
小学6年男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            12.96     小野　裕司(埼玉・大東小)              2006 8月26日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+2.7) 2組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
いとう だいき すわ たいせい

1 5 30 伊藤 大輝(6) アスレティクス 14.22 1 3 32 諏訪 泰晴(6) アスレティクス 13.43
さいとう おうすけ しみず かいと

2 8 7 齋藤 旺徳(6) 浦和ＪＡＣ 14.44 2 5 13 清水 櫂斗(6) 浦和ＪＡＣ 14.82
さとう ゆうや えのもと たくみ

3 3 31 佐藤 優弥(6) アスレティクス 15.06 3 4 26 榎本 匠(6) 大久保東小 15.00
うちやま しゅんや あきもと こうし

4 6 18 内山 駿矢(6) 浦和ＪＡＣ 15.08 4 6 29 秋本 浩志(6) アスレティクス 15.07
かねこ しんたろう しみず ともき

5 1 16 金子 心太朗(6) 浦和ＪＡＣ 15.32 5 8 11 清水 友貴(6) 浦和ＪＡＣ 15.62
たけうち はやと みやわき うきょう

6 7 27 竹内 勇翔(6) 北浦和小 15.75 6 1 17 宮脇 右京(6) 浦和ＪＡＣ 16.67
おのだ こうだい いしだ ゆらと

7 2 10 小野田 航大(6) 浦和ＪＡＣ 16.40 2 25 石田 夢逢人(6) 大宮キッズ DNS
たかやま りゅうき おおぬま ゆうや

8 4 19 高山 琉希(6) 浦和ＪＡＣ 17.86 7 1 大沼 祐也(6) 浦和ＪＡＣ DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

すわ たいせい

1 32 諏訪 泰晴(6) アスレティクス 13.43 +0.4
いとう だいき

2 30 伊藤 大輝(6) アスレティクス 14.22 +2.7
さいとう おうすけ

3 7 齋藤 旺徳(6) 浦和ＪＡＣ 14.44 +2.7
しみず かいと

4 13 清水 櫂斗(6) 浦和ＪＡＣ 14.82 +0.4
えのもと たくみ

5 26 榎本 匠(6) 大久保東小 15.00 +0.4
さとう ゆうや

6 31 佐藤 優弥(6) アスレティクス 15.06 +2.7
あきもと こうし

7 29 秋本 浩志(6) アスレティクス 15.07 +0.4
うちやま しゅんや

8 18 内山 駿矢(6) 浦和ＪＡＣ 15.08 +2.7

凡例  DNS:欠場



小学6年男子1000m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            3:10.55   川田　橘平(埼玉・RUNRUNclub)          2014 8月26日 09:35 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
いしだ ゆらと

1 9 22 石田 夢逢人(6) 大宮キッズ 3:08.72 GR
とみた ようすけ

2 8 21 冨田 洋輔(6) 海老沼小 3:10.86
とおり れんや

3 4 24 通 廉哉(6) 大宮キッズ 3:29.08
すがい いってつ

4 7 20 菅井 一徹(6) 日進北小 3:31.16
かわな こうた

5 3 23 川名 航太(6) 大宮キッズ 3:36.19
はぶ こうたろう

6 2 4 土生 航太郎(6) 浦和ＪＡＣ 3:38.03
まえだ りゅうのすけ

7 6 6 前田 竜之介(6) 浦和ＪＡＣ 3:38.48
むらた かずき

8 5 14 村田 一樹(6) 浦和ＪＡＣ 3:55.55
かめや かいと

1 2 亀谷 海斗(6) 浦和ＪＡＣ DNS

4ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



小学6年男子走幅跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            4m64      江原　譲也(埼玉・西原小)              2014 8月26日 09:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ささき はる × × × 4m24 4m23 × 4m24
1 6 8 佐々木 晴(6) 浦和ＪＡＣ -0.1 -0.1 -0.1

すずき りゅうせい 3m81 × 4m07 3m98 3m93 3m78 4m07
2 3 28 鈴木 竜世(6) アスレティクス +1.4 +0.9 +1.1 -0.6 +2.0 +0.9

まついし たつまさ 3m65 3m85 3m71 3m56 3m92 3m98 3m98
3 1 9 松石 龍昌(6) 浦和ＪＡＣ -0.1 +0.6 +1.8 +1.2 +0.2 -0.5 -0.5

ながしま はるひ 3m14 3m62 3m35 3m65 3m38 3m24 3m65
4 5 3 永嶋 日陽(6) 浦和ＪＡＣ 0.0 +0.6 +1.4 +0.7 +0.3 +2.0 +0.7

のひら しょうたろう 2m56 × 3m56 3m10 2m98 2m78 3m56
5 7 5 野平 翔大朗(6) 浦和ＪＡＣ +1.3 +1.0 -1.3 +0.6 +0.3 +1.0

あおやま しゅんや × 2m67 2m65 2m62 2m63 × 2m67
6 2 12 青山 隼也(6) 浦和ＪＡＣ +1.1 +0.8 -0.2 +1.0 +1.1

いとう りょうすけ × 2m32 2m22 2m13 2m22 2m25 2m32
7 4 15 伊藤 遼宥(6) 浦和ＪＡＣ +1.7 +0.2 +1.3 -0.4 +2.4 +1.7



中学男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 12:05 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松　康生(埼玉・城北)                2016 8月26日 14:40 決　勝

予　選　35組0着＋8

1組 (風:+1.8) 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
よしざき あしゅう くりばやし まさき

1 5 6125 吉崎 安秀(2) 埼大附属 11.96 q 1 6 1454 栗林 優気(3) 大谷口 12.38
たかの ひろむ なかせ ゆうさく

2 7 4305 鷹野 大夢(1) 土呂 14.46 2 3 3227 中瀬 雄策(1) 片柳 13.17
あしの かつあき たなか ゆうき

3 3 2770 芦埜 克明(1) 宮原 14.53 3 5 108 田中 優希(1) 岸 13.23
とつか ゆうま うめざき あおい

4 8 1494 戸塚 悠満(2) 大谷口 14.61 4 4 443 梅崎 蒼生(2) 原山 13.91
やましろ けんた いしい まひろ

5 1 2527 山城 健太(1) 大成 15.76 5 8 4024 石井 万寛(1) 第二東 14.53
あんどう としゆき かわきた たけし

2 2610 安藤 利幸(1) 日進 DNS 6 7 4405 河北 壮央(1) 春野 14.61
おの はると ささき ひろと

4 3314 小野 陽人(2) 春里 DNS 7 1 5531 佐々木 弘翔(1) 柏陽 15.04
とくなが あたる なんば まなと

6 302 徳永 直瑠(1) 木崎 DQ,FS1 8 2 2631 難波 真叶(1) 日進 15.09

3組 (風:+1.2) 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
おおすみ ゆうと なつめ ゆうと

1 5 5362 大隅 優人(2) 城北 12.39 1 3 5367 夏目 裕斗(2) 城北 12.49
おかだ あきと かわかみ こうき

2 3 2615 岡田 晃斗(1) 日進 12.91 2 4 1248 河上 晃輝(1) アスレティクス 12.56
ほりい かつき ひるた こうすけ

3 7 1491 堀井 将稀(2) 大谷口 14.28 3 5 4402 蛭田 公輔(1) 春野 13.80
かわむら ゆうや まかべ りく

4 2 4937 川村 侑矢(1) 岩槻 14.63 4 7 1404 真壁 鈴空(1) 大谷口 13.94
しだ ふうた なかだ みつお

5 8 4408 志田 風太(1) 春野 14.77 5 8 4218 中田 光男(1) 大宮八幡 14.33
ふじた せいじ さかもと ひろき

6 1 104 藤田 晟史(1) 岸 15.51 6 1 4550 坂本 裕紀(1) 与野東 15.39
せきかわ きしん おかむら あすま

4 4552 関川 輝真(1) 与野東 DNS 7 2 2616 岡村 明日真(1) 日進 15.88
とざわ しゅんすけ ﾔｷﾞ ﾋﾛｱｷ

6 1105 戸澤 俊介(2) 大久保 DNS 6 4728 八木 滉明(3) 与野南 DNS

5組 (風:+0.3) 6組 (風:+2.8)

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
かわしり たいち やまだ ともき

1 6 733 川尻 太一(1) 南浦和 12.67 1 3 1950 山田 智輝(2) 尾間木 12.34
もりた しょうせい さいとう こうき

2 5 226 守田 翔生(2) 常盤 12.85 2 4 202 齊藤 航輝(1) 常盤 12.94
なかむら ゆうと いとう しょうたろう

3 3 5506 中村 悠人(2) 柏陽 12.91 3 6 3222 伊東 尚大朗(1) 片柳 13.20
もり たける あさか ゆうと

4 4 5370 森 健瑠(2) 城北 14.14 4 5 1406 浅香 裕翔(1) 大谷口 13.30
にかいどう かいと はいしま ゆづき

5 8 303 二階堂 海人(1) 木崎 14.22 5 7 2634 蓜島 佑月(1) 日進 13.94
しばた ゆういちろう さいじょう はやて

6 7 4217 芝田 雄一郎(1) 大宮八幡 14.31 6 2 3401 西條 颯(1) 大宮西 15.11
おおた かける おか ゆうへい

7 1 4406 太田 翔(1) 春野 15.12 7 1 4547 岡 侑平(1) 与野東 15.24
こばやし りょうへい よしかわ りく

8 2 1407 小林 龍平(1) 大谷口 16.44 8 8 1610 吉川 陸(1) 三室 15.89

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



中学男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 12:05 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松　康生(埼玉・城北)                2016 8月26日 14:40 決　勝

予　選　35組0着＋8

7組 (風:+0.6) 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
しらいし ようすけ のなか えいしん

1 3 4456 白石 遥介(2) 春野 11.90 q 1 4 2633 野中 瑛心(1) 日進 13.22
わたなべ ゆうと くぼ よしあき

2 5 2625 渡部 優斗(2) 日進 12.83 2 6 2761 久保 慶明(1) 宮原 13.40
すどう まさし おのでら そうし

3 4 2815 須藤 誠心(2) 植竹 13.40 3 3 5381 小野寺 颯士(1) 城北 13.81
くろさき ゆうた もりた りょうすけ

4 8 1410 黒﨑 結太(1) 大谷口 13.87 4 7 1715 森田 涼介(1) 上大久保 14.01
すぎはら けんしん なか りょうたろう

5 6 738 杉原 健心(1) 南浦和 13.95 5 8 4463 中 涼太朗(2) 春野 14.08
うねめ はく たむら ゆうと

6 2 3724 采女 珀(1) 宮前 15.19 6 1 1114 田村 悠人(1) 大久保 14.68
おがわ のぞみ もりかわ はやと

7 7 407 小川 希海(1) 原山 15.39 7 2 1405 森川 颯斗(1) 大谷口 16.60
しおざわ いさお おがた かなと

1 4938 塩澤 公(1) 岩槻 DNS 5 4314 緒方 哉斗(2) 土呂 DNS

9組 (風:+1.2) 10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
つかはら たいが たかはし ねお

1 5 4172 塚原 大雅(2) アスレティクス 11.75 q 1 4 1651 高橋 音雄(2) 三室 11.78 q
さいとう こうすけ さかもと よう

2 3 4947 齊藤 洸佑(1) 岩槻 12.34 2 5 1481 坂本 陽(2) 大谷口 12.51
おの かやと えのさわ ゆうすけ

3 4 435 小野 芽人(2) 原山 13.12 3 1 4928 絵野沢 悠佑(2) 岩槻 13.03
みなかわ ゆうと よしだ あいき

4 6 2624 皆川 優人(2) 日進 13.75 4 6 505 吉田 愛基(1) 本太 13.54
ほそかわ かずま さとう ゆういち

5 8 4541 細川 和真(2) 与野東 14.32 5 3 5505 佐藤 祐一(2) 柏陽 13.78
すずき けいた まつばら ゆうし

6 2 5385 鈴木 啓太(1) 城北 14.61 6 7 417 松原 悠之(1) 原山 14.44
たなか しょう たけだ りゅうすけ

7 7 4036 田中 樟(1) 第二東 14.65 7 8 107 武田 竜輔(1) 岸 14.75
ついき しりゅう さわみ ゆうと

1 805 対木 子竜(1) 白幡 DNS 8 2 4464 澤見 優斗(2) 春野 15.19

11組 (風:+2.1) 12組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
いなだ けんと まさき ゆうせい

1 3 374 稲田 健人(2) 木崎 12.16 q 1 5 4329 正木 優成(3) 土呂 11.92 q
きど りく おおば けんた

2 1 5228 城戸 陸(2) 慈恩寺 12.92 2 4 4458 大庭 健太(2) 春野 12.72
いいだ まさき こんどう だいき

3 5 4040 飯田 正樹(1) 第二東 12.99 3 6 1475 近藤 大輝(2) 大谷口 13.47
くら いっせき さかい ゆうすけ

4 7 203 倉 一石(1) 常盤 13.42 4 7 3311 酒井 優輔(2) 春里 13.88
まさき かいせい あらい がく

5 6 4309 正木 海成(1) 土呂 13.59 5 3 4027 荒井 我空(1) 第二東 14.42
せしま りく やなぎだ ゆうが

6 4 905 瀬島 陸功(1) 大原 13.81 6 1 5532 柳田 悠雅(1) 柏陽 15.04
はせがわ たくみ いのうえ かずき

7 8 1413 長谷川 巧(1) 大谷口 14.65 7 2 2604 井上 和希(2) 日進 16.57
もりやま いっさ とみやま あおい

8 2 4557 森山 一冴(1) 与野東 15.35 8 2217 富山 葵泉(2) 大宮北 DNS

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



中学男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 12:05 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松　康生(埼玉・城北)                2016 8月26日 14:40 決　勝

予　選　35組0着＋8

13組 (風:+0.5) 14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
わたなべ ともき みやうち しょうご

1 5 387 渡邉 知樹(2) 木崎 12.33 1 3 2517 宮内 渉吾(2) 大成 12.64
ののべ ゆうた おやま しんたろう

2 4 225 野々部 雄太(2) 常盤 13.03 S 2 6 2772 小山 真太郎(1) 宮原 13.12
かとう はると かわぐち ひろかず

3 3 3742 加藤 陽翔(2) 宮前 13.03 S 3 5 2122 川口 皓主(1) 大宮南 13.28
せきね かえで くらたに ゆうい

4 7 4948 関根 楓(1) 岩槻 13.89 4 4 1492 倉谷 悠生(2) 大谷口 13.50
えのもと ともひろ むらまつ りゅうのすけ

5 6 603 榎本 智弘(2) 東浦和 13.90 5 7 1714 村松 琉之介(1) 上大久保 14.50
やの しょうた しんぼ けんすけ

6 8 2423 矢野 翔大(2) 三橋 14.57 6 8 381 新穂 謙介(2) 木崎 14.66
ふじい しんゆう くろせ らいむ

7 2 1409 藤井 伸優(1) 大谷口 15.46 7 2 1115 黒瀬 来夢(1) 大久保 14.87
ふるや かずま くりもと たいが

8 1 4025 古谷 一真(1) 第二東 16.67 8 1 111 栗本 大雅(1) 岸 15.87

15組 (風:+0.4) 16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
てらだいら そらと きぬがさ まさや

1 3 1902 寺平 空人(1) 尾間木 12.37 1 4 542 衣笠 匡哉(2) 本太 12.58
いしい ゆうせい ふじなみ しどう

2 6 4457 石井 祐成(2) 春野 13.09 2 3 408 藤波 志憧(1) 原山 12.81
まつざき ないき もと こうだい

3 5 1255 松崎 七輝(1) アスレティクス 13.37 3 6 2519 本 航大(2) 大成 13.33
たなか さとる みつい けんたろう

4 7 1499 田中 聡(1) 大谷口 13.77 4 5 1486 三井 健太郎(2) 大谷口 13.38
さかもと こうすけ たかやま しょうき

5 4 5501 坂本 光翼(2) 柏陽 13.89 5 7 4404 髙山 翔希(1) 春野 14.30
おおの ゆうじ すがわら いなせ

6 8 415 大野 友嗣(1) 原山 14.56 6 1 4551 菅原 一晟(1) 与野東 15.02
かたくら ごうた こいわ しゅうや

7 2 808 片倉 豪太(1) 白幡 15.39 7 2 802 小岩 柊哉(1) 白幡 15.07
おおば しゅん ひぐち むさし

1 2614 大場 瞬(1) 日進 DNS 8 201 樋口 武藏(1) 常盤 DNS

17組 (風:+1.2) 18組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
まつもと ゆうき ちば しゅんすけ

1 4 965 松本 祐希(2) 大原 12.28 1 3 4039 千葉 俊輔(1) 第二東 12.78
ほった ゆうま いしざき ひろや

2 3 2523 堀田 悠真(1) 大成 13.29 2 6 502 石崎 浩也(1) 本太 13.00
よしだ たつや かねこ あゆむ

3 5 403 吉田 達哉(1) 原山 13.38 3 4 375 金子 歩夢(2) 木崎 13.54
まつしま ゆめと あいざわ けいすけ

4 6 807 松島 夢斗(1) 白幡 13.49 4 5 1489 相澤 圭佑(2) 大谷口 13.60
こかぶ しんご しんみ かずき

5 8 3720 小甲 真吾(1) 宮前 14.23 5 8 1203 親見 和樹(2) 大谷場 14.31
きのした まさと ししど すい

6 7 102 木下 雅人(1) 岸 14.72 6 7 5365 宍戸 粋(2) 城北 14.71
しみず りょうた しのはら もと

7 2 734 清水 遼太(1) 南浦和 15.29 7 2 2205 篠原 本(1) 大宮北 15.31
にいはら こうすけ まつはし りゅうき

8 1 1400 新原 功将(1) 大谷口 16.01 1 4310 松橋 竜輝(1) 土呂 DNS

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



中学男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 12:05 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松　康生(埼玉・城北)                2016 8月26日 14:40 決　勝

予　選　35組0着＋8

19組 (風:+0.3) 20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
ごとう りゅうた かさい ゆうすけ

1 4 1476 後藤 隆太(2) 大谷口 13.14 1 4 2816 笠井 勇佑(2) 植竹 12.38
ふじもと よしき おのだ しん

2 6 4838 藤本 恭輝(1) 八王子 13.59 2 6 1487 小野田 晨(2) 大谷口 13.07
うらべ たかや みうら ゆうが

3 2 1212 占部 隆也(1) 大谷場 13.76 3 3 2516 三浦 悠雅(2) 大成 13.57
もりわき あゆむ ふじた よしのり

4 3 748 森脇 歩夢(2) 南浦和 13.80 4 7 4222 藤田 能徳(1) 大宮八幡 13.77
まるやま てっぺい かみむら しゅういち

5 8 305 丸山 鉄平(1) 木崎 13.96 5 8 4029 上村 修一(1) 第二東 14.82
みどり ひょうご なえむら けいた

6 7 437 見取 彪吾(2) 原山 14.31 6 2 103 苗村 恵汰(1) 岸 15.33
おおはし けいた えりかわ あきら

1 4546 大橋 敬太(1) 与野東 DNS 1 300 江利川 輝(1) 木崎 DNS
にしうら よしたつ みずの はると

5 6202 西浦 理達(3) ルーテル DNS 5 1842 水野 遥斗(2) 内谷 DNS

21組 (風:+1.0) 22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
せきぐち ゆいと ならもと ゆうき

1 5 1459 関口 唯都(3) 大谷口 12.55 1 3 2514 楢本 雄貴(2) 大成 12.39
いのまた なおき うえま まなと

2 3 730 猪俣 尚希(1) 南浦和 13.15 2 6 2821 上間 愛斗(2) 植竹 12.67
どき ゆうた かもしだ いくや

3 4 4534 土岐 悠太(2) 与野東 13.24 3 4 543 鴨志田 育哉(2) 本太 13.00
たむら りゅうのすけ いけだ ゆうや

4 6 2420 田村 竜之介(2) 三橋 13.56 4 5 1496 池田 裕哉(1) 大谷口 13.48
えばと まこと かとう はやて

5 7 223 江波戸 允(2) 常盤 13.91 5 7 2125 加藤 颯(1) 大宮南 14.13
なかや えいじ ふくはら やまと

6 8 4308 中谷 英司(1) 土呂 14.55 6 8 1713 福原 大倭(1) 上大久保 14.72
なかやま ともや にしだ けいすけ

7 1 504 仲山 智也(1) 本太 14.62 7 2 2201 西田 圭祐(1) 大宮北 15.07
ゆもと ういと のざわ はやと

8 2 2836 湯本 初翔(2) 植竹 16.21 8 1 1116 野澤 颯斗(1) 大久保 15.69

23組 (風:+0.1) 24組 (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 通過
たなか とうき やべ ゆうと

1 6 2425 田中 瞳輝(2) 三橋 12.86 1 3 2315 矢部 由翔(2) 桜木 12.56
のむら そうた やまぐち はると

2 5 2310 野村 颯汰(2) 桜木 13.08 2 6 411 山口 遼士(1) 原山 12.74
かねこ ゆうと いはら てるき

3 4 4929 金子 優斗(2) 岩槻 13.16 3 5 5530 井原 輝貴(1) 柏陽 13.29
やまうち しょうへい まみや ゆうすけ

4 3 6117 山内 章平(1) 埼大附属 13.87 4 4 384 間宮 悠介(2) 木崎 13.44
ふかさわ たから はやし かずき

5 8 732 深澤 貴己(1) 南浦和 14.08 5 7 4831 林 和希(1) 八王子 14.04
いとう こうき こばやし かおる

6 7 5361 伊藤 洸暉(2) 城北 14.35 6 8 4533 小林 薫(2) 与野東 14.67
こばやし ようすけ えばた なおや

7 2 4403 小林 洋介(1) 春野 15.05 7 2 106 江幡 直弥(1) 岸 15.53
わたなべ ひろと くまがい かずのり

8 1 4034 渡部 広人(1) 第二東 15.98 8 1 806 熊谷 和倫(1) 白幡 15.59

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



中学男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 12:05 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松　康生(埼玉・城北)                2016 8月26日 14:40 決　勝

予　選　35組0着＋8

25組 (風:+1.4) 26組 (風:+2.5)

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
すぎやま ひろあき あおき ゆうと

1 5 735 杉山 弘明(1) 南浦和 12.07 q 1 4 6126 青木 優都(2) 埼大附属 12.32
みやけ しゅんたろう たおか せいま

2 3 650 三宅 隼太郎(1) 東浦和 13.20 2 5 1497 田岡 正誠(1) 大谷口 12.93
すずき はやと すずき こうた

3 6 6124 鈴木 駿士(2) 埼大附属 13.31 3 7 3729 鈴木 航大(1) 宮前 13.65
わたなべ ひびき たけぐち はじめ

4 1 1601 渡辺 響(1) 三室 13.41 4 3 4461 竹口 初(2) 春野 13.96
あきやま しゅうぞう はたの れお

5 4 5500 秋山 修造(2) 柏陽 13.67 5 6 4618 波多野 怜央(2) 与野西 14.01
にしかた りょうや あかだ けいや

6 7 1408 西片 綾哉(1) 大谷口 14.02 6 8 372 赤田 圭也(2) 木崎 14.82
やまのい ひろみち かとう ふくや

7 2 110 山野井 大倫(1) 岸 14.43 7 2 2829 加藤 福也(1) 植竹 14.98
ふるかわ れつと かわかみ しゅうせい

8 8 1117 古川 烈人(1) 大久保 14.44 8 1 1712 川上 修生(1) 上大久保 17.38

27組 (風:+1.9) 28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
まつうら ゆうと いとう きら

1 6 1457 松浦 優土(3) 大谷口 12.55 1 6 3211 伊藤 輝羅(2) 片柳 12.29
はら こうだい さかい りひと

2 4 4832 原 浩大(1) 八王子 13.30 2 5 1477 堺 莉史(2) 大谷口 12.63
きくち ゆうた えのきど こうた

3 3 2203 菊池 祐汰(1) 大宮北 14.08 3 3 2510 榎戸 洸太(2) 大成 13.20
はらむら ぜん たけだ やまと

4 7 736 原村 然(1) 南浦和 14.15 4 4 6112 武田 大和(1) 埼大附属 13.94
みやさか ともき よもぎだ かいや

5 8 2838 宮坂 智樹(1) 植竹 14.27 5 8 2118 蓬田 海也(2) 大宮南 14.01
ほその たくみ かやま りょうと

6 1 4556 細野 巧光(1) 与野東 15.35 6 1 605 萱間 玲斗(2) 東浦和 14.36
ふかさく こうへい おわ きょうすけ

7 2 2635 深作 航平(1) 日進 15.84 7 7 4909 尾和 京介(1) 岩槻 14.42
ゆい ともき いがり いぶき

5 3743 由井 智規(2) 宮前 DNS 2 4023 猪狩 伊吹(1) 第二東 DNS

29組 (風:+1.0) 30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
くりばら しゅん さくらい ゆうた

1 6 3400 栗原 駿(1) 大宮西 12.08 q 1 4 1469 櫻井 裕太(3) 大谷口 12.49
いしかわ ともき やまで ゆうたろう

2 1 373 石川 知基(2) 木崎 12.93 2 3 1302 山出 優太郎(1) 美園 13.37
ほんだ ゆうと まえの りんた

3 4 412 本田 悠翔(1) 原山 13.22 3 5 1600 前野 琳太(1) 三室 13.89
まさき ゆうたろう あしざわ ゆずき

4 5 5372 政木 悠太郎(2) 城北 13.39 4 6 2440 芦沢 柚葵(1) 三橋 14.01
たかはし とうま そう としき

5 3 604 髙橋 冬真(2) 東浦和 13.78 5 8 4553 宗 利樹(1) 与野東 14.12
うえの しょうへい かやぬま けいと

6 8 1848 上野 翔平(1) 内谷 13.93 6 7 651 萱沼 慧斗(1) 東浦和 14.48
たけはら ひろき みやざき だいや

7 2 906 竹原 大貴(1) 大原 14.83 7 2 4033 宮﨑 大也(1) 第二東 15.90
やすだ かい おおしま りょうたろう

8 7 105 安田 開(1) 岸 14.88 8 1 5380 大島 遼太郎(1) 城北 15.91

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



中学男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 12:05 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松　康生(埼玉・城北)                2016 8月26日 14:40 決　勝

予　選　35組0着＋8

31組 (風:+2.4) 32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
まつもと こうき おの そうま

1 5 5369 松本 晃玖(2) 城北 12.72 1 4 4455 小野 蒼真(2) 春野 12.33
かがえ たくみ やまぐち しょうま

2 6 301 加賀江 巧(1) 木崎 12.98 2 6 6118 山口 奨茉(1) 埼大附属 13.00
とやま としき はが たかお

3 4 4535 外山 暁己(2) 与野東 13.20 3 3 1206 芳賀 貴生(2) 大谷場 13.54
きたお たける さいとう ゆうた

4 3 3740 北尾 尊(2) 宮前 14.02 4 8 2618 齋藤 友汰(1) 日進 13.65
そね しょうたろう ふせ らいあん

5 1 3225 曽根 祥太(1) 片柳 14.33 5 7 5371 布施 来晏(2) 城北 14.57
しまだ たくま かんざわ あさひ

6 7 6115 嶋田 匠真(1) 埼大附属 14.54 6 2 1111 神沢 朝陽(1) 大久保 14.94
こんどう はるき たけうち ゆうや

7 2 2204 近藤 晴樹(1) 大宮北 14.67 1 967 武内 祐也(2) 大原 DNS
さわだ りの ふじの そうだい

8 1848 澤田 莉乃(1) 内谷 DNS 5 441 藤野 蒼大(2) 原山 DNS

33組 (風:+0.7) 34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
そうふく りん いとう そら

1 5 5206 早福 凜(3) 慈恩寺 12.16 1 6 1211 伊藤 空(1) 大谷場 12.52
むら まさひろ いいだ かんたろう

2 4 386 村 優大(2) 木崎 13.01 2 3 2602 飯田 寛太郎(2) 日進 13.29
まつなが こうたろう にしむら たいじ

3 3 2308 松永 康太朗(2) 桜木 13.38 3 4 4401 西村 泰士(1) 春野 13.36
あいた こうせい よしだ しんじ

4 6 1903 会田 恒聖(1) 尾間木 13.90 4 5 826 吉田 真士(2) 白幡 13.38
はんだ りょうが やえしま むねいえ

5 1 4949 半田 亮佳(2) 岩槻 14.24 5 7 306 八重島 宗家(1) 木崎 14.09
やはぎ かんと いとう だいき

6 8 1102 矢作 貫人(2) 大久保 14.73 6 8 4544 伊東 大輝(1) 与野東 14.45
まつき ゆうと かわぞえ けんと

7 2 3312 松木 優斗(2) 春里 15.06 7 1 503 川添 謙斗(1) 本太 15.05
なわて たいせい もちづき ゆうと

7 1851 縄手 太星(1) 内谷 DNS 8 2 1412 望月 悠斗(1) 大谷口 16.12

35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
きりがや りよ

1 4 3727 桐ヶ谷 琉世(1) 宮前 12.34
いしぐろ そうた

2 5 4943 石黒 颯太(1) 岩槻 12.72
きただ けいいち

3 3 501 北田 恵一(1) 本太 12.98
わたなべ そら

4 6 4543 渡辺 空(2) 与野東 13.84
こうち はじめ

5 8 4315 小内 元(2) 土呂 14.59
やべ たすく

6 7 1850 矢部 佑(1) 内谷 14.82
おおやま ひなた

7 1 5363 大山 陽(2) 城北 15.41
うらさき けんと

8 2 1498 浦崎 剣大(1) 大谷口 16.80

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



中学男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 12:05 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松　康生(埼玉・城北)                2016 8月26日 14:40 決　勝

決　勝　

(風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
たかはし ねお

1 4 1651 高橋 音雄(2) 三室 11.68
つかはら たいが

2 6 4172 塚原 大雅(2) アスレティクス 11.72
しらいし ようすけ

3 3 4456 白石 遥介(2) 春野 11.78
まさき ゆうせい

4 5 4329 正木 優成(3) 土呂 11.99
よしざき あしゅう

5 8 6125 吉崎 安秀(2) 埼大附属 12.01
くりばら しゅん

6 2 3400 栗原 駿(1) 大宮西 12.07
いなだ けんと

7 1 374 稲田 健人(2) 木崎 12.12
すぎやま ひろあき

8 7 735 杉山 弘明(1) 南浦和 12.21

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



中学男子1500m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 09:45 予　選
大会記録(GR)            4:15.21   長束　優輝(埼玉・本太)                2002 8月26日 16:05 決　勝

予　選　7組0着＋15

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

あさお ゆうが まつもと れん

1 1 2720 浅尾 友雅(2) 宮原 4:28.01 q 1 24 5353 松本 澪武(3) 城北 4:26.38 q
きみしま しゅんすけ やく こうのすけ

2 5 3703 君嶋 駿介(3) 宮前 4:28.18 q 2 9 933 夜久 幸之助(3) 大原 4:26.97 q
さとう わたる ももせ りく

3 11 5384 佐藤 渉(1) 城北 4:42.47 3 2 4466 百瀬 稜久(2) 春野 4:36.09
のむら ただひろ うめざわ たくみ

4 13 439 野村 忠宏(2) 原山 4:44.27 4 13 2769 梅澤 巧(2) 宮原 4:41.73
ふじた りゅうき けづか まなと

5 20 2119 藤田 竜輝(2) 大宮南 4:45.61 5 1 4019 毛塚 愛斗(2) 第二東 4:41.83
しみず けんすけ いわぶち いぶき

6 2 606 志水 謙介(2) 東浦和 4:46.56 6 18 3723 岩渕 一歩希(1) 宮前 4:46.46
たきざわ じゅあん こやま じゅん

7 4 209 瀧澤 寿安(1) 常盤 4:52.39 7 16 746 小山 純(2) 南浦和 4:49.10
いしはら たくみ いたくら だいき

8 15 4021 石原 拓実(2) 第二東 4:54.66 8 10 4201 板倉 大揮(3) 大宮八幡 4:50.13
ｱﾍﾞ ｶｽﾞｼ ながいし あおい

9 14 4729 阿部 和志(3) 与野南 4:55.19 9 11 506 永石 葵(1) 本太 5:03.38
すがわら れんたろう ときわ たいが

10 18 3722 菅原 廉太朗(1) 宮前 4:56.25 10 6 2525 常盤 大河(1) 大成 5:14.89
やまかわ かい つかはら じゅん

11 24 2202 山川 開(1) 大宮北 4:59.62 11 20 4906 塚原 潤(1) 岩槻 5:15.88
わたなべ かずと つかもと せいま

12 3 4807 渡部 一翔(2) 八王子 5:04.50 12 15 112 塚本 誠真(1) 岸 5:18.32
いまむら しゅんや たにむら ひろき

13 8 902 今村 俊哉(1) 大原 5:05.39 13 23 1482 谷村 寛貴(2) 大谷口 5:19.00
そうま たかひで はっとり だいき

14 6 2500 相馬 琢秀(3) 大成 5:05.52 14 5 1844 服部 大輝(2) 内谷 5:21.34
たむら あやと つかもと しおん

15 9 3726 田村 絢人(1) 宮前 5:11.91 15 19 2221 塚本 志音(2) 大宮北 5:35.35
やまとも たすく おおた たける

16 17 4474 山友 大育(2) 春野 5:12.19 16 7 2828 太田 丈翔(1) 植竹 5:36.03
ごとう しゅん いしかわ りゅうは

17 7 2606 後藤 隼(2) 日進 5:12.56 17 21 2611 石川 流羽(1) 日進 5:41.93
おきしま ともき たかだ たいし

18 16 3223 沖島 知輝(1) 片柳 5:15.39 18 14 206 高田 泰司(1) 常盤 5:46.62
しらい けいた まさちか りょうた

19 23 380 白井 渓太(2) 木崎 5:15.96 19 17 6116 政近 怜汰(1) 埼大附属 6:12.62
みょうちん はると さいとう ゆうた

20 22 1401 明珍 春人(1) 大谷口 5:38.76 3 4465 齊藤 優太(2) 春野 DNS
こまい あやと しみず あゆむ

21 19 2830 駒井 綾人(1) 植竹 5:48.31 4 4469 清水 歩(2) 春野 DNS
いてにし まお すずき なぎさ

22 12 101 井手西 真央(2) 岸 5:55.93 8 6201 鈴木 渚(3) ルーテル DNS
もりた けんと しらい けいた

10 1118 森田 賢斗(1) 大久保 DNS 12 3224 白井 慶大(1) 片柳 DNS
いのうえ なるみ こぐれ ひびき

21 2316 井上 誠己(1) 桜木 DNS 22 494 小暮 響(3) 原山 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 09:45 予　選
大会記録(GR)            4:15.21   長束　優輝(埼玉・本太)                2002 8月26日 16:05 決　勝

予　選　7組0着＋15

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

わたなべ りょう くにい けいしょう

1 16 224 渡辺 諒(2) 常盤 4:21.09 q 1 21 3712 國井 景生(3) 宮前 4:26.70 q
こじま じゅんや せきね しゅんた

2 22 5207 小島 潤也(3) 慈恩寺 4:35.98 2 4 2760 関根 駿太(2) 宮原 4:26.92 q
あだち ゆうき へいけ たくみ

3 5 3202 足立 優樹(3) 片柳 4:36.15 3 6 4330 平家 拓海(3) 土呂 4:29.95 q
おがわ えいすけ ﾕｳｷ ﾄﾓﾋﾛ

4 21 2518 小川 英祐(2) 大成 4:40.01 4 8 4725 結城 知大(3) 与野南 4:41.86
あおば れん いしい はると

5 9 2600 青葉 錬(2) 日進 4:40.03 5 23 801 石井 遥大(1) 白幡 4:43.17
くぼた しんたろう みうら かずま

6 10 539 窪田 真太郎(2) 本太 4:46.15 6 20 2636 三浦 一真(1) 日進 4:43.28
さいとう しょうた うえまつ かんた

7 19 2824 斎藤 正太(2) 植竹 4:59.38 7 5 6113 植松 幹太(1) 埼大附属 4:48.92
やまだ かずほ のがみ ゆうま

8 4 2215 山田 和穂(2) 大宮北 5:00.13 8 7 4473 野上 侑馬(2) 春野 4:49.34
わたり りく ししど いくや

9 17 1488 渡 大陸(2) 大谷口 5:02.26 9 16 1841 宍戸 郁哉(2) 内谷 5:05.56
わたなべ やまと すずき ともき

10 3 2727 渡辺 大和(1) 宮原 5:03.69 10 1 745 鈴木 友樹(2) 南浦和 5:11.32
たつみ ゆうき おしだ れおと

11 24 5388 巽 勇樹(1) 城北 5:04.11 11 15 2223 押田 怜雄仁(2) 大宮北 5:11.42
ささき ともや さいとう ゆうき

12 6 7002 佐々木 智也(2) 大宮ろう 5:04.56 12 12 4959 齋藤 優輝(2) 岩槻 5:11.59
しばた たくみ ながはし かい

13 15 737 柴田 拓海(1) 南浦和 5:05.33 13 11 4020 長橋 海心(2) 第二東 5:12.83
とりごえ れお やまだ としき

14 14 907 鳥越 怜雄(1) 大原 5:05.34 14 13 1947 山田 俊輝(2) 尾間木 5:13.31
なかだ ようた かみうら けん

15 23 4833 中田 遥太(1) 八王子 5:10.26 15 3 2826 上浦 健(1) 植竹 5:14.73
わたなべ ようた こばやし しんたろう

16 18 410 渡邉 陽太(1) 原山 5:15.41 16 24 221 小林 慎太郎(2) 常盤 5:16.32
こばやし りょうた おかの ともや

17 12 809 小林 稜汰(1) 白幡 5:17.62 17 9 1213 岡野 友哉(1) 大谷場 5:21.96
おおわだ まさなり たかはし かずと

18 8 4407 大和田 将成(1) 春野 5:21.02 18 18 1411 髙橋 一斗(1) 大谷口 5:22.64
おおみち たかひろ いしまる やすひろ

19 1 4545 大道 崇裕(1) 与野東 5:26.57 19 22 904 石丸 靖洋(1) 大原 5:23.58
はぎわら りんたろう たけうち かなと

20 11 3721 萩原 林太郎(1) 宮前 5:52.89 20 17 652 竹内 奏登(1) 東浦和 5:23.84
あさこ たかのり たなか ひろまさ

2 4210 浅子 敬則(3) 大宮八幡 DNS 21 19 3226 田中 大将(1) 片柳 5:30.03
あんべ りく にしおか たかあき

7 3420 安部 凌功(2) 大宮西 DNS 22 14 405 西岡 嵩晃(1) 原山 5:35.17
いりえ そうた くりはら あきひと

13 3702 入江 奏太(3) 宮前 DNS 2 4549 栗原 彬仁(1) 与野東 DNS
たきがひら りゅうと うめざわ しゅうへい

20 4035 瀧ヶ平 竜仁(1) 第二東 DNS 10 538 梅澤 周平(2) 本太 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 09:45 予　選
大会記録(GR)            4:15.21   長束　優輝(埼玉・本太)                2002 8月26日 16:05 決　勝

予　選　7組0着＋15

5組 6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

やまもと りょうた のざわ ゆうご

1 9 4815 山本 涼太(3) 八王子 4:30.05 q 1 22 2657 野澤 侑五(3) 日進 4:27.39 q
あかま るい いいだ れお

2 1 2601 赤間 瑠衣(2) 日進 4:33.39 q 2 20 3705 飯田 怜皇(3) 宮前 4:27.55 q
くにい じゅんせい もとやま さとる

3 8 3728 國井 順生(1) 宮前 4:34.27 q 3 10 1483 元山 怜(2) 大谷口 4:33.09 q
おおさき つかさ たけうち かいと

4 21 2743 大崎 元(3) 宮原 4:39.22 4 7 1655 竹内 海渡(2) 三室 4:46.57
うちだ きょうすけ ほんま りょうた

5 11 2515 内田 京佑(2) 大成 4:43.19 5 13 495 本間 亮太(3) 原山 4:52.27
やまざき たいし しまだ わたる

6 20 406 山﨑 泰志(1) 原山 4:45.79 6 21 2748 島田 亘(2) 宮原 4:53.32
なかむら ふみと ほしの りゅうき

7 12 204 中村 郁巴(1) 常盤 4:47.38 7 16 2622 星野 琉希(2) 日進 4:54.81
みよし かんた さいとう ゆうま

8 3 2123 三好 貫太(1) 大宮南 4:47.49 8 6 537 斉藤 優真(2) 本太 4:55.14
きりゅう たいき さとう のりあき

9 23 1485 桐生 太稀(2) 大谷口 4:55.35 9 3 4400 佐藤 徳亮(1) 春野 5:00.30
たかはし らいおん おはら あきひろ

10 15 3212 高橋 来温(2) 片柳 5:00.19 10 15 4216 小原 彬弘(1) 大宮八幡 5:06.66
いながき よしかず さかい ゆうま

11 18 4028 稲垣 喜一(1) 第二東 5:05.84 11 2 228 坂井 悠真(2) 常盤 5:07.24
にしたに しゅんき やまざき こうせい

12 24 1852 西谷 駿希(1) 内谷 5:06.90 12 11 825 山﨑 康生(2) 白幡 5:07.87
おばら はやと すさ えいた

13 2 6114 小原 颯斗(1) 埼大附属 5:09.94 13 9 4837 須佐 栄太(1) 八王子 5:08.39
まえどまり そら たるかど すばる

14 14 2623 前泊 蒼空(2) 日進 5:15.03 14 23 2837 樽角 昴(1) 植竹 5:18.97
たかやま しょうたろう たにぐち あきとし

15 6 804 髙山 翔太郎(1) 白幡 5:17.31 15 1 3313 谷口 享駿(2) 春里 5:22.95
たにしま たくみ なかじま だいと

16 7 2609 谷島 拓海(2) 日進 5:19.64 16 24 383 中島 大斗(2) 木崎 5:25.92
いとう こうた かない いぶき

17 16 4213 伊藤 幸太(1) 大宮八幡 5:20.10 17 4 3725 金井 伊吹(1) 宮前 5:27.59
つちや はるか みつもり しょうご

18 5 4450 土屋 春翔(3) 春野 5:20.30 18 19 4032 三森 菖悟(1) 第二東 5:32.14
さかした ゆきひこ いまむら けいた

19 4 4621 坂下 由紀彦(1) 与野西 5:22.26 19 18 2309 今村 啓太(2) 桜木 5:59.72
そのだ けんたろう そうま しょうご

20 10 1215 園田 憲太郎(1) 大谷場 5:32.15 20 17 2529 相馬 笙冴(1) 大成 6:08.59
くろす はると にしまつ ゆうき

21 22 5383 黒須 陽斗(1) 城北 5:38.88 5 2632 西松 祐樹(1) 日進 DNS
さかもと かい いけだ かずと

22 13 2835 坂本 櫂(1) 植竹 6:10.82 8 6123 池田 麗人(2) 埼大附属 DNS
やまざわ こうき ひぐま はると

17 4924 山澤 晃樹(3) 岩槻 DNS 12 955 樋熊 悠翔(2) 大原 DNS
せきぐち そうし あらい あきひと

19 3422 関口 蒼士(2) 大宮西 DNS 14 3221 荒井 陽仁(1) 片柳 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 09:45 予　選
大会記録(GR)            4:15.21   長束　優輝(埼玉・本太)                2002 8月26日 16:05 決　勝

予　選　7組0着＋15

7組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

こばやし ともな

1 20 682 小林 智奈(3) 東浦和 4:21.93
やすえ はると

2 18 205 安江 悠登(1) 常盤 4:38.48
かみぞの まきと

3 1 1202 上園 真輝人(2) 大谷場 4:38.68
やまぎし まさひろ

4 17 3718 山岸 雅弘(3) 宮前 4:42.07
いなみ こうき

5 8 2121 井波 航紀(2) 大宮南 4:42.81
はやし はる

6 5 2823 林 晴日(2) 植竹 4:47.13
さはら たくみ

7 16 4202 佐原 拓海(3) 大宮八幡 4:50.32
こいずみ だいすけ

8 15 376 小泉 大翼(2) 木崎 4:59.23
まつもと じゅんすけ

9 11 2214 松本 純輔(2) 大宮北 5:01.65
ながた しゅうへい

10 7 4468 永田 柊平(2) 春野 5:02.62
こまだ よう

11 13 954 駒田 遥(2) 大原 5:11.20
すずき いぶき

12 23 5386 鈴木 伊吹(1) 城北 5:12.38
もとむら こうた

13 21 4026 本村 倖大(1) 第二東 5:17.69
なかだ えいた

14 6 4830 中田 瑛太(1) 八王子 5:20.70
こにし ゆうた

15 14 2607 小西 悠太(2) 日進 5:27.40
こうやま かつなり

16 12 442 髙山 勝成(2) 原山 5:29.51
よこやま せな

17 9 1843 横山 誠名(2) 内谷 5:32.82
おかざき りゅう

18 2 1901 岡崎 龍(1) 尾間木 5:35.68
ふじき しゅんすけ

19 19 4617 藤木 俊輔(2) 与野西 5:36.31
はせがわ たくみ

20 3 3228 長谷川 拓美(1) 片柳 5:36.57
みもり としふみ

4 3704 三森 稔文(3) 宮前 DNS
ながお はるき

10 4536 長尾 陽生(2) 与野東 DNS
ひなはた ゆうだい

22 4307 日向端 悠大(1) 土呂 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 09:45 予　選
大会記録(GR)            4:15.21   長束　優輝(埼玉・本太)                2002 8月26日 16:05 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
こばやし ともな

1 14 682 小林 智奈(3) 東浦和 4:07.61 GR
わたなべ りょう

2 6 224 渡辺 諒(2) 常盤 4:15.74
くにい けいしょう

3 4 3712 國井 景生(3) 宮前 4:17.24
のざわ ゆうご

4 7 2657 野澤 侑五(3) 日進 4:17.62
まつもと れん

5 3 5353 松本 澪武(3) 城北 4:21.13
あかま るい

6 15 2601 赤間 瑠衣(2) 日進 4:23.22
せきね しゅんた

7 9 2760 関根 駿太(2) 宮原 4:23.43
いいだ れお

8 8 3705 飯田 怜皇(3) 宮前 4:23.74
へいけ たくみ

9 11 4330 平家 拓海(3) 土呂 4:24.19
やまもと りょうた

10 1 4815 山本 涼太(3) 八王子 4:24.36
きみしま しゅんすけ

11 10 3703 君嶋 駿介(3) 宮前 4:25.28
もとやま さとる

12 5 1483 元山 怜(2) 大谷口 4:26.58
あさお ゆうが

13 2 2720 浅尾 友雅(2) 宮原 4:29.95
くにい じゅんせい

14 13 3728 國井 順生(1) 宮前 4:29.99
やく こうのすけ

12 933 夜久 幸之助(3) 大原 DNS
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凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 14:00 予　選
大会記録(GR)            14.48     加藤　誠也(埼玉・宮原)                2007 8月26日 15:20 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+1.2) 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
おおくら ひでと そとやま せいご

1 4 936 大倉 秀斗(3) 大原 14.82 1 6 4810 外山 聖悟(3) 八王子 15.13
いしかわ しょう あきば つばさ

2 5 4803 石川 翔(2) 八王子 17.80 q 2 5 4445 秋庭 翼(3) 春野 17.35 q
とよしま とむ こんどう あきら

3 6 2620 豊島 叶夢(2) 日進 18.31 3 4 378 近藤 叡(2) 木崎 17.39 q
ひらの かける こばやし はると

4 3 2513 平野 翔(2) 大成 18.56 4 3 4823 小林 春斗(2) 八王子 17.42 q
いけみや ゆうや こくぼ ひでのり

5 7 4808 池宮 裕矢(2) 八王子 19.37 5 7 4616 小久保 秀紀(2) 与野西 17.74 q
きむら かんた たけはな せいた

6 8 4460 木村 幹太(2) 春野 19.59 6 1 2509 竹花 誠太(2) 大成 21.14
やまうち ともき たなか りつき

7 1 827 山内 友貴(2) 白幡 20.33 7 2 903 田中 律樹(1) 大原 22.63
さとう きりゅう はせがわ ゆうた

8 2 2443 佐藤 綺竜(1) 三橋 24.57 8 8 803 長谷川 優太(1) 白幡 22.64

3組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
たまい けいた

1 3 256 玉井 奎多(3) 常盤 15.10 q
しが こうせい

2 5 118 志賀 康晟(3) 岸 15.85 q
さとう ゆうま

3 4 4824 佐藤 優守(2) 八王子 17.74 q
いしかわ りょう

4 6 4809 石川 諒(2) 八王子 18.96
のぐち けんた

5 8 2512 野口 健太(2) 大成 19.13
かねこ まさひろ

6 7 951 金子 将大(2) 大原 19.53
みずの はやと

7 2 2834 水野 颯斗(1) 植竹 23.28
あおき けいた

1 1210 青木 啓太(1) 大谷場 DNS

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
たまい けいた

1 6 256 玉井 奎多(3) 常盤 15.28
しが こうせい

2 3 118 志賀 康晟(3) 岸 16.01
こばやし はると

3 8 4823 小林 春斗(2) 八王子 17.30
あきば つばさ

4 5 4445 秋庭 翼(3) 春野 17.47
いしかわ しょう

5 1 4803 石川 翔(2) 八王子 17.59
こくぼ ひでのり

6 7 4616 小久保 秀紀(2) 与野西 17.67
さとう ゆうま

7 2 4824 佐藤 優守(2) 八王子 17.77
こんどう あきら

8 4 378 近藤 叡(2) 木崎 18.99

凡例  DNS:欠場



JO男子110mH(0.990m)
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 15:23 決　勝

決　勝　

(風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
そとやま せいご

1 5 4810 外山 聖悟(3) 八王子 15.22
おおくら ひでと

2 4 936 大倉 秀斗(3) 大原 15.25



中学男子4X100mR
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 09:10 予　選
大会記録(GR)            46.24     岡本・内田・阪谷・暖水(埼玉・大原)    2009 8月26日 16:30 決　勝

予　選　3組0着＋8

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

1 5 木崎 387 渡邉 知樹(2) わたなべ ともき 48.31 1 5 春野 4460 木村 幹太(2) きむら かんた 48.13
378 近藤 叡(2) こんどう あきら q 4455 小野 蒼真(2) おの そうま q
386 村 優大(2) むら まさひろ 4458 大庭 健太(2) おおば けんた

374 稲田 健人(2) いなだ けんと 4456 白石 遥介(2) しらいし ようすけ

2 4 南浦和 748 森脇 歩夢(2) もりわき あゆむ 49.81 2 6 日進 2612 市村 颯麻(1) いちむら そうま 49.99
733 川尻 太一(1) かわしり たいち q 2633 野中 瑛心(1) のなか えいしん

730 猪俣 尚希(1) いのまた なおき 2605 川上 貴洋(2) かわかみ たかひろ

735 杉山 弘明(1) すぎやま ひろあき 2620 豊島 叶夢(2) とよしま とむ

3 2 大久保 1105 戸澤 俊介(2) とざわ しゅんすけ 49.83 3 7 大谷場 1206 芳賀 貴生(2) はが たかお 50.09
1104 武塙 碧馬(2) たけはな あおば q 1210 青木 啓太(1) あおき けいた

1101 森 颯真(2) もり そうま 1202 上園 真輝人(2) かみぞの まきと

1103 奥村 亮太(2) おくむら りょうた 1211 伊藤 空(1) いとう そら
4 6 与野東 4534 土岐 悠太(2) どき ゆうた 50.22 4 3 常盤 223 江波戸 允(2) えばと まこと 50.83

4532 倉持 雄真(2) くらもち ゆうま 225 野々部 雄太(2) ののべ ゆうた

4528 内 勇太(2) うち ゆうた 202 齊藤 航輝(1) さいとう こうき

4529 菅野 舜童靖国(2) かんの しどうやすくに 226 守田 翔生(2) もりた しょうせい

5 8 第二東 4027 荒井 我空(1) あらい がく 52.90 5 4 宮前 3729 鈴木 航大(1) すずき こうた 51.08
4040 飯田 正樹(1) いいだ まさき 3727 桐ヶ谷 琉世(1) きりがや りよ

4031 清水 健二郎(1) しみず けんじろう 3742 加藤 陽翔(2) かとう はると

4039 千葉 俊輔(1) ちば しゅんすけ 3744 堺 圭秀(2) さかい けいしゅう

6 3 岸 105 安田 開(1) やすだ かい 55.20 6 2 白幡 801 石井 遥大(1) いしい はると 52.66
107 武田 竜輔(1) たけだ りゅうすけ 807 松島 夢斗(1) まつしま ゆめと

102 木下 雅人(2) きのした まさと 826 吉田 真士(2) よしだ しんじ

108 田中 優希(1) たなか ゆうき 828 中西 宏一郎(2) なかにし こういちろう

7 7 上大久保 1714 村松 琉之介(1) むらまつ りゅうのすけ 55.86 7 8 片柳 3222 伊東 尚大朗(1) いとう しょうたろう 52.83
1715 森田 涼介(1) もりた りょうすけ 3226 田中 大将(1) たなか ひろまさ

1716 渋谷 昂生(1) しぶや こうき 3223 沖島 知輝(1) おきしま ともき

1713 福原 大倭(1) ふくはら やまと 3227 中瀬 雄策(1) なかせ ゆうさく

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 城北 5364 澤池 啓太(2) さわいけ けいた 48.45
5367 夏目 裕斗(2) なつめ ゆうと q
5369 松本 晃玖(2) まつもと こうき

5362 大隅 優人(2) おおすみ ゆうと

2 7 埼大附属 6124 鈴木 駿士(2) すずき はやと 48.49
6125 吉崎 安秀(2) よしざき あしゅう q
6118 山口 奨茉(1) やまぐち しょうま

6126 青木 優都(2) あおき ゆうと

3 5 大谷口 1476 後藤 隆太(2) ごとう りゅうた 49.30
1477 堺 莉史(2) さかい りひと q
1487 小野田 晨(2) おのだ しん
1481 坂本 陽(2) さかもと よう

4 8 本太 502 石崎 浩也(1) いしざき ひろや 49.66
542 衣笠 匡哉(2) きぬがさ まさや q
543 鴨志田 育哉(2) かもしだ いくや

501 北田 恵一(1) きただ けいいち

5 6 原山 438 伊藤 祐馬(2) いとう ゆうま 50.35
436 森 倫太郎(2) もり りんたろう

408 藤波 志憧(1) ふじなみ しどう

411 山口 遼士(1) やまぐち はると

6 2 大原 951 金子 将大(2) かねこ まさひろ 50.47
962 牧野 遥哉(2) まきの はるや

957 片野 滉太(2) かたの こうた

965 松本 祐希(2) まつもと ゆうき

7 4 内谷 1850 矢部 佑(1) やべ たすく 62.37
1840 原田 孝太(2) はらだ こうた

1849 後藤 優雅(1) ごとう ゆうが

1848 上野 翔平(1) うえの しょうへい



中学男子4X100mR
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 09:10 予　選
大会記録(GR)            46.24     岡本・内田・阪谷・暖水(埼玉・大原)    2009 8月26日 16:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 春野 4466 百瀬 稜久(2) ももせ りく 47.75
4455 小野 蒼真(2) おの そうま
4458 大庭 健太(2) おおば けんた

4456 白石 遥介(2) しらいし ようすけ

2 4 木崎 387 渡邉 知樹(2) わたなべ ともき 48.43
378 近藤 叡(2) こんどう あきら

386 村 優大(2) むら まさひろ

374 稲田 健人(2) いなだ けんと

3 6 埼大附属 6124 鈴木 駿士(2) すずき はやと 48.63
6125 吉崎 安秀(2) よしざき あしゅう

6118 山口 奨茉(1) やまぐち しょうま

6126 青木 優都(2) あおき ゆうと

4 5 城北 5364 澤池 啓太(2) さわいけ けいた 48.66
5367 夏目 裕斗(2) なつめ ゆうと

5369 松本 晃玖(2) まつもと こうき

5362 大隅 優人(2) おおすみ ゆうと

5 7 大谷口 1476 後藤 隆太(2) ごとう りゅうた 48.73
1477 堺 莉史(2) さかい りひと

1487 小野田 晨(2) おのだ しん
1481 坂本 陽(2) さかもと よう

6 8 本太 502 石崎 浩也(1) いしざき ひろや 49.48
542 衣笠 匡哉(2) きぬがさ まさや

543 鴨志田 育哉(2) かもしだ いくや

501 北田 恵一(1) きただ けいいち

7 2 南浦和 748 森脇 歩夢(2) もりわき あゆむ 49.49
733 川尻 太一(1) かわしり たいち

730 猪俣 尚希(1) いのまた なおき

735 杉山 弘明(1) すぎやま ひろあき

8 1 大久保 1105 戸澤 俊介(2) とざわ しゅんすけ 49.93
1104 武塙 碧馬(2) たけはな あおば

1101 森 颯真(2) もり そうま
1103 奥村 亮太(2) おくむら りょうた



中学男子走高跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            1m88      打越　雄允(埼玉・与野西)              2009 8月26日 09:00 決　勝

決　勝　

しまむら りょう － － － － － ○ ○ × × ×

1 15 2711 島村 竜(3) 宮原 1m70
かみむら こうせい － － － ○ ○ × × ○ × × ×

2 13 2822 上村 晃誠(2) 植竹 1m65
さかい けいしゅう － － － × ○ ○ × × ○ × × ×

3 12 3744 堺 圭秀(2) 宮前 1m65
うちだ こうた － － － ○ × × ○ × × ×

4 14 943 内田 航太(3) 大原 1m60
かわかみ たかひろ － － － × ○ × × ×

5 8 2605 川上 貴洋(2) 日進 1m55
さきぐち いお ○ × × ○ ○ × ○ × × ×

6 9 2726 坂口 依生(2) 宮原 1m55
もり ほくと － － ○ × × ○ × × ×

7 10 2735 森 北翔(2) 宮原 1m55
しまだ りょう ○ × ○ × × ×

8 6 959 島田 瞭(2) 大原 1m45
うめもと けいすけ × ○ × × ○ × × ×

9 16 960 梅本 啓佑(2) 大原 1m45
しもいで りんたろう ○ × × ×

10 11 4447 霜出 凜太朗(3) 春野 1m40
しらと ともや × × ×

1 2619 白土 智也(1) 日進 NM
なかね あいと × × ×

2 2621 中根 愛斗(2) 日進 NM
わかまつ るきや × × ×

3 2778 若松 琉来也(1) 宮原 NM
さくま わたる × × ×

4 4462 佐久間 渉(2) 春野 NM
うち ゆうた － － × × ×

5 4528 内 勇太(2) 与野東 NM
まつい ひかる × × ×

7 4542 松井 光(2) 与野東 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m40 1m73

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70

凡例  NM:記録なし



中学男子棒高跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            4m10      渡邊　凪(埼玉・大谷場)                2016 8月26日 10:00 決　勝

決　勝　

ふるさわ しゅんすけ － － － － － － ○ × ○

1 4 4926 古澤 俊介(2) 岩槻 ○ ○ × ○ × ○ × × × 3m30
さかのうえ ひろき － － － － － － ○ × ○

2 2 379 坂之上 大熙(2) 木崎 × × ○ × × ○ × ○ × × × 3m20
こやま ゆうと － － － － ○ × ○ ○ ○

3 1 2827 小山 優人(1) 植竹 ○ × × × 3m00
おぐら ひろかず

3 4934 小倉 大和(2) 岩槻 DNS

ｺﾒﾝﾄ
2m60

3m40

2m70 2m80 2m90
記録

2m20

3m10

2m40

3m20

2m50

3m30
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00

3m00

凡例  DNS:欠場



中学男子走幅跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            6m41      内田　将太(埼玉・大原)                2013 8月26日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

しみず りょうた 5m53 5m41 5m22 5m53 7 5m57 × 5m48 5m57
1 30 3421 清水 亮汰(2) 大宮西 +1.0 +0.9 +1.1 +1.0 +0.6 +0.3 +0.6

ばば あつと × 5m55 5m39 5m55 8 4m40 5m53 5m47 5m55
2 31 4952 馬場 豊門(2) 岩槻 +1.4 +0.7 +1.4 +1.8 +1.2 +1.0 +1.4

かんの しどうやすくに 5m38 5m11 5m05 5m38 5 5m26 5m42 4m64 5m42
3 27 4529 菅野 舜童靖国(2) 与野東 +0.6 +1.5 +1.3 +0.6 +0.3 +0.6 +1.6 +0.6

おくむら りょうた 5m30 5m18 5m37 5m37 4 5m41 5m26 × 5m41
4 28 1103 奥村 亮太(2) 大久保 +0.3 +1.7 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8

いちむら そうま 5m15 4m10 4m99 5m15 1 5m40 4m90 4m87 5m40
5 21 2612 市村 颯麻(1) 日進 +0.6 +1.2 +1.8 +0.6 +0.4 +0.9 +1.5 +0.4

かわせ てんま 5m30 × 5m38 5m38 6 5m34 × 5m32 5m38
6 29 4446 川瀬 天馬(3) 春野 -0.2 +1.6 +1.6 +1.2 +0.7 +1.6

はらだ こうた 5m02 5m33 5m14 5m33 3 － － － 5m33
7 23 1840 原田 孝太(2) 内谷 +0.2 +1.7 +1.1 +1.7 +1.7

もり りんたろう 5m00 5m22 5m19 5m22 2 5m04 × × 5m22
8 24 436 森 倫太郎(2) 原山 +0.7 +1.9 +0.6 +1.9 0.0 +1.9

まきの はるや 5m12 4m87 4m77 5m12 5m12
9 26 962 牧野 遥哉(2) 大原 +0.1 +2.4 +1.5 +0.1 +0.1

そし しゅうや 4m15 4m97 4m88 4m97 4m97
10 18 2722 曽雌 柊哉(2) 宮原 +0.9 +2.0 +1.3 +2.0 +2.0

やまぐち ふゆき 4m93 × 4m63 4m93 4m93
11 22 4615 山口 冬樹(2) 与野西 +0.6 +1.5 +0.6 +0.6

くらもち ゆうま 4m88 4m33 4m32 4m88 4m88
12 16 4532 倉持 雄真(2) 与野東 +1.6 +1.1 +0.6 +1.6 +1.6

おかもと こうのすけ 4m81 4m26 4m52 4m81 4m81
13 20 2752 岡本 幸之助(2) 宮原 +1.3 +1.6 +1.8 +1.3 +1.3

もりもと てる 4m50 4m73 4m78 4m78 4m78
14 17 1946 森本 輝琉(2) 尾間木 +1.4 +1.2 +0.7 +0.7 +0.7

ごとう ゆうが × 4m71 × 4m71 4m71
15 7 1849 後藤 優雅(1) 内谷 +1.7 +1.7 +1.7

こしい しょうた × 4m51 4m64 4m64 4m64
16 19 377 越井 匠太(2) 木崎 +1.3 +1.8 +1.8 +1.8

えぐち あつし 3m56 4m47 4m64 4m64 4m64
17 6 413 江口 淳久(1) 原山 +0.6 +1.4 +0.5 +0.5 +0.5

たけはな あおば 3m88 3m92 4m52 4m52 4m52
18 5 1104 武塙 碧馬(2) 大久保 +1.0 +1.0 -0.1 -0.1 -0.1

いまい ひろと × 4m37 4m40 4m40 4m40
19 14 2511 今井 大翔(2) 大成 +1.6 +0.3 +0.3 +0.3

はやしだ ゆう × 3m24 4m26 4m26 4m26
20 15 2820 林田 悠(2) 植竹 +1.4 +1.7 +1.7 +1.7

なかお こうよう 4m04 3m97 3m93 4m04 4m04
21 12 445 中尾 光陽(2) 原山 +1.4 +1.8 +1.1 +1.4 +1.4

おぎわら たくろう 4m04 × × 4m04 4m04
22 3 2522 荻原 琢朗(1) 大成 +1.0 +1.0 +1.0

かみお つばさ 3m56 3m25 4m02 4m02 4m02
23 13 5382 神尾 翼(1) 城北 +1.6 +1.6 +0.2 +0.2 +0.2

しぶや こうき 4m00 3m85 3m78 4m00 4m00
24 11 1716 渋谷 昂生(1) 上大久保 +0.1 +1.5 +1.2 +0.1 +0.1

しみず けんじろう 3m90 3m77 3m95 3m95 3m95
25 10 4031 清水 健二郎(1) 第二東 +0.4 +1.1 +0.5 +0.5 +0.5

かげやま たくみ 3m86 2m84 3m62 3m86 3m86
26 2 2526 影山 拓海(1) 大成 +0.8 +1.2 +1.8 +0.8 +0.8

みなみだ りゅうたろう 3m84 2m95 × 3m84 3m84
27 4 385 南田 琉太朗(2) 木崎 +1.2 +1.6 +1.2 +1.2

もり ゆうり 3m82 3m72 3m73 3m82 3m82
28 9 2771 森 悠利(1) 宮原 0.0 +2.2 +1.3 0.0 0.0

ひらい ゆうた 3m11 3m63 3m25 3m63 3m63
29 8 4555 平井 悠太(1) 与野東 -0.2 +2.4 +1.8 +2.4 +2.4

はやし ひでのり 2m87 2m64 3m01 3m01 3m01
30 1 109 林 秀紀(1) 岸 +0.6 +1.2 +0.5 +0.5 +0.5

さわいけ けいた × × ×
25 5364 澤池 啓太(2) 城北 NM

凡例  NM:記録なし



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            13m27     仲村　治岐(埼玉・第二東)              2013 8月26日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

どい とうや

1 26 116 土居 闘矢(3) 岸 12m67 × 13m17 13m17 8 12m77 13m65 13m57 13m65 GR
かねもり じょうたろう

2 27 947 金森 丈太郎(3) 大原 11m85 11m64 12m07 12m07 7 12m22 13m21 12m64 13m21
はせがわ こう

3 25 5210 長谷川 滉(3) 慈恩寺 9m12 10m62 10m53 10m62 6 10m08 10m34 10m46 10m62
かたの こうた

4 21 957 片野 滉太(2) 大原 8m81 9m11 8m79 9m11 5 8m92 8m85 9m43 9m43
なかむら つぐのり

5 5 743 中村 貢教(2) 南浦和 7m86 8m70 8m39 8m70 2 8m85 9m02 7m88 9m02
もり そうま

6 20 1101 森 颯真(2) 大久保 8m42 8m95 8m63 8m95 4 8m01 7m89 8m42 8m95
かわばた しょうや

7 23 1949 川端 翔也(2) 尾間木 8m86 8m44 8m70 8m86 3 8m02 8m15 8m80 8m86
かねもり ゆうじろう

8 19 958 金森 雄士郎(2) 大原 8m12 8m44 7m87 8m44 1 8m14 8m27 8m81 8m81
なかざわ りょうた

9 18 2781 中澤 良太(2) 宮原 8m32 8m26 8m17 8m32 8m32
いとう ゆうま

10 16 438 伊藤 祐馬(2) 原山 6m98 6m98 8m18 8m18 8m18
こばやし えいじ

11 17 540 小林 英司(2) 本太 7m97 8m02 8m11 8m11 8m11
やまおか れいじろう

12 12 901 山岡 怜士朗(1) 大原 7m25 6m21 6m47 7m25 7m25
さかもと ひろき

13 14 1214 坂本 裕樹(1) 大谷場 × 6m98 6m94 6m98 6m98
くわばら ゆうき

14 13 440 桑原 優希(2) 原山 6m22 6m62 6m45 6m62 6m62
こじま ゆうた

15 11 4022 小島 佑太(2) 第二東 5m50 6m05 6m43 6m43 6m43
にしざわ みなと

16 4 409 西澤 水南人(1) 原山 5m91 6m38 5m85 6m38 6m38
いしなべ しゅんすけ

17 7 2603 石鍋 駿介(2) 日進 6m13 × 6m34 6m34 6m34
はせがわ あらた

18 10 4037 長谷川 新太(1) 第二東 6m30 5m63 5m85 6m30 6m30
なかにし こういちろう

19 15 828 中西 宏一郎(2) 白幡 5m83 5m82 × 5m83 5m83
なかじょう そう

20 3 4805 中条 壮(2) 八王子 5m35 4m79 5m58 5m58 5m58
たかの しょうたろう

21 1 1113 髙野 将太郎(1) 大久保 4m58 4m92 4m40 4m92 4m92
さいとう あつひと

22 2 401 齋藤 厚仁(1) 原山 × 4m88 4m20 4m88 4m88
とおだ ゆうすけ

23 8 2832 遠田 裕介(1) 植竹 4m56 4m24 4m47 4m56 4m56
おおえ ちから

6 4459 大江 力(2) 春野 r NM
やまざわ れん

9 4945 山澤 蓮(2) 岩槻 r NM
どい ようせい

22 5356 土井 陽生(3) 城北 r NM
まさき けんすけ

24 5352 正木 健介(3) 城北 r NM

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし



一般男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 13:20 予　選
大会記録(GR)            10.63     永山　博章(埼玉・埼玉栄高)            2002 8月26日 14:50 決　勝

予　選　10組0着＋8

1組 (風:+1.5) 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
さくらい いっせい さいごう しょう

1 3 4234 櫻井 一聖(3) 大宮東高 11.30 1 3 4231 西郷 翔(3) 大宮東高 10.86 q
きくち たくま ひぐち よしお

2 5 3 菊池 拓真(2) 浦和高 11.51 2 4 1622 樋口 義雄 win’z AC 11.80
いりえ しゅんた さとう ゆうき

3 4 2126 入江 俊太(2) 浦和南高 11.65 3 6 19 佐藤 優樹(2) 浦和高 12.11
たなか まさや わたなべ はるき

4 6 902 田中 正弥(2) 与野高 11.90 4 8 3997 渡部 晴貴(1) 浦和北高 12.21
きくち ゆうた さんぐう だい

5 7 3994 菊池 優太(1) 浦和北高 12.30 5 5 5671 三宮 大(1) 大宮開成高 12.22
たなか まさひこ おいかわ ゆうま

6 1 5688 田中 雅彦(2) 大宮開成高 13.33 6 2 601 及川 優真(1) 岩槻商高 12.55
こんの ひろと きんつ こうた

7 2 602 今野 大翔(1) 岩槻商高 13.93 7 2103 近都 航太(2) 浦和南高 DNS
やまなか ひろし

8 5393 山中 啓資 八幡中OB DNS

3組 (風:+1.3) 4組 (風:+2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ひろき りょうた もりあい かずまさ

1 3 2 廣木 亮太(2) 浦和高 10.99 q 1 6 6214 盛合 一将(1) 埼玉大 11.41
かわさき みつる やまだ けいすけ

2 4 4233 川崎 光琉(3) 大宮東高 11.18 q 2 4 3031 山田 敬介 埼玉陸協 12.25
いしおか たくま たかはし なおや

3 6 366 石岡 拓馬(3) アスレティクス 11.58 3 7 5697 高橋 直也(2) 大宮開成高 12.32
しらい りゅうた ちば しゅん

4 5 901 白井 隆太(2) 与野高 11.91 4 5 4018 千葉 駿(2) 浦和北高 12.50
こん てっぺい せきね だいせい

5 8 2123 今 哲平(1) 浦和南高 12.19 5 2 2129 関根 大晟(1) 浦和南高 12.59
いしげ しょうた すぎえ ひろゆき

6 7 5695 石毛 翔大(2) 大宮開成高 12.41 6 8 13 杉江 啓進(2) 浦和高 12.71
しまだ そうま しょうじ ふみや

7 2 4017 嶋田 壮真(2) 浦和北高 12.82 3 1590 庄司 郁也 最速AC DNS

5組 (風:+2.0) 6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
えのもと だいち かねた ゆうと

1 4 2111 榎本 大地(2) 浦和南高 11.18 q 1 6 6133 金田 悠利 埼玉陸協 11.01 q
いしじま たろう みくりや たく

2 3 5304 石島 太郎(4) 神奈川大 11.41 2 3 10 御厨 拓(2) 浦和高 11.89
えとう しんじ くりす たけし

3 6 6 江藤 慎二(2) 浦和高 12.08 3 4 8174 栗栖 健志(4) 日大理工 11.99
こえば はるや ひろせ りゅう

4 7 917 越場 晴也(1) 与野高 12.28 4 5 5689 廣瀬 龍(2) 大宮開成高 12.09
よしむら たかまさ くまき まこと

5 8 1539 吉村 尚将(1) 岩槻高 12.62 5 7 2107 熊木 誠(2) 浦和南高 12.39
なかの だいすけ おおえ ゆうすけ

6 2 4111 中野 大助 ＡＤ損保 13.24 6 8 26 大江 悠介(1) 浦和高 12.73
おきつ まさと のじま かずのり

5 6032 興津 正人 最速AC DNS 7 2 2109 野島 和典(2) 浦和南高 13.17

凡例  DNS:欠場 S:着差あり



一般男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 13:20 予　選
大会記録(GR)            10.63     永山　博章(埼玉・埼玉栄高)            2002 8月26日 14:50 決　勝

予　選　10組0着＋8

7組 (風:+1.2) 8組 (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 通過
はっとり つばさ はただ ともき

1 5 3692 服部 翼(1) 埼玉大学院 10.98 q 1 5 2104 畑田 朋輝(2) 浦和南高 11.46
そが としあき うちだ あつし

2 6 2753 曽我 利明 レジェンズ 11.30 2 7 1350 内田 篤志(1) 叡明高 12.17
いしおか ゆうたろう すずき ふうた

3 4 27 石岡 祐太郎(1) 浦和高 11.95 3 2 928 鈴木 風太(1) 与野高 12.24
かまだ そうま おりはら かずき

4 3 2122 鎌田 壮真(2) 浦和南高 12.34 4 8 18 織原 一樹(2) 浦和高 12.27
はまぐち しょうや こばやし ひでたか

5 7 5700 濱口 昇也(2) 大宮開成高 12.38 5 6 5699 小林 英嵩(2) 大宮開成高 12.28
なかお ゆうき まつざき よしき

6 1 25 中尾 勇貴(1) 浦和高 12.52 6 4 20 松崎 吉希(2) 浦和高 12.32
ねづ ひでさと えばた ふうすけ

7 8 924 根津 英怜(1) 与野高 13.01 3 4232 江幡 風助(3) 大宮東高 DNS
きど しゅうじ

8 2 4101 木戸 修二 王歩AC 20.74

9組 (風:+0.3) 10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
さいとう あつし こばやし はやと

1 5 3711 斎藤 敦(2) 埼玉大学院 11.21 q 1 4 4264 小林 勇人(4) 明治薬科大 10.99 q
ますぶち ゆいと すがや けんた

2 4 926 増渕 唯人(1) 与野高 11.50 2 3 4 菅谷 健太(2) 浦和高 11.58
たかはし しんいち さとう ひびき

3 3 16 髙橋 真一(2) 浦和高 11.89 3 5 3992 佐藤 響(2) 浦和北高 12.10
すだ こうや あらかわ しょうへい

4 6 2127 須田 紘也(2) 浦和南高 12.00 4 8 2105 荒川 昇平(2) 浦和南高 12.66
しむら よしかず さとう よしのり

5 2 5137 志村 喜一 木崎 12.25 5 1 4173 佐藤 欣紀 日進中教員 13.43
かわさき りょうや あかい えいた

6 7 1536 川﨑 凌弥(1) 岩槻高 12.47 6 2 922 赤井 瑛太(1) 与野高 13.47
しぶさわ はやと かねこ しゅうた

7 1 610 澁澤 羽矢人(1) 岩槻商高 12.48 6 259 金子 柊太 東京陸協 DNS
さいとう ゆうや はしもと そういちろう

8 8 5696 齋藤 裕哉(2) 大宮開成高 12.59 7 5672 橋本 壮一郎(1) 大宮開成高 DNS

決　勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
さいごう しょう

1 5 4231 西郷 翔(3) 大宮東高 10.71
ひろき りょうた

2 4 2 廣木 亮太(2) 浦和高 10.82
こばやし はやと

3 3 4264 小林 勇人(4) 明治薬科大 10.89
はっとり つばさ

4 6 3692 服部 翼(1) 埼玉大学院 10.95
かねた ゆうと

5 8 6133 金田 悠利 埼玉陸協 10.96
さいとう あつし

6 2 3711 斎藤 敦(2) 埼玉大学院 11.08 S
かわさき みつる

7 1 4233 川崎 光琉(3) 大宮東高 11.08 S
えのもと だいち

7 2111 榎本 大地(2) 浦和南高 DNS

凡例  DNS:欠場 S:着差あり



一般男子1500m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            4:04.57   河村　圭人(埼玉・チームK)             2014 8月26日 14:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

いちつか ゆう うちだ こうへい

1 3 916 市塚 遊 さいたま市陸協 4:10.61 1 10 1 内田 耕平(2) 浦和高 4:26.96
おしえ ゆういち たなか つよし

2 17 906 押江 優一 さいたま市陸協 4:16.82 2 5 5675 田中 剛(2) 大宮開成高 4:32.12
たなか かずひこ よしむら としや

3 16 912 田中 和彦 さいたま市陸協 4:18.00 3 4 5691 吉村 星哉(2) 大宮開成高 4:32.74
はぎわら しげとし ささはら こうき

4 14 1616 萩原 重寿 埼玉西部消防局 4:19.62 4 9 1531 笹原 幸輝(1) 岩槻高 4:33.83
ないとう ひろと たちはら まさる

5 1 6205 内藤 寛人 岩槻AC 4:21.46 5 3 934 立原 英 CR2東日本 4:37.73
うえすぎ りょうた いのうえ ようたろう

6 8 5674 上杉 亮太(2) 大宮開成高 4:22.33 6 16 2128 井上 耀大郎(1) 浦和南高 4:44.33
つなかわ たろう やまだ たいちろう

7 4 620 綱川 太郎 八王子市役所 4:23.38 7 14 3996 山田 太一朗(1) 浦和北高 4:44.99
いけだ ともき むろや がく

8 6 2124 池田 智貴(1) 浦和南高 4:24.12 8 11 96 室谷 岳(2) 与野高 4:45.81
やすだ しゅうへい かみやま ゆうき

9 15 4020 安田 周平(2) 浦和北高 4:24.60 9 13 1537 神山 勇希(1) 岩槻高 4:47.65
みずの せいや おかだ ともき

10 18 239 水野 聖哉(2) 不動岡高 4:24.81 10 8 94 岡田 智紀(1) 与野高 4:57.34
さとう しょうた わたなべ はるき

11 5 2130 佐藤 荘大(1) 浦和南高 4:26.62 11 7 4446 渡辺 遥輝(1) 大宮ろう高 5:02.28
しまだ ゆうた あらい りく

12 11 24 島田 雄太 埼玉陸協 4:26.81 12 17 4442 新井 陸(1) 大宮ろう高 5:02.61
たまき まさのり くが はると

13 7 911 玉置 将法 さいたま市陸協 4:26.93 13 12 5677 久我 遥人(1) 大宮開成高 5:07.37
とのづか わたる えびぬま たかし

14 19 924 土濃塚 渉 さいたま市陸協 4:33.22 14 6 424 海老沼 崇 埼玉陸協 5:14.01
こおりやま じょう ふじわら ひろやす

15 9 1996 郡山 丈 さいたま市陸協 4:34.08 15 1 4 藤原 浩泰 埼玉陸協 5:21.39
なかむら しゅんた たかはし たくや

16 10 11 中村 俊太(2) 浦和高 4:56.38 16 18 95 高橋 拓也(2) 与野高 5:33.17
ひらき たいと あかつ たつや

17 13 100 平木 大都(2) 浦和高 5:07.86 2 3148 赤津 達矢 別所沼ｽﾏｲﾙRC DNS
しばうち やすひろ いのうえ りくと

2 898 柴内 康寛 さいたま市陸協 DNS 15 606 井上 陸翔(1) 岩槻商業高 DNS
なかじま ゆうたろう

12 1989 中島 悠太郎(1) 大東大同 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

いちつか ゆう

1 916 市塚 遊 さいたま市陸協 4:10.61
おしえ ゆういち

2 906 押江 優一 さいたま市陸協 4:16.82
たなか かずひこ

3 912 田中 和彦 さいたま市陸協 4:18.00
はぎわら しげとし

4 1616 萩原 重寿 埼玉西部消防局 4:19.62
ないとう ひろと

5 6205 内藤 寛人 岩槻AC 4:21.46
うえすぎ りょうた

6 5674 上杉 亮太(2) 大宮開成高 4:22.33
つなかわ たろう

7 620 綱川 太郎 八王子市役所 4:23.38
いけだ ともき

8 2124 池田 智貴(1) 浦和南高 4:24.12

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

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

凡例  DNS:欠場



一般男子5000m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            15:17.01  内住　祐介(埼玉・拓殖大)              2002 8月26日 08:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
さかもと じゅん

1 7 7 坂本 順(1) 浦和高 15:45.69
あきもと りき

2 3 3 秋本 理貴(1) 浦和高 16:05.73
たかさわ ひろゆき

3 4 4 高澤 啓之 さいたま市陸協 16:17.64
おざき よしふみ

4 15 15 尾崎 芳史 白岡ＲＣ 16:22.14
きたはら たけと

5 6 6 北原 竹人(1) 浦和高 16:26.03
せきね けん

6 12 12 関根 健(2) 浦和高 16:37.03
こしかわ ごうき

7 10 10 越川 剛暉(1) 浦和高 16:41.41
こくぼ けんと

8 11 11 小久保 賢人(2) 浦和高 16:44.59
ほんだ こうき

9 5 5 本田 香樹 さいたま市陸協 16:50.57
ふじわら あきみ

10 14 14 藤原 暁海(2) 浦和高 16:53.04
おのづか りゅうたろう

11 17 17 小野塚 龍太郎(2) 浦和高 17:02.97
さこい ようじ

12 13 13 迫井 洋司 本郷クラブ 17:07.84
あさくら まおと

13 24 24 朝倉 万響(2) 大宮開成高 17:18.60
やました あゆむ

14 27 27 山下 歩夢(1) 与野高 17:19.14
ながせ かいと

15 23 23 長瀬 海斗(2) 浦和南高 17:21.93
かとう ゆうき

16 9 9 加藤 悠生(3) 浦和高 17:28.69
あかほし かつみ

17 16 16 赤星 克(2) 浦和高 17:34.61
えぐち みのる

18 19 19 江口 実(1) 浦和高 17:42.19
おやなぎ ゆうすけ

19 25 25 小柳 祐介 さいたま市陸協 17:45.95
おみ かずや

20 20 20 小見 和也(1) 埼玉大 17:47.99
しもざき ひろと

21 30 30 下﨑 皓人(1) 浦和南高 18:01.11
ささき ゆめじ

22 1 1 佐々木 夢士 チームあゆか 18:03.21
しみず れいと

23 34 34 清水 玲杜(3) 城北 18:04.98
かわはら りょうた

24 28 28 河原 亮太(2) 浦和北高 18:17.34
みやくに わたる

25 18 18 宮国 亘(2) 春日部共栄高 18:46.98
きざき ゆうさく

26 29 29 木崎 悠作(2) 大宮開成高 18:50.33
うちやま たくろう

27 32 32 内山 琢朗(1) 大宮開成高 18:55.51
ふじもと いつき

28 31 31 藤本 樹(2) 浦和北高 20:44.48
いしい まさき

29 33 33 石井 正樹 埼玉陸協 20:53.44
しげはら なるせ

30 26 26 重原 成聖(2) 浦和高 22:20.76
おおかね としき

2 2 大兼 俊貴 さいたま市陸協 DNS
にしお はじめ

8 8 西尾 元(1) 浦和高 DNS
おおたけ こうへい

21 21 大竹 康平(2) 浦和高 DNS
かが さとし

22 22 加賀 聡(1) 岩槻高 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



一般男子110mH(1.067m)
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            14.38     秋山　佑介(埼玉・埼玉栄高)            2002 8月26日 15:25 決　勝

決　勝　

(風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ほし けいすけ

1 5 2043 星 圭祐 A.I.R 16.20
よしだ いつき

2 6 1987 吉田 一輝(1) 浦和実業高 17.15
はせがわ しょう

3 4 615 長谷川 奨(1) 岩槻商高 18.70



一般男子4X100mR
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            42.65     (埼玉・栄東高)                        2012 8月26日 16:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 浦和南高 2104 畑田 朋輝(2) はただ ともき 43.34
2110 熊谷 秀人(2) くまがい しゅうと

2114 佐藤 愛斗(1) さとう まなと

2111 榎本 大地(2) えのもと だいち

2 6 浦和高 8 中田 拓実(2) なかだ たくみ 43.40
2 廣木 亮太(2) ひろき りょうた

4 菅谷 健太(2) すがや けんた

1 岩沢 隼吾(2) いわさわ しゅんご

3 4 与野高 915 南雲 陽斗(2) なぐも はると 44.10
926 増渕 唯人(1) ますぶち ゆいと

912 諏訪本 裕(2) すわもと ゆう

901 白井 隆太(2) しらい りゅうた

4 7 八幡中OB 5391 内藤 智之 ないとう ともゆき 45.56
5392 内藤 貴之 ないとう たかゆき

5393 山中 啓資 やまなか ひろし

5394 秋山 祐介 あきやま ゆうすけ

5 3 大宮開成高 5699 小林 英嵩(2) こばやし ひでたか 46.58
5689 廣瀬 龍(2) ひろせ りゅう

5671 三宮 大(1) さんぐう だい

5700 濱口 昇也(2) はまぐち しょうや

6 2 TEAM ミラクル 524 橋本 柊平 はしもと しゅうへい 49.84
3115 島田 雄太 しまだ ゆうた

6205 内藤 寛人 ないとう ひろと

3124 花島 昂己 はなしま こうき

8 岩槻高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子走高跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            1m95      齋藤　樹(埼玉・小川町陸協)            2016 8月26日 09:00 決　勝

決　勝　

こばやし しゅうすけ － － － － － － － －

1 8 3697 小林 秀輔(4) 埼玉大 － － － － － ○ × ○ ○ 2m00 GR
× × ×

おかもと かずき － － － － － － － －

2 7 384 岡本 一輝 VOLVER － × ○ － ○ － × × r 1m85

いけはた ゆうじ － － － － － － － －

3 6 2106 池端 悠滋(2) 浦和南高 × ○ ○ × ○ × × × 1m82

まつだ たいき － － － － － － × × ○ －

4 3 2108 松田 大輝(2) 浦和南高 × × ○ × × ○ × × × 1m79

いしい まさや － － － － － ○ ○ －

5 4 375 石井 雅哉(3) アスレティクス ○ － × × × 1m76

にしかわ ゆうま － － ○ × ○ ○ ○ × × ○ × ○

6 5 1227 西川 裕真 A.I.R × × × 1m73

こいち けんた － － － － － × × ○ × × ×

7 2 2113 古市 健汰(1) 浦和南高 1m65

はしもと まひろ － － － － × × ×

1 11 橋本 真宏(2) 浦和高 NM

1m73

2m00 記録 ｺﾒﾝﾄ

1m60

1m88

1m65

1m91

1m70

1m95

1m45

1m79

1m50

1m82

1m55

1m85順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m40

1m76

2m05

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし



一般男子棒高跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            3m80      薄井　龍星(埼玉・東京経済大)          2016 8月26日 10:00 決　勝

決　勝　

つかもと みちひろ － － － － － － － －

1 7 3813 塚本 宙央(2) 羽生一高 － － － － － － － － 4m70 GR
－ － － － － － × × ○ －

× × ○ × ○ × × ×

やなせ あおい － － － － － － － －

2 8 1159 栁瀬 蒼(1) 大宮工業高 － － － － － － － － 4m00 GR
× ○ × ○ × ○ × × ×

さとう しょうご － － － － － － － －

3 4 3075 佐藤 匠悟(2) 志木高 － － － － － － ○ － 3m80 =GR
× ○ × × ×

うすい りゅうせい － － － － － － － －

4 3 5077 薄井 龍星(4) 東京経済大学 － － － × ○ ○ × ○ × ○ × × × 3m60

いしやま ひろむ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

5 2 149 石山 大夢(1) 松山高 2m70

こやま いつき － － － － － － － －

1 142 小山 樹(2) 松山高 － × × × NM

かいとう たくみ － － － － － － － －

5 134 開藤 拓海(2) 松山高 － － － － × × × NM

すえよし てつと － － － － － － － －

6 3822 末吉 哲人(1) 羽生一高 － － － － － － － － NM
－ － × × ×

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00

3m00

3m80

4m60

2m20

3m10

3m90

4m70

2m40

3m20

4m00

4m80

4m40

2m50

3m30

4m10

2m60

3m40

4m20

2m90

3m70

4m50
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m70

3m50

4m30

2m80

3m60

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 NM:記録なし



一般男子走幅跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            7m34      中島　貴大(埼玉・埼玉陸協)            2016 8月26日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

やまき はやと 6m36 6m82 － 6m82 8 6m84 6m67 6m79 6m84
1 20 3366 八巻 隼人 埼玉陸協 +1.6 +1.7 +1.7 +0.5 +2.0 +0.3 +0.5

きじま たかと 6m56 6m28 6m58 6m58 7 4m90 6m28 6m18 6m58
2 21 5857 木島 隆仁(1) 日本ウェルネス大 +0.2 +0.2 +1.3 +1.3 +0.9 +1.4 +1.0 +1.3

あらい さとし × 6m28 6m55 6m55 6 6m55 － 6m37 6m55
3 18 4161 新井 聡 West.Tokyo.AC +0.8 +1.4 +1.4 +0.4 +1.2 +0.4

すずき ゆうだい × × 5m90 5m90 3 6m19 6m28 6m07 6m28
4 19 4154 鈴木 雄大 West.Tokyo.AC +1.4 +1.4 +1.4 +1.2 +1.7 +1.2

さとう まなと 6m00 6m19 6m10 6m19 5 － × 6m00 6m19
5 15 2114 佐藤 愛斗(1) 浦和南高 +0.2 +1.8 +1.1 +1.8 +0.7 +1.8

くまがい しゅうと 6m17 6m10 5m92 6m17 4 － 6m10 － 6m17
6 16 2110 熊谷 秀人(2) 浦和南高 +0.7 +0.9 0.0 +0.7 +1.7 +0.7

てしま りく × × 5m89 5m89 2 6m11 4m81 5m97 6m11
7 13 24 手島 陸(1) 浦和高 +0.6 +0.6 +1.2 +1.4 +1.4 +1.2

まにわ たくや × 5m78 × 5m78 1 5m92 × 5m85 5m92
8 12 23 間庭 卓也(1) 浦和高 +0.3 +0.3 +2.6 +1.8 +2.6

いとう あきふみ × 5m72 5m68 5m72 5m72
9 14 12 伊藤 亮史(2) 浦和高 +0.6 +1.2 +0.6 +0.6

ながつか ゆうと 5m60 × 5m63 5m63 5m63
10 9 22 永塚 悠翔(1) 浦和高 +0.5 +1.3 +1.3 +1.3

くすのせ のりかず 5m28 5m27 5m48 5m48 5m48
11 8 3310 楠瀬 規和 埼玉陸協 +0.3 +2.2 +1.9 +1.9 +1.9

かたおか りゅうや 4m72 5m33 4m70 5m33 5m33
12 7 920 片岡 竜也(1) 与野高 +1.5 +0.8 +1.3 +0.8 +0.8

いしまる ゆうき 5m27 5m13 5m28 5m28 5m28
13 4 1995 石丸 祐輝(1) 浦和実業高 +1.1 +1.3 +0.9 +0.9 +0.9

いいづか だいすけ 5m16 5m12 5m22 5m22 5m22
14 11 1985 飯塚 大輔(2) 浦和実業高 +1.4 +0.9 +1.2 +1.2 +1.2

すだ ゆうま 4m89 × 5m22 5m22 5m22
15 6 913 須田 勇真(2) 与野高 +1.4 +0.7 +0.7 +0.7

すがの あきとし × × 5m16 5m16 5m16
16 1 6139 菅野 彰俊 大宮南中教員 +0.3 +0.3 +0.3

あらい まもる 4m84 5m10 4m94 5m10 5m10
17 5 1538 新井 護(1) 岩槻高 +1.1 +0.9 +1.1 +0.9 +0.9

いいじま たいせい 4m78 4m57 4m83 4m83 4m83
18 3 1996 飯島 大成(1) 浦和実業高 +1.7 +2.0 +1.3 +1.3 +1.3

まつもと そら × 4m09 4m11 4m11 4m11
19 2 1994 松本 空(1) 浦和実業高 +1.3 +1.1 +1.1 +1.1

こさか なおき × × ×
10 3995 小坂 尚己(1) 浦和北高 NM

さいとう ともひさ × × ×
17 5197 齋藤 倫久(3) 東京農工大 NM

凡例  NM:記録なし



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            13m80     山冨　弘志(埼玉・浦和商高)            2001 8月26日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

わたなべ まさや

1 2 911 渡辺 雅也(2) 与野高 10m37 11m15 × 11m15 4 × 10m95 × 11m15
おおかわ けいと

2 1 916 大川 慶人(1) 与野高 8m62 8m51 9m24 9m24 3 × × × 9m24
かとう まさや

3 4 921 加藤 雅也(1) 与野高 6m57 6m86 6m97 6m97 2 6m84 6m92 7m09 7m09
まつもと はるく

4 3 927 松本 悠空(1) 与野高 5m17 5m69 5m82 5m82 1 5m08 5m41 5m07 5m82



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            13m20     石井　光一(埼玉・ウェルネス大)        2014 8月26日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

いしい こういち

1 1 5842 石井 光一(4) 日本ウェルネススポーツ大学 × 13m96 14m69 14m69 3 × 14m47 14m82 14m82 GR
ささき だいき

2 3 5209 佐々木 大器 埼玉陸協 × × 7m47 7m47 1 8m29 8m49 9m20 9m20
しばた こうじ

3 2 408 柴田 康司 埼玉陸協 7m96 7m76 × 7m96 2 7m99 × 8m75 8m75

凡例  GR:大会記録



小学6年女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            13.95     猪股　佑衣(埼玉・大宮小)              2016 8月26日 10:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.8) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
さいとう ななみ おたざわ ゆづき

1 4 18 齋藤 奈々美(6) アスレティクス 14.61 1 3 1 織田澤 優月(6) 浦和ＪＡＣ 14.73
ながしま ここは たかのはし まゆこ

2 3 5 永嶋 心華(6) 浦和ＪＡＣ 14.90 2 4 12 鷹觜 繭子(6) 海老沼小 16.17
にしの ほのか おかもと ふき

3 5 3 西野 帆乃夏(6) 浦和ＪＡＣ 15.17 3 5 4 岡本 芙季(6) 浦和ＪＡＣ 16.23
はらだ ひとみ うえだ かの

4 7 10 原田 瞳(6) 浦和ＪＡＣ 17.19 4 6 17 上田 歌乃(6) アスレティクス 16.35
あまの しほ

6 15 天野 志保(6) 三橋小 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

さいとう ななみ

1 18 齋藤 奈々美(6) アスレティクス 14.61 +1.8
おたざわ ゆづき

2 1 織田澤 優月(6) 浦和ＪＡＣ 14.73 +0.7
ながしま ここは

3 5 永嶋 心華(6) 浦和ＪＡＣ 14.90 +1.8
にしの ほのか

4 3 西野 帆乃夏(6) 浦和ＪＡＣ 15.17 +1.8
たかのはし まゆこ

5 12 鷹觜 繭子(6) 海老沼小 16.17 +0.7
おかもと ふき

6 4 岡本 芙季(6) 浦和ＪＡＣ 16.23 +0.7
うえだ かの

7 17 上田 歌乃(6) アスレティクス 16.35 +0.7
はらだ ひとみ

8 10 原田 瞳(6) 浦和ＪＡＣ 17.19 +1.8

凡例  DNS:欠場



小学6年女子1000m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            3:05.35   木村　綾愛(埼玉・大宮キッズ)          2009 8月26日 09:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
おかもと るな

1 1 19 岡本 留奈(6) 片柳小 3:47.08
さかもと ななこ

2 4 9 坂本 菜々子(6) 浦和ＪＡＣ 3:59.40
くさの ゆうか

3 2 8 草野 祐加(6) 浦和ＪＡＣ 4:09.07
ふるかわ たず

4 3 16 古川 田鶴(6) アスレティクス 4:38.70

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
決　勝



小学6年女子走幅跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            3m94      村越　京(埼玉・浦和JAC)               2007 8月26日 09:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

やまざき あかり 3m51 × 3m86 3m75 3m67 3m67 3m86
1 1 14 山崎 明璃(6) 与野八幡小 +0.7 +1.1 +0.3 +0.6 -1.0 +1.1

あかぼり そら 3m45 3m85 3m59 3m52 3m69 3m18 3m85
2 5 2 赤堀 空来(6) 浦和ＪＡＣ -0.8 +0.7 -0.1 +1.9 -0.2 +2.1 +0.7

ぬくい みほ 3m42 × 2m86 3m52 3m78 3m04 3m78
3 2 13 貫井 海帆(6) 大宮キッズ +0.2 +0.8 -0.1 +1.2 -0.3 +1.2

やまもと かな 3m73 3m70 3m47 3m52 3m23 × 3m73
4 6 11 山本 佳那(6) 大宮北小 -0.9 +1.2 +0.2 +1.8 0.0 -0.9

みき りか 3m23 3m37 × × 3m31 3m39 3m39
5 4 6 三木 理加(6) 浦和ＪＡＣ +0.7 +1.5 -0.5 +0.9 +0.9

いいづか はるの × 3m34 × × 3m35 3m10 3m35
6 3 7 飯塚 悠乃(6) 浦和ＪＡＣ +1.7 -1.2 -0.7 -1.2



中学女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.88     吉牟田　佳奈(埼玉・常盤)              2002 8月26日 14:45 決　勝

予　選　35組0着＋8

1組 (風:-0.3) 2組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
えどわーど えいみ いそべ みさき

1 3 1215 エドワード 永美(2) 大谷場 12.89 q 1 3 2709 磯部 美咲希(2) 宮原 13.73
いしづか さえ おおき ゆうな

2 5 1712 石塚 早絵(1) 上大久保 14.56 2 4 4834 大木 優波(1) 八王子 14.56
すずき もな もり ちなつ

3 8 2122 鈴木 萌菜(2) 大宮南 14.84 3 6 2418 森 千夏(2) 三橋 14.61
こじま みう ふじさき りな

4 6 5314 小島 未羽(1) 城北 15.09 4 8 2328 藤崎 里奈(2) 桜木 14.92
みかみ りり しまだ みさき

5 7 1451 三上 莉璃(1) 大谷口 16.03 5 2 5530 島田 美咲(1) 柏陽 15.69
やぶもと そら やまだ まお

6 2 417 藪本 宙(1) 原山 16.25 6 1 308 山田 真生(1) 木崎 15.93
やまもと りあ すぎた すみれ

4 1939 山本 莉愛(2) 尾間木 DNS 5 4619 杉田 菫(2) 与野西 DNS
こみね ゆな

7 1945 小峰 侑菜(2) 尾間木 DNS

3組 (風:+0.5) 4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
ふくしま うみ ささき ちひろ

1 4 2118 福島 羽海(2) 大宮南 13.92 1 6 1908 佐々木 ちひろ(1) 尾間木 14.16
きむら かのん びるまち さち

2 3 4518 木村 奏音(2) 与野東 14.45 2 3 1707 美畄町 咲智(2) 上大久保 14.38
きむら ほのか かどわき あいり

3 6 4803 木村 穂香(2) 八王子 14.91 3 4 302 門脇 愛梨(1) 木崎 14.69
たけうち きこ さいとう かのん

4 5 5305 竹内 季子(2) 城北 15.18 4 7 1857 齋藤 夏音(1) 内谷 15.27
しばた そら しょう のかん

5 2 1904 柴田 そら(1) 尾間木 15.25 5 2 6672 章 之晗(1) 明の星 15.79
おおうち りさこ さいとう みさき

6 8 1724 大内 りさ子(1) 上大久保 15.34 6 8 5311 齋藤 美咲(2) 城北 16.09
はつた あやか ひらやま みすず

7 7 104 初田 彩夏(2) 岸 15.95 7 1 2616 平山 美涼(1) 日進 16.14
しみず るあ やまもと みゆり

8 1 440 清水 琉愛(1) 原山 17.48 5 1431 山本 美侑里(2) 大谷口 DNS

5組 (風:+1.6) 6組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
すみもと あん おりはら あや

1 6 832 炭本 杏(2) 白幡 14.22 1 5 4003 折原 綾(2) 第二東 14.27
もとやま まなみ さとう ゆうな

2 4 6123 元山 茉奈美(1) 埼大附属 14.74 2 4 4907 佐藤 優奈(2) 岩槻 14.47
さわだ りの さとう はるか

3 3 1848 澤田 莉乃(1) 内谷 14.92 3 6 2463 佐藤 暖華(1) 三橋 14.56
おだ なつこ こばやし まりあ

4 7 2612 小田 夏子(1) 日進 15.16 4 3 1912 小林 真璃亜(1) 尾間木 14.60
たまい なな はんだ まなみ

5 5 1950 玉井 七渚(2) 尾間木 15.24 5 8 6671 半田 真奈美(1) 明の星 14.91
おおはし こはる しもじ あおい

6 8 1605 大橋 香春(1) 三室 15.46 6 7 3225 下地 葵(2) 片柳 15.61
うぬま ひなの よしなが かのん

1 5313 鵜沼 姫奈乃(1) 城北 DNS 7 2 111 吉永 叶音(1) 岸 15.89
ふくなが ひなの ささもと まな

2 305 福永 日菜乃(1) 木崎 DNS 1 3422 笹本 眞名(2) 大宮西 DNS

凡例  =GR:大会タイ記録 DNS:欠場 D:同着



中学女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.88     吉牟田　佳奈(埼玉・常盤)              2002 8月26日 14:45 決　勝

予　選　35組0着＋8

7組 (風:-0.8) 8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
こまざき たくみ わたなべ ふうみ

1 3 1840 駒崎 巧(2) 内谷 13.93 1 6 2806 渡辺 楓美(2) 植竹 13.70
いがり みなみ うと あんり

2 4 301 猪狩 みなみ(1) 木崎 14.16 2 4 1221 宇都 杏莉(1) 大谷場 14.42
たむら みのり まつもと みれい

3 5 1938 田村 美遥(2) 尾間木 14.69 3 3 1430 松本 美玲(2) 大谷口 14.66
のぐち みはや さの まみあ

4 6 527 野口 美颯(1) 本太 14.81 4 1 3333 佐野 真美彩(1) 春里 15.59
とみた きさき こじま ゆづき

5 7 4626 富田 妃(2) 与野西 14.93 5 8 5304 小島 優月(2) 城北 15.72
さとう きっか さとう たえ

6 8 4005 佐藤 葵果(2) 第二東 15.80 6 2 733 佐藤 紗(1) 南浦和 16.36
せのう はるな ほんだ ひより

7 1 6121 瀬能 遼名(1) 埼大附属 16.32 5 2126 本田 陽愛(1) 大宮南 DNS
しんじょう ひなこ いとう はるか

8 2 4830 新城 日向子(1) 八王子 17.55 7 1936 伊藤 春香(2) 尾間木 DNS

9組 (風:+2.5) 10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
ぜにや まのか たちばな もも

1 6 101 銭谷 茉乃香(2) 岸 13.09 q 1 3 427 橘 もも(2) 原山 13.43 q
きたはま みな とくなが のどか

2 5 5303 北濱 未奈(2) 城北 14.23 2 6 523 徳永 和(1) 本太 14.24
たてだ もか どい みさき

3 3 304 舘田 木香(1) 木崎 14.37 3 5 2300 土井 美咲(1) 桜木 14.67
あべ えりか わたなべ はるか

4 4 2327 阿部 愛里香(2) 桜木 14.87 4 1 1716 渡邊 晴日(1) 上大久保 14.89
あきもと みさき くりやま はるか

5 8 3221 秋本 美咲(2) 片柳 15.02 5 4 730 栗山 遥(1) 南浦和 15.04
おおさか ゆうな かみやま ももか

6 7 4915 大坂 侑奈(1) 岩槻 15.69 6 7 1907 神山 桃華(1) 尾間木 15.21
いざわ みか あいざわ りな

7 2 6118 伊澤 未香(1) 埼大附属 15.91 7 2 300 藍澤 里和(1) 木崎 15.70
おおすぎ みお

8 8 4010 大杉 南織(1) 第二東 15.87

11組 (風:+0.6) 12組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ふじい はるな おかだ もえか

1 4 2603 藤井 晴菜(2) 日進 13.90 1 3 4806 岡田 萌花(2) 八王子 13.97
かわい りのあ おかもと まお

2 3 406 河合 莉乃愛(1) 原山 14.62 2 5 2325 岡本 真旺(2) 桜木 14.10
かねた ななみ ごとう あみ

3 6 1855 金田 七海(1) 内谷 14.93 3 4 6676 後藤 亜未(3) 明の星 14.50
かわべ はづき えばた ここね

4 5 1901 川邉 映月(1) 尾間木 15.54 4 6 663 江幡 心寧(1) 東浦和 15.01
おおつか ゆづき いべ まなか

5 8 1708 大塚 悠月(2) 上大久保 15.56 5 1 2509 井部 愛果(1) 大成 15.64
おかだ れいな すえなが まりこ

6 7 828 岡田 玲奈(2) 白幡 15.76 6 8 105 末永 磨璃子(2) 岸 15.78
すずき こはな いとが あやか

7 1 2809 鈴木 胡花(1) 植竹 16.21 7 2 5312 糸賀 彩夏(2) 城北 16.01
あきよし みゆ あいかわ ひなこ

8 2 606 秋好 美優(2) 東浦和 17.04 7 6133 相川 日向子(2) 埼大附属 DNS

凡例  =GR:大会タイ記録 DNS:欠場 D:同着



中学女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.88     吉牟田　佳奈(埼玉・常盤)              2002 8月26日 14:45 決　勝

予　選　35組0着＋8

13組 (風:+2.1) 14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
やまざき かりん やまぐち そら

1 4 5308 山崎 可林(2) 城北 14.03 1 5 1933 山口 天(3) 尾間木 13.38 q
すだ ののか やまざき えりん

2 6 368 須田 ののか(2) 木崎 14.10 2 3 5307 山崎 瑛林(2) 城北 14.59
たぐち りお しまだ ひかる

3 5 805 田口 璃音(1) 白幡 14.56 3 2 4629 隝田 光(1) 与野西 14.99 D
あんざい あゆみ かわい りん

4 7 2610 安西 歩実(1) 日進 14.84 3 4 5211 川井 凜(1) 慈恩寺 14.99 D
さそう みさき おばら ゆきえ

5 3 4529 哘 光咲(2) 与野東 14.89 5 6 107 小原 幸恵(1) 岸 15.32
こうづか ひろか さとう あやな

6 8 966 高塚 博華(2) 大原 16.03 6 7 1441 佐藤 彩樹(1) 大谷口 15.37
おばら ゆり ふくおか りの

7 1 3329 小原 由梨(2) 春里 16.76 7 8 3702 福岡 梨乃(1) 宮前 15.94
ともべ なごみ

2 3201 友部 和心(1) 片柳 DNS

15組 (風:+1.6) 16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
わたなべ みずき せき しおり

1 4 4622 渡辺 瑞希(2) 与野西 13.73 1 5 605 関 史織(2) 東浦和 13.52
ふるかわ こなつ わたなべ ゆさ

2 3 200 古川 小夏(1) 常盤 14.05 2 3 2465 渡部 夢咲(1) 三橋 14.10
ｶﾄｳ ｸﾙﾐ やまかわ ほのか

3 6 4724 加藤 来実(2) 与野南 14.80 3 6 4623 山川 穂華(2) 与野西 14.24
やまもと あやみ よしざわ りさ

4 2 2737 山本 彩実(1) 宮原 15.26 4 4 525 吉澤 里咲(1) 本太 14.52
あべ こはく やまぐち ゆうき

5 8 4012 阿部 湖珀(1) 第二東 15.30 5 2 5203 山口 優希(3) 慈恩寺 14.87
あべ わこ まえの くるみ

6 7 1906 阿部 和胡(1) 尾間木 15.68 6 7 1909 前野 来実(1) 尾間木 15.23
あきもと まどか ながせ あずみ

7 1 2460 秋元 まどか(1) 三橋 16.12 7 8 3705 永瀬 愛純(1) 宮前 15.35
ふくだ ひなた なかはら まお

5 4911 福田 ひなた(1) 岩槻 DNS 1 2615 中原 真櫻(1) 日進 DNS

17組 (風:+1.4) 18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
さとう りりか ささき ゆら

1 6 4531 佐藤 凜々香(2) 与野東 13.81 1 6 434 佐々木 優心(2) 原山 13.73
そのだ かずは やました りせ

2 3 2739 園田 和遥(1) 宮原 14.25 2 5 1453 山下 莉世(1) 大谷口 14.42
くずみ まこ たきしま あやみ

3 5 3223 久住 茉子(2) 片柳 14.58 3 4 2716 滝島 彩美(2) 宮原 14.49
てらだ まり あきば ひなた

4 4 6675 寺田 真理(3) 明の星 14.97 4 3 1220 秋葉 ひなた(1) 大谷場 14.88
のむら みさき たかはし りお

5 7 3700 野村 美咲(1) 宮前 15.16 5 7 1903 髙橋 凜央(1) 尾間木 15.33
ほんま ももか つぶらや このか

6 2 913 本間 百花(1) 大原 16.24 6 2 2614 円谷 好花(1) 日進 16.55
たかはし まお おおくぼ まき

7 1 2613 高橋 茉央(1) 日進 16.28 1 2803 大久保 槙(2) 植竹 DNS
おざわ のどか かわもと ここな

8 4400 小澤 和花(1) 春野 DNS 8 1851 川本 心菜(1) 内谷 DNS

凡例  =GR:大会タイ記録 DNS:欠場 D:同着



中学女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.88     吉牟田　佳奈(埼玉・常盤)              2002 8月26日 14:45 決　勝

予　選　35組0着＋8

19組 (風:+0.8) 20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
はせがわ ふみな あきやま れな

1 6 103 長谷川 史奈(2) 岸 13.86 1 5 960 秋山 玲奈(2) 大原 13.82
くまざき ゆうか たかはし りな

2 3 2801 熊崎 友香(2) 植竹 14.33 2 4 4533 高橋 里奈(2) 与野東 14.51
まつもと めぐみ もりた あや

3 4 3421 松本 愛未(2) 大宮西 14.63 3 2 1227 森田 愛彩(1) 大谷場 14.68
かわた ひなの やまもと なお

4 2 6136 川田 妃奈乃(2) 埼大附属 15.11 4 6 6124 山本 直央(1) 埼大附属 15.00
かわかみ みく なりさわ あみ

5 8 3710 川上 未来(2) 宮前 15.18 5 8 4621 成澤 亜美(2) 与野西 15.52
ねぎし なのか やなぎだ さやは

6 5 742 根岸 夏乃香(2) 南浦和 15.37 6 1 5531 柳田 彩羽(1) 柏陽 15.98
ましこ なぎさ かみや ことわ

7 7 803 増子 渚紗(1) 白幡 15.58 3 202 神谷 琴和(1) 常盤 DNS
きのした かのん たかした あいる

8 1 432 木下 花音(2) 原山 16.14 7 1850 竹下 亜依流(1) 内谷 DNS

21組 (風:+2.0) 22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
しみず さくらの ひろわたり うらん

1 4 2124 清水 桜乃(1) 大宮南 14.00 1 3 1843 廣渡 うらん(2) 内谷 13.42 q
みやざわ ひかる さいとう りな

2 5 4804 宮澤 ひかる(2) 八王子 14.18 2 6 5306 斉藤 里奈(2) 城北 14.02
さとう まりん ふなつ みはる

3 3 4530 佐藤 茉倫(2) 与野東 14.20 3 5 732 舩津 美晴(1) 南浦和 14.31
かみむら ひかり うちはし れな

4 6 431 上村 ひかり(2) 原山 14.73 4 4 804 内橋 怜那(1) 白幡 14.73
すえおか こころ さいとう みう

5 8 2503 末岡 こころ(2) 大成 15.56 5 7 1703 斉藤 美海(2) 上大久保 15.28
ふかがわ ちかほ くらもち ゆい

6 2 109 深川 慶保(1) 岸 16.25 6 8 5532 倉持 佑衣(1) 柏陽 15.43
くらもち ゆりか やまぐち ゆら

7 1 1715 倉持 友梨香(1) 上大久保 16.34 7 2 3202 山口 悠来(1) 片柳 15.50
あらい ななみ せがわ ひより

7 2461 荒井 菜々美(1) 三橋 DNS 8 1 903 瀬川 日和(1) 大原 15.59

23組 (風:+1.4) 24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
さいじょう もね たかはし ほのみ

1 3 1844 西條 百音(2) 内谷 13.03 q 1 3 521 髙橋 歩実(2) 本太 14.00
ほんだ ひより すずき あいみ

2 6 3331 本多 陽和(2) 春里 14.57 2 4 4912 鈴木 亜衣桜(1) 岩槻 14.31
すぎはら ひなた ゆみなもち りこ

3 5 108 杉原 ひなた(1) 岸 14.99 3 6 1622 弓納持 梨子(2) 三室 14.65
かとう みいふ ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻｷ

4 7 1905 加藤 未衣芙(1) 尾間木 15.15 4 7 4734 松本 美咲(1) 与野南 15.04
さかきばら みゆい かいほく ののか

5 4 402 榊原 美結(1) 原山 15.55 5 8 4552 海北 ののか(1) 与野東 15.37
とみたか あやか はやし ななみ

6 2 2807 冨高 彩馨(2) 植竹 15.69 6 1 3227 林 那奈美(2) 片柳 16.33
なかがわ さあや たかだ さくら

7 8 610 中川 紗綾(2) 東浦和 16.27 7 2 5505 高田 さくら(2) 柏陽 16.98
わたり ここみ

5 370 亘 心美(2) 木崎 DNS

凡例  =GR:大会タイ記録 DNS:欠場 D:同着



中学女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.88     吉牟田　佳奈(埼玉・常盤)              2002 8月26日 14:45 決　勝

予　選　35組0着＋8

25組 (風:+1.5) 26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
こばやし とうこ とみい みゆ

1 5 425 小林 瞳子(2) 原山 13.87 1 3 1723 富井 美優(1) 上大久保 13.92
めら あやの ちかもと ひなの

2 6 306 目良 彩乃(1) 木崎 13.93 2 6 1621 近本 ひなの(2) 三室 13.96
あきもと むつみ やまもと ひな

3 4 1626 秋本 睦実(2) 三室 14.70 3 5 951 山本 陽菜(2) 大原 14.62
かわな ゆえ わたなべ まい

4 1 806 川奈 優恵(1) 白幡 14.83 4 8 2506 渡辺 舞(1) 大成 15.13
みなみ あやか おおたけ はるの

5 8 223 南 彩香(2) 常盤 14.93 5 7 4313 大竹 悠乃(2) 土呂 15.27
にしだ たまき おおしょうじ ゆずか

6 3 2120 西田 環(2) 大宮南 15.09 6 1 363 大庄司 柚花(2) 木崎 15.31
ながい りこ おか ゆうり

7 7 2810 永井 里呼(1) 植竹 15.70 7 2 420 岡 優里(1) 原山 15.61
やまもと あかね いがらし あやの

8 2 4557 山本 茜(1) 与野東 16.05 4 4201 五十嵐 彩乃(1) 大宮八幡 DNS

27組 (風:+1.0) 28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
のぶさわ まひろ きた ゆきほ

1 3 6117 信澤 眞優(1) 埼大附属 14.26 1 6 1805 北 結希穂(3) 内谷 12.93 q
たにぐち もも あんどう ゆり

2 5 1852 谷口 もも(1) 内谷 14.37 2 4 2304 安藤 優里(1) 桜木 14.37
しばさき すずか やまだ るか

3 4 3224 芝﨑 涼香(2) 片柳 14.63 3 5 5215 山田 瑠華(2) 慈恩寺 14.53
にひら もね すぎもと ことね

4 8 3703 仁平 百音(1) 宮前 15.00 4 7 3226 杉本 琴音(2) 片柳 15.16
おしだ こはる のもと ゆい

5 7 4551 押田 小春(1) 与野東 15.24 5 3 1710 野本 結衣(2) 上大久保 15.47
しおざわ さくら ひらべ りな

6 6 746 塩澤 さくら(2) 南浦和 15.27 6 8 904 平部 莉奈(1) 大原 15.97
たなか さや しみず かれん

7 1 1224 田中 咲彩(1) 大谷場 15.80 7 2 5317 清水 楓恋(1) 城北 16.35
くらもち いおり

8 2 419 倉持 伊織(1) 原山 16.37

29組 (風:+1.7) 30組 (風:+2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
まつざわ あかり こすげ なぎ

1 4 4630 松澤 星(1) 与野西 13.64 1 3 367 小菅 凪(2) 木崎 13.83
たんの かりん おの しおり

2 3 423 丹野 夏鈴(2) 原山 13.67 2 5 411 小野 史織(1) 原山 13.99
あべ うてな のざわ みう

3 5 1623 阿部 羽天奈(2) 三室 14.13 3 4 2812 野沢 美羽(1) 植竹 14.34
あんどう もも たにざき りり

4 6 2326 安藤 桃(2) 桜木 14.56 4 6 731 谷崎 莉々(1) 南浦和 14.59
こやま りん すのはら ひなみ

5 8 4553 小山 凜(1) 与野東 15.11 5 7 113 春原 日向美(1) 岸 15.45
ふくだ みゆき やまもと りこ

6 7 2808 福田 美幸(1) 植竹 15.44 6 2 5309 山本 莉皓(2) 城北 15.72
おぎた みずき かのう ななみ

7 1 5212 荻田 瑞姫(1) 慈恩寺 15.76 7 1 1717 加納 菜々美(1) 上大久保 16.44
ひがしやま あゆ みやざき かすみ

8 2 224 東山 歩侑(2) 常盤 16.79 8 1443 宮﨑 花寿美(1) 大谷口 DNS

凡例  =GR:大会タイ記録 DNS:欠場 D:同着



中学女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.88     吉牟田　佳奈(埼玉・常盤)              2002 8月26日 14:45 決　勝

予　選　35組0着＋8

31組 (風:+0.5) 32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
ほりこし よしの かわかみ まゆ

1 4 3716 堀越 芳乃(2) 宮前 13.14 q 1 6 2302 河上 愛結(1) 桜木 14.08
きくの たから たうえ さとこ

2 6 829 菊野 たから(2) 白幡 14.55 2 4 833 田植 智子(2) 白幡 14.15
きたぐち かお さとう あいか

3 7 366 北口 歌桜(2) 木崎 14.69 3 3 5533 佐藤 愛奏(1) 柏陽 14.59
みょうどう あやね よしだ すず

4 5 4805 明堂 彩音(2) 八王子 15.03 4 8 203 吉田 鈴(1) 常盤 14.93
とみた なるみ かたぎり はるか

5 3 1603 富田 成実(1) 三室 15.07 5 5 5214 片桐 遥海(2) 慈恩寺 15.00
にしの はるか とうかい まひろ

6 8 1442 西野 遥香(1) 大谷口 15.79 6 7 1225 東海 愛優(1) 大谷場 15.28
ふたむら ひまり とべ みづき

7 2 439 二村 陽莉(1) 原山 16.29 7 1 2735 戸邉 光月(1) 宮原 16.56
うちだ あやか

8 2 3704 内田 彩佳(1) 宮前 16.60

33組 (風:+1.9) 34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
もうり ゆな たきざわ なぎさ

1 4 3228 毛利 優奈(2) 片柳 13.98 1 5 1625 瀧澤 凪砂(2) 三室 14.00
もりや りん さなだ みお

2 5 307 守屋 凜(1) 木崎 14.48 2 3 303 真田 美桜(1) 木崎 14.31
まつなが まりな しまだ なつき

3 6 2123 松永 真里奈(1) 大宮南 14.66 3 4 2464 島田 夏希(1) 三橋 14.56
たけうち あきこ おおつか あやみ

4 8 3330 竹内 晶子(2) 春里 15.45 4 6 518 大塚 彩未(2) 本太 14.95
さいとう こころ わたなべ のどか

5 7 744 斉藤 心(2) 南浦和 15.98 5 8 1718 渡邊 暖日(1) 上大久保 15.17
かいば りん しか かりん

1 112 飼馬 凛(1) 岸 DNS 6 7 1849 鹿 香凜(1) 内谷 15.46
なかやま じゅりか うちの まいか

2 603 中山 珠香(2) 東浦和 DNS 7 2 110 内野 舞香(1) 岸 16.46
いとう あおい いしだ りお

3 201 伊藤 碧生(1) 常盤 DNS 1 604 石田 莉緒(2) 東浦和 DNS

35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
たけうち ゆな

1 4 4431 竹内 優夏(2) 春野 13.89
こすぎ ともみ

2 3 5315 小杉 友美(1) 城北 14.25
ふくだ あみ

3 5 957 福田 亜実(2) 大原 14.66
よしむら ほのか

4 6 436 吉村 帆夏(1) 原山 14.81
いのうえ さき

5 8 1911 井上 咲妃(1) 尾間木 15.50
いとう まい

6 7 1447 伊藤 舞(1) 大谷口 15.55
うらつか ひな

7 2 5536 浦塚 姫夏(1) 柏陽 16.34
きくち みゆ

8 1 1719 菊池 美優(1) 上大久保 16.97

凡例  =GR:大会タイ記録 DNS:欠場 D:同着



中学女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.88     吉牟田　佳奈(埼玉・常盤)              2002 8月26日 14:45 決　勝

決　勝　

(風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
えどわーど えいみ

1 3 1215 エドワード 永美(2) 大谷場 12.88 =GR
やまぐち そら

2 8 1933 山口 天(3) 尾間木 13.21
さいじょう もね

3 6 1844 西條 百音(2) 内谷 13.23
ほりこし よしの

4 7 3716 堀越 芳乃(2) 宮前 13.24
ぜにや まのか

5 5 101 銭谷 茉乃香(2) 岸 13.33
ひろわたり うらん

6 2 1843 廣渡 うらん(2) 内谷 13.52
たちばな もも

7 1 427 橘 もも(2) 原山 13.65
きた ゆきほ

4 1805 北 結希穂(3) 内谷 DNS

凡例  =GR:大会タイ記録 DNS:欠場 D:同着



中学女子1500m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            4:48.28   諏訪　帆香(埼玉・宮前)                2014 8月26日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

こちや のどか ｶﾜﾊﾗ ﾓﾈ

1 19 3715 東風谷 のどか(2) 宮前 4:51.29 1 5 4730 河原 百音(1) 与野南 5:09.53
すずき あやな しのき ゆうか

2 15 520 鈴木 彩奈(2) 本太 4:55.27 2 11 1437 篠木 優香(2) 大谷口 5:12.86
とだ さくら さの あやか

3 1 955 戸田 さくら(2) 大原 4:55.83 3 18 2507 佐野 綾香(1) 大成 5:15.54
くろいわ すずか すぎやま けい

4 12 3712 黒岩 鈴香(2) 宮前 4:59.23 4 17 4554 椙山 恵衣(1) 与野東 5:17.05
わかばやし まこと こちや まどか

5 7 2804 若林 真琴(2) 植竹 5:02.73 5 6 3713 東風谷 まどか(2) 宮前 5:20.78
ほりえ たまき やまぎし ゆい

6 3 4206 堀江 珠生(2) 大宮八幡 5:05.62 6 10 1902 山岸 ゆい(1) 尾間木 5:21.67
やじま さえ おおわだ たまき

7 6 2710 矢嶋 彩恵(2) 宮原 5:06.33 7 9 2504 大和田 珠喜(2) 大成 5:21.79
すえなが はづき よしふじ まゆ

8 22 2602 末永 華乙(2) 日進 5:08.65 8 2 953 吉藤 万結(2) 大原 5:22.82
やすだ りお ほしの はすみ

9 23 4537 安田 莉緒(2) 与野東 5:09.14 9 22 3714 星野 羽澄(2) 宮前 5:23.28
かしわばら りの ｴｸﾞﾁ ｶﾅ

10 17 2811 柏原 梨乃(1) 植竹 5:18.17 10 1 4716 江口 佳那(2) 与野南 5:26.41
まつだ あきな よこた こはる

11 11 4802 松田 亜季奈(2) 八王子 5:19.74 11 15 1218 横田 瑚華(2) 大谷場 5:26.75
ふじた ももか おおば とわ

12 2 2119 藤田 桃香(2) 大宮南 5:20.31 12 4 660 大場 永遠(1) 東浦和 5:29.40
ながおか ゆりこ きたに れいか

13 18 2121 長岡 優理子(2) 大宮南 5:20.60 13 21 4314 木谷 怜花(2) 土呂 5:29.49
やまおか みき はまの みさき

14 5 2205 山岡 美貴(3) 大宮北 5:20.99 14 19 3711 濱野 美咲(2) 宮前 5:29.85
とりい ゆいな なかざわ ともか

15 9 4000 鳥居 結奈(2) 第二東 5:21.40 15 3 4801 中澤 有伽(2) 八王子 5:30.69
ほうまん ななみ いしい もね

16 16 741 宝満 七海(2) 南浦和 5:24.35 16 20 4517 石井 萌音(2) 与野東 5:35.91
いいづか るな たぐち かほ

17 21 2703 飯塚 月奈(2) 宮原 5:30.06 17 7 3334 田口 佳歩(1) 春里 5:36.50
いとう きょうか あらお ふみか

18 14 426 伊東 杏華(2) 原山 5:30.63 18 14 6134 荒尾 史佳(2) 埼大附属 5:37.03
おの はるね たかだ なつき

19 4 2416 小野 花音(2) 三橋 5:35.88 19 13 4532 髙田 夏希(2) 与野東 5:37.38
なかがわ ゆな かわち さおり

20 10 1217 中川 優菜(2) 大谷場 5:40.63 20 8 1842 河内 沙央理(2) 内谷 5:38.93
ﾏｷ ｲﾙｶ にしむら かなこ

21 8 4718 牧 依瑠香(2) 与野南 5:43.08 21 12 4535 西村 香南子(2) 与野東 5:50.31
えんどう ふたば いしい かのん

13 1940 遠藤 双葉(2) 尾間木 DNS 22 16 4906 石井 歌恩(2) 岩槻 5:51.87
ふくだ かなめ ももどり さやか

20 2500 福田 かなめ(3) 大成 DNS 23 23 4433 百鳥 咲弥果(2) 春野 5:59.63

凡例  DNS:欠場



中学女子1500m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            4:48.28   諏訪　帆香(埼玉・宮前)                2014 8月26日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

3組 4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

すずき ひろか たもり くるみ

1 13 4620 鈴木 明花(2) 与野西 5:24.17 1 11 3701 田森 胡桃(1) 宮前 5:31.48
おかべ ゆりな もりや はるな

2 21 4315 岡部 有里菜(2) 土呂 5:24.66 2 13 2510 森谷 陽菜(1) 大成 5:31.55
いまたに さとか こばやし るな

3 11 958 今谷 仁香(2) 大原 5:25.08 3 10 914 小林 瑠菜(1) 大原 5:32.90
ｲﾄｳ ﾊﾙｶ ふかい ゆうか

4 12 4729 伊藤 陽香(1) 与野南 5:35.48 4 20 6131 深井 優花(2) 埼大附属 5:37.58
あおやま ふみか あだち なつき

5 10 4516 青山 文香(2) 与野東 5:36.80 5 7 1854 安達 夏希(1) 内谷 5:40.04
さかぐち ゆいな こばやし あゆみ

6 9 830 坂口 由菜(2) 白幡 5:37.12 6 1 962 小林 歩実(2) 大原 5:44.03
みずたに まゆ おくだ あやの

7 5 4555 水谷 真優(1) 与野東 5:37.18 7 22 912 奥田 絢乃(1) 大原 5:45.02
ふじはら さんご もちづき りお

8 8 4307 藤原 三瑚(1) 土呂 5:38.35 8 21 2736 望月 璃央(1) 宮原 5:46.81
いけだ ももか あさくら ちなつ

9 19 404 池田 百花(1) 原山 5:38.57 9 19 1444 朝倉 千夏(1) 大谷口 5:50.96
はまの みづき かわぞえ せりか

10 17 3717 濱野 美月(2) 宮前 5:39.03 10 15 1859 河副 芹香(1) 内谷 5:55.55
とみおか ゆい いけだ りみ

11 4 1845 冨岡 優衣(2) 内谷 5:39.18 11 8 1858 池田 梨実(1) 内谷 5:59.24
おおたに あゆ やまもと このみ

12 18 2805 大谷 彩友(2) 植竹 5:40.52 12 12 4909 山本 好美(1) 岩槻 6:01.70
いしばし ともか ながさき まやか

13 16 954 石橋 知花(2) 大原 5:43.53 13 16 911 長崎 真也花(1) 大原 6:07.08
よねおか もえな ますもと そら

14 1 1446 米岡 萌恵菜(1) 大谷口 5:54.51 14 14 6139 増本 そら(2) 埼大附属 6:11.69
とりやま るり いしざか さえ

15 20 416 鳥山 瑠璃(1) 原山 5:55.62 15 2 405 石坂 彩恵(1) 原山 6:15.44
なかむら みく はだま とうこ

16 6 5534 中村 光来(1) 柏陽 5:56.79 16 17 6130 葉玉 桃子(2) 埼大附属 6:16.98
よしざわ ふみか こまつ めい

17 22 106 吉澤 史佳(1) 岸 5:59.18 17 9 909 小松 芽依(1) 大原 6:18.48
よしだ あやり さかもと ゆきの

18 7 410 吉田 彩里(1) 原山 5:59.18 18 18 418 坂本 結希乃(1) 原山 6:19.61
きくかわ ひらり くどう まこ

19 2 5219 菊川 ひらり(2) 慈恩寺 6:09.31 19 4 2732 工藤 茉子(1) 宮原 6:19.63
ふの ひめか ますだ なつみ

20 14 409 布野 姫夏(1) 原山 6:15.41 20 3 2731 増田 夏実(1) 宮原 6:19.75
みかみ ちひろ よしだ なお

3 422 三上 千尋(1) 原山 DNS 21 6 6141 吉田 奈桜(2) 埼大附属 6:21.30
やた まさき こぐれ まりぽ

15 430 矢田 雅姫(2) 原山 DNS 5 6119 木暮 まりぽ(1) 埼大附属 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子1500m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            4:48.28   諏訪　帆香(埼玉・宮前)                2014 8月26日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

くまがい かのか こちや のどか

1 15 524 熊谷 叶香(1) 本太 5:24.84 1 3715 東風谷 のどか(2) 宮前 4:51.29
うちやま ほのか すずき あやな

2 21 908 内山 陽華(1) 大原 5:28.56 2 520 鈴木 彩奈(2) 本太 4:55.27
なかじま あやか とだ さくら

3 8 2313 中島 彩華(2) 桜木 5:29.58 3 955 戸田 さくら(2) 大原 4:55.83
おおさか もね くろいわ すずか

4 9 2462 大坂 百嶺(1) 三橋 5:29.93 4 3712 黒岩 鈴香(2) 宮前 4:59.23
なかざわ ちか わかばやし まこと

5 22 802 中澤 知花(1) 白幡 5:31.09 5 2804 若林 真琴(2) 植竹 5:02.73
たかはし ありす ほりえ たまき

6 5 1602 髙橋 ありす(1) 三室 5:40.51 6 4206 堀江 珠生(2) 大宮八幡 5:05.62
ふなみず さくら やじま さえ

7 4 2410 船水 桜(2) 三橋 5:41.81 7 2710 矢嶋 彩恵(2) 宮原 5:06.33
いけだ あやみ すえなが はづき

8 14 1910 池田 彩実(1) 尾間木 5:44.26 8 2602 末永 華乙(2) 日進 5:08.65
わがつま かえで

9 7 221 我妻 奏英(2) 常盤 5:45.22
おかさと りな

10 2 225 岡里 りな(2) 常盤 5:46.80
なかばた あやか

11 11 901 中幡 綾香(1) 大原 5:47.14
ますだ あおい

12 13 2125 増田 葵(1) 大宮南 5:50.00
いしぜき まい

13 20 906 石関 麻衣(1) 大原 5:51.77
やなぎだ わかな

14 17 2330 柳田 若菜(2) 桜木 5:53.77
いいだ こはる

15 18 4832 飯田 心春(1) 八王子 5:57.00
おうみ かのん

16 19 4004 近江 叶望(2) 第二東 5:59.84
あんなか まなき

17 6 4009 安中 真葵(1) 第二東 6:20.06
もりした ゆき

18 1 4014 森下 雪(1) 第二東 6:20.18
かねもと さわ

19 10 4833 兼本 咲和(1) 八王子 6:34.14
かとう ことみ

3 365 加藤 琴美(2) 木崎 DNS
ほった わかな

12 4831 堀田 若菜(1) 八王子 DNS
あずまだ うらん

16 357 東田 羽蘭(2) 木崎 DNS
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記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組
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凡例  DNS:欠場



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 13:45 予　選
大会記録(GR)            14.62     池田　菜月(埼玉・木崎)                2011 8月26日 15:00 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 (風:+0.4) 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
たはら ひろこ やまもと ひなた

1 3 5301 田原 広子(3) 城北 15.32 q 1 3 2630 山本 陽海葵(3) 日進 16.12 q
きやま りな にしお ゆうこ

2 6 2601 帰山 莉奈(2) 日進 16.44 q 2 6 4430 西尾 悠子(2) 春野 16.67 q
きたじま もえ ないとう ひめか

3 1 429 北島 萌(2) 原山 17.49 3 4 4624 内藤 妃香(2) 与野西 17.34 q
こやま かえで たかはし つぐみ

4 4 952 小山 楓(2) 大原 17.83 4 8 1942 髙橋 倫実(2) 尾間木 19.08
かのう ひなこ うえの ななみ

5 7 6682 金野 日菜子(2) 明の星 19.96 5 5 959 上野 七海(2) 大原 19.44
はすみ ありーな きたはら あいこ

6 5 1704 蓮見 アリーナ(2) 上大久保 20.31 6 1 1721 北原 愛子(1) 上大久保 21.44
こやま ももか さとう ひなた

2 2734 小山 桃花(1) 宮原 DNS 7 7 831 佐藤 日奈多(2) 白幡 22.60
たむら まな あじろ ゆうか

8 1946 田村 茉那(2) 尾間木 DNS 2 1600 網代 結花(1) 三室 DNS

3組 (風:+1.6) 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
たむら まゆ えざわ ひとみ

1 5 2505 田村 真優(1) 大成 16.16 q 1 6 961 江澤 仁美(2) 大原 16.09 q
こてがわ あやな たかせ きりあ

2 6 519 小手川 彩菜(2) 本太 17.34 2 3 4616 髙瀬 希莉亜(3) 与野西 16.75 q
きむら みのり ふかせ なごみ

3 4 4617 木村 美乃里(2) 与野西 17.76 3 4 1705 深瀬 和(2) 上大久保 18.25
みぞぶち ゆめこ ながた はね

4 7 2210 溝渕 結芽子(2) 大宮北 19.08 4 5 435 永田 羽音(2) 原山 19.24
しょうじ きよら ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ

5 2 1601 庄司 清流(1) 三室 20.25 5 7 4717 齋藤 彩加(2) 与野南 20.61
ましま さい ふじた なつみ

6 3 1941 真島 菜(2) 尾間木 20.51 6 1 827 藤田 菜摘(2) 白幡 21.49
こじま ひめか しもだ ありさ

7 1 1714 小島 姫香(1) 上大久保 20.95 2 1604 下田 有紗(1) 三室 DNS
たかはし ひな うえの しおり

8 8 1720 髙橋 ひな(1) 上大久保 21.03 8 4011 上野 詩織(1) 第二東 DQ,T7

決　勝　

(風:+2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
たはら ひろこ

1 3 5301 田原 広子(3) 城北 15.56
えざわ ひとみ

2 5 961 江澤 仁美(2) 大原 15.78
たむら まゆ

3 6 2505 田村 真優(1) 大成 16.12
やまもと ひなた

4 4 2630 山本 陽海葵(3) 日進 16.28
きやま りな

5 7 2601 帰山 莉奈(2) 日進 16.47
たかせ きりあ

6 1 4616 髙瀬 希莉亜(3) 与野西 16.63
にしお ゆうこ

7 2 4430 西尾 悠子(2) 春野 16.91
ないとう ひめか

8 8 4624 内藤 妃香(2) 与野西 17.72

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T7:(R168-7)ハードル外を通過



中学女子4X100mR
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 08:55 予　選
大会記録(GR)            50.46     (埼玉・大原)                          2007 8月26日 16:25 決　勝

予　選　4組0着＋8

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

1 7 大谷場 1221 宇都 杏莉(1) うと あんり 54.53 1 4 内谷 1852 谷口 もも(1) たにぐち もも 52.80
1216 戸田 みずき(2) とだ みずき q 1844 西條 百音(2) さいじょう もね q
1227 森田 愛彩(1) もりた あや 1843 廣渡 うらん(2) ひろわたり うらん

1215 エドワード 永美(2) えどわーど えいみ 1840 駒崎 巧(2) こまざき たくみ

2 5 春野 4433 百鳥 咲弥果(2) ももどり さやか 55.56 2 6 岸 104 初田 彩夏(2) はつた あやか 55.59
4431 竹内 優夏(2) たけうち ゆな 102 棚橋 さら(2) たなはし さら

4432 五十嵐 爽香(2) いがらし さやか 103 長谷川 史奈(2) はせがわ ふみな

4430 西尾 悠子(2) にしお ゆうこ 101 銭谷 茉乃香(2) ぜにや まのか

3 2 大谷口 1430 松本 美玲(2) まつもと みれい 55.73 3 7 本太 519 小手川 彩菜(2) こてがわ あやな 55.84
1437 篠木 優香(2) しのき ゆうか 521 髙橋 歩実(2) たかはし ほのみ

1434 矢作 すず(2) やはぎ すず 520 鈴木 彩奈(2) すずき あやな

1428 垂井 ゆきの(2) たるい ゆきの 518 大塚 彩未(2) おおつか あやみ

4 6 与野南 4724 加藤 来実(2) ｶﾄｳ ｸﾙﾐ 55.77 4 5 埼大附属 6123 元山 茉奈美(1) もとやま まなみ 55.89
4723 大川 璃子(2) ｵｵｶﾜ ﾘｺ 6138 佐藤 舞佳(2) さとう まいか

4716 江口 佳那(2) ｴｸﾞﾁ ｶﾅ 6124 山本 直央(1) やまもと なお

4717 齋藤 彩加(2) ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ 6117 信澤 眞優(1) のぶさわ まひろ

5 8 白幡 805 田口 璃音(1) たぐち りお 56.17 5 3 桜木 2327 阿部 愛里香(2) あべ えりか 55.96
833 田植 智子(2) たうえ さとこ 2302 河上 愛結(1) かわかみ まゆ

829 菊野 たから(2) きくの たから 2313 中島 彩華(2) なかじま あやか

832 炭本 杏(2) すみもと あん 2304 安藤 優里(1) あんどう ゆり

6 4 宮前 3700 野村 美咲(1) のむら みさき 59.03 6 2 三橋 2417 野中 翔帆(2) のなか しょうほ 56.64
3716 堀越 芳乃(2) ほりこし よしの 2418 森 千夏(2) もり ちなつ
3705 永瀬 愛純(1) ながせ あずみ 2463 佐藤 暖華(1) さとう はるか

3703 仁平 百音(1) にひら もね 2465 渡部 夢咲(1) わたなべ ゆさ

7 3 明の星 6682 金野 日菜子(2) かのう ひなこ 59.92 8 大宮西 3400 関口 優香(1) せきぐち ゆか DQ,R3

6685 里村 真奈(1) さとむら まな 3422 笹本 眞名(2) ささもと まな

6672 章 之晗(1) しょう のかん 3423 山口 結夢(2) やまぐち ゆめ

6671 半田 真奈美(1) はんだ まなみ 3421 松本 愛未(2) まつもと めぐみ

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

1 7 木崎 368 須田 ののか(2) すだ ののか 54.29 1 3 原山 425 小林 瞳子(2) こばやし とうこ 52.39
367 小菅 凪(2) こすげ なぎ q 427 橘 もも(2) たちばな もも q
301 猪狩 みなみ(1) いがり みなみ 434 佐々木 優心(2) ささき ゆら
306 目良 彩乃(1) めら あやの 423 丹野 夏鈴(2) たんの かりん

2 8 尾間木 1908 佐々木 ちひろ(1) ささき ちひろ 54.88 2 5 大原 960 秋山 玲奈(2) あきやま れな 54.44
1949 大竹 陽咲(2) おおたけ ひさき q 963 斉藤 千咲(2) さいとう ちさき q
1938 田村 美遥(2) たむら みのり 915 村越 京(1) むらこし みやこ

1939 山本 莉愛(2) やまもと りあ 961 江澤 仁美(2) えざわ ひとみ

3 6 城北 5307 山崎 瑛林(2) やまざき えりん 55.88 3 8 日進 2611 岡田 美里(1) おかだ みさと 54.69
5315 小杉 友美(1) こすぎ ともみ 2601 帰山 莉奈(2) きやま りな q
5303 北濱 未奈(2) きたはま みな 2603 藤井 晴菜(2) ふじい はるな

5308 山崎 可林(2) やまざき かりん 2602 末永 華乙(2) すえなが はづき

4 5 片柳 3226 杉本 琴音(2) すぎもと ことね 56.94 4 7 与野東 4531 佐藤 凜々香(2) さとう りりか 54.97
3223 久住 茉子(2) くずみ まこ 4530 佐藤 茉倫(2) さとう まりん q
3224 芝﨑 涼香(2) しばさき すずか 4518 木村 奏音(2) きむら かのん

3228 毛利 優奈(2) もうり ゆな 4533 高橋 里奈(2) たかはし りな

5 3 南浦和 731 谷崎 莉々(1) たにざき りり 57.52 5 2 大宮南 2123 松永 真里奈(1) まつなが まりな 55.93
745 新谷 彩未(2) しんたに あみ 2124 清水 桜乃(1) しみず さくらの

732 舩津 美晴(1) ふなつ みはる 2120 西田 環(2) にしだ たまき

741 宝満 七海(2) ほうまん ななみ 2118 福島 羽海(2) ふくしま うみ

6 4 常盤 203 吉田 鈴(1) よしだ すず 59.38 6 6 第二東 4006 秦 彩乃(2) はた あやの 57.07
200 古川 小夏(1) ふるかわ こなつ 4003 折原 綾(2) おりはら あや

224 東山 歩侑(2) ひがしやま あゆ 4011 上野 詩織(1) うえの しおり

223 南 彩香(2) みなみ あやか 4000 鳥居 結奈(2) とりい ゆいな

7 4 上大久保 1721 北原 愛子(1) きたはら あいこ 59.12
1705 深瀬 和(2) ふかせ なごみ

1712 石塚 早絵(1) いしづか さえ

1723 富井 美優(1) とみい みゆ

凡例  DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学女子4X100mR
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 08:55 予　選
大会記録(GR)            50.46     (埼玉・大原)                          2007 8月26日 16:25 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 内谷 1852 谷口 もも(1) たにぐち もも 52.74
1844 西條 百音(2) さいじょう もね

1843 廣渡 うらん(2) ひろわたり うらん

1840 駒崎 巧(2) こまざき たくみ

2 4 原山 425 小林 瞳子(2) こばやし とうこ 52.76
427 橘 もも(2) たちばな もも

434 佐々木 優心(2) ささき ゆら
423 丹野 夏鈴(2) たんの かりん

3 7 大谷場 1221 宇都 杏莉(1) うと あんり 53.71
1216 戸田 みずき(2) とだ みずき
1227 森田 愛彩(1) もりた あや
1215 エドワード 永美(2) えどわーど えいみ

4 3 大原 960 秋山 玲奈(2) あきやま れな 53.75
963 斉藤 千咲(2) さいとう ちさき

915 村越 京(1) むらこし みやこ

961 江澤 仁美(2) えざわ ひとみ

5 8 日進 2611 岡田 美里(1) おかだ みさと 54.44
2601 帰山 莉奈(2) きやま りな
2603 藤井 晴菜(2) ふじい はるな

2602 末永 華乙(2) すえなが はづき

6 6 木崎 368 須田 ののか(2) すだ ののか 54.68
367 小菅 凪(2) こすげ なぎ
301 猪狩 みなみ(1) いがり みなみ

306 目良 彩乃(1) めら あやの
7 2 与野東 4531 佐藤 凜々香(2) さとう りりか 57.68

4530 佐藤 茉倫(2) さとう まりん

4518 木村 奏音(2) きむら かのん

4533 高橋 里奈(2) たかはし りな

1 尾間木 1908 佐々木 ちひろ(1) ささき ちひろ DQ,R2

1949 大竹 陽咲(2) おおたけ ひさき

1938 田村 美遥(2) たむら みのり

1939 山本 莉愛(2) やまもと りあ

凡例  DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学女子走高跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            1m55      野口　美香子(埼玉・日進)              2013 8月26日 12:00 決　勝

決　勝　

とさばやし まひろ － － － － － － － ○

1 26 4612 土佐林 真広(3) 与野西 × ○ ○ × ○ × × × 1m58 GR
たなはし さら － ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

2 22 102 棚橋 さら(2) 岸 1m43
たかいし ひとみ － － ○ ○ × × ×

3 23 4618 髙石 瞳(2) 与野西 1m35
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾒｲｺ － ○ × ○ ○ × × ×

4 17 4719 本島 芽衣子(2) 与野南 1m35
あかつ えみ － ○ ○ × ○ × × ×

5 25 428 赤津 笑美(2) 原山 1m35
おおき こはる ○ ○ × ○ × × ×

6 20 1944 大木 心陽(2) 尾間木 1m30
しんたに あみ ○ ○ × × ○ × × ×

7 4 745 新谷 彩未(2) 南浦和 1m30
まえさわ あずみ － ○ × × ○ × × ×

7 21 2604 前澤 杏美(2) 日進 1m30
かつむら ひな ○ × ○ × × ○ × × ×

9 10 1427 勝村 妃菜(2) 大谷口 1m30
やまぐち ももか ○ × ○ × × ○ × × ×

9 19 4538 山口 もも香(2) 与野東 1m30
ふじい ゆな ○ ○ × × ×

11 12 1947 藤井 由波(2) 尾間木 1m25
やまむら みなみ ○ ○ × × ×

11 14 1228 山村 みなみ(1) 大谷場 1m25
やまの きょうか × ○ ○ × × ×

13 11 905 山野 杏果(1) 大原 1m25
いがらし さやか × ○ ○ × × ×

13 24 4432 五十嵐 爽香(2) 春野 1m25
いわみ はるか ○ × × ○ × × ×

15 8 6683 岩見 春佳(3) 明の星 1m25
かさい かのん ○ × × ×

16 9 2600 葛西 華音(2) 日進 1m20
さとう ゆいは ○ × × ×

16 13 1223 佐藤 結葉(1) 大谷場 1m20
どうやま あみ ○ × × ×

16 16 4534 堂山 亜美(2) 与野東 1m20
おぜき ここ × ○ × × ×

19 6 2508 小関 湖子(1) 大成 1m20
のなか しょうほ × ○ × × ×

19 18 2417 野中 翔帆(2) 三橋 1m20
やまぐち ゆめ × × ○ × × ×

21 1 3423 山口 結夢(2) 大宮西 1m20
こじま あやか × × ×

2 407 小島 彩加(1) 原山 NM
ささき りの × × ×

3 438 佐々木 涼乃(1) 原山 NM
ほんだ りりか × × ×

5 3401 本田 莉々佳(1) 大宮西 NM
やはぎ すず r

7 1434 矢作 すず(2) 大谷口 NM
おおくま ましろ r

15 1948 大熊 真白(2) 尾間木 NM

1m40 1m43 1m46 1m49
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m25

1m55

1m30

1m58

1m35

1m61
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m20

1m52

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし



中学女子棒高跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            3m31      和田　沙也夏(埼玉・片柳)              2013 8月26日 10:00 決　勝

決　勝　

こやま ももか － － － － － － － －

1 3 2832 小山 桃花(3) 植竹 － ○ ○ ○ ○ × × × 3m00
あらい しほ － － － － － － － －

2 4 3200 新井 志歩(1) 片柳 ○ ○ × × × 2m70
ほそむら めい － － － － － － － －

3 1 4901 細村 芽生(3) 岩槻 ○ × ○ × × × 2m70
もとじま さき － － － － ○ ○ ○ × × ○

4 5 4904 本島 彩希(2) 岩槻 × × × 2m50
さくらい あやみ × ○ × × ×

5 2 2733 桜井 彩萌(1) 宮原 1m60

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60

2m60

1m80

2m70

2m00

2m80

2m10

2m90
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m20

3m00

2m30

3m10

2m40 2m50



中学女子走幅跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            5m33      佐藤　里帆(埼玉・大原)                2007 8月26日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

たなか わかは × 4m87 4m77 4m87 8 4m79 4m81 × 4m87
1 40 16 田中 若葉(2) 笹目 -0.5 +1.3 -0.5 +1.1 -0.2 -0.5

しながわ なつみ × × 4m80 4m80 7 4m81 4m82 × 4m82
2 37 902 品川 夏実(1) 大原 -0.2 -0.2 +1.1 +0.9 +0.9

まえの もえ × 4m40 4m53 4m53 3 4m73 × 4m64 4m73
3 39 4903 前野 萌衣(3) 岩槻 -0.2 +1.1 +1.1 +1.1 +1.6 +1.1

すずき まいか 4m43 4m50 4m68 4m68 6 × 4m41 4m40 4m68
4 34 907 鈴木 麻衣香(1) 大原 +1.0 +0.1 +0.7 +0.7 +1.4 +2.4 +0.7

さいとう ちさき 4m64 4m30 4m66 4m66 5 4m24 4m53 4m61 4m66
5 36 963 斉藤 千咲(2) 大原 +0.8 +0.1 +0.2 +0.2 -1.5 +0.8 +0.7 +0.2

わたなべ はるひ 4m50 × × 4m50 2 4m66 4m29 4m48 4m66
6 35 956 渡邉 春陽(2) 大原 +0.8 +0.8 +0.7 -0.2 -1.1 +0.7

さとう まいか × 4m46 4m62 4m62 4 4m36 4m38 4m49 4m62
7 38 6138 佐藤 舞佳(2) 埼大附属 -0.6 +1.2 +1.2 -1.1 +1.4 +1.2 +1.2

おおたけ ひさき × 4m37 4m48 4m48 1 4m30 4m47 4m58 4m58
8 32 1949 大竹 陽咲(2) 尾間木 +0.4 +0.6 +0.6 +0.9 +0.5 0.0 0.0

むらこし みやこ × 4m34 × 4m34 4m34
9 33 915 村越 京(1) 大原 +0.6 +0.6 +0.6

たるい ゆきの 4m28 4m13 3m99 4m28 4m28
10 31 1428 垂井 ゆきの(2) 大谷口 +1.1 +0.1 +1.2 +1.1 +1.1

わかつき さら 4m09 3m95 4m08 4m09 4m09
11 21 2303 若月 彩良(1) 桜木 +0.9 -2.0 +0.6 +0.9 +0.9

みやもと ひとみ × × 4m03 4m03 4m03
12 28 1709 宮本 瞳(2) 上大久保 +0.6 +0.6 +0.6

せきぐち ゆか 4m01 × 4m00 4m01 4m01
13 3 3400 関口 優香(1) 大宮西 +1.8 +1.5 +1.8 +1.8

にしだ れいな 4m00 3m95 × 4m00 4m00
14 29 2305 西田 礼菜(1) 桜木 +0.6 +0.6 +0.6 +0.6

おかだ みさと 4m00 3m72 3m62 4m00 4m00
15 24 2611 岡田 美里(1) 日進 +2.2 +0.6 +0.6 +2.2 +2.2

せりざわ るな 3m63 3m84 3m98 3m98 3m98
16 26 1426 芹澤 瑠菜(2) 大谷口 +1.9 +1.1 +0.5 +0.5 +0.5

ほしの あい 3m64 3m61 3m93 3m93 3m93
17 23 2617 星野 愛(1) 日進 +1.2 +0.4 +2.2 +2.2 +2.2

みずむら れみな 3m89 3m82 3m55 3m89 3m89
18 18 2301 水村 礼南(1) 桜木 +1.1 -0.3 +0.9 +1.1 +1.1

わたなべ なお 3m72 3m88 3m87 3m88 3m88
19 27 2412 渡邉 夏緒(2) 三橋 +1.2 +0.5 +0.4 +0.5 +0.5

はた あやの 3m87 × 3m81 3m87 3m87
20 30 4006 秦 彩乃(2) 第二東 +2.5 +1.2 +2.5 +2.5

たけだ はな × 3m84 3m85 3m85 3m85
21 19 1937 武田 英(2) 尾間木 +0.6 +0.9 +0.9 +0.9

まつもと あみ 3m84 3m25 3m68 3m84 3m84
22 8 1713 松本 有未(1) 上大久保 +0.3 +0.3 +1.2 +0.3 +0.3

とだ みずき 3m66 3m62 3m84 3m84 3m84
23 25 1216 戸田 みずき(2) 大谷場 +1.3 +0.9 +1.4 +1.4 +1.4

しぶや さき × 3m77 3m75 3m77 3m77
24 22 6140 渋谷 咲綺(2) 埼大附属 +0.8 +2.1 +0.8 +0.8

さとむら まな 3m58 2m55 3m72 3m72 3m72
25 1 6685 里村 真奈(1) 明の星 +1.5 -0.2 +1.2 +1.2 +1.2

みやざき ちなつ 3m70 3m46 3m62 3m70 3m70
26 15 4015 宮﨑 千夏(1) 第二東 +1.1 0.0 -0.9 +1.1 +1.1

よこぜき そら 3m69 3m48 3m43 3m69 3m69
27 17 1454 横関 空(1) 大谷口 +0.5 +0.7 -0.4 +0.5 +0.5

きた みずき 3m65 3m11 3m46 3m65 3m65
28 4 412 北 水晶(1) 原山 +1.4 +0.7 +1.2 +1.4 +1.4

こばやし さつき 3m65 3m20 3m38 3m65 3m65
29 20 5316 小林 咲月(1) 城北 +1.9 +0.2 +2.4 +1.9 +1.9

しまね きなつ 3m09 3m10 3m54 3m54 3m54
30 5 6120 嶋根 妃夏(1) 埼大附属 +1.4 +0.3 0.0 0.0 0.0

いのうえ みうる × 3m30 3m49 3m49 3m49
31 14 1445 井上 美潤(1) 大谷口 +0.6 -0.5 -0.5 -0.5

さかね きょう 3m46 3m36 3m10 3m46 3m46
32 2 2501 坂根 杏佳(2) 大成 +1.8 +0.7 +1.6 +1.8 +1.8

やすざき ともみ 3m44 3m28 3m41 3m44 3m44
33 16 1452 安﨑 朋美(1) 大谷口 +1.4 +0.5 +0.5 +1.4 +1.4

わたなべ れみ 3m39 2m96 3m39 3m39 3m39
34 10 1455 渡邊 玲海(1) 大谷口 +1.8 -0.3 +0.6 +1.8 +0.6

凡例  NM:記録なし



中学女子走幅跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            5m33      佐藤　里帆(埼玉・大原)                2007 8月26日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

さいとう あや 3m34 3m03 3m27 3m34 3m34
35 13 1222 齋藤 彩(1) 大谷場 +1.4 -0.1 +1.7 +1.4 +1.4

さいきょう こはく × 3m32 2m86 3m32 3m32
36 9 4628 西教 瑚白(1) 与野西 +0.1 +1.1 +0.1 +0.1

むらい ななみ 3m18 3m01 2m95 3m18 3m18
37 6 2605 村井 七海(2) 日進 +2.0 +0.6 -0.1 +2.0 +2.0

やまもと まりな × 3m09 × 3m09 3m09
38 7 6673 山本 真莉奈(1) 明の星 +0.3 +0.3 +0.3

よしはら なな × × 2m69 2m69 2m69
39 12 5318 吉原 奈々(1) 城北 +0.5 +0.5 +0.5

たに いくみ r
11 1438 谷 郁弥(2) 大谷口 NM

凡例  NM:記録なし



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            12m40     武内　夏実(埼玉・上大久保)            2011 8月26日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

かわむら ななみ

1 27 424 川村 菜々実(2) 原山 8m63 9m71 8m57 9m71 8 9m59 9m97 9m37 9m97
ｵｵｶﾜ ﾘｺ

2 25 4723 大川 璃子(2) 与野南 9m40 9m13 9m37 9m40 7 8m97 9m20 8m65 9m40
えんどう すみれ

3 24 433 遠藤 純麗(2) 原山 8m19 8m59 7m98 8m59 5 8m45 8m35 8m98 8m98
あべ さくらこ

4 26 2620 安部 さくら子(3) 日進 7m72 8m67 8m74 8m74 6 8m28 8m75 8m40 8m75
わだ めぐみ

5 23 1706 和田 萌(2) 上大久保 8m40 8m02 8m24 8m40 4 8m44 8m60 8m24 8m60
うしやま ひなの

6 18 1856 牛山 ひなの(1) 内谷 7m83 8m08 7m74 8m08 3 7m26 7m61 7m60 8m08
ゆさ なつみ

7 19 2329 遊佐 なつ美(2) 桜木 7m97 7m55 6m84 7m97 2 7m76 7m87 6m92 7m97
わたなべ みずき

8 20 2414 渡邉 心珠希(2) 三橋 7m73 7m28 7m68 7m73 1 7m69 7m70 6m94 7m73
あいざわ れいら

9 21 743 相澤 麗良(2) 南浦和 × 7m73 7m38 7m73 7m73
わかすき いずみ

10 2 6132 若杉 和泉(2) 埼大附属 6m85 7m14 6m09 7m14 7m14
こぐれ まなて

11 17 6137 木暮 まなて(2) 埼大附属 6m78 7m04 6m81 7m04 7m04
かじわら あん

12 14 1450 梶原 杏(1) 大谷口 6m82 6m84 × 6m84 6m84
すがわら なつみ

13 5 2707 菅原 捺美(2) 宮原 6m74 6m44 6m55 6m74 6m74
ぬまた さき

14 16 1449 沼田 咲希(1) 大谷口 6m26 6m12 6m62 6m62 6m62
いかり さくら

15 12 1439 錠 さくら(1) 大谷口 6m27 6m47 6m30 6m47 6m47
しろやま りりか

16 6 414 城山 莉々香(1) 原山 5m43 4m49 5m63 5m63 5m63
かわはた れいこ

17 7 421 川畑 怜子(1) 原山 5m21 5m45 5m59 5m59 5m59
はしぐち あん

18 9 1226 橋口 絢(1) 大谷場 5m52 5m11 5m19 5m52 5m52
やまだ あやか

19 13 2738 山田 絢香(1) 宮原 4m85 5m29 5m32 5m32 5m32
おがさわら さくら

20 4 437 小笠原 さくら(1) 原山 5m24 4m67 5m17 5m24 5m24
なか ゆみね

21 3 408 中 優未音(1) 原山 4m50 4m87 5m05 5m05 5m05
おのでら ふたば

22 8 1722 小野寺 二葉(1) 上大久保 × 5m00 4m36 5m00 5m00
てがら ほのか

23 11 1711 手柄 歩花(1) 上大久保 3m76 4m78 × 4m78 4m78
わたなべ ゆり

24 10 1229 渡邊 友梨(1) 大谷場 4m07 3m89 3m79 4m07 4m07
かたやま さき

1 364 片山 紗綺(2) 木崎 r NM
かわさき みゆ

15 1429 川﨑 美結(2) 大谷口 r NM
かたぎり ちひろ

22 1422 片桐 ちひろ(3) 大谷口 r NM

凡例  NM:記録なし



一般女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月26日 13:10 予　選
大会記録(GR)            12.36     花島　裕(埼玉・市立浦和高)            2002 8月26日 14:45 決　勝

予　選　3組0着＋8

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
うちだ ゆきの まつなが りな

1 3 1638 内田 雪乃(1) 浦和南高 13.37 q 1 6 1630 松永 莉奈(2) 浦和南高 13.38 q
まつもと りな ふくしま みう

2 4 1336 松本 莉奈(2) 岩槻商高 13.63 q 2 5 1866 福島 美羽(1) 与野高 13.52 q
あわや あやか ほそい みほ

3 5 1631 粟屋 采代(2) 浦和南高 14.02 3 4 45 細井 美穂(1) 熊谷女子高 13.63 q
まつもと ひまり おおや みゆき

4 6 2064 松本 向日葵(1) 明の星高 14.43 4 3 4012 大矢 美有紀(2) 浦和北高 14.24
たかはし さやか しおだ きょうか

5 2 1628 髙橋 さやか(1) 浦和南高 14.68 5 7 1844 塩田 響香(1) 岩槻高 14.96
かみや りな はが じゅんこ

6 7 1861 神谷 理名(2) 与野高 14.87 8 2060 芳賀 洵子(2) 明の星高 DNS
おのぎ あい

7 8 1680 小野木 愛(2) 大宮開成高 15.10

3組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
こやなぎ ななみ

1 6 1622 小柳 奈々美(1) 浦和南高 12.92 q
こんどう りんわ

2 4 4014 近藤 凜和(1) 浦和北高 13.46 q
こやま じゅり

3 7 1867 小山 珠里(1) 与野高 14.00 q
ふくもと なおみ

4 5 1845 福本 ナオミ(2) 岩槻高 14.39
まつもと あやか

5 8 1337 山口 彩花(2) 岩槻商高 14.58
よしかわ さゆり

6 3 2063 吉川 小百合(2) 明の星高 14.85

決　勝　

(風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
うちだ ゆきの

1 6 1638 内田 雪乃(1) 浦和南高 13.30
まつなが りな

2 4 1630 松永 莉奈(2) 浦和南高 13.33
こんどう りんわ

3 3 4014 近藤 凜和(1) 浦和北高 13.48
ふくしま みう

4 8 1866 福島 美羽(1) 与野高 13.54
まつもと りな

5 1 1336 松本 莉奈(2) 岩槻商高 13.62
ほそい みほ

6 7 45 細井 美穂(1) 熊谷女子高 13.76
こやま じゅり

7 2 1867 小山 珠里(1) 与野高 13.88
こやなぎ ななみ

5 1622 小柳 奈々美(1) 浦和南高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子1500m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            4:40.05   関根　聡美(埼玉・浦和一女高)          2004 8月26日 14:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
まつお ちえり

1 9 1627 松尾 知絵梨(2) 浦和南高 5:03.98
こばやし みなみ

2 5 1636 小林 美波(2) 浦和南高 5:09.20
こんどう りさ

3 13 1624 近藤 理沙(2) 浦和南高 5:12.89
やまぐち かんな

4 4 1846 山口 栞菜(2) 岩槻高 5:17.73
はた なつみ

5 6 4015 畑 菜摘(1) 浦和北高 5:23.93
えんどう ななこ

6 3 156 遠藤 那々子(1) 明の星高 5:36.37
まつど ななみ

7 8 4442 松戸 七海(1) 大宮ろう 6:03.17
やまぐち みゆ

8 11 1862 山口 未優(2) 与野高 6:05.39
いとう かすみ

9 1 154 伊藤 霞(1) 明の星高 6:46.10
ひらの ももか

2 1652 平野 百花(1) 大宮開成高 DNS
ししど みき

7 1639 宍戸 美紀(1) 浦和南高 DNS
やぎ かいり

10 1679 八木 海莉(2) 大宮開成高 DNS
たむら こはる

12 155 田村 小春(1) 明の星高 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



一般女子100mH(0.838m)
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            14.90     水村　明日香(埼玉・深谷組)            2014 8月26日 15:10 決　勝

決　勝　

(風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ほりえ かな

1 3 1872 堀江 香菜(1) 与野高 17.47
にしの あいみ

2 8 1632 西野 愛未(1) 浦和南高 17.80
きくち あぐり

3 6 48 菊地 亜久里(1) 熊谷女子高 17.97
ねぎし りほ

4 5 1635 根岸 里帆(1) 浦和南高 18.48
おおもり まこと

5 4 47 大森 茉琴(1) 熊谷女子高 18.86
うの なつき

6 7 1843 宇野 夏希(1) 岩槻高 18.88



一般女子4X100mR
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            50.67     (埼玉・浦和南高)                      2012 8月26日 16:15 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 浦和南高 1638 内田 雪乃(1) うちだ ゆきの 51.54
1630 松永 莉奈(2) まつなが りな

1635 根岸 里帆(1) ねぎし りほ
1622 小柳 奈々美(1) こやなぎ ななみ

2 5 明の星高 6676 後藤 亜未(3) ごとう あみ 57.18
2063 吉川 小百合(2) よしかわ さゆり

2065 丸山 満里奈(1) まるやま まりな

2064 松本 向日葵(1) まつもと ひまり



一般女子走高跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            1m64      村本　葵(埼玉・浦和南高)              2014 8月26日 12:00 決　勝

決　勝　

きたみ なおこ － － － － ○ ○ ○ ○

1 3 43 北見 菜穂子(1) 熊谷女子高 ○ ○ × × × 1m55
さだかた ゆめ － － － ○ ○ ○ × × ×

2 2 37 定方 優芽(2) 熊谷女子高 1m43
たかはし さやか r

1 1628 髙橋 さやか(1) 浦和南高 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20

1m52

1m25

1m55

1m30

1m58

1m35

1m61

1m40 1m43 1m46 1m49
記録 ｺﾒﾝﾄ

凡例  NM:記録なし



一般女子棒高跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            3m20      新井　紗織(埼玉・片柳棒高クラブ)      2016 8月26日 10:00 決　勝

決　勝　

いまの みほ － － － － － － － －

1 2 13958 今野 美穂 トーエル － － × × ○ ○ × × × 3m70 GR
わたなべ ふうか － － － － － － － ○

2 5 8208 渡辺 風花(3) 聖学院大 ○ × × ○ － × × × 3m50 GR
あんべ みさき － － ○ － × ○ × ○ × × ×

3 4 3814 安部 光咲(2) 羽生一高 3m10
あらい さおり ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

4 1 326 新井 紗織(6) 埼玉陸協 2m90
さとう みなみ r

3 6202 佐藤 みなみ(1) ルーテル高 NM

ｺﾒﾝﾄ
3m00

3m80

3m10 3m20 3m30
記録

2m70

3m50

2m80

3m60

2m90

3m70
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m60

3m40

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし



一般女子走幅跳
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            6m71      甲斐　好美(埼玉・VOLVER)              2016 8月26日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

きくちはら ゆうか 5m01 × 5m03 5m03 4 2m90 4m88 3m76 5m03
1 4 1335 菊地原 優夏(2) 岩槻商高 +0.5 +2.3 +2.3 +1.4 +1.6 +1.7 +2.3

むらた めぐみ 4m29 4m27 4m98 4m98 3 × 4m74 4m71 4m98
2 3 4016 村田 恵(1) 浦和北高 +1.2 -0.3 +1.4 +1.4 +1.7 +1.4 +1.4

はねだ りか 4m66 4m44 4m77 4m77 2 × × 4m55 4m77
3 2 1640 羽田 里香(1) 浦和南高 -0.2 +0.3 +2.3 +2.3 +0.8 +2.3

にしやま かな 4m28 4m33 4m48 4m48 1 4m56 4m23 × 4m56
4 1 5141 西山 香菜(1) 川口青陵高 -0.1 -0.5 +1.2 +1.2 +2.2 +0.9 +2.2



一般女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            11m13     伊藤　結衣(埼玉・浦和商高)            2009 8月26日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

つじ あいみ

1 2 452 辻 愛海(3) 埼玉陸協 7m37 7m22 6m54 7m37 4 6m64 7m25 7m50 7m50
まるやま まりな

2 4 2065 丸山 満里奈(1) 明の星高 6m96 6m97 7m41 7m41 5 7m13 6m77 6m56 7m41
しんざき ゆりな

3 1 1865 新崎 裕里奈(2) 与野高 5m82 5m83 5m97 5m97 3 6m18 5m30 6m05 6m18
ごとう あやか

4 5 1871 後藤 彩香(1) 与野高 5m63 5m72 5m51 5m72 2 6m05 5m96 5m59 6m05
いくしま なつき

5 3 1873 幾島 菜月(1) 与野高 4m01 3m50 4m29 4m29 1 5m10 4m68 4m85 5m10



ト ラ ッ ク 審 判 長 池田　金作

跳 躍 審 判 長 池田　金作

投 て き 審 判 長 池田　金作

混 成 審 判 長 池田　金作

記 録 主 任 井上　和彦

日付 種目

西郷 翔(3) 10.71 廣木 亮太(2) 10.82 小林 勇人(4) 10.89 服部 翼(1) 10.95 金田 悠利 10.96 斎藤 敦(2) 11.08 川崎 光琉(3) 11.08
大宮東高 浦和高 明治薬科大 埼玉大学院 埼玉陸協 埼玉大学院 S 大宮東高 S
諏訪 泰晴(6) 13.43(+0.4) 伊藤 大輝(6) 14.22(+2.7) 齋藤 旺徳(6) 14.44(+2.7) 清水 櫂斗(6) 14.82(+0.4) 榎本 匠(6) 15.00(+0.4) 佐藤 優弥(6) 15.06(+2.7) 秋本 浩志(6) 15.07(+0.4) 内山 駿矢(6) 15.08(+2.7)
アスレティクス アスレティクス 浦和ＪＡＣ 浦和ＪＡＣ 大久保東小 アスレティクス アスレティクス 浦和ＪＡＣ
高橋 音雄(2) 11.68 塚原 大雅(2) 11.72 白石 遥介(2) 11.78 正木 優成(3) 11.99 吉崎 安秀(2) 12.01 栗原 駿(1) 12.07 稲田 健人(2) 12.12 杉山 弘明(1) 12.21
三室 アスレティクス 春野 土呂 埼大附属 大宮西 木崎 南浦和
石田 夢逢人(6) 3:08.72 冨田 洋輔(6) 3:10.86 通 廉哉(6) 3:29.08 菅井 一徹(6) 3:31.16 川名 航太(6) 3:36.19 土生 航太郎(6) 3:38.03 前田 竜之介(6) 3:38.48 村田 一樹(6) 3:55.55
大宮キッズ GR 海老沼小 大宮キッズ 日進北小 大宮キッズ 浦和ＪＡＣ 浦和ＪＡＣ 浦和ＪＡＣ
市塚 遊 4:10.61 押江 優一 4:16.82 田中 和彦 4:18.00 萩原 重寿 4:19.62 内藤 寛人 4:21.46 上杉 亮太(2) 4:22.33 綱川 太郎 4:23.38 池田 智貴(1) 4:24.12
さいたま市陸協 さいたま市陸協 さいたま市陸協 埼玉西部消防局 岩槻AC 大宮開成高 八王子市役所 浦和南高
小林 智奈(3) 4:07.61 渡辺 諒(2) 4:15.74 國井 景生(3) 4:17.24 野澤 侑五(3) 4:17.62 松本 澪武(3) 4:21.13 赤間 瑠衣(2) 4:23.22 関根 駿太(2) 4:23.43 飯田 怜皇(3) 4:23.74
東浦和 GR 常盤 宮前 日進 城北 日進 宮原 宮前
坂本 順(1) 15:45.69 秋本 理貴(1) 16:05.73 高澤 啓之 16:17.64 尾崎 芳史 16:22.14 北原 竹人(1) 16:26.03 関根 健(2) 16:37.03 越川 剛暉(1) 16:41.41 小久保 賢人(2) 16:44.59
浦和高 浦和高 さいたま市陸協 白岡ＲＣ 浦和高 浦和高 浦和高 浦和高
玉井 奎多(3) 15.28 志賀 康晟(3) 16.01 小林 春斗(2) 17.30 秋庭 翼(3) 17.47 石川 翔(2) 17.59 小久保 秀紀(2) 17.67 佐藤 優守(2) 17.77 近藤 叡(2) 18.99
常盤 岸 八王子 春野 八王子 与野西 八王子 木崎
外山 聖悟(3) 15.22 大倉 秀斗(3) 15.25
八王子 大原
星 圭祐 16.20 吉田 一輝(1) 17.15 長谷川 奨(1) 18.70
A.I.R 浦和実業高 岩槻商高
浦和南高 43.34 浦和高 43.40 与野高 44.10 八幡中OB 45.56 大宮開成高 46.58 TEAM ミラクル 49.84
畑田 朋輝(2) 中田 拓実(2) 南雲 陽斗(2) 内藤 智之 小林 英嵩(2) 橋本 柊平
熊谷 秀人(2) 廣木 亮太(2) 増渕 唯人(1) 内藤 貴之 廣瀬 龍(2) 島田 雄太
佐藤 愛斗(1) 菅谷 健太(2) 諏訪本 裕(2) 山中 啓資 三宮 大(1) 内藤 寛人
榎本 大地(2) 岩沢 隼吾(2) 白井 隆太(2) 秋山 祐介 濱口 昇也(2) 花島 昂己
春野 47.75 木崎 48.43 埼大附属 48.63 城北 48.66 大谷口 48.73 本太 49.48 南浦和 49.49 大久保 49.93
百瀬 稜久(2) 渡邉 知樹(2) 鈴木 駿士(2) 澤池 啓太(2) 後藤 隆太(2) 石崎 浩也(1) 森脇 歩夢(2) 戸澤 俊介(2)
小野 蒼真(2) 近藤 叡(2) 吉崎 安秀(2) 夏目 裕斗(2) 堺 莉史(2) 衣笠 匡哉(2) 川尻 太一(1) 武塙 碧馬(2)
大庭 健太(2) 村 優大(2) 山口 奨茉(1) 松本 晃玖(2) 小野田 晨(2) 鴨志田 育哉(2) 猪俣 尚希(1) 森 颯真(2)
白石 遥介(2) 稲田 健人(2) 青木 優都(2) 大隅 優人(2) 坂本 陽(2) 北田 恵一(1) 杉山 弘明(1) 奥村 亮太(2)
小林 秀輔(4) 2m00 岡本 一輝 1m85 池端 悠滋(2) 1m82 松田 大輝(2) 1m79 石井 雅哉(3) 1m76 西川 裕真 1m73 古市 健汰(1) 1m65
埼玉大 GR VOLVER 浦和南高 浦和南高 アスレティクス A.I.R 浦和南高
島村 竜(3) 1m70 上村 晃誠(2) 1m65 堺 圭秀(2) 1m65 内田 航太(3) 1m60 川上 貴洋(2) 1m55 坂口 依生(2) 1m55 森 北翔(2) 1m55 島田 瞭(2) 1m45
宮原 植竹 宮前 大原 日進 宮原 宮原 大原
塚本 宙央(2) 4m70 栁瀬 蒼(1) 4m00 佐藤 匠悟(2) 3m80 薄井 龍星(4) 3m60 石山 大夢(1) 2m70
羽生一高 GR 大宮工業高 GR 志木高 =GR 東京経済大学 松山高
古澤 俊介(2) 3m30 坂之上 大熙(2) 3m20 小山 優人(1) 3m00
岩槻 木崎 植竹
八巻 隼人 6m84(+0.5) 木島 隆仁(1) 6m58(+1.3) 新井 聡 6m55(+0.4) 鈴木 雄大 6m28(+1.2) 佐藤 愛斗(1) 6m19(+1.8) 熊谷 秀人(2) 6m17(+0.7) 手島 陸(1) 6m11(+1.2) 間庭 卓也(1) 5m92(+2.6)
埼玉陸協 日本ウェルネス大 West.Tokyo.AC West.Tokyo.AC 浦和南高 浦和南高 浦和高 浦和高 公認5m85(+1.8)

佐々木 晴(6) 4m24(-0.1) 鈴木 竜世(6) 4m07(+0.9) 松石 龍昌(6) 3m98(-0.5) 永嶋 日陽(6) 3m65(+0.7) 野平 翔大朗(6) 3m56(+1.0) 青山 隼也(6) 2m67(+1.1) 伊藤 遼宥(6) 2m32(+1.7)
浦和ＪＡＣ アスレティクス 浦和ＪＡＣ 浦和ＪＡＣ 浦和ＪＡＣ 浦和ＪＡＣ 浦和ＪＡＣ
清水 亮汰(2) 5m57(+0.6) 馬場 豊門(2) 5m55(+1.4) 菅野 舜童靖国(2) 5m42(+0.6) 奥村 亮太(2) 5m41(+0.8) 市村 颯麻(1) 5m40(+0.4) 川瀬 天馬(3) 5m38(+1.6) 原田 孝太(2) 5m33(+1.7) 森 倫太郎(2) 5m22(+1.9)
大宮西 岩槻 与野東 大久保 日進 春野 内谷 原山
土居 闘矢(3) 13m65 金森 丈太郎(3) 13m21 長谷川 滉(3) 10m62 片野 滉太(2) 9m43 中村 貢教(2) 9m02 森 颯真(2) 8m95 川端 翔也(2) 8m86 金森 雄士郎(2) 8m81
岸 GR 大原 慈恩寺 大原 南浦和 大久保 尾間木 大原
渡辺 雅也(2) 11m15 大川 慶人(1) 9m24 加藤 雅也(1) 7m09 松本 悠空(1) 5m82
与野高 与野高 与野高 与野高
石井 光一(4) 14m82 佐々木 大器 9m20 柴田 康司 8m75
日本ウェルネススポーツ大学 GR 埼玉陸協 埼玉陸協

8月26日 一般男子砲丸投(7.260kg)

8月26日 中学男子走幅跳

8月26日 中学男子砲丸投(5.000kg)

8月26日 高校男子砲丸投(6.000kg)

8月26日 中学男子棒高跳

8月26日 一般男子走幅跳

8月26日 小学6年男子走幅跳

8月26日 一般男子走高跳

8月26日 中学男子走高跳

8月26日 一般男子棒高跳

8月26日
一般男子110mH(1.067m)

風：+0.6

8月26日 一般男子4X100mR

8月26日 中学男子4X100mR

8月26日 一般男子5000m

8月26日
中学男子110mH(0.914m)

風：+1.2

8月26日
JO男子110mH(0.990m)

風：+1.2

8月26日 小学6年男子1000m

8月26日 一般男子1500m

8月26日 中学男子1500m

8位

8月26日
一般男子100m

風：+1.5

8月26日 小学6年男子100m

8月26日
中学男子100m

風：+1.2

第16回さいたま市陸上競技選手権大会 【17110734】
浦和駒場スタジアム 【113140】
2017/08/26 ～ 2017/08/26

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



ト ラ ッ ク 審 判 長 池田　金作

跳 躍 審 判 長 池田　金作

投 て き 審 判 長 池田　金作

混 成 審 判 長 池田　金作

記 録 主 任 井上　和彦

日付 種目 8位

第16回さいたま市陸上競技選手権大会 【17110734】
浦和駒場スタジアム 【113140】
2017/08/26 ～ 2017/08/26

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

内田 雪乃(1) 13.30 松永 莉奈(2) 13.33 近藤 凜和(1) 13.48 福島 美羽(1) 13.54 松本 莉奈(2) 13.62 細井 美穂(1) 13.76 小山 珠里(1) 13.88
浦和南高 浦和南高 浦和北高 与野高 岩槻商高 熊谷女子高 与野高
齋藤 奈々美(6) 14.61(+1.8) 織田澤 優月(6) 14.73(+0.7) 永嶋 心華(6) 14.90(+1.8) 西野 帆乃夏(6) 15.17(+1.8) 鷹觜 繭子(6) 16.17(+0.7) 岡本 芙季(6) 16.23(+0.7) 上田 歌乃(6) 16.35(+0.7) 原田 瞳(6) 17.19(+1.8)
アスレティクス 浦和ＪＡＣ 浦和ＪＡＣ 浦和ＪＡＣ 海老沼小 浦和ＪＡＣ アスレティクス 浦和ＪＡＣ
エドワード 永美(2) 12.88 山口 天(3) 13.21 西條 百音(2) 13.23 堀越 芳乃(2) 13.24 銭谷 茉乃香(2) 13.33 廣渡 うらん(2) 13.52 橘 もも(2) 13.65
大谷場 =GR 尾間木 内谷 宮前 岸 内谷 原山
岡本 留奈(6) 3:47.08 坂本 菜々子(6) 3:59.40 草野 祐加(6) 4:09.07 古川 田鶴(6) 4:38.70
片柳小 浦和ＪＡＣ 浦和ＪＡＣ アスレティクス
松尾 知絵梨(2) 5:03.98 小林 美波(2) 5:09.20 近藤 理沙(2) 5:12.89 山口 栞菜(2) 5:17.73 畑 菜摘(1) 5:23.93 遠藤 那々子(1) 5:36.37 松戸 七海(1) 6:03.17 山口 未優(2) 6:05.39
浦和南高 浦和南高 浦和南高 岩槻高 浦和北高 明の星高 大宮ろう 与野高
東風谷 のどか(2) 4:51.29 鈴木 彩奈(2) 4:55.27 戸田 さくら(2) 4:55.83 黒岩 鈴香(2) 4:59.23 若林 真琴(2) 5:02.73 堀江 珠生(2) 5:05.62 矢嶋 彩恵(2) 5:06.33 末永 華乙(2) 5:08.65
宮前 本太 大原 宮前 植竹 大宮八幡 宮原 日進
田原 広子(3) 15.56 江澤 仁美(2) 15.78 田村 真優(1) 16.12 山本 陽海葵(3) 16.28 帰山 莉奈(2) 16.47 髙瀬 希莉亜(3) 16.63 西尾 悠子(2) 16.91 内藤 妃香(2) 17.72
城北 大原 大成 日進 日進 与野西 春野 与野西
堀江 香菜(1) 17.47 西野 愛未(1) 17.80 菊地 亜久里(1) 17.97 根岸 里帆(1) 18.48 大森 茉琴(1) 18.86 宇野 夏希(1) 18.88
与野高 浦和南高 熊谷女子高 浦和南高 熊谷女子高 岩槻高
浦和南高 51.54 明の星高 57.18
内田 雪乃(1) 後藤 亜未(3)
松永 莉奈(2) 吉川 小百合(2)
根岸 里帆(1) 丸山 満里奈(1)
小柳 奈々美(1) 松本 向日葵(1)
内谷 52.74 原山 52.76 大谷場 53.71 大原 53.75 日進 54.44 木崎 54.68 与野東 57.68
谷口 もも(1) 小林 瞳子(2) 宇都 杏莉(1) 秋山 玲奈(2) 岡田 美里(1) 須田 ののか(2) 佐藤 凜々香(2)
西條 百音(2) 橘 もも(2) 戸田 みずき(2) 斉藤 千咲(2) 帰山 莉奈(2) 小菅 凪(2) 佐藤 茉倫(2)
廣渡 うらん(2) 佐々木 優心(2) 森田 愛彩(1) 村越 京(1) 藤井 晴菜(2) 猪狩 みなみ(1) 木村 奏音(2)
駒崎 巧(2) 丹野 夏鈴(2) エドワード 永美(2) 江澤 仁美(2) 末永 華乙(2) 目良 彩乃(1) 高橋 里奈(2)
北見 菜穂子(1) 1m55 定方 優芽(2) 1m43
熊谷女子高 熊谷女子高
土佐林 真広(3) 1m58 棚橋 さら(2) 1m43 髙石 瞳(2) 1m35 本島 芽衣子(2) 1m35 赤津 笑美(2) 1m35 大木 心陽(2) 1m30 新谷 彩未(2) 1m30
与野西 GR 岸 与野西 与野南 原山 尾間木 南浦和

前澤 杏美(2) 1m30
日進

今野 美穂 3m70 渡辺 風花(3) 3m50 安部 光咲(2) 3m10 新井 紗織(6) 2m90
トーエル GR 聖学院大 GR 羽生一高 埼玉陸協
小山 桃花(3) 3m00 新井 志歩(1) 2m70 細村 芽生(3) 2m70 本島 彩希(2) 2m50 桜井 彩萌(1) 1m60
植竹 片柳 岩槻 岩槻 宮原
菊地原 優夏(2) 5m03(+2.3) 村田 恵(1) 4m98(+1.4) 羽田 里香(1) 4m77(+2.3) 西山 香菜(1) 4m56(+2.2)
岩槻商高 公認5m01(+0.5) 浦和北高 浦和南高 公認4m66(-0.2) 川口青陵高 公認4m48(+1.2)

山崎 明璃(6) 3m86(+1.1) 赤堀 空来(6) 3m85(+0.7) 貫井 海帆(6) 3m78(+1.2) 山本 佳那(6) 3m73(-0.9) 三木 理加(6) 3m39(+0.9) 飯塚 悠乃(6) 3m35(-1.2)
与野八幡小 浦和ＪＡＣ 大宮キッズ 大宮北小 浦和ＪＡＣ 浦和ＪＡＣ
田中 若葉(2) 4m87(-0.5) 品川 夏実(1) 4m82(+0.9) 前野 萌衣(3) 4m73(+1.1) 鈴木 麻衣香(1) 4m68(+0.7) 斉藤 千咲(2) 4m66(+0.2) 渡邉 春陽(2) 4m66(+0.7) 佐藤 舞佳(2) 4m62(+1.2) 大竹 陽咲(2) 4m58(0.0)
笹目 大原 岩槻 大原 大原 大原 埼大附属 尾間木
川村 菜々実(2) 9m97 大川 璃子(2) 9m40 遠藤 純麗(2) 8m98 安部 さくら子(3) 8m75 和田 萌(2) 8m60 牛山 ひなの(1) 8m08 遊佐 なつ美(2) 7m97 渡邉 心珠希(2) 7m73
原山 与野南 原山 日進 上大久保 内谷 桜木 三橋
辻 愛海(3) 7m50 丸山 満里奈(1) 7m41 新崎 裕里奈(2) 6m18 後藤 彩香(1) 6m05 幾島 菜月(1) 5m10
埼玉陸協 明の星高 与野高 与野高 与野高

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 S:着差あり

8月26日 中学女子砲丸投(2.721kg)

8月26日 一般女子砲丸投(4.000kg)

8月26日 一般女子走幅跳

8月26日 小学6年女子走幅跳

8月26日 中学女子走幅跳

8月26日 中学女子走高跳

8月26日 一般女子棒高跳

8月26日 中学女子棒高跳

8月26日 一般女子4X100mR

8月26日 中学女子4X100mR

8月26日 一般女子走高跳

8月26日 中学女子1500m

8月26日
中学女子100mH(0.762m)

風：+2.0

8月26日
一般女子100mH(0.838m)

風：+1.6

8月26日
中学女子100m

風：+0.4

8月26日 小学6年女子1000m

8月26日 一般女子1500m

8月26日
一般女子100m

風：+0.7

8月26日 小学6年女子100m


