3)

加須北川辺

小川　果純(3) 桶川東 新井　月緒(1) 大里城南 福地　咲花(3) 加須北川辺

ﾜｼﾞｪﾛ　ｻﾗ(1) 福田　舞菜(3) 菅原　　葵(3)

桶川東(桶川) 大里城南(大里郡) 加須北川辺(加須)

桶川東 大里城南 加須北川辺末廣　りさ(3) 森下　真衣(3) 木澤　仁海(3)
加須

上野　夏羽(3) さ内谷 藤本　花音(2) 所沢美原 平間　美朱(3) 久喜

二宮　由佳(3) 久喜
ｳｴﾉ ﾅﾉﾊ さいたま ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾉﾝ 所沢 ﾋﾗﾏ ﾐｱｶ 久喜

所沢美原

さ内谷 所沢美原 久喜

さ内谷 所沢美原 久喜

久喜(久喜)

ﾀｹ ﾁﾋﾛ さいたま ﾀｷｻﾞﾜ ﾌｳｶ 所沢 ﾅｶﾉ ﾁｶ

さい内谷(さいたま) 所沢美原(所沢)

久喜
嶽　　千尋(3) 滝沢　風香(2) 中野　智翔(3)
ｺﾔﾏ ﾕｷｺ さいたま ﾅｶ ｱﾕﾅ 所沢 ｵｵｳﾁ ﾕｲｱ 久喜
小山由起子(3) 仲　あゆな(3) 大内　結愛(3)
ｷﾀ ﾕｷﾎ さいたま ﾊｼﾓﾄ ﾄﾜ 所沢 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｶ

加須

久喜
北　結希穂(2) さ内谷 橋本　幸羽(2)

ｽｴﾋﾛ ﾘｻ 桶川 ﾓﾘｼﾀ ﾏｲ 大里郡 ｷｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ

ﾌｸﾁ ｻｷｶ
桶川東 大里城南

ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ 桶川 ﾌｸﾀﾞ ﾏｲﾅ 大里郡 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｵｲ

加須

ｻｸﾗｲ ﾁｻ

ｸﾘﾊﾗ ﾏｲ 幸手 ﾔﾏﾀﾞ ｻｸﾗ 鴻巣

ｵｶﾞﾜ ｶｽﾐ 桶川 ｱﾗｲ ﾙﾅ 大里郡

幸手 ﾔｷﾞ ｱｲﾘ 鴻巣
吉見　　舞(3) 八木亜郁里(2)
ｷｸﾁ ｱﾝﾅ 幸手 ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｳﾘ 鴻巣

濵　　里枝(3) 幸手西 加藤　梨奈(3) 鴻巣吹上

ｶｶﾞﾜ ﾒﾚﾕｳｱﾊヴｨﾘ さいたま ﾔｼﾞﾏ ｱｽｶ 飯能

さい三室(さいたま) 飯能第一(飯能)

ﾄﾘｳﾐ ｱﾔｶ さいたま ﾉｸﾞﾁ ﾓﾓﾊ 飯能 ｳｴﾊﾗ ﾏﾄﾞｶ

香川メレ優愛ハヴィリ(3)

草加
鳥海　彩花(3) 野口　百葉(3) 上原まどか(3)
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕﾄﾘ さいたま ｺﾀﾞﾏ ﾏﾘﾝ 飯能 ﾄﾞｲ ﾁﾋﾛ

さ三室

ｲﾁｶﾜ ﾏﾎ

ｼﾏﾈ ﾁﾋﾛ 川口 ﾀｶｼﾏ ﾓｴｶ 吉川

飯能

川口上青木(川口) 吉川南(吉川)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾘﾅ 川口 ﾐﾔﾀ ﾐｷ 吉川 ｱｻﾞﾐ ﾘﾝｶ
島根　千京(2)

秩父
渡邉井里奈(2) 宮田　美綺(2) 浅見　梨花(3)
ｲｼｶﾜ ﾌﾀﾊﾞ 川口 ｷｸﾁ ﾐｻｷ 吉川 ｵｵﾜｻ ﾕﾂﾞｷ

川口上青木

ﾔﾏｷ ﾀﾏﾐ 吉川

ﾏｴﾀﾞ ｻｷ 東松山
前田　紗希(3)
ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅｾ 東松山

東松山松山(東松山) 越谷東(越谷)

ﾀﾊﾞﾀ ﾏｲ

福田まなせ(3)
ﾊﾗ ｱﾔｶ 東松山
原　　彩佳(2) 東松山松山

東松山松山 杉本　雛優(2) 越谷東



予　選　7組0着＋8

5組
1着 51.78 2着 52.09 3着 52.42
5ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 71 1 302 1 891

2 65 2 307 2 889

3 72 3 315 3 892

4 62 4 301 4 885

4着 53.44 5着 55.36 6着 56.31
8ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 956 1 922 1 2085

2 942 2 924 2 2082

3 944 3 923 3 2086

4 943 4 921 4 2089

7ﾚｰﾝ DQ,R3 9ﾚｰﾝ DNF,R3
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 132 1 668

2 124 2 661

3 131 3 672

4 123 4 673

6組
1着 49.34 2着 51.43 3着 51.70
5ﾚｰﾝ q 6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 628 1 13 1 868

2 625 2 14 2 867

3 1622 3 15 3 870

4 627 4 16 4 871

4着 52.84 5着 53.25 6着 53.32
9ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 432 1 288 1 361

2 431 2 289 2 363

3 430 3 291 3 364

4 422 4 284 4 362

7着 54.03
3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ DQ,R1
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 905 1 1024

2 913 2 27

3 912 3 1025

4 907 4 28染谷　美紅(3) 三郷彦糸 青木　詩花(3) 川口西

岸　優里香(3) 三郷彦糸 新井　夏奈(2) 川口西
ｿﾒﾔ ﾐｸ 三郷 ｱｵｷ ｳﾀｶ 川口

森本　莉子(2) 川口西
ｷｼ ﾕﾘｶ 三郷 ｱﾗｲ ｶﾅ 川口

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾅ 川口
三郷彦糸 柳沢　はな(3) 川口西

ﾓﾘﾓﾄ ﾘｺ 川口

本庄南 森川　真尋(3) 北葛飾杉戸 中山　栞菜(3) 狭山入間野

三郷彦糸(三郷) 川口西(川口)

ｱﾝｻﾞｲ ﾕﾘｴ 本庄 ﾓﾘｶﾜ ﾏﾋﾛ 北葛飾郡 ﾅｶﾔﾏ ｶﾝﾅ 狭山

ｸﾛｺﾞﾒ ﾁﾅﾂ 狭山
笠本　留衣(3) 本庄南 近藤　瞳子(3) 北葛飾杉戸 黒米　千夏(3) 狭山入間野

狭山入間野

新井　望花(2) 本庄南 小暮　麻子(3) 北葛飾杉戸 宮岡　奈摘(3) 狭山入間野

金子　あい(2) 谷之口舞菜(3) 河野　留奈(2)

ふじみ野
越谷富士 さ岩槻 ふじみ野大井

本庄南(本庄) 北葛飾杉戸(北葛飾郡) 狭山入間野(狭山)

さいたま ﾖｼﾀﾞ ﾐｷ

ｺﾏﾂ ﾕｳｶ 越谷 ｾｷﾈ ｱﾔ さいたま ｲｹﾊﾞ ｺﾉﾊ

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾒｶ 越谷 ﾋﾛﾀ ｱｷﾗ

ふじみ野
亀井優利奈(3) 越谷富士 野澤明日花(3) さ岩槻 吉田　未希(3) ふじみ野大井

遠藤　夢佳(2) 越谷富士 廣田　　景(3) さ岩槻 櫻井まどか(3) ふじみ野大井

星名　　澪(2) 北足伊奈小針 渡辺　南海(3) 戸田新曽

ふじみ野大井(ふじみ野)

越谷富士 さ岩槻
ｸﾆｻﾜ ﾕﾘｶ 越谷 ﾏｴﾉ ﾓｴ

伊沢　すず(3) 北足伊奈小針 石原　依蕗(1) 戸田新曽
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 北足立郡 ﾊﾔﾏ ﾁｶﾅ 戸田

坂戸桜 蓮田南 芦名　舞弥(2) 白岡南

伊奈小針(北足立郡) 戸田新曽(戸田)

白岡南
ｲﾜﾀ ﾘｴｺ 坂戸 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｲ 蓮田 ｱｼﾅ ﾏﾔ 白岡

坂戸 ｻﾄｳ ｱｲﾘ 蓮田 ｶﾄﾞｲ ﾐﾅﾎ 白岡
大森恵里佳(3) 坂戸桜 佐藤　愛莉(2) 蓮田南 門井美奈歩(3)

白岡南

横田　　杏(2) 坂戸桜 小平　智子(3) 蓮田南 若林　芽衣(2) 白岡南

渡部　来未(3) 小川麻理子(2) 細井　凜花(3)

川越高階 所沢小手指 富士見台

坂戸桜(坂戸) 蓮田南(蓮田) 白岡(白岡　)

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕ 川越 ﾜｶｻ ﾏｲ 所沢 ｸﾘﾀ ﾌﾀﾊﾞ 富士見

所沢 ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾘ 富士見
伊能　未来(2) 川越高階 新井里緒奈(2) 所沢小手指 竹田　詩織(3) 富士見台

富士見台

中村　彩由(2) 川越高階 小方　亜珠(3) 所沢小手指 中野　　葵(3) 富士見台

松田　栞帆(2) 高橋結理恵(2) 松田　佳奈(3)

川越高階(川越) 所沢小手指(所沢)

富士見

富士見台(富士見)

ｵｶﾞﾀ ｱｽﾞ 所沢 ﾅｶﾉ ｱｵｲ
川越高階 所沢小手指

ﾏﾂﾀﾞ ｼﾎ 川越 ﾀｶﾊｼ ﾕﾘｴ 所沢 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾅ

白岡

富士見

中村　真由(2) 若狭　真依(1) 栗田　双葉(3)

ｲﾉｳ ﾐｸ 川越 ｱﾗｲ ﾘｵﾅ

ﾅｶﾑﾗ ｻﾕ 川越

ｵﾀﾞｲﾗ ﾄﾓｺ 蓮田 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾒｲ
坂戸桜 蓮田南

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾙﾐ 坂戸 ｵｶﾞﾜ ﾏﾘｺ 蓮田 ﾎｿｲ ﾘﾝｶ

白岡

岩田利英子(3) 杉山　由衣(2)

ｵｵﾓﾘ ｴﾘｶ

ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾚﾝ 北足立郡 ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾉ 戸田

ﾖｺﾀ ｱﾝ 坂戸

岩渕　花恋(2) 西村　綾乃(2)
ｲｻﾞﾜ ｽｽﾞ 北足立郡 ｲｼﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 戸田

北足伊奈小針 戸田新曽

髙橋穂乃香(3) 北足伊奈小針 巴山　愛菜(3) 戸田新曽

越谷富士(越谷) さい岩槻(さいたま)

ﾎｼﾅ ﾐｵ 北足立郡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 戸田

さいたま ｲﾜｻｷ ﾊﾅ ふじみ野
國澤佑李花(3) 前野　萌衣(2) 岩崎　　華(3) ふじみ野大井

さいたま ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ

狭山

ふじみ野

小松　夕夏(3) 関根　　綾(3) 池葉　香花(3)

ｶﾒｲ ﾕﾘﾅ 越谷 ﾉｻﾞﾜ ｱｽｶ

ﾐﾔｵｶ ﾅﾂﾐ
本庄南 北葛飾杉戸

ｶﾈｺ ｱｲ 本庄 ﾀﾆﾉｸﾞﾁ ﾏｲﾅ 北葛飾郡 ｶﾜﾉ ﾙﾅ

狭山

安斉悠里絵(2)

ｶｻﾓﾄ ﾙｲ 本庄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｳｺ 北葛飾郡

ｱﾗｲ ﾓｶ 本庄 ｺｸﾞﾚ ﾏｺ 北葛飾郡

ﾓﾘﾓﾄ ｷｵﾝ 三郷
森本　紀音(3)
ﾐｳﾗ ｾｲﾅ 三郷
三浦　星菜(2) 三郷彦糸



予　選　7組0着＋8

7組
1着 51.11 2着 51.67 3着 54.23
7ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 447 1 983 1 277

2 448 2 989 2 268

3 451 3 992 3 276

4 450 4 993 4 274

4着 57.08 5着 59.27
3ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ DQ,R3
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 185 1 207 1 97

2 182 2 203 2 93

3 183 3 210 3 89

4 186 4 206 4 98

6ﾚｰﾝ DQ,R1 8ﾚｰﾝ DQ,R2
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 533 1 171

2 521 2 167

3 531 3 172

4 523 4 163

決　勝　
1着 49.17 2着 49.87 3着 49.97
6ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 628 1 441 1 1

2 625 2 442 2 2

3 1622 3 443 3 3

4 627 4 444 4 4

4着 49.99 5着 50.63 6着 51.20
4ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 7 1 747 1 310

2 8 2 745 2 304

3 9 3 741 3 319

4 10 4 742 4 311

7着 51.27 8着 52.13
9ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 19 1 447

2 20 2 448

3 41 3 449

4 42 4 450

伊東　里花(3) 深谷幡羅 清水　紫音(3) 比企吉見
深谷 比企郡

粟飯原千和(3) 深谷幡羅 浅野　杏果(3) 比企吉見
ｲﾄｳ ﾘｶ 深谷 ｼﾐｽﾞ ｼｵﾝ 比企郡

三輪　和葉(3) 深谷幡羅 松本　遥奈(3) 比企吉見
ｱｲﾊﾗ ﾁﾖﾘ 深谷 ｱｻﾉ ｷｮｳｶ 比企郡

秩父郡皆野 大谷　実央(2) 児玉神川 山崎　史歩(3) 熊谷富士見

深谷幡羅(深谷) 比企吉見(比企郡)

秩父郡皆野 根岸　里保(1) 児玉神川 根岸明香里(3) 熊谷富士見
ｵｵﾀﾆ ﾐｵ 児玉郡 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾎ 熊谷

ﾉﾏｷ ｶﾎ 秩父郡 ﾈｷﾞｼ ﾘﾎ 児玉郡 ﾈｷﾞｼ ｱｶﾘ 熊谷

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｷ 熊谷
齋藤　美優(2) 秩父郡皆野 松嶋　　萌(3) 児玉神川 長谷川真希(3) 熊谷富士見

熊谷富士見(熊谷)

大久保　澪(2) 秩父郡皆野 新井　玲奈(3) 児玉神川 長谷川水希(2)

春日部 鶴ヶ島藤 南埼玉百間

春日部 鶴ヶ島藤 南埼玉百間

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 春日部 ﾅｶｿﾈ ｺｺﾛ 鶴ヶ島 ｵｵﾀｶ ｶﾉﾝ 南埼玉郡

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ 南埼玉郡
神田　奈保(3) 春日部 山田　　愛(3) 鶴ヶ島藤 渡邉　千紘(3) 南埼玉百間

南埼玉百間(南埼玉郡)

安田　愛梨(2) 春日部 菊池　柚葵(2) 鶴ヶ島藤 齋藤　千帆(3)
ﾔｽﾀﾞ ｱｲﾘ 春日部 ｷｸﾁ ﾕｽﾞｷ 鶴ヶ島

春日部(春日部) 鶴ヶ島藤(鶴ヶ島)

ｻｲﾄｳ ﾁﾎ 南埼玉郡

小林　七美(2) 中曽根こころ(3) 大髙　華音(3)

南埼玉百間
ｶﾝﾀﾞ ﾅﾎ 春日部 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾐ 鶴ヶ島

ﾎｼﾅ ﾊﾙｶ 春日部 ﾂｶﾀﾞ ﾕｲ 鶴ヶ島 ﾆｼﾑﾗ ｶﾉ 南埼玉郡
保科　晴香(3) 塚田　　唯(3) 西村　佳乃(3)

ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 秩父郡 ｱﾗｲ ﾚｲﾅ 児玉郡 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ

秩父郡皆野(秩父郡) 児玉神川(児玉郡)

熊谷

野巻　花帆(2)
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 秩父郡
齊藤　由衣(2)

熊谷富士見
ｻｲﾄｳ ﾐﾕｳ 秩父郡 ﾏﾂｼﾏ ﾒｲ 児玉郡

清水　恵茉(2) 深谷幡羅 新井ひなの(3) 比企吉見

ﾐﾜ ｶｽﾞﾊ 深谷

ｼﾐｽﾞ ｴﾏ ｱﾗｲ ﾋﾅﾉ

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾅ 比企郡

越谷富士(越谷) 春日部武里(春日部) さい内谷(さいたま)

ｸﾆｻﾜ ﾕﾘｶ 越谷 ﾅｸﾞﾓ ｼｽﾞｶ 春日部 ﾀｹ ﾁﾋﾛ さいたま

國澤佑李花(3) 越谷富士 南雲　静佳(3) 春日部武里 嶽　　千尋(3) さ内谷
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾒｶ 越谷 ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 春日部 ｺﾔﾏ ﾕｷｺ さいたま

遠藤　夢佳(2) 越谷富士 瀬沼　有咲(3) 春日部武里 小山由起子(3) さ内谷
ｶﾒｲ ﾕﾘﾅ 越谷 ｸﾗﾀ ｳﾅ 春日部 ｷﾀ ﾕｷﾎ さいたま

亀井優利奈(3) 越谷富士 倉田　羽七(3) 春日部武里 北　結希穂(2) さ内谷
ｺﾏﾂ ﾕｳｶ 越谷 ﾀﾅｶ ｱﾔｶ 春日部 ｳｴﾉ ﾅﾉﾊ さいたま

小松　夕夏(3) 越谷富士 田中　彩夏(2) 春日部武里 上野　夏羽(3) さ内谷

さい三室(さいたま) 新座第六(新座) 所沢美原(所沢)

ｶｶﾞﾜ ﾒﾚﾕｳｱﾊヴｨﾘ さいたま ﾐｽﾞﾉ ﾓﾓｶ 新座 ﾀｷｻﾞﾜ ﾌｳｶ 所沢

香川メレ優愛ハヴィリ(3) さ三室 水野　桃花(2) 新座第六 滝沢　風香(2) 所沢美原
ﾄﾘｳﾐ ｱﾔｶ さいたま ﾜﾀﾇｷ ﾏﾋﾛ 新座 ﾅｶ ｱﾕﾅ 所沢

鳥海　彩花(3) さ三室 綿貫　真尋(1) 新座第六 仲　あゆな(3) 所沢美原
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕﾄﾘ さいたま ｼﾗﾀ ﾎﾉｶ 新座 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾜ 所沢

宮川夕都莉(3) さ三室 白田穂乃佳(3) 新座第六 橋本　幸羽(2) 所沢美原
ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ さいたま ﾀｹｳﾁ ｺｺﾛ 新座 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾉﾝ 所沢

山西　桃子(3) さ三室 武内こころ(3) 新座第六 藤本　花音(2) 所沢美原

さい原山(さいたま) 春日部(春日部)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾜ さいたま ﾔｽﾀﾞ ｱｲﾘ 春日部

近藤　凜和(3) さ原山 安田　愛梨(2) 春日部
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｲ さいたま ｶﾝﾀﾞ ﾅﾎ 春日部

ﾎｼﾅ ﾊﾙｶ 春日部

中林　優衣(2) さ原山 神田　奈保(3) 春日部
ﾅｶﾑﾗ ｶﾅｺ さいたま ｵｵﾆｼ ﾊﾙｶｺ 春日部

深海　伽音(3) さ原山 保科　晴香(3) 春日部

中村佳那子(3) さ原山 大西　遥子(3) 春日部
ﾌｶｳﾐ ｶﾉﾝ さいたま
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決勝　

ｷﾀﾐ ﾅｵｺ 深谷 ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

1 9 536 北見菜穂子(3) 深谷上柴 1m54
ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ 秩父 × ○ × ○ × × ○ ○ × × ×

2 16 330 原田　明衣(3) 秩父影森 1m51
ﾐｽﾞﾀﾆ ｺﾏﾁ 入間 ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

3 20 656 水谷　心都(1) 入間藤沢 1m51
ﾅｶｼﾏ ｱﾔﾈ さいたま ○ ○ ○ × × ×

4 42 417 中島　綾音(3) さ内谷 1m48
ﾎｿﾀﾞ ﾘｵﾝ 加須 ○ × ○ × ○ × × ×

5 30 244 細田　璃音(3) 加須騎西 1m48
ﾏｽﾓﾄ ｱｲｶ 富士見 ○ × ○ × ○ × × ×

5 37 896 増元　愛香(3) 富士見勝瀬 1m48
ﾉｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 比企郡 ○ × × ○ × ○ × × ×

7 58 168 野口美優羽(3) 比企吉見 1m48
ﾃﾗｻﾜ ﾕｷｺ 北本 ○ ○ × × ×

8 24 828 寺澤友希子(3) 北本 1m43
ｸﾞｴﾝ ﾐﾅ 鴻巣 ○ ○ × × ×

8 45 467 グエンミナ(3) 鴻巣吹上 1m43
ﾀﾅｶ ﾐﾕ 飯能 ○ × ○ × × ×

10 14 349 田中　美優(2) 飯能原市場 1m43
ﾀｶﾊｼ ｼｪﾘｨｰ 吉川 ○ × ○ × × ×

10 47 2045 高橋 ｼｪﾘｨｰ(3) 吉川南 1m43
ｱｷﾔﾏ ﾊﾙｶ 上尾 ○ × × ○ × × ×

12 41 561 秋山　陽花(2) 上尾 1m43
ｶﾅｻﾞﾜ ｴﾐｶ 新座 × ○ × × ○ × × ×

13 59 1741 金澤恵美佳(2) 新座第二 1m43
ﾅｶﾞｾ ﾕｲﾅ 行田 ○ × × ×

14 1 113 長瀬　結菜(1) 行田西 1m38
ｻｸﾗｲ ｶﾉﾝ 三郷 ○ × × ×

14 3 908 櫻井　架希(1) 三郷早稲田 1m38
ｼﾗｵ ﾕﾐ 本庄 ○ × × ×

14 18 427 白尾　優実(3) 本庄南 1m38
ﾃﾗｵ ﾈﾈ 八潮 ○ × × ×

14 19 842 寺尾　音子(2) 八潮大原 1m38
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾐ 新座 ○ × × ×

14 22 1742 中村　彩海(3) 新座第二 1m38
ﾅｶﾔﾏ ｶﾝﾅ 狭山 ○ × × ×

14 27 362 中山　栞菜(3) 狭山入間野 1m38
ｸﾛﾀﾞ ｱﾘｻ 草加 ○ × × ×

14 34 588 黒田ありさ(3) 草加川柳 1m38
ﾅﾐﾏﾂ ﾉﾉﾊ 入間 ○ × × ×

14 40 643 並松乃々葉(3) 入間上藤沢 1m38
ｵｵｲｼ ﾊﾙｶ 秩父 ○ × × ×

14 48 331 大石　春花(2) 秩父影森 1m38
ｳｴｼﾏ ｻﾘ 北本 ○ × × ×

14 49 829 上島　彩莉(3) 北本東 1m38
ｳﾇｷ ﾏﾎ 朝霞 ○ × × ×

14 60 689 宇貫　真布(3) 朝霞第二 1m38
ﾊﾔｻｶ ﾊﾙｶ 入間郡 × ○ × × ×

25 2 146 早坂　晴佳(3) 入間郡毛呂山 1m38
ﾏｽﾀﾞ ｼｵﾘ 加須 × ○ × × ×

25 6 249 増田　汐里(2) 加須北川辺 1m38
ﾁﾁﾌﾞ ﾊﾂﾞｷ 越谷 × ○ × × ×

25 7 638 秩父　葉月(3) 越谷大相模 1m38
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾎｺ 久喜 × ○ × × ×

25 28 811 宮沢奈保子(3) 久喜栗橋東 1m38
ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｺ 越谷 × ○ × × ×

25 35 629 原田萌々子(2) 越谷富士 1m38
ｳｶﾞｼﾞﾝ ｱﾝﾘ 川口 × ○ × × ×

25 62 22 宇賀神杏吏(3) 川口安行東 1m38

ｺﾒﾝﾄ
1m43 1m48 1m51 1m54 1m57 1m60

氏名 所属
1m38

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ



ｻｷ ｻﾔｶ 川越 × × ○ × × ×

31 23 68 崎　沙也加(2) 川越富士見 1m38
ｻｻｷ ﾋｶﾘ 坂戸 × × ○ × × ×

31 55 950 佐々木　陽(3) 坂戸住吉 1m38
ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ 戸田 × × ×

4 678 高山　ゆい(2) 戸田笹目 NM
ﾏﾂｳﾗ ﾒｲ さいたま × × ×

5 418 松浦　芽生(3) さ大久保 NM
ﾋｻﾏﾂ ﾎﾉｶ 熊谷 × × ×

8 92 久松穂乃夏(3) 熊谷玉井 NM
ｽｽﾞｷ ｱｵｶ 草加 × × ×

10 589 鈴木　碧恋(3) 草加新田 NM
ﾓｽ ﾅﾂﾐ 鶴ヶ島 × × ×

11 988 毛須　夏美(2) 鶴ヶ島西 NM
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 春日部 × × ×

12 457 小林菜七実(3) 春日部武里 NM
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾚｲﾅ 上尾 × × ×

13 576 小田桐麗奈(3) 上尾東 NM
ﾀﾏﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 比企郡 × × ×

15 169 高橋　恵美(3) 比企小川東 NM
ﾐｳﾗ ﾐｸ 日高 × × ×

17 2007 三浦　未来(3) 日高高萩北 NM
ｵｶﾞﾐ ﾚｲﾕ 桶川 × × ×

21 784 尾上　怜優(3) 桶川 NM
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲ 川口 × × ×

25 23 上條　結彩(3) 川口南 NM
ｻﾄｳ ﾊﾅ 富士見 × × ×

26 887 佐藤　　花(2) 富士見台 NM
ｵｵｼﾏ ﾅﾂｷ 吉川 × × ×

29 2046 大島　那月(3) 吉川南 NM
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾏｷ 鴻巣 × × ×

31 471 溝口　真生(3) 鴻巣赤見台 NM
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｲ 蓮田 × × ×

32 921 杉山　由衣(2) 蓮田南 NM
ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 深谷 × × ×

33 534 新井　　遥(3) 深谷幡羅 NM
ｽﾜ ﾘｵ 加須 × × ×

36 250 諏訪　莉麻(3) 加須北川辺 NM
ｲﾄｳ ｱｶﾈ 飯能 × × ×

38 350 伊藤　朱音(3) 飯能第一 NM
ﾉｸﾞﾁ ｷｮｳ 羽生 × × ×

39 507 野口　　響(2) 羽生西 NM
ﾐｳﾗ ﾏﾘﾅ さいたま × × ×

43 416 三浦麻理奈(3) さ尾間木 NM
ｵﾉ ﾊﾅｺ さいたま × × ×

44 11 小野　華子(3) さ三室 NM
ﾌｸｼﾏ ﾐｻｷ 児玉郡 × × ×

46 211 福島　美咲(3) 児玉上里北 NM
ｱｻﾋ ﾐｸ さいたま × × ×

50 419 朝日　未来(3) さ本太 NM
ﾑﾈﾑﾗ ﾐﾅﾐ 北足立郡 × × ×

51 129 宗村　美海(3) 北足伊奈小針 NM
ｲﾉｳｴ ｶﾅﾝ 東松山 × × ×

52 390 井上　香南(2) 東松山南 NM
ﾀﾆﾉｸﾞﾁ ﾏｲﾅ 北葛飾郡 × × ×

53 288 谷之口舞菜(3) 北葛飾杉戸 NM
ｵｵﾀｶ ｶﾉﾝ 南埼玉郡 × × ×

54 276 大髙　華音(3) 南埼玉百間 NM
ｷｸﾁ ｱﾔｶ 志木 × × ×

56 723 菊池　彩花(3) 志木 NM
ｸﾛﾀﾞ ｱﾐ ふじみ野 × × ×

57 869 黒田　彩水(2) ふじみ野大井 NM
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 所沢 × × ×

61 308 中村　美月(3) 所沢上山口 NM
ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 大里郡 × × ×

63 226 吉田　咲葵(3) 大里男衾 NM



中学女子棒高跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        3m70      仲田　　愛(広　島・福　富)            2010
埼玉県中学校記録(SJ)    3m60      和田沙也夏(さいたま・片柳)            2014
大会記録(GR)            3m52      橋本　　直(吉　川・吉川東)            2014 6月10日 10:30 決　勝

決　勝　

ｷｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 加須 － － － － － － － ○

1 18 252 木澤　仁海(3) 加須北川辺 ○ ○ × ○ × × × 3m35
ｷﾇﾑﾗ ﾘｺ 加須 － － － × ○ ○ ○ ○ ○

2 13 260 絹村　莉子(2) 加須西 × × ○ × × × 3m10
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｺ 加須 － － － ○ ○ ○ ○ × × ○

3 1 256 渡邉　華子(3) 加須昭和 × × × 3m00
ﾈﾓﾄ ﾕｲ 八潮 － ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

4 4 849 根本　由唯(3) 八潮八幡 2m90
ｲﾜｷ ﾓﾈ さいたま － － － ○ ○ ○ × × ×

5 5 551 岩城　萌寧(3) さ片柳 2m80
ｸﾗﾁ ﾋﾅ さいたま － － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

6 7 552 倉地　陽南(3) さ植竹 2m80
ｶﾜｼﾏ ｱﾝｽﾞ さいたま ○ × ○ × ○ × × ×

7 15 17 川島　　杏(3) さ岩槻 2m50
ﾎｿﾑﾗ ﾒｲ さいたま ○ ○ × × ×

8 8 18 細村　芽生(2) さ岩槻 2m40
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ さいたま ○ × × ×

9 2 554 松本　莉奈(2) さ片柳 2m20
ﾀｹｼ ﾙﾅ さいたま ○ × × ×

9 3 555 武士　瑠奈(3) さ岩槻 2m20
ｲｼｲ ﾁｻﾄ 三郷 ○ × × ×

9 6 909 石井智咲都(3) 三郷瑞穂 2m20
ﾜﾁ ﾂﾊﾞｷ 三郷 ○ × × ×

9 9 910 和知　　椿(3) 三郷瑞穂 2m20
ﾔﾏﾄ ﾓﾓｺ 八潮 ○ × × ×

9 11 850 大和　桃子(3) 八潮八幡 2m20
ｱﾏｲｹ ﾘｵﾝ さいたま ○ × × ×

9 12 553 天池　梨音(3) さ木崎 2m20
ﾌｸﾁ ｽｽﾞ 加須 ○ × × ×

9 16 253 福地　すず(2) 加須北川辺 2m20
ｱｵﾔﾏ ﾐﾅﾐ 八潮 × ○ × × ×

16 14 853 青山　　南(3) 八潮 2m20
ﾏﾂｵ ﾕｳｶ 越谷 × × ×

10 630 松尾　優花(3) 越谷千間台 NM
ｻﾜﾀﾞ ｶﾎ 越谷 × × ×

17 631 澤田　果歩(3) 越谷東 NM
ﾏﾂｵ ﾐｻ 越谷 × × ×

19 639 松尾　未紗(3) 越谷東 NM

3m00
記録

3m10 3m20 3m35

2m40 2m50 2m60 2m70
ｺﾒﾝﾄ

3m45

2m80 2m90
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m20



中学女子走幅跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        6m19      池田久美子(山　形・酒田三)            1995
埼玉県中学校記録(SJ)    6m14      高松　仁美(川　口・榛　松)            1988 6月10日 09:30 予　選
大会記録(GR)            5m76      宇和野七海(加　須・加須西)            2010 6月10日 14:00 決　勝

予　選　通過記録 6m00

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 上尾 5m57 5m33 － 5m57
1 2 564 佐藤　優月(3) 上尾瓦葺 +0.4 -0.7 +0.4 q

ｵｵﾀ ｱﾕﾅ さいたま 5m35 5m10 5m13 5m35
2 12 420 太田　歩那(3) さ埼玉栄 +1.6 +0.6 +0.7 +1.6 q

ｺﾔﾅｷﾞ ﾅﾅﾐ 朝霞 × 5m30 5m19 5m30
3 15 690 小柳奈々美(3) 朝霞第二 +0.5 -1.3 +0.5 q

ﾇﾏｻﾞﾜ ｻﾕﾘ 春日部 5m15 4m87 4m65 5m15
4 4 454 沼澤彩百里(2) 春日部中野 +2.0 -1.2 +1.9 +2.0 q

ｲｼｲ ｱｵｲ 川越 4m85 5m09 4m83 5m09
5 20 69 石井　碧衣(3) 川越大東西 +0.5 +3.3 -0.1 +3.3 q

ｻﾄｳ ﾎﾉｶ さいたま 5m03 4m73 4m85 5m03
6 25 541 佐藤　萌香(3) さ大谷口 +1.7 +0.9 0.0 +1.7 q

ｺｸﾞﾚ ﾏｺ 北葛飾郡 4m95 4m95 4m95 4m95
7 13 289 小暮　麻子(3) 北葛飾杉戸 +1.0 0.0 -0.1 -0.1

ｶﾜｳﾁ ﾓﾓﾈ 越谷 4m76 4m92 4m73 4m92
8 22 640 河内萌々音(3) 越谷大相模 +1.8 +2.2 0.0 +2.2

ｳﾒﾐﾔ ﾊﾙｶ 川口 × 4m92 × 4m92
9 1 32 梅宮　　悠(2) 川口幸並 +0.1 +0.1

ｶﾓｼﾀ ﾜｶﾅ 草加 × × 4m90 4m90
10 14 587 鴨下　若菜(3) 草加両新田 -0.7 -0.7

ﾐﾔﾓﾄ ｴﾐ 飯能 4m77 4m85 4m82 4m85
11 16 351 宮本　惠美(3) 飯能原市場 -0.8 +0.9 -1.0 +0.9

ﾋﾗｲﾜ ﾘﾂﾎ 行田 4m84 4m43 × 4m84
12 11 101 平岩　律帆(3) 行田忍 +1.0 +0.1 +1.0

ﾅｶﾉ ﾁｶ 久喜 4m57 4m59 4m72 4m72
13 31 801 中野　智翔(3) 久喜 +0.7 -0.1 -0.7 -0.7

ｻｲﾄｳ ｽｽﾞﾊ さいたま 4m60 4m70 4m66 4m70
14 18 544 齋藤　涼葉(3) さ木崎 +0.6 +2.0 -0.6 +2.0

ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｳﾘ 鴻巣 4m53 4m66 4m68 4m68
15 24 461 松崎　蓉璃(3) 鴻巣吹上 +0.6 +1.1 -1.9 -1.9

ｱﾗｲ ﾋﾅﾉ 比企郡 4m57 4m67 4m64 4m67
16 29 163 新井ひなの(3) 比企吉見 +0.5 -0.7 -0.2 -0.7

ﾎﾝﾏ ｳﾀﾉ さいたま 4m64 4m50 4m52 4m64
17 28 403 本間　詩乃(2) さ大原 +0.4 -0.7 -0.6 +0.4

ﾓﾘｼﾀ ﾏｲ 大里郡 4m63 × 4m43 4m63
18 32 227 森下　真衣(3) 大里城南 +1.2 -1.7 +1.2

ｵｻﾞﾜ ﾐｲﾅ 東松山 4m55 4m54 4m04 4m55
19 23 389 小澤美依那(3) 東松山南 +0.8 +2.4 -0.8 +0.8

ﾇﾏｻﾜ ﾏｲ 加須 3m98 4m55 4m47 4m55
20 9 241 沼澤　舞依(3) 加須大利根 +1.5 +0.5 +0.8 +0.5

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 白岡 4m52 × 4m30 4m52
21 33 2082 若林　芽衣(2) 白岡南 +0.8 -0.9 +0.8

ｵｵｶﾜ ﾕﾐ 羽生 × × 4m49 4m49
22 21 508 大川　裕美(3) 羽生西 -0.9 -0.9

ｾｷﾔ ﾕｳｶ 所沢 × 4m48 4m27 4m48
23 5 312 関谷　侑香(2) 所沢向陽 -0.9 +0.6 -0.9

ｼｵﾐ ﾐｺﾄ 入間郡 4m44 4m04 4m21 4m44
24 10 149 塩味　未琴(3) 入間郡三芳東 0.0 -0.2 +1.1 0.0

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕ 川越 4m44 3m87 3m96 4m44
25 19 62 中村　真由(2) 川越高階 +0.7 +1.1 -0.7 +0.7

ﾅｲﾄｳ ｶﾉ ふじみ野 4m42 4m11 4m19 4m42
26 27 862 内藤　香乃(3) ふじみ野花の木 +1.3 +0.4 0.0 +1.3

ｻｶｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 八潮 × 4m39 4m37 4m39
27 17 851 坂口瑚采美(2) 八潮八幡 +1.0 -1.1 +1.0

ｲﾁｵｶ ﾘﾝ 北足立郡 4m21 4m27 × 4m27
28 7 128 市岡　　凜(2) 北足伊奈小針 +2.8 0.0 0.0

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲ 加須 4m12 3m63 3m91 4m12
29 26 258 宮崎　真衣(2) 加須昭和 +3.6 +1.2 0.0 +3.6

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 鶴ヶ島 3m92 3m91 3m89 3m92
30 3 1981 中村　莉彩(3) 鶴ヶ島富士見 +0.8 -0.2 +1.0 +0.8

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ 日高 × 3m74 × 3m74
31 8 2009 山本　莉央(3) 日高高麗川 -0.1 -0.1

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕ 新座 × × ×
6 748 濱田　南柚(3) 新座第六 NM

ｻﾄｳ ﾕｳｶ 入間 ／
30 645 佐藤　有華(2) 入間向原 NM



2組
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｻｷ ﾊﾅ ふじみ野 × 5m19 × 5m19
1 11 868 岩崎　　華(3) ふじみ野大井 -0.3 -0.3 q

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾐ 鶴ヶ島 5m15 5m14 5m03 5m15
2 24 989 山田　　愛(3) 鶴ヶ島藤 +0.1 +1.6 -1.6 +0.1 q

ｲﾄｳ ﾅｵｺ 春日部 × × 5m14 5m14
3 10 458 伊藤　尚子(2) 春日部大沼 +1.7 +1.7 q

ｺﾊﾔｶﾜ ﾊﾙｶ 越谷 5m05 5m03 5m08 5m08
4 5 632 小早川春香(3) 越谷千間台 0.0 -0.6 +1.5 +1.5 q

ｲﾏﾆｼ ｶﾉ 熊谷 × 5m06 4m98 5m06
5 1 91 今西　奏乃(2) 熊谷三尻 0.0 -2.0 0.0 q

ｽｶﾞﾜﾗ ｱｵｲ 加須 4m99 3m72 4m75 4m99
6 3 247 菅原　　葵(3) 加須北川辺 +1.1 -0.8 +3.1 +1.1 q

ﾉｶﾞﾐ ﾘﾉ さいたま 4m67 4m69 4m91 4m91
7 15 543 野上　璃乃(2) さ白幡 -0.3 +0.1 -0.7 -0.7

ﾑﾗﾀ ﾒｸﾞﾐ さいたま 4m90 × × 4m90
8 8 542 村田　　恵(3) さ大原 +0.8 +0.8

ｲﾁﾁﾞ ﾏﾕ 川越 4m85 4m77 4m89 4m89
9 32 64 伊知地万結(3) 川越富士見 +0.9 +0.7 -1.8 -1.8

ｱﾗｷ ﾓｶ 久喜 4m17 4m87 3m49 4m87
10 22 810 荒木　百花(3) 久喜栗橋東 +2.8 +2.7 -0.4 +2.7

ｻｸﾗｲ ﾁｻ 桶川 × 4m86 4m70 4m86
11 28 791 櫻井　千紗(3) 桶川東 -0.5 -0.4 -0.5

ｷﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 川口 4m85 4m73 4m56 4m85
12 27 33 木田　　泉(3) 川口北 +0.9 +0.8 -0.8 +0.9

ｽｽﾞｷ ｱｶﾘ 朝霞 × 4m84 4m82 4m84
13 9 691 鈴木　明莉(3) 朝霞第二 +0.3 +1.0 +0.3

ｲﾄｳ ﾕﾘｶ 富士見 4m77 4m47 4m83 4m83
14 25 883 伊藤由梨花(3) 富士見水谷 +1.1 +1.5 -0.9 -0.9

ｵｵﾀﾆ ﾐｵ 児玉郡 4m63 4m83 4m61 4m83
15 26 206 大谷　実央(2) 児玉神川 +0.6 +0.5 -0.2 +0.5

ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ 秩父 4m68 4m82 4m80 4m82
16 31 332 富田　彩香(3) 秩父影森 +0.9 +1.2 -1.2 +1.2

ｲﾄｳ ﾘｶ 深谷 4m69 4m80 4m61 4m80
17 23 531 伊東　里花(3) 深谷幡羅 +2.2 +3.5 -0.9 +3.5

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾐ 新座 4m75 × × 4m75
18 21 753 中村日菜美(3) 新座第二 +0.4 +0.4

ﾄﾘﾓﾄ ｱﾗﾚ 狭山 4m65 4m40 4m42 4m65
19 7 368 鳥本あられ(2) 狭山狭山台 +3.5 0.0 +1.7 +3.5

ﾊﾗｼﾏ ﾒｸﾞﾐ 吉川 × 4m57 4m63 4m63
20 18 2047 原島　萌海(3) 吉川南 +1.2 +0.6 +0.6

ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 坂戸 3m40 4m62 × 4m62
21 30 951 吉澤真里奈(3) 坂戸 +0.8 -0.6 -0.6

ﾊﾉｷｻﾞﾜ ﾕｲ 本庄 4m47 4m06 4m33 4m47
22 20 436 柧木澤優衣(3) 本庄南 +2.5 +0.5 -1.0 +2.5

ｱﾗｲ ﾅﾅ 秩父郡 4m43 4m43 4m33 4m43
23 6 188 新井　七奈(2) 秩父郡小鹿野 +1.6 -1.1 +2.3 -1.1

ｻｲﾄｳ ミオ さいたま × 4m36 4m31 4m36
24 19 557 斉藤　実緒(3) さ木崎 +1.2 -0.6 +1.2

ﾊﾔｼﾀﾞ ﾘﾅ 戸田 4m33 4m33 4m31 4m33
25 4 676 林田　莉奈(3) 戸田笹目 +0.6 -2.3 +0.9 -2.3

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 蓮田 4m09 × 4m33 4m33
26 16 931 小林　七海(2) 蓮田平野 0.0 -0.8 -0.8

ｵｶﾞﾀ ｱｽﾞ 所沢 × × 4m32 4m32
27 12 307 小方　亜珠(3) 所沢小手指 0.0 0.0

ﾆｼﾑﾗ ｶﾉ 南埼玉郡 4m11 4m30 4m14 4m30
28 2 274 西村　佳乃(3) 南埼玉百間 +0.8 -1.3 +1.9 -1.3

ｿﾒﾔ ﾐｸ 三郷 4m12 4m14 4m26 4m26
29 17 907 染谷　美紅(3) 三郷彦糸 +0.7 +0.6 -0.5 -0.5

ﾀﾅｶ ﾕｲ 北本 3m81 4m16 4m18 4m18
30 13 827 田中　優衣(3) 北本宮内 +0.7 +0.3 -0.9 -0.9

ｻｶｳﾁ ｱｲﾘ 上尾 4m18 4m12 × 4m18
31 29 565 坂内　愛理(3) 上尾太平 +1.2 -0.6 +1.2

ﾀｶｻｷ ｶﾘﾝ 幸手 × 4m16 4m09 4m16
32 14 971 髙﨑　夏鈴(2) 幸手 0.0 -1.2 0.0

決　勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 上尾 5m51 5m46 5m20 5m51 8 － － 5m27 5m51

1 5 564 佐藤　優月(3) 上尾瓦葺 +1.0 +0.7 +2.1 +1.0 +1.1 +1.0
ｺﾔﾅｷﾞ ﾅﾅﾐ 朝霞 5m28 5m03 5m07 5m28 7 × × 5m24 5m28

2 10 690 小柳奈々美(3) 朝霞第二 -0.4 +2.5 +0.3 -0.4 +0.3 -0.4
ｲﾜｻｷ ﾊﾅ ふじみ野 4m72 5m08 5m15 5m15 4 5m11 5m28 5m00 5m28

3 9 868 岩崎　　華(3) ふじみ野大井 0.0 -0.5 -0.2 -0.2 -0.2 +2.0 -0.8 +2.0
ｽｶﾞﾜﾗ ｱｵｲ 加須 4m69 4m85 4m69 4m85 1 5m23 5m00 4m92 5m23

4 2 247 菅原　　葵(3) 加須北川辺 -1.1 +0.7 -1.1 +0.7 +1.3 +2.8 +0.4 +1.3
ｵｵﾀ ｱﾕﾅ さいたま × 5m17 5m01 5m17 5 5m22 5m19 5m10 5m22

5 7 420 太田　歩那(3) さ埼玉栄 -0.1 +1.7 -0.1 +2.8 -1.5 -1.7 +2.8
ｺﾊﾔｶﾜ ﾊﾙｶ 越谷 5m19 4m91 4m98 5m19 6 5m13 5m20 × 5m20

6 4 632 小早川春香(3) 越谷千間台 -0.2 +0.9 -0.7 -0.2 +1.0 +2.5 +2.5
ｲﾏﾆｼ ｶﾉ 熊谷 4m89 5m06 5m05 5m06 2 3m62 5m10 4m88 5m10

7 11 91 今西　奏乃(2) 熊谷三尻 +0.4 +0.3 +1.3 +0.3 +2.0 +1.6 +3.1 +1.6
ﾇﾏｻﾞﾜ ｻﾕﾘ 春日部 5m07 5m08 × 5m08 3 4m75 × 4m84 5m08

8 6 454 沼澤彩百里(2) 春日部中野 -0.3 -0.8 -0.8 -1.4 +2.1 -0.8
ｻﾄｳ ﾎﾉｶ さいたま 4m48 4m83 4m63 4m83 4m83

9 8 541 佐藤　萌香(3) さ大谷口 -0.5 -1.7 -1.3 -1.7 -1.7
ｲｼｲ ｱｵｲ 川越 4m62 4m81 4m72 4m81 4m81

10 3 69 石井　碧衣(3) 川越大東西 -1.1 +2.1 +0.1 +2.1 +2.1
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾐ 鶴ヶ島 ／

1 989 山田　　愛(3) 鶴ヶ島藤 NM
ｲﾄｳ ﾅｵｺ 春日部 × × ×

12 458 伊藤　尚子(2) 春日部大沼 NM



中学女子砲丸投
審 判 長：遠藤　良宏

記録主任：森下　和哉

日本中学記録(JH)        16m67     尾山　和華(兵　庫・志　方)            2014

埼玉県中学校記録(SJ)    15m70     松田　昌己(草　加・松　江)            2008 6月9日 09:30 予　選

大会記録(GR)            15m46     松田　昌己(草　加・松　江)            2008 6月9日 14:00 決　勝

予　選　通過記録 15m00

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾓﾘ ｶﾘﾝ 坂戸

1 6 952 古森　花梨(3) 坂戸城山 12m39 12m48 12m81 12m81 q
ｳﾁﾀﾞ ﾓﾅ 春日部

2 5 452 内田　萌奈(3) 春日部 12m68 11m45 12m38 12m68 q
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 所沢

3 7 309 今村美由紀(3) 所沢美原 11m56 11m81 11m68 11m81 q
ﾅｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 秩父

4 21 325 中田　穂香(3) 秩父第一 10m11 11m51 11m43 11m51 q
ｶｻﾊﾗ ﾏﾄﾞｶ 深谷

5 3 535 笠原　円花(3) 深谷川本 11m35 11m14 11m24 11m35 q
ｻﾄｳ ﾏｲ 川口

6 24 24 佐藤　　舞(3) 川口安行東 10m58 10m17 10m56 10m58 q
ﾈｷﾞｼ ﾕｶ 加須

7 4 245 根岸　夕夏(3) 加須騎西 10m56 9m66 9m97 10m56 q
ｱｲｻﾞﾜ ｶﾚﾝ さいたま

8 8 545 相澤　夏蓮(3) さ南浦和 9m43 10m41 10m20 10m41
ｲﾄｳ ｻｱﾔ 朝霞

9 13 692 伊藤　紗彩(3) 朝霞第二 9m27 10m19 9m85 10m19
ﾉﾑﾗ ﾏｲ 狭山

10 11 369 野村　麻衣(3) 狭山狭山台 9m63 9m53 10m15 10m15
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅ 越谷

11 15 1621 小平　佳奈(3) 越谷東 8m85 8m88 9m78 9m78
ｵｲｶﾜ ﾐﾅﾐ 川越

12 23 70 及川みなみ(3) 川越大東西 9m03 9m56 9m35 9m56
ﾓﾄﾖｼ ﾙﾘ さいたま

13 20 548 元吉　瑠璃(3) さ大宮西 9m30 7m62 7m57 9m30
ｽｶﾞﾜﾗ ｱｲ 新座

14 26 1743 菅原　　藍(2) 新座第二 8m45 9m16 7m96 9m16
ﾊﾝｶﾞｲ ｻｸﾗ 鴻巣

15 14 466 半谷さくら(3) 鴻巣西 8m25 9m10 8m80 9m10
ｶｲｼｯﾌﾟﾁｬﾗﾒｲ 久喜

16 18 812 ｶｲｼｯﾌﾟﾁｬﾗﾒｲ(2) 久喜東 8m44 9m03 8m44 9m03
ｼﾉﾀﾞ ﾜｶﾅ 三郷

17 12 911 篠田和佳奈(3) 三郷北 8m84 8m30 8m52 8m84
ﾓﾛｵｶ ﾊﾙｶ 本庄

18 17 429 諸岡　春香(2) 本庄南 8m59 8m63 8m53 8m63
ｻｶｲ ﾐｻﾄ さいたま

19 9 547 酒井　美聡(3) さ日進 8m23 8m54 8m36 8m54
ｲﾜｻｷ ｺｳ 吉川

20 19 2048 岩﨑　　光(2) 吉川南 8m42 8m53 × 8m53
ﾖｼﾉ ﾕｳｶ 熊谷

21 1 96 吉野　優花(3) 熊谷富士見 8m26 8m08 7m78 8m26
ﾐｶﾐ ｱﾂｺ ふじみ野

22 22 865 三上　敦子(3) ふじみ野福岡 8m14 7m02 7m22 8m14
ﾅｶﾞﾐﾈ ｱｶﾘ 比企郡

23 25 170 長峰　緋里(3) 比企小川東 8m06 8m13 8m01 8m13
ｽｷﾞﾀ ｲｸﾘ 大里郡

24 10 228 杉田　生璃(2) 大里男衾 7m77 7m66 7m49 7m77
ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 北葛飾郡

25 28 290 田中　愛李(3) 北葛飾広島 7m74 7m47 7m52 7m74
ｻﾄｳ ｽｽﾞﾅ 富士見

26 2 888 佐藤　涼菜(3) 富士見台 6m68 6m59 7m14 7m14
ﾊｼｷﾀ ﾕｳﾅ 北足立郡

27 16 130 橋北　悠那(2) 北足伊奈南 6m67 6m63 6m95 6m95
ｳﾁﾀﾞ ｹｲｶ 坂戸

28 27 954 内田　馨風(3) 坂戸 × 6m93 6m71 6m93



2組
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ｱｲｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 坂戸

1 16 953 相澤　希実(2) 坂戸 11m60 12m66 11m93 12m66 q
ﾔﾏｼﾀ ｶﾅ 入間

2 21 649 山下　華奈(3) 入間藤沢 10m76 10m96 11m51 11m51 q
ｶﾄｳ ﾓｴｺ 狭山

3 5 370 加藤　萌子(3) 狭山山王 8m33 11m11 10m19 11m11 q
ｶﾀｻﾞﾜ ﾚﾝ さいたま

4 9 546 片澤　　怜(3) さ埼大附属 9m63 10m99 9m98 10m99 q
ﾀｹｳﾁ ｻｴｺ 加須

5 13 251 竹内　冴子(3) 加須北川辺 9m95 10m60 9m84 10m60 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾌｳｶ 所沢

6 23 310 滝沢　風香(2) 所沢美原 10m45 10m08 10m13 10m45
ｱﾗｲ ﾘｻ 深谷

7 12 537 荒井　理沙(3) 深谷川本 9m98 10m39 9m46 10m39
ﾂｶﾀﾞ ﾏﾘﾝ 上尾

8 7 563 塚田　真鈴(3) 上尾大石 8m24 8m87 10m12 10m12
ﾕﾘ ﾏﾄﾞｶ 八潮

9 19 852 由利　　心(3) 八潮大原 8m58 8m71 9m87 9m87
ﾋｶｹﾞ ｱﾔｶ 行田

10 26 111 日景　彩華(2) 行田太田 9m59 9m65 8m33 9m65
ｶﾜﾀ ﾘﾅ 羽生

11 25 509 川田　里奈(3) 羽生南 × 8m30 9m41 9m41
ｲｼｲ ｻｷ 入間郡

12 24 153 石井　彩貴(3) 入間郡越生 9m00 9m38 9m29 9m38
ｺｻﾞｷ ﾅﾂﾐ 鶴ヶ島

13 18 991 小嵜　菜摘(3) 鶴ヶ島藤 9m35 8m69 8m32 9m35
ｵｵﾜｻ ﾕﾂﾞｷ 秩父

14 17 322 大沢　柚月(2) 秩父第一 7m88 8m38 9m28 9m28
ﾋﾗｵｶ ｴﾘﾅ 児玉郡

15 20 212 平岡絵里奈(3) 児玉美里 8m63 9m27 8m30 9m27
ﾀﾅｶ ｻｷ 草加

16 6 590 田中　沙樹(3) 草加新栄 8m94 8m91 9m16 9m16
ﾁﾄｾ ｺﾑｷﾞ 戸田

17 15 677 千歳　小麦(3) 戸田笹目 8m95 × 9m07 9m07
ｻｶﾓﾄ ﾐｷ 秩父郡

18 22 189 坂本　実季(3) 秩父郡長瀞 8m67 8m59 8m97 8m97
ｶﾜｼﾏ ﾘﾅ 東松山

19 27 391 川島　梨奈(3) 東松山白山 8m73 8m90 8m71 8m90
ﾐﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ 北本

20 3 830 宮城まりな(3) 北本宮内 8m59 8m51 8m65 8m65
ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 蓮田

21 10 932 齋藤亜結未(2) 蓮田黒浜 8m56 8m64 8m23 8m64
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 川口

22 14 25 小林　茉奈(3) 川口安行東 8m62 6m69 8m53 8m62
ｵｻﾞﾜ ﾏｲ 飯能

23 1 353 小澤　　舞(3) 飯能南高麗 7m75 8m58 8m34 8m58
ｵｵﾔﾏ ｱｽｶ 桶川

24 11 781 大山明日香(3) 桶川 7m42 7m78 8m36 8m36
ﾔｽﾀﾞ ｱｲﾘ 春日部

25 8 447 安田　愛梨(2) 春日部 7m82 6m63 7m62 7m82
ﾖﾂ ﾋｶﾘ 蕨

26 4 601 四津ひかり(2) 蕨第一 7m57 7m68 7m45 7m68
ﾀﾆｶﾞﾜ ｱﾏﾈ 幸手

27 2 972 谷川有茉寧(3) 幸手 7m59 7m25 6m68 7m59

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
ｺﾓﾘ ｶﾘﾝ 坂戸

1 8 952 古森　花梨(3) 坂戸城山 12m00 13m47 13m44 13m47 8 12m17 12m45 11m63 13m47
ｱｲｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 坂戸

2 3 953 相澤　希実(2) 坂戸 12m89 12m73 12m77 12m89 7 12m54 12m27 12m63 12m89
ﾔﾏｼﾀ ｶﾅ 入間

3 2 649 山下　華奈(3) 入間藤沢 × 11m17 11m02 11m17 4 10m67 12m04 9m39 12m04
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 所沢

4 5 309 今村美由紀(3) 所沢美原 11m84 10m98 11m82 11m84 6 10m91 11m07 11m92 11m92
ﾅｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 秩父

5 6 325 中田　穂香(3) 秩父第一 11m34 × 10m71 11m34 5 11m48 11m74 11m63 11m74
ｶﾄｳ ﾓｴｺ 狭山

6 7 370 加藤　萌子(3) 狭山山王 11m12 10m42 10m09 11m12 3 10m69 10m49 × 11m12
ｶｻﾊﾗ ﾏﾄﾞｶ 深谷

7 10 535 笠原　円花(3) 深谷川本 9m82 11m07 10m62 11m07 2 10m86 11m00 10m77 11m07
ﾈｷﾞｼ ﾕｶ 加須

8 1 245 根岸　夕夏(3) 加須騎西 10m57 × 7m96 10m57 1 10m08 10m98 × 10m98
ﾀｹｳﾁ ｻｴｺ 加須

9 9 251 竹内　冴子(3) 加須北川辺 9m22 10m11 10m41 10m41 10m41
ｻﾄｳ ﾏｲ 川口

10 4 24 佐藤　　舞(3) 川口安行東 10m39 9m59 6m31 10m39 10m39
ｶﾀｻﾞﾜ ﾚﾝ さいたま

11 12 546 片澤　　怜(3) さ埼大附属 9m45 9m25 7m28 9m45 9m45
ｳﾁﾀﾞ ﾓﾅ 春日部

12 11 452 内田　萌奈(3) 春日部 × 8m15 × 8m15 8m15



中学女子四種競技

日本中学記録(JH)        3172      藤本　奈那(静　岡・浜松入野)          2012
埼玉県中学校記録(SJ)    2915      奥村　彩音(所　沢・小手指)            2013 審 判 長：江原　照夫
大会記録(GR)            2878      奥村　彩音(所　沢・小手指)            2013 記録主任：森下　和哉

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 総合 ｺﾒﾝﾄ

15.95 1m40 9m16 27.28
1 311 +2.1 -0.4 2396

(720) (512) (475) (689)
16.29 1m40 9m67 27.42

2 4 +2.4 -0.4 2376
(679) (512) (508) (677)
15.66 1m35 10m46 28.55

3 167 +2.4 -0.4 2364
(756) (460) (560) (588)
16.33 1m25 11m03 28.84

4 310 +2.1 -0.4 2196
(674) (359) (597) (566)
15.82 1m35 8m03 28.57

5 456 +2.1 -0.4 2184
(736) (460) (401) (587)
15.92 1m25 8m30 27.80

6 402 +2.4 -2.4 2149
(724) (359) (419) (647)
16.84 1m49 6m95 28.99

7 896 +2.1 -0.4 2112
(615) (610) (332) (555)
16.97 1m46 8m05 29.64

8 828 +2.1 -0.4 2088
(600) (577) (403) (508)
17.45 1m35 9m81 29.54

9 314 +2.4 -0.4 2039
(547) (460) (517) (515)
17.21 1m40 8m10 29.16

10 689 +2.4 -2.4 2033
(573) (512) (406) (542)
16.57 1m35 8m47 29.96

11 550 +2.1 -0.4 2021
(646) (460) (430) (485)
17.32 1m35 8m32 28.66

12 313 +2.4 -2.4 2021
(561) (460) (420) (580)
17.65 1m35 10m15 29.91

13 111 +2.1 -2.4 2012
(525) (460) (539) (488)
16.41 1m25 6m58 28.05

14 549 +2.1 -2.4 1959
(665) (359) (308) (627)
16.84 1m25 8m36 28.99

15 459 +2.4 -2.4 1952
(615) (359) (423) (555)
17.62 1m43 7m95 30.66

16 2045 +2.4 -2.4 1905
(528) (544) (396) (437)
21.86 1m25 8m63 30.57

17 930 +2.4 -2.4 1408
(166) (359) (440) (443)

DNS DNS DNS
168 DNS

(3)

(3)
ﾀｶﾊｼ ｼｪﾘｨｰ 吉川

高橋 ｼｪﾘｨｰ 吉川南

(3)
ﾊﾔｼ ﾖｼｶ 春日部

林　　良佳 春日部東

(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅｶ さいたま

山本　愛花 さ大原

(3)
ﾋｶｹﾞ ｱﾔｶ 行田

日景　彩華 行田太田

(3)
ｲﾉｵ ﾁｻ 所沢

稲生　千紗 所沢中央

(3)
ﾀｶﾅｼ ﾜｶﾅ さいたま

髙梨　和奏 さ尾間木

(3)
ｳﾇｷ ﾏﾎ 朝霞

宇貫　真布 朝霞第二

(3)
ｶﾜﾑﾗ ﾏﾅ 所沢

川村　真菜 所沢美原

(3)
ﾃﾗｻﾜ ﾕｷｺ 北本

寺澤友希子 北本

(2)
ﾏｽﾓﾄ ｱｲｶ 富士見

増元　愛香 富士見勝瀬

(3)
ﾉﾑﾗ ﾐｶ さいたま

野村　美嘉 さ尾間木

(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ｳﾗﾗ 春日部

近藤　　麗 春日部東

(3)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾌｳｶ 所沢

滝沢　風香 所沢美原

(3)
ｱｻﾉ ｷｮｳｶ 比企郡

浅野　杏果 比企吉見

(2)
ｳｴﾉ ﾅﾉﾊ さいたま

上野　夏羽 さ内谷

氏名 所属

ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾉﾝ 所沢

藤本　花音 所沢美原

ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾐ 蓮田

山下　愛実 蓮田黒浜

(2)
ﾉｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 比企郡

野口美優羽 比企吉見

(3)


