
ト ラ ッ ク 審 判 長 池田　金作

ス タ ー ト 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

記 録 主 任 井上　和彦

日付 種目

西郷 翔(1) 10.98 廣田 翔平 11.14 服部 翼(2) 11.24 曽我 利明 11.29 斉藤 陸 11.30 樋口 義雄 11.54 黒沼 尚生(1) 11.59 増渕 唯人(2) 11.64
平成国際大 埼玉陸協 埼玉大院 日本体育大学教員 埼玉陸協 A.I.R 武南高 与野高
小竹 智汎(6) 14.39(-2.3) 濱満 悠平(6) 14.45(-2.3) 櫻井 寛太(6) 14.54(-2.3) 出村 充紀(6) 14.55(-2.3) 福西 凌也(6) 15.25(-1.6) 菅間 宥汰(6) 15.42(-1.6) 青木 椋大(6) 15.71(-1.6) 高橋 志颯(6) 15.86(-1.6)
アスレティクス 浦和JAC 浦和JAC 芝原小 大宮キッズ アスレティクス 浦和JAC 浦和JAC
松田 璃央(3) 11.42 髙橋 音雄(3) 11.78 白石 遥介(3) 11.89 小峰 大和(3) 11.89 栗原 駿(2) 11.95 杉山 弘明(2) 12.06 照井 啓能(3) 12.12 藤波 志憧(2) 12.32
慈恩寺中 三室中 春野中 S 大宮西中 S 大宮西中 南浦和中 三室中 原山中
石川 浩輝(6) 3:11.17 本橋 大樹(6) 3:20.82 上米良 悠牙(6) 3:28.28 織田澤 遥(6) 3:32.98 髙島 結大(6) 3:34.69 松本 充喜(6) 3:38.61 和氣 駿斗(6) 3:43.20 田中 琉可(6) 3:43.79
浦和JAC 大宮キッズ 浦和JAC 浦和JAC 大宮キッズ 浦和JAC 浦和JAC 浦和JAC
山本 亮 4:12.79 村田 修作(3) 4:13.25 岡田 昌平 4:14.12 斉藤 雄基 4:14.74 山上 洋祐 4:15.12 三村 啓太(2) 4:16.70 押江 優一 4:17.12 髙野 拓海 4:18.79
さいたま市陸協 大宮高 さいたま市消防 さいたま市陸協 さいたま市消防 大宮高 さいたま市陸協 埼玉陸協
山川 開(2) 4:21.73 佐藤 渉(2) 4:22.62 石井 遥大(2) 4:23.46 渡辺 諒(3) 4:30.95 倉本 倫太郎(1) 4:31.46 小川 英祐(3) 4:34.79 百瀬 稜久(3) 4:35.13 三浦 一真(2) 4:35.44
大宮北中 城北中 白幡中 常盤中 埼大附属中 大成中 春野中 日進中
尾崎 芳史 16:28.79 迫井 洋司 17:13.05 竹村 渉 18:00.07 佐々木 夢士 18:08.98 加賀 聡(2) 18:28.56 鳥居 七彦 18:38.25 佐藤 晃(1) 19:24.91 本間 亮太(1) 19:37.54
スイーツＡＣ 本郷クラブ さいたま市陸協 スイーツＡＣ 岩槻高 別所沼スマイルRC 岩槻高 浦和北高
佐藤 優守(3) 15.69 深澤 向快(2) 16.89 小久保 秀紀(3) 17.39 鈴木 元希(2) 18.79 佐藤 綺竜(2) 18.92 萱沼 慧斗(2) 19.44 長谷川 優太(2) 20.12
八王子中 大谷中 与野西中 大谷中 三橋中 東浦和中 白幡中
市川 夢人(2) 15.93 田中 遼仁(2) 16.25 渋谷 幸太朗(1) 17.16 玉井 奎多(1) 17.60 栢本 尚輝(1) 17.75 長谷川 奨(2) 18.60 中町 一貴(1) 19.69
武南高 武南高 浦和高 浦和高 武南高 岩槻商業高 与野高
浦和高 43.61 埼玉大院 44.05 桶川高 46.06 与野高 46.08 大宮高 46.09 small bears 46.34 岩槻高 48.77 チームミラクル 51.90
末永 悠翔(1) 服部 翼(2) 小川 鉄馬(1) 岡野 圭吾(1) 杉島 匠(2) 内藤 智之 新井 護(2) 窪田 悠
渋谷 幸太朗(1) 石塚 紳(2) 棚倉 裕貴(2) 丸山 絋哉(1) 鈴木 郁哉(2) 内藤 貴之 川﨑 凌弥(2) 橋本 柊平
玉井 奎多(1) 小林 秀輔(1) 工藤 礼輝(2) 染谷 龍太(1) 和田 柊也(1) 山中 啓資 田中 翔天(1) 島田 雄太
石川 芳成(2) 清野 玄太(2) 遠藤 広隆(1) 霜出 凜太朗(1) 新井 聖剛(1) 束本 淳 佐野 誓(1) 花島 昂己
大宮西中 46.64 原山中 47.50 南浦和中 47.53 第二東中 48.52 大谷場中 48.82 与野東中 49.00 宮前中 49.33 大宮南中 49.39
安部 凌功(3) 江口 淳久(2) 杉原 健心(2) 飯野 優斗(2) 木村 圭汰(1) 菅野 舜童靖国(3) 今井 俊太(1) 加藤 颯(2)
栗原 駿(2) 藤波 志憧(2) 川尻 太一(2) 飯田 正樹(2) 伊藤 空(2) 田茂 時生(1) 桐ヶ谷 琉世(2) 川口 皓主(2)
清水 亮汰(3) 山口 遼士(2) 猪俣 尚希(2) 清水 健二郎(2) 横田 壮真(1) 宗 利樹(2) 小甲 真吾(2) 本廣 真人(1)
小峰 大和(3) 土屋 悠翔(2) 杉山 弘明(2) 千葉 俊輔(2) 青木 啓太(2) 関川 輝真(2) 采女 珀(2) 橋本 大智(1)
小林 秀輔(1) 1m94 上島 大輝(1) 1m94 越智 優斗(1) 1m35
埼玉大院 東洋大 武南高
小林 春斗(3) 1m70 坂口 依生(3) 1m65 森 悠利(2) 1m45 田中 萩瑛(1) 1m45 土屋 悠翔(2) 1m45 水野 颯斗(2) 1m45 町村 幸紀(1) 1m45 若松 琉来也(2) 1m40
八王子中 宮原中 宮原中 宮原中 原山中 植竹中 南浦和中 宮原中
小山 優人(2) 3m40
植竹中
新井 聡 6m46(+1.0) 手島 陸(2) 6m30(+1.3) 小坂 尚己(2) 6m28(+1.5) 佐藤 愛斗(2) 6m20(+2.2) 間庭 卓也(2) 5m87(+1.4) 上野 弘裕(1) 5m82(+2.7) 染谷 龍太(1) 5m77(+0.6) 広瀬 雄也(2) 5m70(+1.8)
West.Tokyo.AC 浦和高 浦和北高 浦和南高 公認6m07(+0.7) 浦和高 浦和北高 公認5m80(+0.5) 与野高 東工大
田中 佳宏(6) 4m10(+3.1) 吉田 碧羽(6) 4m03(+1.5) 川口 十三央(6) 3m80(+1.4) 福井 晴斗(6) 3m68(+1.6) 遠藤 大介(6) 3m64(+3.3)
アスレティクス 公認3m72(+0.9) 浦和JAC 浦和JAC 西浦和小 浦和JAC 公認3m58(+1.3)

笠井 勇佑(3) 5m88(+1.0) 清水 亮汰(3) 5m76(+0.7) 菅野 舜童靖国(3) 5m57(+1.5) 岡田 晃斗(2) 5m52(+1.1) 江口 淳久(2) 5m50(+2.7) 馬場 俊太朗(2) 5m44(+2.8) 山口 冬樹(3) 5m40(+1.7) 清水 健二郎(2) 5m24(+1.8)
植竹中 大宮西中 与野東中 日進中 原山中 公認5m22(+1.7) 大谷中 公認5m30(+1.9) 与野西中 第二東中
中澤 良太(3) 11m16 森 颯真(3) 11m00 長谷川 新太(2) 10m54 佐藤 潤(2) 9m19 沖田 竜斗(2) 8m61 山岡 怜士朗(2) 8m23 橋本 空楽(1) 7m82 佐藤 涼太(1) 7m15
宮原中 大久保中 第二東中 原山中 大宮八幡中 大原中 土屋中 大宮西中
土居 闘矢(1) 12m00 野口 歩(2) 10m89 澁澤 羽矢人(2) 10m00 長谷川 滉(1) 9m32 加藤 雅也(2) 8m47 秋元 聖弥(1) 8m20 今野 大翔(2) 6m82
東海大浦安高 いずみ高 岩槻商業高 岩槻商業高 与野高 いずみ高 岩槻商業高
中内 和樹 10m10 佐々木 大器 9m14 柴田 康司 8m25
慈恩寺中教 埼玉陸協 埼玉陸協
湯上 聖菜(2) 13.10 徳山 奈南(1) 13.30 近藤 凜和(2) 13.45 細井 美穂(2) 13.53 平松 藍(1) 13.65 萩原 和奏(2) 13.68 小山 珠里(2) 13.70
熊谷女子高 大宮開成高 浦和北高 熊谷女子高 大宮高 大宮高 与野高
塚原 綾音(6) 14.37(-0.1) 羽鳥 彩奈(6) 14.49(-0.6) 玉水 穂佳(6) 15.01(-0.6) 猪股 京(6) 15.34(-0.6) 田中 美咲(6) 15.40(-0.1) 及川 春花(6) 15.59(-0.6) 池田 結郁(6) 15.86(-0.1) 松村 菜々子(6) 16.31(-0.1)
大宮キッズ 大宮キッズ 大宮キッズ 大宮キッズ 浦和JAC アスレティクス 大宮キッズ 大宮キッズ
岡田 萌花(3) 13.41 猪股 佑衣(2) 13.61 北 月咲(2) 13.64 増田 陽香(2) 13.76 谷口 もも(2) 13.82 小野 史織(2) 13.91 小林 真璃亜(2) 14.13 織田澤 優月(1) 14.29
八王子中 大宮東中 アスレティクス 三室中 内谷中 原山中 尾間木中 原山中
星野 ひとみ(6) 3:34.61 岡本 満奈(6) 3:36.16 安蔵 凜(6) 3:52.54 宮路 音愛(6) 3:52.57 笹木 美伶(6) 3:52.77 横山 那乃葉　(6) 3:53.98 小井川 ひより(6) 3:56.91 鬼澤 奏音(6) 4:02.04
辻小 白百合学園小 浦和JAC 浦和JAC 浦和JAC 馬宮東小　 大宮キッズ 大宮キッズ
吉尾 菜々子(2) 5:06.45 原田 円(2) 5:09.59 越栄 遥(1) 5:13.21 畑 菜摘(2) 5:15.70 宍戸 美紀(2) 5:23.46 山口 栞菜(3) 5:25.26 山下 知華(2) 5:25.37 山口 優希(1) 5:26.41
武南高 武南高 大宮高 浦和北高 浦和南高 岩槻高 大宮高 岩槻商業高
木下 紗那(3) 4:57.21 熊谷 叶香(2) 5:08.47 栗山 遥(2) 5:15.47 飯塚 月菜(3) 5:17.17 大坂 百嶺(2) 5:19.13 鈴木 明花(3) 5:19.50 内山 陽華(2) 5:19.80 小林 瑠菜(2) 5:20.36
与野西中 本太中 南浦和中 宮原中 三橋中 与野西中 大原中 大原中
鈴木 麻衣香(2) 16.56 榊原 美結(2) 17.39 清水 桜乃(2) 17.40 河合 莉乃愛(2) 18.02 赤堀  空来(1) 18.10 吉村 帆夏(2) 18.23 庄司 清流(2) 18.36 山本 佳那(1) 18.40
大原中 原山中 大宮南中 原山中 大原中 原山中 三室中 大宮北中
小池 彩音(2) 16.49 堀江 香菜(2) 16.92 髙瀬 希莉亜(1) 18.06 柿沼 雪羽(1) 19.38 中野 亜美(1) 21.28
いずみ高 与野高 浦和南高 桶川高 桶川高

第17回さいたま市陸上競技選手権大会 【18110734】
浦和駒場スタジアム 【113140】
2018/08/25 ～ 2018/08/25

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月25日
一般男子100m

風：-2.1

8月25日 小学6年男子100m

8月25日
中学男子100m

風：-1.6

8月25日 小学6年男子1000m

8月25日 一般男子1500m

8月25日 中学男子1500m

8月25日 一般男子5000m

8月25日
中学男子110mH(0.914m)

風：-1.1

8月25日
一般男子110mH(1.067m)

風：-1.0

8月25日 一般男子4X100mR

8月25日 中学男子4X100mR

8月25日 一般男子走高跳

8月25日 中学男子走高跳

8月25日 中学男子棒高跳

8月25日 一般男子走幅跳

8月25日 小学6年男子走幅跳

8月25日 中学男子走幅跳

8月25日 中学男子砲丸投(5.000kg)

8月25日 高校男子砲丸投(6.000kg)

8月25日 一般男子砲丸投(7.260kg)

8月25日
一般女子100m

風：-1.1

8月25日 小学6年女子100m

8月25日
中学女子100m

風：-2.5

8月25日 小学6年女子1000m

8月25日 一般女子1500m

8月25日 中学女子1500m

8月25日
中学女子100mH(0.762m)

風：-3.7

8月25日
一般女子100mH(0.838m)

風：-2.1



浦和南高 51.55 武南高 53.89 桶川高 54.01 栄東高 57.97
羽田 里香(2) 加藤 さやか(1) 上野 沙綾(1) 金子 萌唯(1)
髙瀬 希莉亜(1) 小林 舞羽(1) 高橋 美帆(1) 布施 みつき(1)
内田 雪乃(2) 大橋 麻里衣(2) 熊田 華凛(1) 藤居 真珠(1)
小柳 奈々美(2) 田口 陽菜(1) 金子 美佑(1) 野村 柚里香(1)
本太中 53.61 木崎中 53.86 春野中 53.87 三室中 54.25 大原中 54.43 与野東中 54.56 原山中 54.70 尾間木中 55.06
野口 美颯(2) 飯塚 悠乃(1) 百鳥 咲弥果(3) 下田 有紗(2) 奥田 絢乃(2) 小山 凜(2) 榊原 美結(2) 小林 真璃亜(2)
熊谷 叶香(2) 猪狩 みなみ(2) 竹内 優夏(3) 庄司 清流(2) 村越 京(2) 斎藤 乃彩(1) 河合 莉乃愛(2) 佐々木 ちひろ(2)
吉澤 里咲(2) 目良 彩乃(2) 五十嵐 爽香(3) 網代 結花(2) 赤堀  空来(1) 押田 小春(2) 織田澤 優月(1) 川邉 映月(2)
徳永 和(2) 舘田 木香(2) 西尾 悠子(3) 富田 成実(2) 鈴木 麻衣香(2) 椙山 恵衣(2) 吉村 帆夏(2) 前野 来実(2)
山田 るな(3) 1m61 北見 菜穂子(2) 1m61 土佐林 真広(1) 1m55 鈴木 碧恋(2) 1m43 白取 有紗(1) 1m40 大隅 未来(1) 1m40 大成 瑞希(1) 1m35
桶川高 熊谷女子高 武南高 越谷北高 浦和南高 熊谷女子高 熊谷女子高

原田 萌々子(1) 1m43
大宮高

髙石 瞳(3) 1m43 山野 杏果(2) 1m35 山村 みなみ(2) 1m35 五十嵐 爽香(3) 1m30 水村 礼南(2) 1m30 佐々木 涼乃(2) 1m25 中村 光来(2) 1m25 里村 真奈(2) 1m25
与野西中 大原中 大谷場中 春野中 桜木中 原山中 柏陽中 明の星中
渡辺 風花(4) 3m30
聖学院大
山口 悠来(2) 2m60 新井 志歩(2) 2m40 桜井 彩萌(2) 2m30
片柳中 片柳中 宮原中
小柳 奈々美(2) 5m73(+3.7) 田中 佑奈(1) 5m36(+1.6) 田口 陽菜(1) 5m10(+1.4) 羽田 里香(2) 4m80(+2.1) 文岩 真央(1) 4m76(+0.6) 加藤 優希(2) 4m69(+0.3) 齋藤 美優(1) 4m59(+3.4) 中本 翠(1) 4m38(+2.0)
浦和南高 公認5m34(+1.2) 東洋二部 武南高 浦和南高 公認4m74(+1.3) 浦和南高 熊谷女子高 熊谷女子高 公認4m46(+1.3) 与野高
青木 彩葉(6) 4m23(+1.6) 入江 瑞枝(6) 3m74(+3.1) 鈴木 愛和(6) 3m60(+2.7) 品川 ゆき(6) 3m17(+2.1)
アスレティクス GR アスレティクス 公認3m72(+1.3) 浦和JAC 公認3m21(+1.3) 大宮キッズ 公認3m16(+1.3)

西尾 悠子(3) 5m31(+0.7) 村越 京(2) 5m22(+1.6) 内田 実咲(2) 4m94(+1.0) 西田 礼菜(2) 4m74(+1.0) 野沢 美羽(2) 4m67(+2.4) 関口 優香(2) 4m43(+0.1) 岡田 美里(2) 4m27(+0.6) 山岸 ゆい(2) 4m23(+2.8)
春野中 大原中 大谷中 桜木中 植竹中 公認4m46(+0.8) 大宮西中 日進中 尾間木中 公認4m10(+1.8)

大川 璃子(3) 9m71 牛山 ひなの(2) 9m41 谷崎 莉々(2) 9m11 濱野 渚(2) 9m09 石橋 果怜(1) 8m63 渡辺 舞(2) 8m12 梶原 杏(2) 8m10 小澤 和花(2) 7m84
与野南中 内谷中 南浦和中 大谷中 大宮北中 大成中 大谷口中 春野中
宇野 遥菜(1) 7m50 野尻 友栄(1) 7m31 赤塚 七彩(1) 7m30 亀田 ソニカ(1) 6m63
浦和南高 武南高 熊谷女子高 武南高

凡例  GR:大会記録 S:着差あり

8月25日 一般女子走高跳

8月25日 中学女子走高跳

8月25日 一般女子4X100mR

8月25日 中学女子4X100mR

8月25日 一般女子棒高跳

8月25日 中学女子棒高跳

8月25日 一般女子走幅跳

8月25日 一般女子砲丸投(4.000kg)

8月25日 小学6年女子走幅跳

8月25日 中学女子走幅跳

8月25日 中学女子砲丸投(2.721kg)



一般男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月25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25日 15:00 決　勝

予　選　14組0着＋8

1組 (風:+0.2) 2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
ますぶち ゆいと さいごう しょう

1 1 905 増渕 唯人(2) 与野高 11.46 q 1 3 5635 西郷 翔(1) 平成国際大 11.13 q
ちはら よしひろ すえなが ゆうと

2 7 21 千原 慶大(1) 浦和高 11.84 2 6 18 末永 悠翔(1) 浦和高 11.70
なかむら はやて なかざき こうき

3 3 4484 仲村 颯(2) 栄東高 11.89 3 4 1737 中﨑 航希(1) 武南高 12.01
すぎしま たくみ わたべ きょうすけ

4 4 516 杉島 匠(2) 大宮高 11.90 4 5 2205 渡部 響介(1) 桶川高 12.53
ふさの なおや しぶや たくま

5 5 24 房野 直哉 SOUL 12.00 5 7 4001 渋谷 拓磨(1) 浦和北高 12.55
くにたけ ゆうき あかい えいた

6 2 5681 國武 祐希(1) 大宮開成高 12.93 6 8 904 赤井 瑛太(2) 与野高 13.28
かねこ しゅうた すずき ゆうた

6 641 金子 柊太 東京陸協 DNS 2 4473 鈴木 悠太(2) 栄東高 DNS
さの しゅうご

8 1712 佐野 修悟(1) 武南高 DNS

3組 (風:-2.2) 4組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
さいとう りく ひぐち よしお

1 5 1375 斉藤 陸 埼玉陸協 11.45 q 1 3 711 樋口 義雄 A.I.R 11.49 q
おおじ りく にれい こうた

2 3 4476 大路 琳久(2) 栄東高 12.21 2 6 20 楡井 康太(1) 浦和高 11.99
わだ しゅうや しもいで りんたろう

3 7 427 和田 柊也(1) 大宮高 12.65 3 4 910 霜出 凜太朗(1) 与野高 12.17
たかはし みつき あらい けんた

4 6 911 高橋 充毅(1) 与野高 12.77 4 5 1721 新井 健太(2) 武南高 12.29
えんどう ひろたか しょうじ るい

5 4 2203 遠藤 広隆(1) 桶川高 12.79 5 7 424 荘司 塁(1) 大宮高 12.55
みやざき しん まつだ ともひろ

6 2 2116 宮﨑 慎(1) 浦和南高 12.84 6 1 4487 松田 知紘(1) 栄東高 12.62
しむら よしかず わたなべ なおき

8 10 志村 喜一 木崎中教 DNS 7 8 5684 渡邊 尚暉(1) 大宮開成高 12.75
いとう こうた

8 2 818 伊藤 康太(1) 浦和商業高 13.10

5組 (風:0.0) 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
せいの げんた かわはら つかさ

1 4 1268 清野 玄太(2) 埼玉大院 11.71 1 6 4000 河原 司(1) 浦和北高 11.79
すずき ふみや いいじま こうすけ

2 6 517 鈴木 郁哉(2) 大宮高 12.12 2 4 1725 飯島 皓介(2) 武南高 12.14
やまだ けいすけ おかの けいご

3 5 3203 山田 敬介 埼玉陸協 12.38 3 5 913 岡野 圭吾(1) 与野高 12.35
おおえ ゆうすけ まつもと しんたろう

4 3 7 大江 悠介(2) 浦和高 12.44 4 8 5682 松本 慎太郎(1) 大宮開成高 12.66
すぎもと こうや ひらまつ こうし

5 7 5680 杉本 昂也(1) 大宮開成高 12.64 5 2 514 平松 功至(2) 大宮高 13.19
やぎぬま なおと ひろき りょうた

6 8 1735 栁沼 直斗(1) 武南高 12.66 3 2 廣木 亮太(3) 浦和高 DNS
いしかわ しょうた さがわ しゅん

2 4471 石川 祥詩(2) 栄東高 DNS 7 1542 佐川 舜(1) 岩槻高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月25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25日 15:00 決　勝

予　選　14組0着＋8

7組 (風:0.0) 8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
くろぬま なおき はっとり つばさ

1 6 1728 黒沼 尚生(1) 武南高 11.48 q 1 5 3082 服部 翼(2) 埼玉大院 11.14 q
すがわら かずま さいとう あきと

2 4 4002 菅原 一真(1) 浦和北高 12.03 2 6 2081 齋藤 明希人(1) 越谷北高 11.79
せきね だいせい まるやま こうや

3 3 2129 関根 大晟(2) 浦和南高 12.33 3 4 912 丸山 絋哉(1) 与野高 12.05
おおいし せいや ほそかい たいすけ

4 7 2202 大石 誠也(1) 桶川高 12.79 4 3 1739 細貝 鯛介(1) 武南高 12.25
しおのいり むつみ わがい ゆうき

5 1 906 塩野入 睦(2) 与野高 13.05 5 8 19 和賀井 悠貴(1) 浦和高 12.46
のはら しょうむ かいほう ゆうせい

6 2 605 野原 翔夢(1) 岩槻商業高 14.86 2 5683 海寳 優成(1) 大宮開成高 DNS
いしおか ゆうたろう いのうえ たく

5 3 石岡 祐太郎(2) 浦和高 DNS 7 4500 井上 拓久(1) 栄東高 DNS
しらいし せいま

8 3465 白石 星真 埼玉陸協 DNS

9組 (風:+0.3) 10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
うの ともひろ しもだ りょうすけ

1 3 17 宇野 智博(1) 浦和高 11.71 1 4 4490 霜田 凌佑(2) 栄東高 11.78
そうふく りん なかお ゆうき

2 4 618 早福 凛(1) 岩槻商業高 11.77 2 8 8 中尾 勇貴(2) 浦和高 12.27
えもり あつし かわさき りょうや

3 7 283 江森 淳 アスレティクス 12.43 3 5 1536 川﨑 凌弥(2) 岩槻高 12.50
ほり よしあき うちだ けいたつ

4 8 4483 堀 喜晶(1) 栄東高 12.68 4 7 1718 内田 啓達(1) 武南高 12.66
はしもと しゅうへい たきざわ りょうた

5 1 2 橋本 柊平 三橋中教 12.70 5 1 4004 瀧澤 亮太(1) 浦和北高 12.84
きど しゅうじ させ りょう

2 11 木戸 修二 王歩AC DNS 6 2 1688 佐瀬 遼(2) いずみ高 13.20
みまき けんと よこやま としあき

5 520 三巻 健人(2) 大宮高 DNS 3 4 横山 稔晃 東京陸協 DNS
ますぶち ゆいと おかだ ともき

6 905 増渕 唯人(2) 与野高 DNS 6 902 岡田 智紀(2) 与野高 DNS

11組 (風:-2.7) 12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
ひろた しょうへい みやした なおや

1 4 3238 廣田 翔平 埼玉陸協 11.27 q 1 3 4496 宮下 直也(2) 栄東高 11.65
きくち ゆうた いしかわ よしなり

2 5 3994 菊池 優太(2) 浦和北高 11.97 2 5 4 石川 芳成(2) 浦和高 11.90
かわつら ゆうた うちだ あつし

3 3 1720 河連 悠太(2) 武南高 12.16 3 4 1348 内田 篤志(2) 叡明高 12.30
さんぐう だい うすだ かずひろ

4 6 5671 三宮 大(2) 大宮開成高 12.25 4 1 286 臼田 和弘 アスレティクス 13.04
おがわ てつま ささき たくま

5 8 2206 小川 鉄馬(1) 桶川高 12.48 5 7 1717 佐々木 琢真(1) 武南高 13.10
しみず しょうご どい りょうたろう

6 7 4486 清水 翔悟(1) 栄東高 12.94 2 428 土居 遼太郎(1) 大宮高 DNS
さの ちから たにはし ひでひこ

7 2 1543 佐野 誓(1) 岩槻高 13.05 6 3125 谷橋 秀彦 SOUL DNS
ねづ ひでさと

8 903 根津 英怜(2) 与野高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月25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25日 15:00 決　勝

予　選　14組0着＋8

13組 (風:-2.6) 14組 (風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
そが としあき むらやま かずあき

1 3 1140 曽我 利明 日本体育大学教員 11.48 q 1 4 1080 村山 和晃 ADLER 11.67
わたなべ はるき いのうえ つぐみ

2 5 3997 渡部 晴貴(2) 浦和北高 11.81 2 5 706 井上 嗣巳(2) アスレティクス 11.69
こん てっぺい たけだ ふうき

3 6 2123 今 哲平(2) 浦和南高 11.94 3 6 4494 武田 楓希(1) 栄東高 12.07
たなくら ゆうき ちの なおのり

4 4 2199 棚倉 裕貴(2) 桶川高 12.22 4 7 4005 千野 直徳(1) 浦和北高 12.28
あおき わたる くどう らいき

5 8 433 青木 渉(1) 大宮高 12.63 5 3 2200 工藤 礼輝(2) 桶川高 12.32
やまだ なおと あらい せいごう

6 7 1732 山田 直人(1) 武南高 12.78 6 8 431 新井 聖剛(1) 大宮高 12.68
さとう これひろ ほらさわ すばる

7 2 4492 佐藤 維洋(1) 栄東高 13.61 7 2 23 洞澤 昴(1) 浦和高 13.13
たるたに みのる

8 1 914 樽谷 実(1) 与野高 14.01

決　勝　

(風:-2.1)

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 5635 西郷 翔(1) 平成国際大 10.98
ひろた しょうへい

2 4 3238 廣田 翔平 埼玉陸協 11.14
はっとり つばさ

3 3 3082 服部 翼(2) 埼玉大院 11.24
そが としあき

4 8 1140 曽我 利明 日本体育大学教員 11.29
さいとう りく

5 6 1375 斉藤 陸 埼玉陸協 11.30
ひぐち よしお

6 1 711 樋口 義雄 A.I.R 11.54
くろぬま なおき

7 2 1728 黒沼 尚生(1) 武南高 11.59
ますぶち ゆいと

8 7 905 増渕 唯人(2) 与野高 11.64

凡例  DNS:欠場



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25日 14:30 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

やまもと りょう ひらた あきまさ

1 17 4166 山本 亮 さいたま市陸協 4:12.79 1 6 5685 平田 暁将(1) 大宮開成高 4:36.85
むらた しゅうさく おおの なおや

2 30 462 村田 修作(3) 大宮高 4:13.25 2 22 1740 大野 直哉(1) 武南高 4:36.86
おかだ しょうへい おおつか だいと

3 15 1139 岡田 昌平 さいたま市消防 4:14.12 3 15 430 大塚 大飛(1) 大宮高 4:44.28
さいとう ゆうき こばやし しょうたろう

4 29 4159 斉藤 雄基 さいたま市陸協 4:14.74 4 23 511 小林 昌太郎(2) 大宮高 4:46.40
やまがみ ようすけ こばやし ゆうき

5 4 1141 山上 洋祐 さいたま市消防 4:15.12 5 11 425 小林 由輝(1) 大宮高 4:47.01
みむら けいた さとう けんと

6 21 513 三村 啓太(2) 大宮高 4:16.70 6 5 916 佐藤 謙斗(1) 与野高 4:49.76
おしえ ゆういち かめやま だいすけ

7 11 4167 押江 優一 さいたま市陸協 4:17.12 7 25 3999 亀山 大介(1) 浦和北高 4:49.82
たかの たくみ くどう はると

8 10 3289 髙野 拓海 埼玉陸協 4:18.79 8 2 1723 工藤 遥翔(2) 武南高 4:51.57
にしだい ゆうご かみやま ゆうき

9 1 2208 西代 雄豪(1) 桶川高 4:19.93 9 4 1537 神山 勇希(2) 岩槻高 4:52.58
さかもと しゅん さかまき ゆうひ

10 16 521 坂本 駿(2) 大宮高 4:22.60 10 3 4498 坂巻 雄飛(2) 栄東高 4:52.97
なかの こうすけ そうま けいご

11 7 4157 中野 洸介 さいたま市陸協 4:22.91 11 1 1534 相馬 圭吾(2) 岩槻高 4:55.33
なかじま あゆむ みちがみ よしひろ

12 25 917 中島 渉(1) 与野高 4:23.32 12 17 1716 道上 義弘(1) 武南高 4:57.69
いわさき かい すぎたに だいすけ

13 18 518 岩崎 快(2) 大宮高 4:24.49 13 12 915 杉谷 大輔(1) 与野高 4:57.69
はぎわら しげとし おけだ たけし

14 23 4142 萩原 重寿 埼玉西部消防局 4:25.36 14 13 3127 桶田 武 さいたま市陸協 4:58.46
おかい りょう ふじおか たかゆき

15 8 5101 岡井 稜 埼大TC 4:31.84 15 26 918 藤岡 貴之(1) 与野高 4:59.20
あたらし たくみ いのうえ ようたろう

16 28 429 新 拓海(1) 大宮高 4:33.45 16 18 2128 井上 耀大郎(2) 浦和南高 4:59.60
くりはら みきひろ いのうえ りくと

17 12 512 栗原 幹大(2) 大宮高 4:35.53 17 28 606 井上 陸翔(2) 岩槻商業高 5:01.89
ないとう ひろと さいとう そうま

18 26 25 内藤 寛人 岩槻AC 4:38.55 18 29 2115 齊藤 宗馬(1) 浦和南高 5:03.76
なかじま こうすけ なかむら はると

19 5 519 中島 航亮(2) 大宮高 4:40.34 19 9 426 中村 遥斗(1) 大宮高 5:05.28
とのづか わたる やまき けいすけ

20 9 3148 土濃塚 渉 さいたま市陸協 4:40.39 20 10 1738 山木 渓佑(1) 武南高 5:08.42
しもざき ひろと やまざき かんたろう

21 2 2112 下﨑 皓人(2) 浦和南高 4:41.17 21 14 1548 山﨑 幹太郎(1) 岩槻高 5:09.83
やまだ たいちろう おのやま たかし

22 22 3996 山田 太一朗(2) 浦和北高 4:43.53 22 24 4491 小野山 天士(1) 栄東高 5:10.43
ささはら こうき のだ えいじ

23 24 1531 笹原 幸輝(2) 岩槻高 4:44.12 23 21 824 野田 英慈(1) 浦和商業高 5:11.79
うちやま たくろう ほりこし ゆうき

24 3 5678 内山 琢朗(2) 大宮開成高 4:48.83 24 7 919 堀越 祐輝(1) 与野高 5:15.07
つかごし ゆうすけ おくやま たいが

25 6 285 塚越 祐介 アスレティクス 4:58.71 25 8 1731 奥山 太海(1) 武南高 5:15.69
さとう しょうた いなば いっせい

26 14 2130 佐藤 荘大(2) 浦和南高 5:05.21 26 16 619 稲葉 一聖(1) 岩槻商業高 5:17.02
なかじま ゆうたろう つむらや こうだい

13 1535 中島 悠太郎(2) 大東大同 DNS 27 20 3166 圓谷 光大 さいたま市陸協 5:19.03
たなか かずひこ わたなべ けいた

19 3167 田中 和彦 さいたま市陸協 DNS 28 27 25 渡辺 圭太 SOUL 5:20.84
いけだ ともき おかじま あつき

20 2124 池田 智貴(2) 浦和南高 DNS 19 4481 岡島 充輝(1) 栄東高 DNS
しまむら えいじ

27 5541 島村 英治(1) 早稲田大 DNS

凡例  DNS:欠場



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25日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

やまもと りょう

1 4166 山本 亮 さいたま市陸協 4:12.79
むらた しゅうさく

2 462 村田 修作(3) 大宮高 4:13.25
おかだ しょうへい

3 1139 岡田 昌平 さいたま市消防 4:14.12
さいとう ゆうき

4 4159 斉藤 雄基 さいたま市陸協 4:14.74
やまがみ ようすけ

5 1141 山上 洋祐 さいたま市消防 4:15.12
みむら けいた

6 513 三村 啓太(2) 大宮高 4:16.70
おしえ ゆういち

7 4167 押江 優一 さいたま市陸協 4:17.12
たかの たくみ

8 3289 髙野 拓海 埼玉陸協 4:18.79

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25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
おざき よしふみ

1 1 1 尾崎 芳史 スイーツＡＣ 16:28.79
さこい ようじ

2 2 2 迫井 洋司 本郷クラブ 17:13.05
たけむら わたる

3 6 6 竹村 渉 さいたま市陸協 18:00.07
ささき ゆめじ

4 11 11 佐々木 夢士 スイーツＡＣ 18:08.98
かが さとし

5 4 4 加賀 聡(2) 岩槻高 18:28.56
とりい かずひこ

6 8 8 鳥居 七彦 別所沼スマイルRC 18:38.25
さとう ひかる

7 9 9 佐藤 晃(1) 岩槻高 19:24.91
ほんま りょうた

8 5 5 本間 亮太(1) 浦和北高 19:37.54
やまさき はるお

9 14 14 山崎 晴雄 別所沼スマイルRC 19:43.06
あべ りょうへい

10 13 13 阿部 糧平(1) 武南高 20:42.70
いしい まさき

11 16 16 石井 正樹 埼玉陸協 21:33.10
くまくら こうき

12 12 12 熊倉 幸紀(2) 栄東高 23:01.58
やまもと みつあき

13 17 17 山本 光亮 埼玉陸協 23:18.27
やました あゆむ

3 3 山下 歩夢(2) 与野高 DNS
さくらい ともろう

7 7 櫻井 有朗(1) 武南高 DNS
なかじま つばさ

10 10 中嶋 翼(1) 岩槻高 DNS
やべ ひろき

15 15 矢部 浩基 埼玉陸協 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25日 15:30 決　勝

決　勝　

(風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
いちかわ ゆうと

1 3 1726 市川 夢人(2) 武南高 15.93
たなか りょうと

2 5 1724 田中 遼仁(2) 武南高 16.25
しぶや こうたろう

3 4 12 渋谷 幸太朗(1) 浦和高 17.16
たまい けいた

4 8 11 玉井 奎多(1) 浦和高 17.60
かやもと なおき

5 6 1729 栢本 尚輝(1) 武南高 17.75
はせがわ しょう

6 7 615 長谷川 奨(2) 岩槻商業高 18.60
なかまち かずき

7 2 920 中町 一貴(1) 与野高 19.69



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25日 16:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

1 4 浦和高 18 末永 悠翔(1) すえなが ゆうと 43.61 1 3 大宮高 516 杉島 匠(2) すぎしま たくみ 46.09
12 渋谷 幸太朗(1) しぶや こうたろう 517 鈴木 郁哉(2) すずき ふみや

11 玉井 奎多(1) たまい けいた 427 和田 柊也(1) わだ しゅうや

4 石川 芳成(2) いしかわ よしなり 431 新井 聖剛(1) あらい せいごう

2 5 埼玉大院 3082 服部 翼(2) はっとり つばさ 44.05 2 5 small bears 3495 内藤 智之 ないとう ともゆき 46.34
3087 石塚 紳(2) いしづか しん 2325 内藤 貴之 ないとう たかゆき

3085 小林 秀輔(1) こばやし しゅうすけ 3371 山中 啓資 やまなか ひろし

1268 清野 玄太(2) せいの げんた 3502 束本 淳 つかもと じゅん

3 8 桶川高 2206 小川 鉄馬(1) おがわ てつま 46.06 3 8 岩槻高 1538 新井 護(2) あらい まもる 48.77
2199 棚倉 裕貴(2) たなくら ゆうき 1536 川﨑 凌弥(2) かわさき りょうや

2200 工藤 礼輝(2) くどう らいき 1544 田中 翔天(1) たなか しょうた

2203 遠藤 広隆(1) えんどう ひろたか 1543 佐野 誓(1) さの ちから
4 7 与野高 913 岡野 圭吾(1) おかの けいご 46.08 4 7 チームミラクル 4 窪田 悠 くぼた はるか 51.90

912 丸山 絋哉(1) まるやま こうや 2 橋本 柊平 はしもと しゅうへい

922 染谷 龍太(1) そめや りゅうた 24 島田 雄太 しまだ ゆうた

910 霜出 凜太朗(1) しもいで りんたろう 8 花島 昂己 はなしま こうき

5 6 浦和南高 2123 今 哲平(2) こん てっぺい 52.00 5 6 大宮開成高 5684 渡邊 尚暉(1) わたなべ なおき 54.66
2129 関根 大晟(2) せきね だいせい 5671 三宮 大(2) さんぐう だい

2114 佐藤 愛斗(2) さとう まなと 5680 杉本 昂也(1) すぎもと こうや

2113 古市 健汰(2) こいち けんた 5682 松本 慎太郎(1) まつもと しんたろう

3 武南高 DNS 4 栄東高 4476 大路 琳久(2) おおじ りく DQ,R1

4490 霜田 凌佑(2) しもだ りょうすけ

4496 宮下 直也(2) みやした なおや

4484 仲村 颯(2) なかむら はやて

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 43.61

2 44.05

3 46.06

4 46.08

5 46.09

6 46.34

7 48.77

8 51.90

岩槻高 新井 護(2) / 川﨑 凌弥(2) / 田中 翔天(1) / 佐野 誓(1)

チームミラクル 窪田 悠 / 橋本 柊平 / 島田 雄太 / 花島 昂己

与野高 岡野 圭吾(1) / 丸山 絋哉(1) / 染谷 龍太(1) / 霜出 凜太朗(1)

大宮高 杉島 匠(2) / 鈴木 郁哉(2) / 和田 柊也(1) / 新井 聖剛(1)

small bears 内藤 智之 / 内藤 貴之 / 山中 啓資 / 束本 淳

浦和高 末永 悠翔(1) / 渋谷 幸太朗(1) / 玉井 奎多(1) / 石川 芳成(2)

埼玉大院 服部 翼(2) / 石塚 紳(2) / 小林 秀輔(1) / 清野 玄太(2)

桶川高 小川 鉄馬(1) / 棚倉 裕貴(2) / 工藤 礼輝(2) / 遠藤 広隆(1)

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２



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)            2m00      小林 秀輔(埼玉・埼玉大)               2017 8月25日 10:00 決　勝

決　勝　

こばやし しゅうすけ － － － － － － － －

1 5 3085 小林 秀輔(1) 埼玉大院 － － ○ ○ × ○ ○ ○ × × × 1m94
かみじま ひろき － － － － － － － －

2 6 601 上島 大輝(1) 東洋大 － － × ○ － × ○ － × ○ × × × 1m94
おち ゆうと － － ○ × × ×

3 1 1736 越智 優斗(1) 武南高 1m35
すずき しょう － － － － － × × ×

2 1685 鈴木 翔(1) いずみ高 NM
たかはし わたる r

3 2198 高橋 航(2) 桶川高 NM
こいち けんた － － － － － － － －

4 2113 古市 健汰(2) 浦和南高 － × × × NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20

1m65

1m30

1m70

1m35

1m82

1m40

1m85

1m60

2m00
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m45

1m88

1m50

1m91

1m55

1m94

凡例  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)            4m70      塚本 宙央(埼玉・羽生一高)             2017 8月25日 10:00 決　勝

決　勝　

すえよし てつと × × ×

1 3818 末吉 哲人(2) 羽生一高 NM

記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
4m30

凡例  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25日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

あらい さとし 6m46 × 6m03 6m46 8 6m11 × × 6m46
1 30 6112 新井 聡 West.Tokyo.AC +1.0 +1.4 +1.0 -0.1 +1.0

てしま りく 6m30 × × 6m30 7 6m13 6m27 6m29 6m30
2 27 1 手島 陸(2) 浦和高 +1.3 +1.3 +0.5 +0.9 +1.1 +1.3

こさか なおき 5m07 × 6m05 6m05 5 6m04 × 6m28 6m28
3 28 3995 小坂 尚己(2) 浦和北高 +1.4 +1.8 +1.8 +2.6 +1.5 +1.5

さとう まなと 6m07 × × 6m07 6 5m70 × 6m20 6m20
4 29 2114 佐藤 愛斗(2) 浦和南高 +0.7 +0.7 +4.2 +2.2 +2.2

まにわ たくや × × 5m61 5m61 1 5m87 5m86 4m48 5m87
5 26 5 間庭 卓也(2) 浦和高 0.0 0.0 +1.4 +1.0 0.0 +1.4

うえの こうすけ 5m80 5m80 5m72 5m80 4 5m63 5m79 5m82 5m82
6 15 3998 上野 弘裕(1) 浦和北高 +3.7 +0.5 +1.7 +3.7 +2.9 -0.1 +2.7 +2.7

そめや りゅうた × 5m61 5m77 5m77 3 × × 4m83 5m77
7 24 922 染谷 龍太(1) 与野高 -1.0 +0.6 +0.6 +2.0 +0.6

ひろせ ゆうや × 5m56 5m61 5m61 2 5m70 × 5m49 5m70
8 25 6 広瀬 雄也(2) 東工大 -0.8 +0.4 +0.4 +1.8 +2.5 +1.8

やまもと りくと 5m48 5m47 5m57 5m57 5m57
9 19 1687 山本 陸斗(1) いずみ高 +3.1 -0.8 +1.7 +1.7 +1.7

ひしかわ だいと × 4m99 5m38 5m38 5m38
10 20 22 菱川 大翔(1) 浦和高 -1.5 +1.8 +1.8 +1.8

こまつ ゆうた × 5m37 5m37 5m37 5m37
11 22 15 小松 祐太(1) 浦和高 +0.2 +1.8 +0.2 +0.2

もりさき しょうた 4m92 5m36 5m27 5m36 5m36
12 14 921 森崎 翔太(1) 与野高 +1.7 +2.3 +0.9 +2.3 +2.3

かたおか りゅうや × 5m28 5m09 5m28 5m28
13 13 907 片岡 竜也(2) 与野高 +2.2 +1.6 +2.2 +2.2

のさか むつと 4m55 × 5m28 5m28 5m28
14 18 2204 野坂 睦斗(1) 桶川高 +2.5 +3.0 +3.0 +3.0

たなか しょうた 5m16 5m18 4m46 5m18 5m18
15 9 1544 田中 翔天(1) 岩槻高 +1.5 +0.7 +2.3 +0.7 +0.7

くすのせ のりかず 5m08 5m12 4m94 5m12 5m12
16 16 3266 楠瀬 規和 埼玉陸協 +0.1 +0.9 +1.7 +0.9 +0.9

つぼくら まさみつ × 4m82 5m01 5m01 5m01
17 23 3089 坪倉 政光 埼玉陸協 -0.3 +2.5 +2.5 +2.5

よしい ゆうた × 4m89 4m96 4m96 4m96
18 10 1730 吉井 雄太(1) 武南高 +0.5 0.0 0.0 0.0

にし しょうた 4m91 3m36 3m57 4m91 4m91
19 21 1683 西 翔太(1) いずみ高 +1.0 +0.4 +2.2 +1.0 +1.0

あらい まもる × 4m81 4m86 4m86 4m86
20 12 1538 新井 護(2) 岩槻高 +0.5 0.0 0.0 0.0

ばば そうご 4m77 4m86 － 4m86 4m86
21 5 923 馬場 蒼悟(1) 与野高 +1.4 +0.2 +0.2 +0.2

あんどう いくや 4m38 4m72 4m59 4m72 4m72
22 7 1684 安藤 郁弥(1) いずみ高 +0.3 -0.1 +1.0 -0.1 -0.1

たかはし たくみ 4m60 × × 4m60 4m60
23 8 4003 髙橋 匠(1) 浦和北高 -0.2 -0.2 -0.2

やすだ しょうま 4m25 4m43 4m25 4m43 4m43
24 11 26 安田 翔真(1) 浦和高 +2.7 +1.3 +1.2 +1.3 +1.3

まきの まさたか 4m29 × × 4m29 4m29
25 6 4007 牧野 匡貴(1) 浦和北高 +1.5 +1.5 +1.5

おおた けんいち

1 24 太田 健一 埼玉陸協 DNS
すがの あきとし

2 611 菅野 彰俊 大宮南中教 DNS
いとう ゆういちろう

3 1281 伊藤 裕一郎 大久保中教 DNS
かみじま ひろき

4 601 上島 大輝(1) 東洋大 DNS
とねがわ たくま

17 1686 利根川 巧磨(1) いずみ高 DNS

凡例  DNS:欠場



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)            14m82     石井 光一(埼玉・ウェルネス大)         2017 8月25日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

なかうち かずき

1 1 50 中内 和樹 慈恩寺中教 10m10 × 9m56 10m10 3 9m05 9m02 × 10m10
ささき たいき

2 3 613 佐々木 大器 埼玉陸協 8m69 × 9m14 9m14 2 8m84 × 8m75 9m14
しばた こうじ

3 2 435 柴田 康司 埼玉陸協 7m91 7m52 7m97 7m97 1 8m25 7m93 × 8m25



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25日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-2.3) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
こたけ ともひろ ふくにし りょうや

1 3 79 小竹 智汎(6) アスレティクス 14.39 1 4 25 福西 凌也(6) 大宮キッズ 15.25
はまみつ ゆうへい すがま ゆうた

2 5 23 濱満 悠平(6) 浦和JAC 14.45 2 6 78 菅間 宥汰(6) アスレティクス 15.42
さくらい かんた あおき りょうた

3 7 19 櫻井 寛太(6) 浦和JAC 14.54 3 5 20 青木 椋大(6) 浦和JAC 15.71
でむら みつき たかはし しゆう

4 4 19 出村 充紀(6) 芝原小 14.55 4 3 22 高橋 志颯(6) 浦和JAC 15.86
たけはな りょうま

5 6 24 武塙 諒馬(6) 大宮キッズ 17.48

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

こたけ ともひろ

1 79 小竹 智汎(6) アスレティクス 14.39 -2.3
はまみつ ゆうへい

2 23 濱満 悠平(6) 浦和JAC 14.45 -2.3
さくらい かんた

3 19 櫻井 寛太(6) 浦和JAC 14.54 -2.3
でむら みつき

4 19 出村 充紀(6) 芝原小 14.55 -2.3
ふくにし りょうや

5 25 福西 凌也(6) 大宮キッズ 15.25 -1.6
すがま ゆうた

6 78 菅間 宥汰(6) アスレティクス 15.42 -1.6
あおき りょうた

7 20 青木 椋大(6) 浦和JAC 15.71 -1.6
たかはし しゆう

8 22 高橋 志颯(6) 浦和JAC 15.86 -1.6



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)            3:08.72   石田 夢逢人(埼玉・大宮キッズ)         2017 8月25日 09:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
いしかわ こうき

1 2 2 石川 浩輝(6) 浦和JAC 3:11.17
もとはし だいき

2 8 8 本橋 大樹(6) 大宮キッズ 3:20.82
かんめら ゆうが

3 5 5 上米良 悠牙(6) 浦和JAC 3:28.28
おたざわ はる

4 3 3 織田澤 遥(6) 浦和JAC 3:32.98
たかしま ゆうだい

5 7 7 髙島 結大(6) 大宮キッズ 3:34.69
まつもと みつき

6 6 6 松本 充喜(6) 浦和JAC 3:38.61
わけ はやと

7 4 4 和氣 駿斗(6) 浦和JAC 3:43.20
たなか るか

8 1 1 田中 琉可(6) 浦和JAC 3:43.79

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
決　勝



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25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

たなか よしひろ 3m66 3m72 3m70 3m85 3m68 4m10 4m10
1 1 77 田中 佳宏(6) アスレティクス +3.7 +0.9 +2.9 +2.1 +2.3 +3.1 +3.1

よしだ あおば 3m85 3m41 × 3m56 3m85 4m03 4m03
2 5 18 吉田 碧羽(6) 浦和JAC +3.3 +1.7 +2.0 +2.4 +1.5 +1.5

かわぐち とみお 3m28 3m56 3m29 3m80 3m67 2m70 3m80
3 2 21 川口 十三央(6) 浦和JAC +3.2 +1.0 +2.5 +1.4 +1.4 +1.5 +1.4

ふくい はると 3m47 3m43 3m58 3m66 3m68 3m53 3m68
4 4 523 福井 晴斗(6) 西浦和小 +0.5 +1.6 +1.6 +3.0 +1.6 +0.9 +1.6

えんどう だいすけ 3m64 3m57 3m52 × 3m44 3m58 3m64
5 3 24 遠藤 大介(6) 浦和JAC +3.3 +1.1 +4.0 +1.7 +1.3 +3.3



中学男子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月25日 12:00 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松 康生(埼玉・城北)                 2016 8月25日 14:50 決　勝

予　選　35組0着＋8

1組 (風:-1.4) 2組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
おおば けんた かわしり たいち

1 4 4458 大庭 健太(3) 春野中 12.49 1 3 733 川尻 太一(2) 南浦和中 12.39
かわかみ こうき たけぐち はじめ

2 5 291 河上 晃輝(2) アスレティクス 12.63 2 6 4461 竹口 初(3) 春野中 12.59
ふなやま まゆき おりかさ りゅうき

3 6 1608 舟山 真悠輝(2) 三室中 13.65 3 4 5207 折笠 龍稀(1) 慈恩寺中 13.32
あんどう としゆき いとう こうた

4 7 2610 安藤 利幸(2) 日進中 13.70 4 5 4213 伊藤 幸太(2) 大宮八幡中 13.54
そう としき にしざき はると

5 3 4553 宗 利樹(2) 与野東中 13.74 5 7 4513 西崎 元翔(1) 与野東中 14.26
たじま たくと かなざわ なおき

6 8 2452 田島 拓途(1) 三橋中 14.45 6 8 4129 金澤 尚輝(1) 土屋中 14.51
いわい ゆうき おかやす さとし

7 1 4127 岩井 優輝(1) 土屋中 14.57 7 1 4325 岡安 智史(1) 土呂中 14.65
いわた しょうた すずき そら

8 2 314 岩田 翔大(1) 木崎中 15.20 2 811 鈴木 青空(2) 白幡中 DNS

3組 (風:0.0) 4組 (風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
よしだ たつや たかはし ねお

1 6 403 吉田 達哉(2) 原山中 12.52 1 6 1651 髙橋 音雄(3) 三室中 11.66 q
ひるた こうすけ まつしま ゆめと

2 3 4402 蛭田 公輔(2) 春野中 12.89 2 5 807 松島 夢斗(2) 白幡中 12.68
むらまつ りゅうのすけ ふくしま ゆたか

3 7 1714 村松 琉之介(2) 上大久保中 13.15 3 4 4603 福島 由隆(1) 与野西中 13.23
くりはら かずと きくち ゆうた

4 5 1621 栗原 和豊(1) 三室中 13.28 4 7 2203 菊池 祐汰(2) 大宮北中 13.57
はらむら ぜん もりやま いっさ

5 4 736 原村 然(2) 南浦和中 13.51 5 3 4557 森山 倭冴(2) 与野東中 14.06
ほその たくみ ふくたけ さとる

6 8 4556 細野 巧光(2) 与野東中 14.31 6 2 2710 福武 哲琉(1) 宮原中 15.11
もちづき ゆうと あかばね こうた

7 1 1412 望月 悠斗(2) 大谷口中 15.29 7 8 1701 赤羽根 幸太(1) 上大久保中 15.56
とみなが しゅん

8 2 1924 冨永 隼(1) 尾間木中 15.98

5組 (風:-0.1) 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
たおか せいま おおすみ ゆうと

1 5 1497 田岡 正誠(2) 大谷口中 12.54 1 6 5362 大隅 優人(3) 城北中 12.20
たけだ やまと ほんだ ゆうと

2 4 6112 武田 大和(2) 埼大附属中 13.11 2 4 412 本田 悠翔(2) 原山中 12.53
きよみや そら いとう だいき

3 3 1800 清宮 そら(1) 内谷中 13.41 3 3 718 伊藤 大輝(1) 南浦和中 13.45
みその やまと かねこ かずき

4 8 4421 御園 大和(1) 春野中 14.30 4 8 5561 金子 和樹(1) 柏陽中 13.72
さかい たくみ さとう そら

5 7 4321 坂井 拓海(1) 土呂中 14.54 5 7 4609 佐藤 大空(1) 与野西中 14.64
あさやま せい つかだ りょう

6 2 4501 淺山 晟(1) 与野東中 15.81 1 1403 束田 遼羽(2) 大谷口中 DNS
ふるや かずま すぎもと えりこ

7 1 4025 古谷 一真(2) 第二東中 16.44 2 810 杉本 愛里子(2) 白幡中 DNS
きただ けいいち こんどう みき

6 501 北田 恵一(2) 本太中 DNS 5 921 近藤  幹己(1) 大原中 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25日 12:00 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松 康生(埼玉・城北)                 2016 8月25日 14:50 決　勝

予　選　35組0着＋8

7組 (風:-0.3) 8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
てるい ひろたか きぬがさ まさや

1 3 1653 照井 啓能(3) 三室中 12.04 q 1 6 542 衣笠 匡哉(3) 本太中 12.33
にしかた りょうや まえの りんた

2 4 1408 西片 綾哉(2) 大谷口中 12.69 2 4 1600 前野 琳太(2) 三室中 12.90
こばやし ようすけ すずき けいた

3 6 4403 小林 洋介(2) 春野中 13.05 3 3 5386 鈴木 啓太(2) 城北中 13.78
かねこ しんたろう かんなみ こうすけ

4 5 308 金子 心太朗(1) 木崎中 13.46 4 8 3922 神南 洸介(2) 大谷中 13.89
ながしま こうすけ みもと こうへい

5 7 5303 長島 煌将(1) 城北中 13.47 5 1 932 三本  耕平(1) 大原中 14.02
すずき ゆうと にしだ けいすけ

6 8 3323 鈴木 勇翔(1) 春里中 14.51 6 7 2201 西田 圭祐(2) 大宮北中 14.52
くぼ あおと はやさか けいすけ

7 1 4001 久保 碧斗(1) 第二東中 14.89 7 2 1425 早坂 啓佑(1) 大谷口中 16.19
むとう まお よこた そうま

8 2 1224 武藤 磨勇(1) 大谷場中 16.77 5 1225 横田 壮真(1) 大谷場中 DNS

9組 (風:+0.5) 10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　たくみ こみね やまと

1 6 1649 内田　匠(3) 三室中 12.29 1 3 3423 小峰 大和(3) 大宮西中 12.06 q
いしい ゆうせい せしま りく

2 3 4457 石井 祐成(3) 春野中 12.73 2 6 905 瀬島 陸功(2) 大原中 13.10
おくがき かいち なかや えいじ

3 5 550 奥垣 開智(1) 本太中 13.33 3 4 4308 中谷 英司(2) 土呂中 13.52
かとう はやて ももせ そうた

4 4 2125 加藤 颯(2) 大宮南中 13.39 4 5 4414 百瀬 想太(2) 春野中 13.57
うおたに しゅうじ かみむら しゅういち

5 8 611 魚谷 柊仁(1) 東浦和中 14.01 5 8 4029 上村 修一(2) 第二東中 13.73
にしじま つばさ うえはら にちか

6 2 3713 西嶋 翼(1) 宮前中 14.71 6 7 4134 植原 二千翔(1) 土屋中 15.09
あまの こうと かわかみ しゅうせい

7 1 717 天野 煌斗(1) 南浦和中 16.40 7 2 1712 川上 修生(2) 上大久保中 15.41
てらさき たくみ とよおか あいと

7 2802 寺崎 匠(1) 植竹中 DNS 1 5392 豊岡 藍斗(1) 城北中 DQ,FS1

11組 (風:-2.3) 12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
おやま しんたろう うえま まなと

1 3 2772 小山 真太郎(2) 宮原中 12.85 1 5 2821 上間 愛斗(3) 植竹中 12.53
あさか ゆうと かがえ たくみ

2 5 1406 浅香 裕翔(2) 大谷口中 13.10 2 6 301 加賀江 巧(2) 木崎中 12.75
おがわ のぞみ すずき こうた

3 6 407 小川 希海(2) 原山中 13.64 3 4 3729 鈴木 航大(2) 宮前中 13.10
そね しょうた にしだ しんのすけ

4 4 3225 曽根 祥太(2) 片柳中 13.80 4 3 2508 西田 紳之助(1) 大成中 13.49
つぼさか けいと ながおか りょうたろう

5 7 927 壷阪  啓人(1) 大原中 14.59 5 8 1613 長岡 諒太郎(2) 三室中 13.53
かとう ふみや やぐち こうき

6 1 3711 加藤 郁也(1) 宮前中 15.32 6 7 5562 矢口 幸輝(1) 柏陽中 13.85
はやつ ゆうた みかじり るき

7 2 1702 早津 雄太(1) 上大久保中 16.06 7 1 1137 三日尻 琉葵(1) 大久保中 15.45
きむら こうた しもづま りょうた

8 4420 木村 晃太(1) 春野中 DNS 2 926 下妻  凌大(1) 大原中 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25日 12:00 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松 康生(埼玉・城北)                 2016 8月25日 14:50 決　勝

予　選　35組0着＋8

13組 (風:-1.7) 14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
いしざき ひろや うねめ はく

1 3 502 石崎 浩也(2) 本太中 12.29 1 3 3724 采女 珀(2) 宮前中 12.31
まかべ りく さいとう こうき

2 6 1404 真壁 鈴空(2) 大谷口中 12.83 2 5 202 齊藤 航輝(2) 常盤中 12.53
いとう しょうたろう むらかみ ゆうじん

3 5 3222 伊東 尚大朗(2) 片柳中 13.01 3 8 313 村上 優人(1) 木崎中 13.57 S
のだ りすけ はせがわ たくみ

4 7 2712 野田 理友(1) 宮原中 13.97 4 4 1413 長谷川 巧(2) 大谷口中 13.57 S
いしかわ りゅうは しばた ゆういちろう

5 8 2611 石川 流羽(2) 日進中 14.62 5 6 4217 芝田 雄一郎(2) 大宮八幡中 13.61
もりた こうせい くろせ らいむ

6 1 3708 森田 昊生(1) 宮前中 14.81 6 7 1115 黒瀬 来夢(2) 大久保中 13.83
たむら まさき こあぜ ぎんが

7 2 258 田村 昌樹(1) 常盤中 16.75 7 1 4505 小畦 銀河(1) 与野東中 14.89
こじま らく こじま とよき

4 1927 小島 楽空(1) 尾間木中 DNS 2 2708 小島 豊生(1) 宮原中 DNS

15組 (風:-2.1) 16組 (風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
いはら てるき なかせ ゆうさく

1 5 5530 井原 輝貴(2) 柏陽中 12.34 1 5 3227 中瀬 雄策(2) 片柳中 12.41
きむら かんた なかむら ゆう

2 6 4460 木村 幹太(3) 春野中 12.96 2 6 1 中村 優(2) アスレティクス 12.83
はやし かずき やべ たすく

3 8 4831 林 和希(2) 八王子中 13.04 3 4 1850 矢部 佑(2) 内谷中 13.63
うらべ たかや いまいずみ きより

4 3 1212 占部 隆也(2) 大谷場中 13.45 4 8 607 今泉 貴敬(1) 東浦和中 14.19
たかの ひろむ おか ゆうへい

5 4 4305 鷹野 大夢(2) 土呂中 13.90 5 7 4547 岡 侑平(2) 与野東中 14.67
すずき さくや ふくしま ゆうき

6 7 1802 鈴木 咲哉(1) 内谷中 14.17 6 1 1620 福嶋 優(1) 三室中 15.09
はやし ゆうた ふじむら とものり

7 2 1422 林 優拓(1) 大谷口中 14.77 7 2 1136 藤村 知紀(1) 大久保中 16.31
えびぬま いつき きりゅう かんた

8 1 251 海老沼 京樹(1) 常盤中 15.28 3 920 桐生  幹太(1) 大原中 DNS

17組 (風:+0.1) 18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
まつだ りお すわ たいせい

1 3 5229 松田 璃央(3) 慈恩寺中 11.34 q 1 5 1622 諏訪 泰晴(1) 三室中 12.48
よしかわ りく やまぐち しょうま

2 5 1610 吉川 陸(2) 三室中 13.00 2 4 6118 山口 奨茉(2) 埼大附属中 12.49
もりた りょうすけ やまぐち りぜ

3 6 1715 森田 涼介(2) 上大久保中 13.17 3 6 2507 山口 李世(1) 大成中 13.38
きむら けいた ふかさわ たから

4 4 1221 木村 圭汰(1) 大谷場中 13.60 4 3 732 深澤 貴己(2) 南浦和中 13.52
こんどう はるき うえはら かずま

5 8 2204 近藤 晴樹(2) 大宮北中 14.15 5 8 931 上原  一真(1) 大原中 13.75
しばやま ひろき ひがき しんじ

6 2 1807 柴山 大生(1) 内谷中 15.14 6 7 320 檜垣 慎治(1) 木崎中 13.96
いしかわ りょうが すずき はると

7 925 石川  了雅(1) 大原中 DNS 7 1 2630 鈴木 遥登(2) 日進中 15.08
ほりぐち こうた

8 2 454 堀口 煌太(1) 原山中 15.64

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25日 12:00 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松 康生(埼玉・城北)                 2016 8月25日 14:50 決　勝

予　選　35組0着＋8

19組 (風:-2.5) 20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
くりばら しゅん にしむら たいじ

1 3 3400 栗原 駿(2) 大宮西中 12.00 q 1 6 4401 西村 泰士(2) 春野中 12.52
きど りく さいとう ゆうた

2 6 5228 城戸 陸(3) 慈恩寺中 12.35 2 5 2618 斉藤 友汰(2) 日進中 12.80
ささき はる しんさか れいじ

3 4 315 佐々木 晴(1) 木崎中 13.14 3 3 819 新坂 零人(2) 白幡中 13.32
のざわ はやと たむら ゆうと

4 5 1116 野澤 颯斗(2) 大久保中 14.24 4 4 1114 田村 悠人(2) 大久保中 13.50
まえその けいた ふくだ しゅうと

5 8 3321 前園 啓太(2) 春里中 14.56 5 8 3325 福田 修斗(1) 春里中 14.47
かとう たつひと たちばな しゅんすけ

6 2 2803 加藤 竜日登(1) 植竹中 14.62 6 2 4608 立花 俊輔(1) 与野西中 14.65
しのはら もと こかじ ともあき

7 7 2205 篠原 本(2) 大宮北中 15.54 7 1 1700 小梶 智晃(1) 上大久保中 15.06
まつばら しき

7 923 松原  史季(1) 大原中 DNS

21組 (風:-1.1) 22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
てらだいら そらと やまぐち はると

1 5 1902 寺平 空人(2) 尾間木中 12.30 1 6 411 山口 遼士(2) 原山中 12.57
まるやま てっぺい せきかわ きしん

2 4 305 丸山 鉄平(2) 木崎中 13.03 2 3 4552 関川 輝真(2) 与野東中 13.04
わたなべ ひびき ふくはら やまと

3 6 1601 渡辺 響(2) 三室中 13.08 3 5 1713 福原 大倭(2) 上大久保中 13.15
はいしま ゆづき いのうえ はるき

4 3 2634 蓜島 佑月(2) 日進中 13.54 4 8 1923 井上 陽基(1) 尾間木中 13.41
こみや そうた いまい しゅんた

5 7 4507 小宮 颯太(1) 与野東中 13.81 5 4 3710 今井 俊太(1) 宮前中 13.70
さとう てつ すがや りょうすけ

6 1 5301 佐藤 哲(1) 城北中 15.43 6 7 2804 菅谷 亮介(1) 植竹中 13.83
みやざき かくと みやはた ゆうま

7 2 4007 宮﨑 確斗(1) 第二東中 16.53 7 1 310 宮畑 佑麻(1) 木崎中 15.08
こばやし かずと みょうちん はると

8 614 小林 和人(1) 東浦和中 DNS 8 2 1401 明珍 春人(2) 大谷口中 15.20

23組 (風:-0.8) 24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
しらいし ようすけ ならもと ゆうき

1 4 4456 白石 遥介(3) 春野中 11.77 q 1 3 2514 楢本 雄貴(3) 大成中 12.27
おおぬま ゆうや かたぎり たいき

2 6 929 大沼  祐也(1) 大原中 12.79 2 6 255 片桐 大暉(1) 常盤中 13.27
つじむら はる まさき かいせい

3 5 252 辻村 晴(1) 常盤中 12.88 3 5 4309 正木 海成(2) 土呂中 13.46
たけの かずき やえしま むねいえ

4 3 608 武野 和希(1) 東浦和中 13.18 4 4 306 八重島 宗家(2) 木崎中 13.77
かきぬま しんご やなぎだ ゆうが

5 8 4842 柿沼 真伍(1) 八王子中 13.69 5 8 5532 柳田 悠雅(2) 柏陽中 14.03
ささき ひろと かけい ゆうと

6 2 5531 佐々木 弘翔(2) 柏陽中 13.79 6 2 815 加計 柚人(2) 白幡中 14.27
ゆはら しょうま しらいし しょうま

7 1 6119 油原 生真(2) 埼大附属中 14.49 7 7 2641 白石 翔馬(1) 日進中 14.97
あらき りゅうのすけ きもと けいと

7 1128 荒木 隆之介(1) 大久保中 DNS 8 1 1131 木元 啓登(1) 大久保中 16.88

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25日 12:00 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松 康生(埼玉・城北)                 2016 8月25日 14:50 決　勝

予　選　35組0着＋8

25組 (風:-1.4) 26組 (風:-3.8)

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
ごとう ゆうが すぎやま ひろあき

1 4 1849 後藤 優雅(2) 内谷中 12.30 1 3 735 杉山 弘明(2) 南浦和中 12.04 q
ふじもと よしき おの そうま

2 5 4838 藤本 恭輝(2) 八王子中 13.04 2 6 4455 小野 蒼真(3) 春野中 12.45
たけはら ひろき なかやま ともや

3 7 906 竹原 大貴(2) 大原中 13.39 3 5 504 仲山 智也(2) 本太中 13.43
ほそだ かける まつばら ゆうし

4 3 2326 細田 懸(1) 桜木中 13.59 4 4 417 松原 悠之(2) 原山中 14.21
こいわ しゅうや すがわら いなせ

5 6 802 小岩 柊哉(2) 白幡中 13.87 5 7 4551 菅原 一晟(2) 与野東中 14.42
あしや そうた きざき まさひろ

6 8 318 蘆屋 颯太(1) 木崎中 14.53 6 8 1801 木崎 将宏(1) 内谷中 14.48
おおはし けいた ふかさく こうへい

7 2 4546 大橋 敬太(2) 与野東中 15.44 7 2 2635 深作 航平(2) 日進中 15.84
うらさき けんと よこやま けい

8 1 1498 浦崎 剣大(2) 大谷口中 15.58 1 4132 横山 慧(1) 土屋中 DNS

27組 (風:-0.5) 28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
たも ときお おぎわら たくろう

1 4 4511 田茂 時生(1) 与野東中 12.66 1 3 2522 荻原 琢朗(2) 大成中 12.44
いいだ まさき いいの ゆうと

2 3 4040 飯田 正樹(2) 第二東中 12.86 2 6 4041 飯野 優斗(2) 第二東中 12.64
やまぐち りお すぎはら けんしん

3 5 317 山口 莉央(1) 木崎中 13.32 3 5 738 杉原 健心(2) 南浦和中 13.33
くろさき ゆうた ふるかわ れつと

4 6 1410 黒崎 結太(2) 大谷口中 13.46 4 4 1117 古川 烈人(2) 大久保中 14.06
しげやま ゆうき さとう ゆうや

5 8 1606 重山 侑生(2) 三室中 14.07 5 8 1222 佐藤 優弥(1) 大谷場中 14.26
いいじま さとる さかもと ひろき

6 7 455 飯嶋 悟(1) 原山中 14.55 6 7 4550 坂本 裕紀(2) 与野東中 14.58
ひだ はると おおしま りょうたろう

7 1 2454 飛田 陽斗(1) 三橋中 14.89 7 2 5380 大島 遼太郎(2) 城北中 15.60
すずき ゆうき こが ひろなお

8 2 2806 鈴木 祐稀(1) 植竹中 15.94 8 1 1420 古賀 宏尚(1) 大谷口中 15.65

29組 (風:-1.3) 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
きりがや りよ たなか とうき

1 5 3727 桐ヶ谷 琉世(2) 宮前中 12.30 1 4 2425 田中 瞳輝(3) 三橋中 12.52
やまうち しょうへい ちば しゅんすけ

2 4 6117 山内 章平(2) 埼大附属中 12.87 2 3 4039 千葉 俊輔(2) 第二東中 12.61
うちぼり けんすけ やまざき ふうま

3 6 710 内堀 賢輔(2) アスレティクス 13.26 3 2 1926 山﨑 楓真(1) 尾間木中 14.79
かしむら ゆうせい あさぬま だいち

4 3 816 樫村 優聖(2) 白幡中 13.61 4 8 4322 淺沼 大智(1) 土呂中 14.93
せんば こうが もりかわ はやと

5 8 3328 仙波 晃河(1) 春里中 13.80 5 1 1405 森川 颯斗(2) 大谷口中 15.81
ふくせ たいよう いなもり かずと

6 1 4515 福勢 大遥(1) 与野東中 14.86 6 7 2813 稲森 和斗(1) 植竹中 16.18
かめや かいと おのでら そうし

2 507 亀谷 海斗(1) 本太中 DNS 5 5381 小野寺 颯士(2) 城北中 DNS
やまうち はると とくなが あたる

7 924 山内  陽斗(1) 大原中 DNS 6 302 徳永 直瑠(2) 木崎中 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25日 12:00 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松 康生(埼玉・城北)                 2016 8月25日 14:50 決　勝

予　選　35組0着＋8

31組 (風:-1.9) 32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
はしもと だいち ふじなみ しどう

1 3 2127 橋本 大智(1) 大宮南中 12.22 1 4 408 藤波 志憧(2) 原山中 12.12 q
あいた こうせい さくま わたる

2 4 1903 会田 恒聖(2) 尾間木中 13.00 2 6 4462 佐久間 渉(3) 春野中 12.62
ますだ けんご いけだ りょうま

3 5 211 増田 健悟(2) 常盤中 13.36 3 3 5391 池田 涼馬(1) 城北中 13.03
たなか さとる さとう しゅうた

4 6 1499 田中 聡(2) 大谷口中 13.64 4 7 3700 佐藤 秀太(1) 宮前中 13.52
おおさき りき みやさか ともき

5 7 2707 大崎 力(1) 宮原中 14.04 5 5 2838 宮坂 智樹(2) 植竹中 13.67
しみず りょうた なかざわ はやと

6 8 734 清水 遼太(2) 南浦和中 15.38 6 2 1803 中澤 颯翔(1) 内谷中 15.27
かみうら ひで えりかわ あきら

7 1 2810 上浦 英(1) 植竹中 16.57 1 300 江利川 輝(2) 木崎中 DNS
ほうだい たくみ あべ ひかる

2 4209 寶代 拓海(1) 大宮八幡中 DNS 8 4843 阿部 光瑠(1) 八王子中 DNS

33組 (風:-1.2) 34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
おあき けいた あしの かつあき

1 3 1210 青木 啓太(2) 大谷場中 12.61 1 6 2770 芦埜 克明(2) 宮原中 12.24
みやけ しゅんたろう おおいし そら

2 5 650 三宅 隼太郎(2) 東浦和中 12.66 2 5 1424 大石 空(1) 大谷口中 13.09
しみず かいと あらい りょうた

3 4 509 清水 櫂斗(1) 本太中 13.32 3 3 1717 新井 稜大(2) 上大久保中 13.10
かわきた たけし はせがわ りょう

4 6 4405 河北 壮史(2) 春野中 13.50 4 4 5219 長谷川 稜(1) 慈恩寺中 13.54
こが ゆうし ふじぬま たくや

5 7 4506 古賀 湧志(1) 与野東中 14.00 5 8 5399 藤沼 拓矢(1) 城北中 14.71
ふじい しんゆう ますだ たいき

6 8 1409 藤井 伸優(2) 大谷口中 14.01 6 2 253 増田 大樹(1) 常盤中 14.78
しまばら しゅんせい きくはら さねつぐ

7 1 715 島原 駿青(1) 南浦和中 15.21 7 1 311 菊原 志胤(1) 木崎中 16.20
みうら はるいち たかはし こうすけ

8 2 2450 三浦 春一(1) 三橋中 15.24 7 3918 高橋 恒介(2) 大谷中 DNS

35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
いとう そら

1 4 1211 伊藤 空(2) 大谷場中 12.34
いのまた なおき

2 5 730 猪俣 尚希(2) 南浦和中 12.91
にかいどう かいと

3 3 303 二階堂 海人(2) 木崎中 13.25
ちの たくま

4 6 4512 千野 琢真(1) 与野東中 13.32
たなか もとたか

5 7 4311 田中 元隆(2) 土呂中 13.70
さくらだ かい

6 2 1428 桜田 櫂(1) 大谷口中 14.51
わたなべ ひろと

7 1 4034 渡部 広人(2) 第二東中 15.55
はるやま りょうたろう

8 8 818 春山 遼太朗(2) 白幡中 15.77

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25日 12:00 予　選
大会記録(GR)            11.20     村松 康生(埼玉・城北)                 2016 8月25日 14:50 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
まつだ りお

1 4 5229 松田 璃央(3) 慈恩寺中 11.42
たかはし ねお

2 3 1651 髙橋 音雄(3) 三室中 11.78
しらいし ようすけ

3 5 4456 白石 遥介(3) 春野中 11.89 S
こみね やまと

4 2 3423 小峰 大和(3) 大宮西中 11.89 S
くりばら しゅん

5 6 3400 栗原 駿(2) 大宮西中 11.95
すぎやま ひろあき

6 8 735 杉山 弘明(2) 南浦和中 12.06
てるい ひろたか

7 7 1653 照井 啓能(3) 三室中 12.12
ふじなみ しどう

8 1 408 藤波 志憧(2) 原山中 12.32

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25日 09:50 予　選
大会記録(GR)            4:07.61   小林 智奈(埼玉・東浦和)               2017 8月25日 16:15 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

さとう わたる おがわ えいすけ

1 1 5384 佐藤 渉(2) 城北中 4:28.69 q 1 2 2518 小川 英祐(3) 大成中 4:39.93 q
くらもと りんたろう みうら かずま

2 3 6102 倉本 倫太郎(1) 埼大附属中 4:28.95 q 2 10 2636 三浦 一真(2) 日進中 4:39.95 q
さの いぶき たつみ ゆうき

3 24 3712 佐野 生樹(1) 宮前中 4:29.64 q 3 11 5388 巽 勇樹(2) 城北中 4:40.10 q
たきざわ じゅあん たるかど すばる

4 8 209 瀧澤 寿安(2) 常盤中 4:50.48 4 6 2837 樽角 昴(2) 植竹中 4:55.49
のがみ ゆうま やまもと ゆうた

5 25 4473 野上 侑馬(3) 春野中 4:53.35 5 8 2224 山本 侑汰(2) 大宮北中 4:55.63
にしまつ ゆうき あらい がく

6 9 2632 西松 祐樹(2) 日進中 4:54.71 6 3 4027 荒井 我空(2) 第二東中 5:00.11
いまむら しゅんや あんどう あおい

7 19 902 今村 俊哉(2) 大原中 4:58.34 7 19 3915 安藤 葵(2) 大谷中 5:00.48
わたなべ ようた むとう りょう

8 22 410 渡邉 陽太(2) 原山中 5:01.26 8 12 928 武藤  諒(1) 大原中 5:03.16
ひらごおり るい こばやし しんたろう

9 20 3324 平郡 琉偉(1) 春里中 5:09.15 9 20 221 小林 慎太郎(3) 常盤中 5:05.25
とくなが あつひろ いいづか ゆうと

10 10 4622 徳永 敦大(3) 与野西中 5:09.59 10 18 2809 飯塚 勇斗(1) 植竹中 5:05.53
わたなべ そうた たきがひら りゅうと

11 15 2812 渡部 聡太(1) 植竹中 5:17.90 11 17 4035 瀧ヶ平 竜仁(2) 第二東中 5:13.78
くまがい かずのり みやざき はく

12 13 806 熊谷 和倫(2) 白幡中 5:18.35 12 13 4610 宮﨑 伯(1) 与野西中 5:15.45
もとだて れん はせがわ りと

13 5 3921 本舘 蓮(2) 大谷中 5:21.96 13 25 5218 長谷川 理斗(1) 慈恩寺中 5:18.94
さとう ゆうき たなか ひろまさ

14 18 4206 佐藤 佑生(1) 大宮八幡中 5:24.96 14 24 3226 田中 大将(2) 片柳中 5:20.18
くぼ ようすけ たなか やすたか

15 12 4006 久保 陽佑(1) 第二東中 5:26.68 15 5 6100 田中 康貴(1) 埼大附属中 5:21.58
つかごし しゅんじ ふじわら ゆづき

16 2 4128 塚越 駿志(1) 土屋中 5:26.80 16 7 309 藤原 弦月(1) 木崎中 5:28.95
たけうち かなと さたけ わたる

17 7 652 竹内 奏登(2) 東浦和中 5:28.07 17 1 4508 佐竹 航(1) 与野東中 5:40.69
おきしま ともき はぎわら りんたろう

18 11 3223 沖島 知輝(2) 片柳中 5:38.12 18 4 3721 萩原 林太郎(2) 宮前中 5:54.29
おかざき だいき いしびつ たくみ

19 23 1418 岡﨑 大希(1) 大谷口中 5:56.51 19 22 4133 石櫃 匠(1) 土屋中 6:06.67
いけだ ゆうた しのざき けんた

20 21 1922 池田 優太(1) 尾間木中 5:59.09 20 15 461 篠崎 健太(1) 原山中 6:13.69
よもぎだ こうすけ あいざき わく

21 16 4517 蓬田 皓介(1) 与野東中 5:59.32 9 2805 相崎 湧久(1) 植竹中
たまき とむ いしのだ たくみ

22 6 1223 玉木 斗夢(1) 大谷場中 6:06.55 14 612 石野田 匠海(1) 東浦和中
せき そうた やまとも たすく

23 14 319 関 颯太(1) 木崎中 6:10.57 16 4474 山友 大育(3) 春野中
あまり まさと くりばら けいいちろう

24 17 2783 甘利 将翼(2) 宮原中 6:13.28 21 2700 栗原 慶一郎(1) 宮原中
なかだ ようた とい ゆかり

4 4833 中田 遥太(2) 八王子中 DNS 23 812 戸井 友加里(2) 白幡中

凡例  DNF:途中棄権 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25日 09:50 予　選
大会記録(GR)            4:07.61   小林 智奈(埼玉・東浦和)               2017 8月25日 16:15 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

やまかわ かい くにい じゅんせい

1 17 2202 山川 開(2) 大宮北中 4:35.16 q 1 15 3728 國井 順生(2) 宮前中 4:44.94
なかむら ふみと とみた ようすけ

2 25 204 中村 郁巴(2) 常盤中 4:38.90 q 2 19 4004 冨田 洋輔(1) 第二東中 4:45.26
もとひろ まさと すがわら れんたろう

3 11 2128 本廣 真人(1) 大宮南中 4:49.71 3 9 3722 菅原 廉太朗(2) 宮前中 4:48.97
すずき いぶき やすえ はると

4 21 5385 鈴木 伊吹(2) 城北中 4:51.01 4 2 205 安江 悠登(2) 常盤中 4:55.52
おはら あきひろ あんべ そら

5 19 4216 小原 彬弘(2) 大宮八幡中 4:54.21 5 12 3411 安部 想徠(1) 大宮西中 5:00.05
うえまつ かんた いながき よしかず

6 3 6113 植松 幹太(2) 埼大附属中 4:54.70 6 21 4028 稲垣 喜一(2) 第二東中 5:01.19
くりはら あきひと あらい あきひと

7 10 4549 栗原 彬仁(2) 与野東中 4:57.40 7 4 3221 荒井 陽仁(2) 片柳中 5:07.65
きりゅう たいき こばやし りょうた

8 6 1485 桐生 太稀(3) 大谷口中 4:58.13 8 25 809 小林 稜汰(2) 白幡中 5:08.76
かみうら けん まるやま せいじ

9 14 2826 上浦 健(2) 植竹中 5:01.81 9 13 450 丸山 晴司(1) 原山中 5:13.51
にしたに しゅんき おおの ゆうじ

10 20 1852 西谷 駿希(2) 内谷中 5:07.88 10 1 415 大野 友嗣(2) 原山中 5:13.53
なかだ えいた いわの こうき

11 15 4830 中田 瑛太(2) 八王子中 5:10.99 11 18 2640 岩野 航輝(1) 日進中 5:14.04
おおた たける かわぞえ けんと

12 22 2828 太田 丈翔(2) 植竹中 5:15.74 12 7 503 川添 謙斗(2) 本太中 5:17.25
みずむら たくみ しむら こうせい

13 5 3326 水村 匠(1) 春里中 5:15.84 13 3 2801 志村 航星(1) 植竹中 5:19.66
あいざわ たいせい そのだ けんたろう

14 2 463 相澤 大誠(1) 原山中 5:21.71 14 22 1215 園田 憲太郎(2) 大谷場中 5:20.48
たかなし ちさと たかはし かい

15 8 1921 高梨 千怜(1) 尾間木中 5:23.73 15 20 451 髙橋 桧(1) 原山中 5:21.10
ふじき しゅんすけ たかはし しん

16 23 4617 藤木 俊輔(3) 与野西中 5:26.19 16 16 452 髙橋 槙(1) 原山中 5:21.33
ひなはた ゆうだい いしまる やすひろ

17 18 4307 日向端 悠大(2) 土呂中 5:31.73 17 24 904 石丸 靖洋(2) 大原中 5:22.52
すぎの たくま たなか はると

18 16 820 杉野 拓馬(2) 白幡中 5:32.91 18 17 4510 田中 遥大(1) 与野東中 5:34.84
うえだ かい まつざき こうき

19 4 2808 植田 夏生(1) 植竹中 5:34.68 19 5 2505 松崎 煌己(1) 大成中 5:35.60
あらい かいと せりざわ きみあき

20 7 4422 新井 海斗(1) 春野中 5:46.40 20 11 1806 芹澤 君明(1) 内谷中 6:06.84
やまもと たくろう おだじま あきと

21 24 610 山本 琢朗(1) 東浦和中 6:00.66 21 8 1427 小田嶋 爽人(1) 大谷口中 6:27.67
ひらの しゅうた おばら はやと

1 5560 平野 柊太(1) 柏陽中 DNF 6 6114 小原 颯斗(2) 埼大附属中 DNS
わたなべ ひろむ くろす はると

9 4008 渡邉 大夢(1) 第二東中 DNS 10 5383 黒須 陽斗(2) 城北中 DNS
やまぐち ゆうと しみず あゆむ

12 3709 山口 祐社(1) 宮前中 DNS 14 4469 清水 歩(3) 春野中 DNS
さかもと かい さとう じゅんや

13 2835 坂本 櫂(2) 植竹中 DNS 23 4846 佐藤 淳哉(1) 八王子中 DNF

凡例  DNF:途中棄権 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25日 09:50 予　選
大会記録(GR)            4:07.61   小林 智奈(埼玉・東浦和)               2017 8月25日 16:15 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

くぼた しんたろう いしい はると

1 12 539 窪田 真太郎(3) 本太中 4:40.55 q 1 18 801 石井 遥大(2) 白幡中 4:36.06 q
ももせ りく かたおか りょうや

2 19 4466 百瀬 稜久(3) 春野中 4:40.84 q 2 4 4100 片岡 遼哉(1) 土屋中 4:39.10 q
あんべ りく いわふち いぶき

3 5 3420 安部 凌功(3) 大宮西中 4:46.27 3 22 3723 岩渕 一歩希(2) 宮前中 4:39.11 q
いとう りく しみず けんすけ

4 9 3917 伊藤 陸(2) 大谷中 4:46.49 4 7 606 志水 謙介(3) 東浦和中 4:48.61
おおた かける いしだ ゆらと

5 13 4406 太田 翔(2) 春野中 4:57.80 5 13 3415 石田 夢逢人(1) 大宮西中 4:56.78
もとむら こうた こじま そうし

6 14 4026 本村 倖大(2) 第二東中 5:00.39 6 10 831 小嶋 壮志(2) 白幡中 4:56.98
とくなが あたる ときわ たいが

7 25 302 徳永 直瑠(2) 木崎中 5:01.80 7 21 2525 常盤 大河(2) 大成中 5:02.27
つかもと しおん さとう しょうた

8 7 2221 塚本 志音(3) 大宮北中 5:02.62 8 20 4605 佐藤 翔大(1) 与野西中 5:05.89
さかした ゆきひこ にしおか たかあき

9 8 4621 坂下 由紀彦(2) 与野西中 5:03.32 9 9 405 西岡 嵩晃(2) 原山中 5:08.40
かわな こうた おおわだ まさなり

10 10 4504 川名 航太(1) 与野東中 5:03.74 10 12 4407 大和田 将成(2) 春野中 5:09.13
すさ えいた やまぐち りょうすけ

11 6 4837 須佐 栄太(2) 八王子中 5:09.25 11 11 549 山口 稜介(1) 本太中 5:12.10
たかやま しょうたろう くぼた はる

12 4 804 髙山 翔太郎(2) 白幡中 5:10.67 12 14 2709 久保田 遼(1) 宮原中 5:13.14
たなか しょう しばた たくみ

13 11 4036 田中 樟(2) 第二東中 5:11.48 13 16 737 柴田 拓海(2) 南浦和中 5:14.02
そうま しょうご みやざき だいや

14 1 2529 相馬 笙冴(2) 大成中 5:13.80 14 1 4033 宮﨑 大也(2) 第二東中 5:19.33
すがわら けんたろう まえだ てっぺい

15 22 2642 菅原 絆太郎(1) 日進中 5:24.67 15 17 4558 前田 哲兵(2) 与野東中 5:19.98
あじた かずま こまい あやと

16 20 3706 味田 一真(1) 宮前中 5:33.72 16 15 2830 駒井 綾人(2) 植竹中 5:23.46
おかの ともや おざわ はやと

17 2 1213 岡野 友哉(2) 大谷場中 5:35.29 17 8 817 小澤 隼人(2) 白幡中 5:29.78
ふくしま たかし ほんしょう たくま

18 18 460 福嶋 崇(1) 原山中 5:35.65 18 6 459 本庄 琢真(1) 原山中 5:30.32
いしい りょう こばやし じょうと

19 3 316 石井 遼(1) 木崎中 5:36.69 19 3 1421 小林 丈通(1) 大谷口中 5:34.19
たかだ たいし はやし たいよう

20 23 206 高田 泰司(2) 常盤中 5:52.27 20 24 5398 林 大陽(1) 城北中 5:52.88
おおき ゆう たけだ ひろき

21 15 613 大木 優(1) 東浦和中 6:03.40 21 25 813 武田 啓生(1) 白幡中 6:01.20
さとう のりあき せきぐち はやと

22 17 4400 佐藤 徳亮(2) 春野中 6:08.68 22 23 1132 関口 颯(1) 大久保中 6:08.84
かまがみ りょうすけ たかつの こうが

16 2814 鎌上 諒祐(1) 植竹中 DNS 2 6103 高角 康河(1) 埼大附属中 DNS
かねこ そら のぐち たいと

21 4112 金子 宙央(2) 土屋中 DNS 5 4208 野口 大翔(1) 大宮八幡中 DNS
これなが てんせい いわさか しおん

24 2451 是永 天誠(1) 三橋中 DNS 19 4423 岩坂 志穏(1) 春野中 DNS

凡例  DNF:途中棄権 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25日 09:50 予　選
大会記録(GR)            4:07.61   小林 智奈(埼玉・東浦和)               2017 8月25日 16:15 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

わたなべ りょう

1 25 224 渡辺 諒(3) 常盤中 4:38.23 q
やまざき たいし

2 2 406 山﨑 泰志(2) 原山中 4:44.01 q
とりごえ れお

3 23 907 鳥越 怜雄(2) 大原中 4:44.19
ながいし あおい

4 18 506 永石 葵(2) 本太中 4:50.75
ながた しゅうへい

5 24 4468 永田 柊平(3) 春野中 4:57.72
かねだ こうき

6 17 4835 金田 光貴(2) 八王子中 4:58.96
いのうえ なるみ

7 21 2316 井上 誠己(2) 桜木中 5:04.36
たむら あやと

8 8 3726 田村 絢人(2) 宮前中 5:07.48
とりば みつき

9 16 5305 鳥羽 充希(1) 城北中 5:09.83
かとう ふくや

10 10 2829 加藤 福也(2) 植竹中 5:11.59
おおみち たかひろ

11 15 4545 大道 崇裕(2) 与野東中 5:14.96
いしい しゅうま

12 12 4102 石井 秀馬(2) 土屋中 5:15.52
さくらい なおき

13 11 2453 櫻井 直暉(1) 三橋中 5:19.47
わたなべ やまと

14 1 2786 渡辺 大和(2) 宮原中 5:27.14
かない いぶき

15 13 3725 金井 伊吹(2) 宮前中 5:27.55
たかさき はゆと

16 19 2643 髙﨑 葉優人(1) 日進中 5:39.49
おおいし わたる

17 4 811 大石 航(1) 白幡中 5:42.50
むらたに さいわい

18 5 3705 村谷 祥(1) 宮前中 5:43.04
しばた やまと

19 20 4607 柴田 大和(1) 与野西中 5:43.19
はせがわ たくみ

20 9 3228 長谷川 拓美(2) 片柳中 5:49.35
いけづ そういちろう

21 6 6101 池津 惣一朗(1) 埼大附属中 5:59.18
うえたけ ひなた

22 3 1804 植竹 陽大(1) 内谷中 6:00.49
うちだ きょうすけ

7 2515 内田 京佑(3) 大成中 DNS
おかざき りゅう

14 1901 岡崎 龍(2) 尾間木中 DNS
いしい まひろ

22 4024 石井 万寛(2) 第二東中

凡例  DNF:途中棄権 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25日 09:50 予　選
大会記録(GR)            4:07.61   小林 智奈(埼玉・東浦和)               2017 8月25日 16:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
やまかわ かい

1 8 2202 山川 開(2) 大宮北中 4:21.73
さとう わたる

2 1 5384 佐藤 渉(2) 城北中 4:22.62
いしい はると

3 12 801 石井 遥大(2) 白幡中 4:23.46
わたなべ りょう

4 9 224 渡辺 諒(3) 常盤中 4:30.95
くらもと りんたろう

5 3 6102 倉本 倫太郎(1) 埼大附属中 4:31.46
おがわ えいすけ

6 10 2518 小川 英祐(3) 大成中 4:34.79
ももせ りく

7 14 4466 百瀬 稜久(3) 春野中 4:35.13
みうら かずま

8 11 2636 三浦 一真(2) 日進中 4:35.44
さの いぶき

9 6 3712 佐野 生樹(1) 宮前中 4:36.36
やまざき たいし

10 15 406 山﨑 泰志(2) 原山中 4:39.14
なかむら ふみと

11 5 204 中村 郁巴(2) 常盤中 4:39.82
たつみ ゆうき

12 4 5388 巽 勇樹(2) 城北中 4:39.85
いわふち いぶき

13 2 3723 岩渕 一歩希(2) 宮前中 4:39.87
かたおか りょうや

14 13 4100 片岡 遼哉(1) 土屋中 4:41.99
くぼた しんたろう

15 7 539 窪田 真太郎(3) 本太中 4:46.70
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凡例  DNF:途中棄権 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25日 14:10 予　選
大会記録(GR)            14.48     加藤 誠也(埼玉・宮原)                 2007 8月25日 15:25 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:-1.8) 2組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
さとう ゆうま いしかわ しょう

1 5 4824 佐藤 優守(3) 八王子中 16.09 q 1 6 4803 石川 翔(3) 八王子中 16.13 q
さとう きりゅう すずき げんき

2 3 2443 佐藤 綺竜(2) 三橋中 18.83 q 2 5 3923 鈴木 元希(2) 大谷中 18.23 q
かわぐち ひろかず かやぬま けいと

3 4 2122 川口 皓主(2) 大宮南中 20.11 3 4 651 萱沼 慧斗(2) 東浦和中 19.24 q
たなか りつき はせがわ ゆうた

4 8 903 田中 律樹(2) 大原中 20.58 4 3 803 長谷川 優太(2) 白幡中 19.48 q
うえの しょうへい いまい よういちろう

5 6 1848 上野 翔平(2) 内谷中 21.12 5 8 2715 今井 陽一郎(1) 宮原中 20.02
なら ひろと やまぐち みつひろ

6 7 508 奈良 寛大(1) 本太中 22.86 6 7 2646 山口 慎博(1) 日進中 20.43
ひご あゆむ

7 2 1429 比護 歩(1) 大谷口中 23.02

3組 (風:-3.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ふかざわ むかい

1 6 3924 深澤 向快(2) 大谷中 17.33 q
こくぼ ひでのり

2 4 4616 小久保 秀紀(3) 与野西中 17.47 q
はら こうだい

3 3 4832 原 浩大(2) 八王子中 19.57
かげやま たくみ

4 7 2526 影山 拓海(2) 大成中 20.46
なわて たいせい

5 5 1851 縄手 太星(2) 内谷中 21.46
いちかわ りょう

8 1426 市川 諒(1) 大谷口中 DQ,T7

決　勝　

(風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
さとう ゆうま

1 6 4824 佐藤 優守(3) 八王子中 15.69
ふかざわ むかい

2 4 3924 深澤 向快(2) 大谷中 16.89
こくぼ ひでのり

3 5 4616 小久保 秀紀(3) 与野西中 17.39
すずき げんき

4 8 3923 鈴木 元希(2) 大谷中 18.79
さとう きりゅう

5 7 2443 佐藤 綺竜(2) 三橋中 18.92
かやぬま けいと

6 1 651 萱沼 慧斗(2) 東浦和中 19.44
はせがわ ゆうた

7 2 803 長谷川 優太(2) 白幡中 20.12
いしかわ しょう

3 4803 石川 翔(3) 八王子中 DNF

凡例  DNF:途中棄権 DQ:失格 T7:(R168-7)ハードル外を通過



中学男子4X100mR
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月25日 09:15 予　選
大会記録(GR)            46.24     岡本・内田・阪谷・暖水(埼玉・大原)    2009 8月25日 16:45 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 2 原山中 413 江口 淳久(2) えぐち あつし 47.59 1 4 大谷場中 1221 木村 圭汰(1) きむら けいた 49.02
408 藤波 志憧(2) ふじなみ しどう q 1211 伊藤 空(2) いとう そら q
411 山口 遼士(2) やまぐち はると 1225 横田 壮真(1) よこた そうま

414 土屋 悠翔(2) つちや ゆうと 1210 青木 啓太(2) おあき けいた

2 5 第二東中 4041 飯野 優斗(2) いいの ゆうと 48.72 2 7 大宮南中 2125 加藤 颯(2) かとう はやて 49.36
4040 飯田 正樹(2) いいだ まさき q 2122 川口 皓主(2) かわぐち ひろかず q
4031 清水 健二郎(2) しみず けんじろう 2128 本廣 真人(1) もとひろ まさと

4039 千葉 俊輔(2) ちば しゅんすけ 2127 橋本 大智(1) はしもと だいち

3 6 大谷口中 1410 浅香 裕翔(2) あさか ゆうと 49.51 3 3 日進中 2619 白土 智也(2) しらと ともや 50.30
1404 真壁 鈴空(2) まかべ りく 2618 斉藤 友汰(2) さいとう ゆうた

1497 田岡 正誠(2) たおか せいま 2615 岡田 晃斗(2) おかだ あきと

1408 西片 綾哉(2) にしかた りょうや 2646 山口 慎博(1) やまぐち みつひろ

4 8 木崎中 303 二階堂 海人(2) にかいどう かいと 49.57 4 5 埼大附属中 6112 武田 大和(2) たけだ やまと 50.41
301 加賀江 巧(2) かがえ たくみ 6117 山内 章平(2) やまうち しょうへい

305 丸山 鉄平(2) まるやま てっぺい 6119 油原 生真(2) ゆはら しょうま

315 佐々木 晴(1) ささき はる 6118 山口 奨茉(2) やまぐち しょうま

5 3 常盤中 211 増田 健悟(2) ますだ けんご 49.67 5 2 片柳中 3225 曽根 祥太(2) そね しょうた 50.60
202 齊藤 航輝(2) さいとう こうき 3222 伊東 尚大朗(2) いとう しょうたろう

255 片桐 大暉(1) かたぎり たいき 3223 沖島 知輝(2) おきしま ともき

252 辻村 晴(1) つじむら はる 3227 中瀬 雄策(2) なかせ ゆうさく

6 7 大成中 2522 荻原 琢朗(2) おぎわら たくろう 49.87 6 6 大久保中 1114 田村 悠人(2) たむら ゆうと 52.04
2523 堀田 悠真(2) ほった ゆうま 1117 古川 烈人(2) ふるかわ れつと

2525 常盤 大河(2) ときわ たいが 1113 髙野 将太郞(2) たかの しょうたろう

2508 西田 紳之助(1) にしだ しんのすけ 1116 野澤 颯斗(2) のざわ はやと

7 4 八王子中 4831 林 和希(2) はやし かずき 50.25 7 8 与野西中 4603 福島 由隆(1) ふくしま ゆたか 54.20
4832 原 浩大(2) はら こうだい 4608 立花 俊輔(1) たちばな しゅんすけ

4833 中田 遥太(2) なかだ ようた 4609 佐藤 大空(1) さとう そら
4838 藤本 恭輝(2) ふじもと よしき 4605 佐藤 翔大(1) さとう しょうた

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 2 大宮西中 3420 安部 凌功(3) あんべ りく 46.71 1 3 与野東中 4529 菅野 舜童靖国(3) かんの しどうやすくに 49.27
3400 栗原 駿(2) くりばら しゅん q 4511 田茂 時生(1) たも ときお q
3421 清水 亮汰(3) しみず りょうた 4553 宗 利樹(2) そう としき
3423 小峰 大和(3) こみね やまと 4552 関川 輝真(2) せきかわ きしん

2 8 南浦和中 738 杉原 健心(2) すぎはら けんしん 47.18 2 8 内谷中 1800 清宮 そら(1) きよみや そら 49.53
733 川尻 太一(2) かわしり たいち q 1849 後藤 優雅(2) ごとう ゆうが

730 猪俣 尚希(2) いのまた なおき 1848 上野 翔平(2) うえの しょうへい

735 杉山 弘明(2) すぎやま ひろあき 1852 西谷 駿希(2) にしたに しゅんき

3 7 宮前中 3710 今井 俊太(1) いまい しゅんた 49.35 3 4 城北中 5393 望月 章太郎(1) もちづき しょうたろう 52.34
3727 桐ヶ谷 琉世(2) きりがや りよ q 5386 鈴木 啓太(2) すずき けいた

3720 小甲 真吾(2) こかぶ しんご 5303 長島 煌将(1) ながしま こうすけ

3724 采女 珀(2) うねめ はく 5391 池田 涼馬(1) いけだ りょうま

4 3 春野中 4405 河北 壮史(2) かわきた たけし 49.66 4 5 植竹中 2804 菅谷 亮介(1) すがや りょうすけ 54.06
4402 蛭田 公輔(2) ひるた こうすけ 2827 小山 優人(2) こやま ゆうと

4414 百瀬 想太(2) ももせ そうた 2813 稲森 和斗(1) いなもり かずと

4401 西村 泰士(2) にしむら たいじ 2834 水野 颯斗(2) みずの はやと

5 5 本太中 502 石崎 浩也(2) いしざき ひろや 50.19 5 7 宮原中 2715 今井 陽一郎(1) いまい よういちろう 55.16
550 奥垣 開智(1) おくがき かいち 2707 大崎 力(1) おおさき りき

509 清水 櫂斗(1) しみず かいと 2710 福武 哲琉(1) ふくたけ さとる

504 仲山 智也(2) なかやま ともや 2712 野田 理友(1) のだ りすけ
6 4 大原中 929 大沼  祐也(1) おおぬま ゆうや 50.28 2 上大久保中 1714 村松 琉之介(2) むらまつ りゅうのすけ DQ,R3

905 瀬島 陸功(2) せしま りく 1715 森田 涼介(2) もりた りょうすけ

906 竹原 大貴(2) たけはら ひろき 1716 渋谷 昂生(2) しぶや こうき

907 鳥越 怜雄(2) とりごえ れお 1717 新井 稜大(2) あらい りょうた

7 6 大宮八幡中 4213 伊藤 幸太(2) いとう こうた 54.35 6 三室中 1610 吉川 陸(2) よしかわ りく DNS
4217 芝田 雄一郎(2) しばた ゆういちろう 1622 諏訪 泰晴(1) すわ たいせい

4216 小原 彬弘(2) おはら あきひろ 1601 渡辺 響(2) わたなべ ひびき

4215 沖田 竜斗(2) おきた りゅうと 1600 前野 琳太(2) まえの りんた

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学男子4X100mR
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月25日 09:15 予　選
大会記録(GR)            46.24     岡本・内田・阪谷・暖水(埼玉・大原)    2009 8月25日 16:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 大宮西中 3420 安部 凌功(3) あんべ りく 46.64
3400 栗原 駿(2) くりばら しゅん

3421 清水 亮汰(3) しみず りょうた

3423 小峰 大和(3) こみね やまと

2 3 原山中 413 江口 淳久(2) えぐち あつし 47.50
408 藤波 志憧(2) ふじなみ しどう

411 山口 遼士(2) やまぐち はると

414 土屋 悠翔(2) つちや ゆうと

3 5 南浦和中 738 杉原 健心(2) すぎはら けんしん 47.53
733 川尻 太一(2) かわしり たいち

730 猪俣 尚希(2) いのまた なおき

735 杉山 弘明(2) すぎやま ひろあき

4 4 第二東中 4041 飯野 優斗(2) いいの ゆうと 48.52
4040 飯田 正樹(2) いいだ まさき

4031 清水 健二郎(2) しみず けんじろう

4039 千葉 俊輔(2) ちば しゅんすけ

5 8 大谷場中 1221 木村 圭汰(1) きむら けいた 48.82
1211 伊藤 空(2) いとう そら
1225 横田 壮真(1) よこた そうま

1210 青木 啓太(2) おあき けいた

6 7 与野東中 4529 菅野 舜童靖国(3) かんの しどうやすくに 49.00
4511 田茂 時生(1) たも ときお
4553 宗 利樹(2) そう としき
4552 関川 輝真(2) せきかわ きしん

7 1 宮前中 3710 今井 俊太(1) いまい しゅんた 49.33
3727 桐ヶ谷 琉世(2) きりがや りよ

3720 小甲 真吾(2) こかぶ しんご

3724 采女 珀(2) うねめ はく
8 2 大宮南中 2125 加藤 颯(2) かとう はやて 49.39

2122 川口 皓主(2) かわぐち ひろかず

2128 本廣 真人(1) もとひろ まさと

2127 橋本 大智(1) はしもと だいち

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



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25日 10:00 決　勝

決　勝　

こばやし はると － － － － － － － × × ○

1 17 4823 小林 春斗(3) 八王子中 ○ × ○ × × × 1m70
さかぐち いお － － － － － ○ － × × ○

2 16 2726 坂口 依生(3) 宮原中 × ○ × × × 1m65
もり ゆうり － － ○ ○ ○ × × ×

3 11 2781 森 悠利(2) 宮原中 1m45
たなか しゅうえい ○ × ○ ○ × ○ ○ × × ×

4 3 2702 田中 萩瑛(1) 宮原中 1m45
つちや ゆうと ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 2 414 土屋 悠翔(2) 原山中 1m45
みずの はやと － － ○ ○ × × ○ × × ×

6 14 2834 水野 颯斗(2) 植竹中 1m45
まちむら こうき ○ × × ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

7 10 714 町村 幸紀(1) 南浦和中 1m45
わかまつ るきや － － ○ × ○ × × ×

8 13 2778 若松 琉来也(2) 宮原中 1m40
いとう そうた ○ ○ ○ × × ×

9 8 2613 伊藤 聡大(2) 日進中 1m35
しらと ともや ○ ○ × ○ × × ×

10 7 2619 白土 智也(2) 日進中 1m35
たかはし しゅんや ○ × ○ × × ×

11 4 716 高橋 駿哉(1) 南浦和中 1m30
なんば まなと ○ × × ○ × × ×

12 5 2631 難波 真叶(2) 日進中 1m30
うちだ しょうた ○ × × ×

13 6 4502 内田 翔大(1) 与野東中 1m20
にしみや そうま × ○ × × ×

14 9 4514 西宮 颯希(1) 与野東中 1m20
わかばやし りく r

1 458 若林 陸空(1) 原山中 DNS,NM
ついき しりゅう r

12 805 対木 子竜(2) 白幡中 DNS,NM
ほった ゆうま － － － － － － － × × ×

15 2523 堀田 悠真(2) 大成中 NM

1m50 1m55 1m60
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m30

1m70

1m35

1m75

1m40 1m45
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m20

1m65

凡例  DNS:欠場 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25日 10:00 決　勝

決　勝　

こやま ゆうと × ○ × × ×

1 1 2827 小山 優人(2) 植竹中 3m40

3m50
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

3m40



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25日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

かさい ゆうすけ × × 5m42 5m42 4 5m88 × 2m40 5m88
1 44 2816 笠井 勇佑(3) 植竹中 +1.3 +1.3 +1.0 +1.5 +1.0

しみず りょうた × 5m76 5m67 5m76 8 × 3m14 5m74 5m76
2 45 3421 清水 亮汰(3) 大宮西中 +0.7 +2.0 +0.7 +2.9 +1.2 +0.7

かんの しどうやすくに × × 5m45 5m45 5 5m57 × 3m60 5m57
3 43 4529 菅野 舜童靖国(3) 与野東中 +1.8 +1.8 +1.5 +1.8 +1.5

おかだ あきと 5m29 5m39 5m48 5m48 6 5m52 5m48 5m36 5m52
4 40 2615 岡田 晃斗(2) 日進中 +2.2 +1.7 +1.4 +1.4 +1.1 +4.1 +1.2 +1.1

えぐち あつし 5m13 5m50 5m34 5m50 7 5m27 5m11 5m22 5m50
5 39 413 江口 淳久(2) 原山中 -1.0 +2.7 +2.1 +2.7 +2.7 +0.9 +1.7 +2.7

ばば しゅんたろう 5m11 5m31 5m09 5m31 2 5m44 5m30 5m01 5m44
6 41 3920 馬場 俊太朗(2) 大谷中 +0.9 +2.4 +2.2 +2.4 +2.8 +1.9 +2.4 +2.8

やまぐち ふゆき × 5m32 5m40 5m40 3 5m39 × × 5m40
7 42 4615 山口 冬樹(3) 与野西中 +2.6 +1.7 +1.7 +1.5 +1.7

しみず けんじろう 4m99 5m15 5m21 5m21 1 5m24 4m95 5m03 5m24
8 37 4031 清水 健二郎(2) 第二東中 -0.1 +1.2 +0.5 +0.5 +1.8 +2.3 +3.3 +1.8

しぶや こうき 5m00 4m77 4m92 5m00 5m00
9 38 1716 渋谷 昂生(2) 上大久保中 +0.3 +2.7 +1.9 +0.3 +0.3

さいとう ゆうと 4m52 4m58 4m48 4m58 4m58
10 32 3906 齋藤 優人(1) 大谷中 +0.9 +1.1 +0.9 +1.1 +1.1

たかの しょうたろう 4m51 4m44 4m56 4m56 4m56
11 14 1113 髙野 将太郞(2) 大久保中 -0.3 +0.3 -0.1 -0.1 -0.1

くりはら そうた × 4m40 4m52 4m52 4m52
12 35 453 栗原 創大(1) 原山中 +0.8 +4.3 +4.3 +4.3

こすぎ きょうすけ 4m41 4m32 4m39 4m41 4m41
13 21 5397 小杉 響介(1) 城北中 +0.9 +1.9 +0.1 +0.9 +0.9

おおつか はると × 4m40 4m30 4m40 4m40
14 26 3919 大塚 陽斗(2) 大谷中 +2.3 +1.5 +2.3 +2.3

こんどう いつき 4m25 4m30 4m36 4m36 4m36
15 23 2209 今藤 樹(1) 大宮北中 +1.4 +1.2 +2.0 +2.0 +2.0

おおの ゆうま 4m28 4m23 4m32 4m32 4m32
16 13 4503 大野 夢真(1) 与野東中 -0.3 +0.8 +1.9 +1.9 +1.9

かたくら ごうた × 3m98 4m31 4m31 4m31
17 28 808 片倉 豪太(2) 白幡中 +1.3 -0.5 -0.5 -0.5

もりた けんと 4m29 4m24 4m00 4m29 4m29
18 10 1118 森田 賢斗(2) 大久保中 +2.5 +2.3 +0.4 +2.5 +2.5

ほりい ゆうと × 4m25 3m83 4m25 4m25
19 30 2807 堀井 優音(1) 植竹中 +0.6 +0.3 +0.6 +0.6

ひゅうが りょうた 3m92 4m18 3m84 4m18 4m18
20 12 1135 日向 諒太(1) 大久保中 +0.3 +1.0 +0.9 +1.0 +1.0

ひらい ゆうた 4m16 × × 4m16 4m16
21 31 4555 平井 悠太(2) 与野東中 0.0 0.0 0.0

すずき りゅうせい 4m10 3m21 4m15 4m15 4m15
22 29 708 鈴木 竜世(1) アスレティクス +0.5 +1.9 +1.0 +1.0 +1.0

もちづき しょうたろう 3m97 4m14 × 4m14 4m14
23 36 5393 望月 章太郎(1) 城北中 -0.3 +2.7 +2.7 +2.7

さかた はやと 4m14 3m79 3m86 4m14 4m14
24 27 547 坂田 隼澄(1) 本太中 +0.9 +1.6 +0.4 +0.9 +0.9

すずき たつき 4m05 4m13 3m48 4m13 4m13
25 17 4847 鈴木 竜生(1) 八王子中 +1.4 0.0 +2.0 0.0 0.0

かんざわ あさひ 4m12 3m75 4m09 4m12 4m12
26 16 1111 神沢 朝陽(2) 大久保中 +0.9 0.0 +2.8 +0.9 +0.9

おぐら りく 3m97 4m07 4m08 4m08 4m08
27 34 709 小椋 理久(1) アスレティクス +0.7 +1.2 +1.7 +1.7 +1.7

わたなべ あおい 3m91 4m05 3m91 4m05 4m05
28 24 3904 渡辺 葵(1) 大谷中 +2.6 +2.3 -0.2 +2.3 +2.3

たむら けい 3m76 3m92 3m97 3m97 3m97
29 4 4840 田村 圭(1) 八王子中 -0.1 +2.1 +2.4 +2.4 +2.4

やまぐち こうき 3m97 3m77 3m83 3m97 3m97
30 25 5394 山口 航輝(1) 城北中 +1.8 +0.7 +0.6 +1.8 +1.8

ふくおか たくま 3m77 3m90 3m81 3m90 3m90
31 6 814 福岡 拓真(1) 白幡中 -0.2 +2.3 +2.2 +2.3 +2.3

りざき ゆむ 3m76 3m90 3m59 3m90 3m90
32 8 4841 理崎 優夢(1) 八王子中 +1.6 +1.6 +2.5 +1.6 +1.6

こかぶ しんご 3m84 3m69 3m86 3m86 3m86
33 1 3720 小甲 真吾(2) 宮前中 +1.7 +0.3 +0.2 +0.2 +0.2

かさい しゅうご 3m81 3m60 3m59 3m81 3m81
34 19 4844 河西 翔冴(1) 八王子中 +1.0 0.0 +0.5 +1.0 +1.0

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25日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

たかだ ゆうた 3m76 3m44 3m76 3m76 3m76
35 22 4848 髙田 悠太(1) 八王子中 +1.4 +0.1 +0.1 +1.4 +1.4

ふるさわ だいき 3m62 3m37 3m42 3m62 3m62
36 7 4516 古沢 大樹(1) 与野東中 +0.4 +0.7 +2.1 +0.4 +0.4

ささき ふうま 3m31 2m84 3m61 3m61 3m61
37 2 4845 佐々木 楓磨(1) 八王子中 +0.2 0.0 +1.7 +1.7 +1.7

ほその ゆうき 3m58 3m25 3m29 3m58 3m58
38 15 2645 細野 佑樹(1) 日進中 +0.9 +0.2 -0.8 +0.9 +0.9

にしむら ひろみ 3m49 3m42 3m57 3m57 3m57
39 5 456 西村 洋未(1) 原山中 +0.9 +1.2 +2.7 +2.7 +2.7

わだ ひろと 3m30 3m42 2m91 3m42 3m42
40 3 4518 和田 弘都(1) 与野東中 -0.2 +0.2 +2.7 +0.2 +0.2

いとう だいき 3m26 3m35 3m25 3m35 3m35
41 11 4544 伊東 大輝(2) 与野東中 +1.7 +1.3 +0.6 +1.3 +1.3

たなか そうたろう × 3m14 × 3m14 3m14
42 9 4509 田中 奏太朗(1) 与野東中 +2.7 +2.7 +2.7

いけだ そら

18 5203 池田 蒼空(1) 慈恩寺中 DNS
おおしま むつき

20 462 大嶋 睦生(1) 原山中 DNS
ふかい りゅうせい

33 2528 深井 龍生(2) 大成中 DNS
いちむら そうま

46 2612 市村 颯麻(2) 日進中 DNS

凡例  DNS:欠場



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)            13m65     土居 闘矢(埼玉・岸)                   2017 8月25日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

なかざわ りょうた

1 20 2727 中澤 良太(3) 宮原中 11m16 10m67 10m41 11m16 8 10m84 10m56 × 11m16
もり そうま

2 9 1101 森 颯真(3) 大久保中 10m09 10m04 10m67 10m67 7 10m46 10m66 11m00 11m00
はせがわ あらた

3 19 4037 長谷川 新太(2) 第二東中 × 10m46 10m54 10m54 6 × 10m03 × 10m54
さとう じゅん

4 16 404 佐藤 潤(2) 原山中 8m70 8m49 8m09 8m70 5 8m61 8m96 9m19 9m19
おきた りゅうと

5 1 4215 沖田 竜斗(2) 大宮八幡中 7m80 7m82 8m56 8m56 4 8m43 8m61 8m27 8m61
やまおか れいじろう

6 15 901 山岡 怜士朗(2) 大原中 7m84 8m23 8m09 8m23 3 × 7m57 7m34 8m23
はしもと そら

7 12 4131 橋本 空楽(1) 土屋中 7m61 6m70 6m76 7m61 2 7m82 7m49 7m69 7m82
さとう りょうた

8 14 3414 佐藤 涼太(1) 大宮西中 6m80 6m44 7m15 7m15 1 7m06 6m87 × 7m15
おおば しゅん

9 11 2614 大場 瞬(2) 日進中 6m36 7m09 6m51 7m09 7m09
やましろ けんた

10 13 2527 山城 健太(2) 大成中 5m60 6m76 7m03 7m03 7m03
ほし よしきみ

11 3 457 星 慶君(1) 原山中 6m41 6m10 6m91 6m91 6m91
きくち りん

12 10 5300 菊地 りん(1) 城北中 6m87 6m80 6m57 6m87 6m87
かわさき しゅんた

13 6 2811 川﨑 俊太(1) 植竹中 4m81 5m98 5m45 5m98 5m98
とおだ ゆうすけ

14 5 2832 遠田 裕介(2) 植竹中 5m32 5m93 5m78 5m93 5m93
きむら おうすけ

15 2 930 木村  欧介(1) 大原中 × 5m43 × 5m43 5m43
ささき ゆうじん

16 4 4002 佐々木 悠尋(1) 第二東中 × × 4m41 4m41 4m41
おおいずみ こはく

7 1130 大泉 琥珀(1) 大久保中 r NM
いちむら かずや

8 1417 市村 一也(1) 大谷口中 r NM
おきた りゅうと

17 4215 沖田 竜斗(2) 大宮八幡中 r NM
かたの こうた

18 957 片野 滉太(3) 大原中 r 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25日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

どい とうや

1 9 2530 土居 闘矢(1) 東海大浦安高 11m90 11m79 12m00 12m00 7 × × 11m85 12m00
のぐち あゆむ

2 10 1681 野口 歩(2) いずみ高 9m52 × × 9m52 6 10m89 9m93 10m16 10m89
しぶさわ はやと

3 2 610 澁澤 羽矢人(2) 岩槻商業高 8m99 8m99 9m21 9m21 5 8m89 10m00 9m54 10m00
はせがわ こう

4 1 617 長谷川 滉(1) 岩槻商業高 8m67 8m84 × 8m84 4 8m42 × 9m32 9m32
かとう まさや

5 7 908 加藤 雅也(2) 与野高 7m86 7m81 8m02 8m02 2 8m13 8m47 7m56 8m47
あきもと せいや

6 8 1682 秋元 聖弥(1) いずみ高 7m57 7m51 8m20 8m20 3 6m93 7m50 7m24 8m20
こんの ひろと

7 3 602 今野 大翔(2) 岩槻商業高 6m22 5m83 6m63 6m63 1 6m82 6m40 6m40 6m82
しばさき しんご

4 925 柴崎 慎吾(1) 与野高 r NM
あさこ たかのり

5 924 浅子 敬則(1) 与野高 r NM
まつもと はるく

6 909 松本 悠空(2) 与野高 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25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25日 14:55 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:-1.1) 2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
ゆがみ せいな とくやま なな

1 3 36 湯上 聖菜(2) 熊谷女子高 13.15 q 1 3 1656 徳山 奈南(1) 大宮開成高 13.51 q
たかはし みほ ほそい みほ

2 5 2201 高橋 美帆(1) 桶川高 13.90 2 6 37 細井 美穂(2) 熊谷女子高 13.57 q
きくち あぐり たかなし おとは

3 6 39 菊地 亜久里(2) 熊谷女子高 13.99 3 5 4017 髙梨 乙波(1) 浦和北高 13.94
おしたに のぞみ あんざい なぎさ

4 4 47 押谷 希生(1) 熊谷女子高 14.52 4 2 53 安西 渚砂(1) 熊谷女子高 14.03
なかもと けい うえの さや

5 2 4018 中本 慧(1) 浦和北高 14.58 5 4 2205 上野 沙綾(1) 桶川高 14.63
きし みづき にしごおり まい

6 7 1655 岸 美月(1) 大宮開成高 15.04 6 7 1729 西郡 麻衣(1) 武南高 15.29
うえだ きょうか ごとう あみ

8 1714 上田 杏香(2) 武南高 DNS 8 2061 後藤 亜美(1) 明の星高 DNS

3組 (風:-1.4) 4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
はぎわら わかな こんどう りわ

1 3 507 萩原 和奏(2) 大宮高 13.82 q 1 5 4014 近藤 凜和(2) 浦和北高 13.31 q
くまだ かりん こやま じゅり

2 4 2199 熊田 華凛(1) 桶川高 13.85 2 4 1867 小山 珠里(2) 与野高 13.65 q
ななお じゅり こばやし まう

3 5 1623 七尾 珠璃(1) 浦和南高 13.95 3 3 1723 小林 舞羽(1) 武南高 13.94
おかど きみえ のまき かほ

4 7 1657 岡戸 紀美慧(1) 大宮開成高 14.22 4 8 50 野巻 花帆(1) 熊谷女子高 14.40
おおはし まりい うすい まりあ

5 6 1713 大橋 麻里衣(2) 武南高 14.44 5 6 46 臼井 まりあ(1) 熊谷女子高 14.52
なかはら さくらこ しおだ きょうか

6 2 43 中原 櫻子(2) 熊谷女子高 15.40 6 7 1844 塩田 響香(2) 岩槻高 15.01
あんどう はるか さいとう ゆい

8 1727 安藤 遥(1) 武南高 DNS 7 2 48 齋藤 結生(1) 熊谷女子高 15.87

5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
うちだ ゆきの

1 5 1638 内田 雪乃(2) 浦和南高 13.28 q
ひらまつ らん

2 3 487 平松 藍(1) 大宮高 13.55 q
かとう さやか

3 8 1725 加藤 さやか(1) 武南高 14.08
たばた なお

4 6 1871 田畑 那緒(1) 与野高 14.71
こいたばし なつき

5 4 2203 小板橋 菜月(1) 桶川高 14.77
いちすぎ ひかる

6 7 49 一杉 ひかる(1) 熊谷女子高 14.80
てらだ まり

7 2 2062 寺田 真理(1) 明の星高 15.27

凡例  DNS:欠場



一般女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月25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25日 14:55 決　勝

決　勝　

(風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ゆがみ せいな

1 4 36 湯上 聖菜(2) 熊谷女子高 13.10
とくやま なな

2 3 1656 徳山 奈南(1) 大宮開成高 13.30
こんどう りわ

3 6 4014 近藤 凜和(2) 浦和北高 13.45
ほそい みほ

4 7 37 細井 美穂(2) 熊谷女子高 13.53
ひらまつ らん

5 8 487 平松 藍(1) 大宮高 13.65
はぎわら わかな

6 2 507 萩原 和奏(2) 大宮高 13.68
こやま じゅり

7 1 1867 小山 珠里(2) 与野高 13.70
うちだ ゆきの

5 1638 内田 雪乃(2) 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25日 14:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
よしお ななこ

1 1 1717 吉尾 菜々子(2) 武南高 5:06.45
はらだ まどか

2 20 1716 原田 円(2) 武南高 5:09.59
こしえ はるか

3 7 489 越栄 遥(1) 大宮高 5:13.21
はた なつみ

4 12 4015 畑 菜摘(2) 浦和北高 5:15.70
ししど みき

5 14 1639 宍戸 美紀(2) 浦和南高 5:23.46
やまぐち かんな

6 6 1846 山口 栞菜(3) 岩槻高 5:25.26
やました ちか

7 5 490 山下 知華(2) 大宮高 5:25.37
やまぐち ゆうき

8 16 1329 山口 優希(1) 岩槻商業高 5:26.41
たむら こはる

9 8 155 田村 小春(2) 明の星高 5:36.55
のむら かえで

10 18 1728 野村 華楓(1) 武南高 5:37.70
いわもと みちは

11 15 1868 岩本 遥葉(1) 与野高 5:39.02
のなか みおう

12 19 730 野中 美桜(2) 浦和商業高 5:40.02
たに みゆう

13 17 1633 谷 美柚羽(1) 浦和南高 6:07.50
ふじい まみ

14 11 4476 藤居 真珠(1) 栄東高 6:09.85
ふじた れいな

15 3 1654 藤田 怜奈(1) 大宮開成高 6:45.13
よしなが まいか

2 1321 吉永 愛花(1) 岩槻商業高 DNS
おがわ はすみ

4 1653 小川 はすみ(1) 大宮開成高 DNS
たむら ゆうき

9 488 田村 悠紀(1) 大宮高 DNS
あべ まゆか

10 1870 阿部 真友香(1) 与野高 DNS
ふかい はるか

13 1658 深井 はる花(1) 大宮開成高 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25日 15:15 決　勝

決　勝　

(風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
こいけ あやね

1 5 5731 小池 彩音(2) いずみ高 16.49
ほりえ かな

2 3 1869 堀江 香菜(2) 与野高 16.92
たかせ きりあ

3 7 1632 髙瀬 希莉亜(1) 浦和南高 18.06
かきぬま ゆう

4 4 2206 柿沼 雪羽(1) 桶川高 19.38
なかの あみ

5 8 2204 中野 亜美(1) 桶川高 21.28
きくち あぐり

6 39 菊地 亜久里(2) 熊谷女子高 DNS

凡例  DNS:欠場



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25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 浦和南高 1640 羽田 里香(2) はねだ りか 51.55
1632 髙瀬 希莉亜(1) たかせ きりあ

1638 内田 雪乃(2) うちだ ゆきの

1622 小柳 奈々美(2) こやなぎ ななみ

2 4 武南高 1725 加藤 さやか(1) かとう さやか 53.89
1723 小林 舞羽(1) こばやし まう

1713 大橋 麻里衣(2) おおはし まりい

1720 田口 陽菜(1) たぐち ひな
3 6 桶川高 2205 上野 沙綾(1) うえの さや 54.01

2201 高橋 美帆(1) たかはし みほ

2199 熊田 華凛(1) くまだ かりん

2202 金子 美佑(1) かねこ みゆう

4 3 栄東高 4478 金子 萌唯(1) かねこ めい 57.97
4475 布施 みつき(1) ふせ みつき
4476 藤居 真珠(1) ふじい まみ
4480 野村 柚里香(1) のむら ゆりか

7 与野高 DNS

凡例  DNS:欠場



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25日 13:00 決　勝

決　勝　

やまだ るな － － － － － － － －

1 10 2192 山田 るな(3) 桶川高 － － － ○ × × × 1m61
きたみ なおこ － － － － － － － －

2 9 41 北見 菜穂子(2) 熊谷女子高 ○ ○ ○ × ○ × × × 1m61
とさばやし まひろ － － － － － － － －

3 8 1721 土佐林 真広(1) 武南高 × × ○ ○ × × × 1m55
すずき あおか － － － － － ○ × ○ × × ×

4 5 2085 鈴木 碧恋(2) 越谷北高 1m43
はらだ ももこ － － － － ○ ○ × ○ × × ×

4 6 485 原田 萌々子(1) 大宮高 1m43
しらとり ありさ － － － － ○ ○ × × ×

6 4 1626 白取 有紗(1) 浦和南高 1m40
おおすみ みく － － － － × × ○ × ○ × × ×

7 7 44 大隅 未来(1) 熊谷女子高 1m40
おおなり みずき － － ○ ○ × × ○ × × ×

8 3 51 大成 瑞希(1) 熊谷女子高 1m35
たかはし さやか ○ ○ × × ×

9 1 1628 髙橋 さやか(2) 浦和南高 1m20
なかたに まなみ － － × × ×

2 1726 中谷 愛美(1) 武南高 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m10

1m52

1m20

1m55

1m25

1m58

1m30

1m61
ｺﾒﾝﾄ

1m35

1m64

1m40 1m43 1m46
記録

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)            3m70      今野 美穂(埼玉・トーエル)             2017 8月25日 10:00 決　勝

決　勝　

わたなべ ふうか － ○ － × ○ × × ×

1 2 7861 渡辺 風花(4) 聖学院大 3m30
きざわ ひとみ

1 3813 木澤 仁海(2) 羽生一高 DNS

3m10 3m20 3m30 3m40
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

3m00

凡例  DNS:欠場



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25日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

こやなぎ ななみ 5m46 5m50 5m08 5m50 8 5m73 5m63 5m34 5m73
1 12 1622 小柳 奈々美(2) 浦和南高 +3.0 +4.2 +1.3 +4.2 +3.7 +2.7 +1.2 +3.7

たなか ゆうな 5m36 5m06 5m02 5m36 7 5m32 3m98 5m22 5m36
2 10 8944 田中 佑奈(1) 東洋二部 +1.6 -0.3 +1.9 +1.6 +1.5 +2.0 +1.0 +1.6

たぐち ひな 5m10 × 5m07 5m10 6 5m10 × 4m96 5m10
3 11 1720 田口 陽菜(1) 武南高 +1.4 +2.0 +1.4 +1.1 -0.4 +1.4

はねだ りか 4m80 4m20 4m60 4m80 5 4m20 4m74 × 4m80
4 8 1640 羽田 里香(2) 浦和南高 +2.1 0.0 +0.2 +2.1 +0.8 +1.3 +2.1

ふみいわ まなか 4m75 4m76 4m55 4m76 4 4m67 4m55 4m73 4m76
5 7 1625 文岩 真央(1) 浦和南高 +2.3 +0.6 +3.2 +0.6 +2.0 +1.9 +0.9 +0.6

かとう ゆうき × 4m31 4m10 4m31 1 4m59 4m69 4m37 4m69
6 9 38 加藤 優希(2) 熊谷女子高 +2.1 +4.8 +2.1 +3.0 +0.3 -0.1 +0.3

さいとう みゆう 4m14 4m26 4m45 4m45 3 4m59 4m46 4m26 4m59
7 4 52 齋藤 美優(1) 熊谷女子高 +1.8 +1.2 +0.6 +0.6 +3.4 +1.3 +0.5 +3.4

なかもと すい 4m33 4m38 × 4m38 2 4m34 × 4m21 4m38
8 6 1874 中本 翠(1) 与野高 +3.3 +2.0 +2.0 +2.3 +0.3 +2.0

のむら ゆりか 4m04 3m98 4m24 4m24 4m24
9 2 4480 野村 柚里香(1) 栄東高 +2.1 +2.0 +2.2 +2.2 +2.2

おだじま ゆい 4m15 × 4m17 4m17 4m17
10 3 5732 小田島 侑衣(1) いずみ高 +0.4 +1.9 +1.9 +1.9

かねこ みゆう × 4m17 4m02 4m17 4m17
11 5 2202 金子 美佑(1) 桶川高 +1.6 +0.7 +1.6 +1.6

かねこ めい 3m74 4m06 × 4m06 4m06
12 1 4478 金子 萌唯(1) 栄東高 +1.6 +2.6 +2.6 +2.6



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25日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

うの はるな

1 3 1629 宇野 遥菜(1) 浦和南高 6m99 7m00 6m88 7m00 2 7m42 7m18 7m50 7m50
のじり ともえ

2 1 1724 野尻 友栄(1) 武南高 6m51 7m01 7m31 7m31 4 × 6m77 6m32 7m31
あかつか ないろ

3 4 46 赤塚 七彩(1) 熊谷女子高 6m93 7m11 6m75 7m11 3 7m25 7m27 7m30 7m30
かめだ そにか

4 2 1722 亀田 ソニカ(1) 武南高 6m12 × 6m32 6m32 1 6m60 6m63 6m25 6m63
さとう しの

5 508 佐藤 紫野(2) 大宮高 r NM

凡例  NM:記録なし



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25日 10:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.6) 2組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
はとり あやな つかはら あやね

1 7 32 羽鳥 彩奈(6) 大宮キッズ 14.49 1 4 31 塚原 綾音(6) 大宮キッズ 14.37
たまみず ほのか たなか みさき

2 3 30 玉水 穂佳(6) 大宮キッズ 15.01 2 6 25 田中 美咲(6) 浦和JAC 15.40
いのまた けい いけだ ゆいか

3 6 33 猪股 京(6) 大宮キッズ 15.34 3 3 34 池田 結郁(6) 大宮キッズ 15.86
おいかわ はるか

4 4 73 及川 春花(6) アスレティクス 15.59 4 7 111 松村 菜々子(6) 大宮キッズ 16.31
ごとう さわこ たなか みさき

5 5 29 後藤 咲和子(6) 大宮キッズ 16.82 5 29 田中 美咲(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

つかはら あやね

1 31 塚原 綾音(6) 大宮キッズ 14.37 -0.1
はとり あやな

2 32 羽鳥 彩奈(6) 大宮キッズ 14.49 -0.6
たまみず ほのか

3 30 玉水 穂佳(6) 大宮キッズ 15.01 -0.6
いのまた けい

4 33 猪股 京(6) 大宮キッズ 15.34 -0.6
たなか みさき

5 25 田中 美咲(6) 浦和JAC 15.40 -0.1
おいかわ はるか

6 73 及川 春花(6) アスレティクス 15.59 -0.6
いけだ ゆいか

7 34 池田 結郁(6) 大宮キッズ 15.86 -0.1

8 111 松村 菜々子(6) 大宮キッズ 16.31 -0.1

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25日 09:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ほしの ひとみ

1 7 7 星野 ひとみ(6) 辻小 3:34.61
おかもと まな

2 8 8 岡本 満奈(6) 白百合学園小 3:36.16
あんぞう りん

3 3 3 安蔵 凜(6) 浦和JAC 3:52.54
みやじ とあ

4 1 1 宮路 音愛(6) 浦和JAC 3:52.57
ささき みれい

5 2 2 笹木 美伶(6) 浦和JAC 3:52.77
よこやま なのは

6 12 12 横山 那乃葉　(6) 馬宮東小　 3:53.98
おいかわ ひより

7 9 9 小井川 ひより(6) 大宮キッズ 3:56.91
おにざわ かのん

8 10 10 鬼澤 奏音(6) 大宮キッズ 4:02.04
やしま ゆい

9 11 11 八島 由衣(6) 大宮キッズ 4:06.06
みやじ とあ

4 4 宮路 音愛(6) 浦和JAC DNS
ささき みれい

5 5 笹木 美伶(6) 浦和JAC DNS
あんぞう りん

6 6 安蔵 凜(6) 浦和JAC DNS

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



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25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

あおき いろは 4m00 4m23 4m03 × 3m56 4m06 4m23
1 5 74 青木 彩葉(6) アスレティクス +1.2 +1.6 +2.3 +2.0 +4.0 +1.6 GR

いりえ みずき 3m74 3m59 3m66 3m71 3m72 3m67 3m74
2 2 84 入江 瑞枝(6) アスレティクス +3.1 +1.9 +1.0 +2.1 +1.3 +1.4 +3.1

すずき まな 3m37 3m21 2m81 3m06 3m60 3m02 3m60
3 1 31 鈴木 愛和(6) 浦和JAC +2.1 +1.3 +2.5 +3.3 +2.7 +1.2 +2.7

しながわ ゆき 3m16 3m17 × × × × 3m17
4 4 28 品川 ゆき(6) 大宮キッズ +1.3 +2.1 +2.1

すずき まな

3 30 鈴木 愛和(6) 浦和JAC DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            12.88     吉牟田 佳奈(埼玉・常盤)               2002 8月25日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.88     エドワード 永美(埼玉・大谷場)         2017 8月25日 14:45 決　勝

予　選　29組0着＋8

1組 (風:-2.0) 2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
ほし みつづ こまざき たくみ

1 6 458 星 美綴(1) 原山中 15.49 1 5 1840 駒崎 巧(3) 内谷中 13.89
しまね きなつ あんざい あゆみ

2 5 6120 嶋根 妃夏(2) 埼大附属中 15.54 2 4 2610 安西 歩実(2) 日進中 14.96
おりはら かのん かわむら はるな

3 2 2818 折原 花音(1) 植竹中 15.72 3 8 815 河村 春奈(2) 白幡中 15.31
しか かりん やまもと ゆりあ

4 8 1849 鹿 香凛(2) 内谷中 15.95 4 3 6101 山本　 有里彩(1) 埼大附属中 15.41
べにや きらり くさかべ ねお

5 1 1243 紅谷 希月(1) 大谷場中 16.11 5 2 1725 日下部 ねお(1) 上大久保中 16.08
かのう ななみ ながさか ゆあ

6 7 1717 加納 菜々美(2) 上大久保中 16.39 6 7 326 永坂 結愛(1) 木崎中 16.45
かどわき あいり おおつか さつき

3 302 門脇 愛梨(2) 木崎中 DNS 7 1 441 大塚 彩月(2) 原山中 17.01
やまざき ゆいこ たかの みゆ

4 2415 山崎 結子(3) 三橋中 DNS 6 4021 髙野 心結(1) 第二東中 DNS

3組 (風:-1.3) 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
おかだ もえか えどわーど れな

1 6 4806 岡田 萌花(3) 八王子中 13.44 q 1 6 1241 エドワード 怜菜(1) 大谷場中 14.01
かわべ はづき かとう はるか

2 5 1901 川邉 映月(2) 尾間木中 14.35 2 1 6686 加藤 遥(1) 明の星中 14.38
あまの しほ むら あやみ

3 4 2423 天野 志保(1) 三橋中 14.87 3 5 312 村 彩美(1) 木崎中 14.77
みやい あかり いいだ みやび

4 3 1237 宮井 明莉(2) 大谷場中 15.07 4 3 3411 飯田 美雅姫(1) 大宮西中 15.22
しきなみ かおり とりうみ ほのか

5 2 528 敷浪 香(1) 本太中 15.39 5 8 2316 鳥海 歩花(1) 桜木中 15.69
おくむら なつみ いしだ あやか

6 8 1100 奥村 菜津美(1) 大久保中 15.66 6 4 401 石田 彩夏(2) 原山中 15.74
すずき こはな えのもと まほ

7 7 2809 鈴木 胡花(2) 植竹中 15.93 7 2 1732 榎本 真帆(1) 上大久保中 16.16
すずき あいの なかざわ さくら

8 1 313 鈴木 愛乃(1) 木崎中 17.53 8 7 4103 中澤 咲良(2) 土屋中 16.98

5組 (風:-3.1) 6組 (風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
しもだ ありさ こすぎ ともみ

1 5 1604 下田 有紗(2) 三室中 13.87 1 5 5315 小杉 友美(2) 城北中 14.25
いしだ あおい いしづか さえ

2 4 3413 石田 碧(1) 大宮西中 14.79 S 2 3 1712 石塚 早絵(2) 上大久保中 14.52
のじま しえり にしの ほのか

3 1 6693 野島 紫衣里(1) 明の星中 14.79 S 3 4 311 西野 帆乃夏(1) 木崎中 14.98
いそだ ちなつ あんなか まなき

4 6 3914 磯田 千夏(1) 大谷中 15.08 4 6 4009 安中 真葵(2) 第二東中 15.35
ながはし ともか ひらかわ まり

5 3 321 永橋 知華(1) 木崎中 15.73 5 8 2129 平川 万莉(1) 大宮南中 15.72
さとう ゆうな こむろ りんか

6 7 1101 佐藤 柚那(1) 大久保中 15.80 6 7 4846 小室 凛果(1) 八王子中 16.16
やまぐち ゆずは とよやま そら

7 8 456 山口 柚子葉(1) 原山中 15.92 7 1 620 豊山 颯(1) 東浦和中 16.36
みやばやし はるな たなか ひびき

8 2 2746 宮林 陽菜(1) 宮原中 16.52 8 2 3210 田中 響(1) 片柳中 17.11

凡例  DNS:欠場 S:着差あり



中学女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            12.88     吉牟田 佳奈(埼玉・常盤)               2002 8月25日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.88     エドワード 永美(埼玉・大谷場)         2017 8月25日 14:45 決　勝

予　選　29組0着＋8

7組 (風:-2.0) 8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
ささき ちひろ たけうち ゆな

1 4 1908 佐々木 ちひろ(2) 尾間木中 14.03 1 4 4431 竹内 優夏(3) 春野中 14.17
さなだ みお まえの くるみ

2 6 303 真田 美桜(2) 木崎中 14.06 2 6 1909 前野 来実(2) 尾間木中 14.83
おおしろ みう ふるや メイ

3 5 1637 大城 美羽(1) 三室中 15.14 3 3 6103 古家 萌衣(1) 埼大附属中 15.11
わたなべ のどか さいとう かのん

4 3 1718 渡邊 暖日(2) 上大久保中 15.37 4 5 1857 齋藤 夏音(2) 内谷中 15.34
うえまつ はるか さかい ゆな

5 8 251 植松 春香(1) 常盤中 15.90 5 2 2747 坂井 佑奈(1) 宮原中 15.81
すずき そら みやべ のあ

6 2 811 鈴木 青空(2) 白幡中 15.97 6 8 2627 宮部 乃彩(1) 日進中 15.82
きくち めい おおすぎ みお

7 1 4020 菊地 萌彩(1) 第二東中 16.25 7 7 4010 大杉 南織(2) 第二東中 16.22
しんじょう ひなこ たけうち ゆずき

7 4830 新城 日向子(2) 八王子中 DNS 8 1 320 武内 柚稀(1) 木崎中 16.52

9組 (風:-0.9) 10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
いのまた ゆい かわかみ まゆ

1 5 2003 猪股 佑衣(2) 大宮東中 13.79 q 1 6 2302 河上 愛結(2) 桜木中 14.36
おおやなぎ ゆうき かねだ ななみ

2 8 4210 大柳 祐輝(1) 大宮八幡中 15.32 2 5 1855 金田 七海(2) 内谷中 14.38
こじま みう おおうち りさこ

3 3 5314 小島 未羽(2) 城北中 15.35 3 4 1724 大内 りさ子(2) 上大久保中 14.94
みかみ りり おおもと メイ

4 6 1451 三上 莉璃(2) 大谷口中 15.57 4 3 6102 大本 芽生(1) 埼大附属中 15.07
いしだ りか きたで あいみ

5 2 3745 石田 梨華(1) 宮前中 15.70 5 8 453 北出 和海(1) 原山中 15.28
まくた いおり たむら まお

6 7 2318 幕田 衣織(1) 桜木中 16.10 6 7 250 田村 真緒(1) 常盤中 15.44
もりや りん くつかけ たまき

4 307 守屋 凜(2) 木崎中 DNS 7 1 319 沓掛 玉季(1) 木崎中 16.24
さとう れん

2 4213 佐藤 恋(1) 大宮八幡中 DNS

11組 (風:-2.3) 12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
ますだ はるか たてだ もか

1 2 1607 増田 陽香(2) 三室中 13.71 q 1 3 304 舘田 木香(2) 木崎中 13.98
かざま あずみ のぐち みはや

2 6 302 風間 杏実(2) アスレティクス 14.24 2 4 527 野口 美颯(2) 本太中 14.22
たきむら りん ひきの しおり

3 5 2745 滝村 凜(1) 宮原中 14.63 3 6 925 曳野  汐莉(1) 大原中 14.69
おのでら ふたば やまざき かほ

4 3 1722 小野寺 二葉(2) 上大久保中 15.80 4 5 1646 山﨑 果歩(1) 三室中 15.13
たむら みく つちや ゆうな

5 1 4841 田村 実来(1) 八王子中 15.92 5 7 4606 土屋 侑菜(1) 与野西中 15.36
よしはら なな しみず かなり

6 7 5318 吉原 奈々(2) 城北中 16.69 6 8 716 清水 奏里(1) 南浦和中 15.92
うちだ あやか うすい みゆ

7 8 3704 内田 彩佳(2) 宮前中 16.70 7 2 5325 薄井 美結(1) 城北中 16.30
やまだ まお おやまだ りこ

4 308 山田 真生(2) 木崎中 DNS 8 1 1701 小山田 莉子(1) 上大久保中 16.32

凡例  DNS:欠場 S:着差あり



中学女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            12.88     吉牟田 佳奈(埼玉・常盤)               2002 8月25日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.88     エドワード 永美(埼玉・大谷場)         2017 8月25日 14:45 決　勝

予　選　29組0着＋8

13組 (風:-0.5) 14組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
こじま りら とみた なるみ

1 4 5326 小島 りら(1) 城北中 14.02 1 5 1603 富田 成実(2) 三室中 14.00
よしだ すず やました りせ

2 3 203 吉田 鈴(2) 常盤中 14.70 2 6 1453 山下 利世(2) 大谷口中 14.18
さとう あやな のざわ あかり

3 6 1441 佐藤 彩樹(2) 大谷口中 15.09 3 4 818 野澤 あかり(2) 白幡中 14.93
まきの ゆうな しもとり るか

4 7 6105 牧野 優菜(1) 埼大附属中 15.29 4 7 457 霜鳥 瑠華(1) 原山中 15.13
かとう なるか ほたに あやか

5 8 324 加藤 成香(1) 木崎中 15.70 5 8 1733 保谷 彩花(1) 上大久保中 15.17
かんだ るな いしむら まなみ

6 1 1647 神田 琉那(1) 三室中 16.00 6 3 3915 石村 真奈美(1) 大谷中 15.50
ながしま ともか おかだ ねね

7 2 622 永島 朋夏(1) 東浦和中 18.04 7 1 2132 岡田 初音(1) 大宮南中 16.51
かわもと ここな きねぶち らん

5 1851 川本 心菜(2) 内谷中 DNS 8 2 327 杵淵 蘭(1) 木崎中 16.96

15組 (風:-3.4) 16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
いがり みなみ おおまえ れな

1 4 301 猪狩 みなみ(2) 木崎中 14.39 1 3 2821 大前 れな(2) 植竹中 14.16
とみざわ はるか まえだ ななみ

2 5 5561 冨澤 春可(1) 柏陽中 14.56 2 5 1800 前田 七海(1) 内谷中 14.34
えばた ここね ふなき さき

3 3 663 江幡 心寧(2) 東浦和中 14.93 3 8 323 船木 桜妃(1) 木崎中 15.39
おおひら ちひろ いいだ あおみ

4 6 2750 大平 千尋(1) 宮原中 15.56 4 7 5560 飯田 葵海(1) 柏陽中 15.45
やまざき りおん おぐま らな

5 2 3740 山﨑 涼桜(1) 宮前中 16.18 S 5 1 556 小熊 蘭奈(1) 本太中 15.59
くさがや あい にしの はるか

6 8 1727 草ヶ谷 愛(1) 上大久保中 16.18 S 6 6 1442 西野 遥香(2) 大谷口中 15.68
かもと ゆず あべ いずみ

7 1 463 賀元 ゆず(1) 原山中 16.32 7 2 616 阿部 いずみ(1) 東浦和中 16.81
にしかた りな よしの めい

7 2317 西片 莉奈(1) 桜木中 DNS 4 403 芳野 芽衣(2) 原山中 DNS

17組 (風:-2.2) 18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
いとう あおい えづれ まほ

1 4 201 伊藤 碧生(2) 常盤中 14.13 1 5 2314 江連 真帆(1) 桜木中 13.89
めら あやの いいずか はるの

2 3 306 目良 彩乃(2) 木崎中 14.17 2 6 310 飯塚 悠乃(1) 木崎中 14.41
あきば ひなた おがさわら ゆら

3 5 1220 秋葉 ひなた(2) 大谷場中 14.52 3 8 2819 小笠原 ゆら(1) 植竹中 14.89
たかだ かほ しばた そら

4 6 4842 髙田 香穂(1) 八王子中 14.95 4 4 1904 柴田 そら(2) 尾間木中 15.52
くらもち ちほ しおた もえ

5 8 413 倉持 千穂(2) 原山中 16.40 5 1 3416 塩田 もえ(1) 大宮西中 15.65
ふくい みお たかやま りおん

6 1 5327 福井 美音(1) 城北中 17.24 6 7 1731 高山 莉音(1) 上大久保中 16.00
ともべ なごみ すぎもと えりこ

7 2 3201 友部 和心(2) 片柳中 17.61 7 2 810 杉本 愛里子(2) 白幡中 16.03
いけだ ゆき いざわ みか

7 3741 池田 有紀(1) 宮前中 DNS 8 3 6118 伊澤 未香(2) 埼大附属中 16.28

凡例  DNS:欠場 S:着差あり



中学女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            12.88     吉牟田 佳奈(埼玉・常盤)               2002 8月25日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.88     エドワード 永美(埼玉・大谷場)         2017 8月25日 14:45 決　勝

予　選　29組0着＋8

19組 (風:+1.0) 20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
たにぐち もも わたなべ ゆさ

1 6 1852 谷口 もも(2) 内谷中 13.43 q 1 3 2465 渡部 夢咲(2) 三橋中 14.28
おたざわ ゆづき かわい りん

2 5 451 織田澤 優月(1) 原山中 13.84 q 2 5 5211 川井 凛(2) 慈恩寺中 14.43
くろさわ ひなこ ふじた もえ

3 7 314 黒澤 日向子(1) 木崎中 14.69 3 6 1802 藤田 もえ(1) 内谷中 14.98
ふくおか りの こやま りん

4 3 3702 福岡 梨乃(2) 宮前中 15.02 4 4 4553 小山 凜(2) 与野東中 15.08
おぎた みずき ふくなが ひなの

5 4 5212 荻田 瑞姫(2) 慈恩寺中 15.05 5 8 305 福永 日菜乃(2) 木崎中 15.56
くつざわ あゆら のぐち はるな

6 1 5324 沓澤 歩空(1) 城北中 15.28 6 7 3913 野口 陽菜(1) 大谷中 15.61
こばやし じゅり おこのぎ まいか

7 8 252 小林 珠梨(1) 常盤中 15.58 7 2 715 小此木 舞香(1) 南浦和中 16.86
こまつ みちか ないとう さら

8 2 1639 小松 未千果(1) 三室中 16.60 8 1 1234 内藤 咲良(2) 大谷場中 17.26

21組 (風:-2.3) 22組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
そのだ かずは きた つかさ

1 6 2739 園田 和遥(2) 宮原中 14.13 1 5 293 北 月咲(2) アスレティクス 13.58 q
ないとう しおり みなみ なつこ

2 3 530 内藤 栞(1) 本太中 15.04 2 3 529 南 なつこ(1) 本太中 14.76
きやま ことね てがら ほのか

3 5 4329 木山 琴音(1) 土呂中 15.16 3 6 1711 手柄 歩花(2) 上大久保中 14.96
たもり ももね なかむら ゆきな

4 7 3744 田森 桃音(1) 宮前中 15.19 4 4 461 中村 優妃奈(1) 原山中 15.04
あつざわ りこ やまざき あいる

5 8 1730 厚澤 里心(1) 上大久保中 15.56 5 7 4847 山﨑 碧流(1) 八王子中 15.16
さわだ りの さいとう なつめ

6 4 1848 澤田 莉乃(2) 内谷中 15.91 6 2 3743 斉藤 夏芽(1) 宮前中 15.51
てるい りおな もちづき ももか

7 1 1642 照井 里央菜(1) 三室中 16.93 7 8 317 望月 萌々香(1) 木崎中 15.79
よしの さくら おおやま みき

2 309 吉野 さくら(2) 木崎中 DNS 8 1 1928 大山 美紀(1) 尾間木中 16.21

23組 (風:-3.0) 24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
なかむら にちか おの しおり

1 5 5319 中村 日馨(2) 城北中 14.19 1 3 411 小野 史織(2) 原山中 13.77 q
しまだ ひかる おしだ こはる

2 4 4629 隝田 光(2) 与野西中 14.72 2 6 4551 押田 小春(2) 与野東中 14.27
すずき さくら ゆうき りな

3 3 1853 鈴木 さくら(2) 内谷中 15.16 3 4 1401 結城 里奈(1) 大谷口中 14.48
にひら もね こまつ めい

4 6 3703 仁平 百音(2) 宮前中 15.38 4 5 909 小松 芽依(2) 大原中 15.26
ひがしやま かほ さかい まい

5 7 460 東山 果穂(1) 原山中 15.52 5 8 1803 酒井 麻衣(1) 内谷中 15.52
ほった わかな さとう りこ

6 8 4831 堀田 若菜(2) 八王子中 16.11 6 7 325 佐藤 璃己(1) 木崎中 15.66
なおい ふうか くどう まゆ

7 1 1402 直井 楓花(1) 大谷口中 16.28 7 2 1728 工藤 茉優(1) 上大久保中 15.77
かとう さな ほり なぎさ

8 2 2820 加藤 沙奈(1) 植竹中 17.34 8 1 3749 堀 凪沙(1) 宮前中 15.93

凡例  DNS:欠場 S:着差あり



中学女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            12.88     吉牟田 佳奈(埼玉・常盤)               2002 8月25日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.88     エドワード 永美(埼玉・大谷場)         2017 8月25日 14:45 決　勝

予　選　29組0着＋8

25組 (風:+0.9) 26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
とくなが のどか やまだ るか

1 3 523 徳永 和(2) 本太中 13.87 1 3 5215 山田 瑠華(3) 慈恩寺中 13.99
さとう あい かわな ゆえ

2 5 817 佐藤 亜衣(2) 白幡中 14.30 2 5 806 川名 優恵(2) 白幡中 14.35
かみや ことわ すえふさ もえこ

3 6 202 神谷 琴和(2) 常盤中 14.46 3 4 3412 末房 萌子(1) 大宮西中 14.39
いとう ゆりな ふじい なな

4 8 3414 伊藤 結莉心(1) 大宮西中 14.93 4 8 315 藤井 菜々(1) 木崎中 14.64
ながい りこ わたなべ はるか

5 4 2810 永井 里呼(2) 植竹中 15.02 5 6 1716 渡邊 晴日(2) 上大久保中 14.69
いどもと かのん ゆうき あやめ

6 2 1927 井戸本 華穏(1) 尾間木中 15.29 6 7 3748 結城 綾愛(1) 宮前中 15.49
ほりうち くゆり やまだ あやか

7 1 316 堀内 くゆり(1) 木崎中 16.82 7 1 2738 山田 絢香(2) 宮原中 15.93
とべ みづき しらはせ ななみ

7 2735 戸邉 光月(2) 宮原中 DNS 8 2 2623 白波瀬 ななみ(1) 日進中 16.23

27組 (風:-1.4) 28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
こばやし まりあ うと あんり

1 6 1912 小林 真璃亜(2) 尾間木中 13.86 q 1 5 1221 宇都 杏莉(2) 大谷場中 14.38
ながしま ここは すぎやま ことり

2 5 621 永嶋 心華(1) 東浦和中 14.19 2 6 258 杉山 琴梨(1) 常盤中 14.47
にしだ あゆみ おおはし こはる

3 4 934 西田  歩未(1) 大原中 14.26 3 3 1605 大橋 香春(2) 三室中 15.20
おざわ ふうか くろす りさ

4 7 2130 小沢 楓花(1) 大宮南中 15.54 4 7 5321 黒須 梨彩(1) 城北中 15.46
あいざわ りな ふたむら ひまり

5 3 300 藍澤 里和(2) 木崎中 15.56 5 4 439 二村 陽莉(2) 原山中 15.97
やすた さき そが みどり

6 8 2513 安田 彩希(1) 大成中 15.89 6 8 619 曽我 碧(1) 東浦和中 16.09
いなば あいり きよた ももは

7 2 3746 稲葉 愛莉(1) 宮前中 16.65 7 1 1700 清田 桃羽(1) 上大久保中 16.46
しぶや ゆめな ほそぶち さくら

8 1 5322 渋谷 夢菜(1) 城北中 16.99 8 2 1923 細渕 さくら(1) 尾間木中 16.73

29組 (風:-2.4)

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

1 3 4630 松澤 星(2) 与野西中 14.06
たぐち りお

2 1 805 田口 璃音(2) 白幡中 14.43
もりた あや

3 5 1227 森田 愛彩(2) 大谷場中 15.43
こばやし さつき

4 4 5316 小林 咲月(2) 城北中 15.57
おざわ ななね

5 7 450 小澤 七寧(1) 原山中 15.72
くらもち ゆりか

6 8 1715 倉持 友梨香(2) 上大久保中 16.08
いそがわ あい

7 2 318 五十川 和(1) 木崎中 16.46
えのもと るみ

6 1635 榎本 瑠美(1) 三室中 DNS

凡例  DNS:欠場 S:着差あり



中学女子100m
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

大会記録(GR)            12.88     吉牟田 佳奈(埼玉・常盤)               2002 8月25日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.88     エドワード 永美(埼玉・大谷場)         2017 8月25日 14:45 決　勝

決　勝　

(風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
おかだ もえか

1 3 4806 岡田 萌花(3) 八王子中 13.41
いのまた ゆい

2 7 2003 猪股 佑衣(2) 大宮東中 13.61
きた つかさ

3 4 293 北 月咲(2) アスレティクス 13.64
ますだ はるか

4 6 1607 増田 陽香(2) 三室中 13.76
たにぐち もも

5 5 1852 谷口 もも(2) 内谷中 13.82
おの しおり

6 8 411 小野 史織(2) 原山中 13.91
こばやし まりあ

7 1 1912 小林 真璃亜(2) 尾間木中 14.13
おたざわ ゆづき

8 2 451 織田澤 優月(1) 原山中 14.29

凡例  DNS:欠場 S:着差あり



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25日 15:35 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

きのした すずな なかじま あみ

1 1 4625 木下 紗那(3) 与野西中 4:57.21 1 3 6104 中島 明海(1) 埼大附属中 5:29.02
くまがい かのか ももどり さやか

2 18 524 熊谷 叶香(2) 本太中 5:08.47 2 20 4433 百鳥 咲弥果(3) 春野中 5:30.87
くりやま はるか おだ なつこ

3 4 730 栗山 遥(2) 南浦和中 5:15.47 3 14 2612 小田 夏子(2) 日進中 5:31.12
いいづか るな しみず かれん

4 14 2703 飯塚 月菜(3) 宮原中 5:17.17 4 12 5317 清水 楓恋(2) 城北中 5:31.61
おおさか もね いけだ ももか

5 6 2462 大坂 百嶺(2) 三橋中 5:19.13 5 13 404 池田 百花(2) 原山中 5:33.28
すずき ひろか こぐれ まりぽ

6 8 4620 鈴木 明花(3) 与野西中 5:19.50 6 19 6119 木暮 まりぽ(2) 埼大附属中 5:33.50
うちやま ほのか わたべ あすか

7 22 908 内山 陽華(2) 大原中 5:19.80 7 2 452 渡部 明日香(1) 原山中 5:34.61
こばやし るな みかみ ちひろ

8 5 914 小林 瑠菜(2) 大原中 5:20.36 8 21 422 三上 千尋(2) 原山中 5:39.14
さいとう りお みずたに まゆ

9 3 3644 齋藤 梨央(2) 泰平中 5:21.54 9 15 4555 水谷 真優(2) 与野東中 5:39.29
たぐち かほ せき まなみ

10 23 3334 田口 佳歩(2) 春里中 5:24.41 10 1 4406 関 愛未(1) 春野中 5:41.13
さの あやか ふじはら さんご

11 10 2507 佐野 綾香(2) 大成中 5:24.49 11 16 4307 藤原 三瑚(2) 土呂中 5:43.90
まつだ あさき いしぜき まい

12 15 257 松田 麻希(1) 常盤中 5:27.70 12 22 906 石関 麻衣(2) 大原中 5:43.90
しらこ ひな あだち なつき

13 19 4018 白子 姫菜(1) 第二東中 5:28.29 13 5 1854 安達 夏希(2) 内谷中 5:46.80
たもり くるみ いけだ りみ

14 24 3701 田森 胡桃(2) 宮前中 5:29.80 14 4 1858 池田 梨実(2) 内谷中 5:48.29
すぎやま けい ましこ なぎさ

15 9 4554 椙山 恵衣(2) 与野東中 5:30.72 15 7 803 増子 渚紗(2) 白幡中 5:48.31
ほしの あい くどう まこ

16 11 2617 星野 愛(2) 日進中 5:31.56 16 10 2732 工藤 茉子(2) 宮原中 5:52.10
もちづき りお いわた りり

17 17 2736 望月 璃央(2) 宮原中 5:41.05 17 6 1926 岩田 梨里(1) 尾間木中 5:54.19
いいだ こはる ふの ひめか

18 16 4832 飯田 心春(2) 八王子中 5:43.78 18 8 409 布野 姫夏(2) 原山中 5:54.31
とりやま るり なかばた あやか

19 21 416 鳥山 瑠璃(2) 原山中 5:44.73 19 11 901 中幡 綾香(2) 大原中 5:58.03
ひろわたり うらん あさくら ちなつ

20 12 1843 廣渡 うらん(3) 内谷中 5:44.95 20 24 1444 朝倉 千夏(2) 大谷口中 6:03.51
なす なみか さいとう あや

21 20 3908 奈須 南風(2) 大谷中 5:45.35 21 23 1222 齋藤 彩(2) 大谷場中 6:05.68
なかざわ ちか かねもと さわ

22 2 802 中澤 知花(2) 白幡中 5:46.38 22 17 4833 兼本 咲和(2) 八王子中 6:09.29
かしわばら りの こばやし ゆきな

7 2811 柏原 梨乃(2) 植竹中 DNS 9 3402 小林 ユキナ(2) 大宮西中 DNS
はまだ りさ いけだ あやみ

13 2822 濱田 梨沙(2) 植竹中 DNS 18 1910 池田 彩実(2) 尾間木中 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25日 15:35 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

しまづ まりん まえじま なつき

1 1 6687 嶋津 愛海(1) 明の星中 5:46.09 1 13 2319 前島 なつき(1) 桜木中 5:37.51
とい ゆかり たにがわ さわ

2 25 812 戸井 友加里(2) 白幡中 5:52.64 2 11 2315 谷川 都和(1) 桜木中 5:39.21
あらい こころ もとやま まなみ

3 5 3901 新井 心(1) 大谷中 5:54.12 3 7 6123 元山 茉奈美(2) 埼大附属中 5:41.59
せきぐち あゆか こばやし まなか

4 21 814 関口 歩花(2) 白幡中 5:54.23 4 5 2622 小林 愛佳(1) 日進中 5:42.63
かまた あやか せいだ ももこ

5 13 618 鎌田 彩花(1) 東浦和中 5:54.28 5 19 2625 清田 萌々子(1) 日進中 5:42.65
ますだ あおい しおのや かな

6 9 2125 増田 葵(2) 大宮南中 5:55.15 6 24 560 塩野谷 果和(1) 本太中 5:46.76
かわぞえ せりか たけだ ここね

7 12 1859 河副 芹香(2) 内谷中 5:55.70 7 12 3912 武田 心音(1) 大谷中 5:49.00
よこつか はるな ながさき まやか

8 2 813 横塚 悠那(3) 白幡中 5:56.56 8 2 911 長崎 真也花(2) 大原中 5:55.57
ないとう さやか はしもと みなみ

9 17 3916 内藤 沙香(1) 大谷中 5:57.34 9 22 937 橋本  みなみ(1) 大原中 5:56.89
いわた ともみ さかもと ななこ

10 15 4209 岩田 知実(1) 大宮八幡中 5:58.05 10 20 923 坂本  菜々子(1) 大原中 5:56.91
やまざき ゆずか ひるま ちひろ

11 24 4022 山﨑 柚果(1) 第二東中 6:00.61 11 18 2753 昼間 千紘(1) 宮原中 6:02.47
ふかがわ えり みずもと ちよか

12 16 6684 深川 恵理(3) 明の星中 6:02.49 12 8 1801 水元 千遥花(1) 内谷中 6:03.19
ほその かりん はねだ かんな

13 14 459 細野 花稟(1) 原山中 6:05.09 13 6 2626 羽田 栞菜(1) 日進中 6:03.67
さかもと ゆきの いしざか さえ

14 22 418 坂本 結希乃(2) 原山中 6:10.06 14 1 405 石坂 彩恵(2) 原山中 6:03.85
よもぎだ ひなた おち みずき

15 23 454 蓬田 ひなた(1) 原山中 6:15.48 15 15 933 越智  瑞季(1) 大原中 6:03.97
もりかわ ゆうな さくらだ まゆか

16 7 4848 森川 結菜(1) 八王子中 6:21.27 16 4 3742 櫻田 満優香(1) 宮前中 6:09.89
まつだ あいな きもと なお

17 11 4843 松田 亜衣菜(1) 八王子中 6:21.89 17 10 6694 木本 奈緒(1) 明の星中 6:14.49
きむら みさと よしかわ みずき

18 18 455 木村 美仁(1) 原山中 6:39.31 18 21 559 ??川 瑞希(1) 本太中 6:20.05
ささき ひいろ ながしま あみ

19 20 4844 佐々木 陽彩(1) 八王子中 6:45.17 19 9 6696 長嶋 亜美(1) 明の星中 6:21.88
たぐち ゆいり おおやま ねね

20 6 415 田口 惟莉(2) 原山中 6:46.19 20 17 936 大山 ねね(1) 大原中 6:28.49
いたばし ゆい ぐんじ さいき

21 3 462 板橋 優衣(1) 原山中 6:47.19 21 3 6691 郡司 彩希(1) 明の星中 6:37.50
よしだ あやり ふくもと さき

4 410 吉田 彩里(2) 原山中 DNS 22 23 927 福本  早希(1) 大原中 6:45.77
ふくもと まな おおの あずみ

8 816 福本 麻奈(2) 白幡中 DNS 23 16 6690 大野 あずみ(1) 明の星中 7:02.45
やなぎだ さやは みやもと まな

10 5531 栁田 彩羽(2) 柏陽中 DNS 24 14 1645 宮本 茉奈(1) 三室中 7:36.62
ふじわら ののか

19 4019 藤原 希々花(1) 第二東中 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25日 15:35 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

かわしま さき きのした すずな

1 20 2816 川嶋 紗希(1) 植竹中 5:35.95 1 4625 木下 紗那(3) 与野西中 4:57.21
あだち りの くまがい かのか

2 15 2813 安達 梨乃(1) 植竹中 5:36.01 2 524 熊谷 叶香(2) 本太中 5:08.47
まつもと ちか くりやま はるか

3 5 2212 松本 知花(1) 大宮北中 5:42.40 3 730 栗山 遥(2) 南浦和中 5:15.47
あいと いまる いいづか るな

4 3 2206 アイト 衣麻留(1) 大宮北中 5:49.18 4 2703 飯塚 月菜(3) 宮原中 5:17.17
たかはし まお おおさか もね

5 4 2613 高橋 茉央(2) 日進中 6:01.61 5 2462 大坂 百嶺(2) 三橋中 5:19.13
なかた ゆな すずき ひろか

6 17 4605 中田 ゆな(1) 与野西中 6:01.72 6 4620 鈴木 明花(3) 与野西中 5:19.50
しぶや みこ うちやま ほのか

7 14 2422 渋谷 美心(1) 三橋中 6:01.79 7 908 内山 陽華(2) 大原中 5:19.80
むなかた ちづる こばやし るな

8 8 2131 宗方 千鶴(1) 大宮南中 6:04.20 8 914 小林 瑠菜(2) 大原中 5:20.36
たやま れな

9 22 2128 田山 怜奈(1) 大宮南中 6:04.64
うめもと さき

10 18 4565 梅本 咲希(1) 与野東中 6:04.74
しんたに りん

11 11 717 新谷 凛(1) 南浦和中 6:06.83
たうら みなみ

12 1 259 田浦 南美(1) 常盤中 6:08.88
めんじょう はな

13 6 2815 毛受 芭菜(1) 植竹中 6:14.61
しおいり さき

14 24 256 塩入 紗希(1) 常盤中 6:16.87
つぶらや このか

15 10 2614 円谷 好花(2) 日進中 6:19.39
よこやま ともか

16 7 2133 横山 朋香(1) 大宮南中 6:22.15
あらい ゆり

17 19 2620 新井 優里(1) 日進中 6:23.19
おのでら みなも

18 13 2207 小野寺 水萌(1) 大宮北中 6:25.80
せき あんじゅ

19 23 718 関 杏樹(1) 南浦和中 6:29.00
いしわたり ちはる

20 9 4564 石渡 千遥(1) 与野東中 6:41.78
あおき まゆ

2 4609 青木 真由(1) 与野西中 DNS
たかはし くるみ

12 3332 高橋 くるみ(2) 春里中 DNS
かとう あい

16 2621 加藤 歩依(1) 日進中 DNS
かさはら ゆい

21 2202 笠原 結(1) 大宮北中 DNS
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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25日 13:50 予　選
大会記録(GR)            14.62     池田 菜月(埼玉・木崎)                 2011 8月25日 15:10 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:-1.2) 2組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
あかぼり そら すずき まいか

1 7 929 赤堀  空来(1) 大原中 17.92 q 1 4 907 鈴木 麻衣香(2) 大原中 17.56 q
よしむら ほのか おおき ゆうな

2 4 436 吉村 帆夏(2) 原山中 17.93 q 2 3 4834 大木　 優波(2) 八王子中 19.43
かのう ひなこ むらせ かのん

3 6 6682 金野 日菜子(3) 明の星中 19.26 3 2 1925 村瀬 圭音(1) 尾間木中 19.98
うちはし れな やぶもと そら

4 5 804 内橋 怜那(2) 白幡中 19.70 4 6 417 藪本 宙(2) 原山中 21.33
こばり なぎさ くらもち ゆい

5 2 4507 小針 なぎさ(1) 与野西中 20.21 5 8 5532 倉持 佑衣(2) 柏陽中 21.72
うらつか ひな くらた はんな

6 8 5536 浦塚 姫夏(2) 柏陽中 22.55 6 7 1648 倉田 絆菜(1) 三室中 21.97
たむら まゆ うえの しおり

3 2505 田村 真優(2) 大成中 DNS 5 4011 上野 詩織(2) 第二東中 DQ,T10

いべ まなか

1 2509 井部 愛果(2) 大成中 DNS,DNS

3組 (風:-1.3) 4組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
さかきばら みゆい やまもと かな

1 3 402 榊原 美結(2) 原山中 17.08 q 1 8 2203 山本 佳那(1) 大宮北中 17.74 q
ふじた なつみ ふるかわ こなつ

2 4 827 藤田 菜摘(3) 白幡中 18.02 2 5 200 古川 小夏(2) 常盤中 18.40
こばやし あかり こやま ももか

3 2 4211 小林 杏花里(1) 大宮八幡中 18.29 3 4 2734 小山 桃花(2) 宮原中 19.40
やまもと あやみ かとう みいふ

4 5 2737 山本 彩実(2) 宮原中 20.01 4 6 1905 加藤 未衣芙(2) 尾間木中 19.47
あべ わこ やまもと あかね

5 6 1906 阿部 和胡(2) 尾間木中 20.15 5 3 4557 山本 茜(2) 与野東中 19.91
たかはし ひな あべ はるか

6 8 1720 髙橋 ひな(2) 上大久保中 20.61 6 2 1406 阿部 瑶(1) 大谷口中 20.10
なかむら ももか いとう ゆうな

7 7 935 中村 百々花(1) 大原中 20.87 7 7 932 伊東  優和(1) 大原中 20.29
ふくだ めぐみ あかいけ みづき

8 1 1640 福田 恩実(1) 三室中 21.38 8 1 1729 赤池 光月(1) 上大久保中 21.33

5組 (風:-0.4) 6組 (風:-0.6)

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
かわい りのあ しみず さくらの

1 4 406 河合 莉乃愛(2) 原山中 17.34 q 1 5 2124 清水 桜乃(2) 大宮南中 17.11 q
あじろ ゆうか しょうじ きよら

2 3 1600 網代 結花(2) 三室中 18.64 2 6 1601 庄司 清流(2) 三室中 17.65 q
さとう はるか よしざわ りさ

3 5 2463 佐藤 暖華(2) 三橋中 19.65 3 1 525 吉澤 里咲(2) 本太中 18.10 S
いいの みつき みぞぶち ゆめこ

4 7 4104 飯野 光希(2) 土屋中 19.85 4 3 2210 溝渕 結芽子(3) 大宮北中 18.10 S
さとう あいか ほんま ももか

5 6 5533 佐藤 愛奏(2) 柏陽中 20.33 5 8 913 本間 百花(2) 大原中 20.24
いいだ ひまわり こじま ひめか

6 8 1924 飯田 向日葵(1) 尾間木中 20.96 6 4 1714 小島 姫香(2) 上大久保中 20.25
さいきょう こはく てらさき ひなた

7 2 4628 西教 瑚白(2) 与野西中 21.35 7 7 4214 寺崎 日菜多(1) 大宮八幡中 21.96
ふるや まゆみ すずき はるな

1 2205 古屋 檀(1) 大宮北中 DNS 8 2 2624 鈴木 陽奈(1) 日進中 23.13

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



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

8月25日 13:50 予　選
大会記録(GR)            14.62     池田 菜月(埼玉・木崎)                 2011 8月25日 15:10 決　勝

決　勝　

(風:-3.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
すずき まいか

1 4 907 鈴木 麻衣香(2) 大原中 16.56
さかきばら みゆい

2 5 402 榊原 美結(2) 原山中 17.39
しみず さくらの

3 6 2124 清水 桜乃(2) 大宮南中 17.40
かわい りのあ

4 3 406 河合 莉乃愛(2) 原山中 18.02
あかぼり そら

5 2 929 赤堀  空来(1) 大原中 18.10
よしむら ほのか

6 1 436 吉村 帆夏(2) 原山中 18.23
しょうじ きよら

7 7 1601 庄司 清流(2) 三室中 18.36
やまもと かな

8 8 2203 山本 佳那(1) 大宮北中 18.40

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



中学女子4X100mR
審 判 長：池田　金作
記録主任：井上　和彦

8月25日 09:00 予　選
大会記録(GR)            50.46     (埼玉・大原)                          2007 8月25日 16:40 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 6 本太中 527 野口 美颯(2) のぐち みはや 53.68 1 4 木崎中 310 飯塚 悠乃(1) いいずか はるの 53.72
524 熊谷 叶香(2) くまがい かのか q 304 舘田 木香(2) たてだ もか q
525 吉澤 里咲(2) よしざわ りさ 306 目良 彩乃(2) めら あやの
523 徳永 和(2) とくなが のどか 301 猪狩 みなみ(2) いがり みなみ

2 4 春野中 4433 百鳥 咲弥果(3) ももどり さやか 54.04 2 6 三室中 1604 下田 有紗(2) しもだ ありさ 53.96
4431 竹内 優夏(3) たけうち ゆな q 1601 庄司 清流(2) しょうじ きよら q
4432 五十嵐 爽香(3) いがらし さやか 1600 網代 結花(2) あじろ ゆうか

4430 西尾 悠子(3) にしお ゆうこ 1603 富田 成実(2) とみた なるみ

3 2 大宮西中 3400 関口 優香(2) せきぐち ゆか 56.59 3 7 尾間木中 1912 小林 真璃亜(2) こばやし まりあ 54.31
3412 末房 萌子(1) すえふさ もえこ 1908 佐々木 ちひろ(2) ささき ちひろ q
3411 飯田 美雅姫(1) いいだ みやび 1901 川邉 映月(2) かわべ はづき

3413 石田 碧(1) いしだ あおい 1909 前野 来実(2) まえの くるみ

4 7 与野西中 4629 隝田 光(2) しまだ ひかる 56.67 4 3 上大久保中 1724 大内 りさ子(2) おおうち りさこ 54.89
4628 西教 瑚白(2) さいきょう こはく 1723 富井 美優(2) とみい みゆ
4607 小針 なぎさ(1) こばり なぎさ 1712 石塚 早絵(2) いしづか さえ

4630 松澤 星(2) まつざわ あかり 1721 北原 愛子(2) きたはら あいこ

5 8 八王子中 4842 髙田 香穂(1) たかだ かほ 57.18 5 8 大宮八幡中 4208 伊藤 未来(1) いとう みらい 57.73
4834 大木　 優波(2) おおき ゆうな 4211 小林 杏花里(1) こばやし あかり

4831 堀田 若菜(2) ほった わかな 4214 寺崎 日菜多(1) てらさき ひなた

4832 飯田 心春(2) いいだ こはる 4210 大柳 祐輝(1) おおやなぎ ゆうき

6 3 埼大附属中 6120 嶋根 妃夏(2) しまね きなつ 57.23 5 大成中 DNS
6102 大本 芽生(1) おおもと メイ

6104 中島 明海(1) なかじま あみ

6123 元山 茉奈美(2) もとやま まなみ

5 桜木中 2303 若月 彩良(2) わかつき さら DQ,R3

2314 江連 真帆(1) えづれ まほ
2305 西田 礼菜(2) にしだ れいな

2301 水村 礼南(2) みずむら れみな

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 3 大原中 912 奥田 絢乃(2) おくだ あやの 53.88 1 8 原山中 402 榊原 美結(2) さかきばら みゆい 54.34
915 村越 京(2) むらこし みやこ q 406 河合 莉乃愛(2) かわい りのあ q
929 赤堀  空来(1) あかぼり そら 451 織田澤 優月(1) おたざわ ゆづき

907 鈴木 麻衣香(2) すずき まいか 436 吉村 帆夏(2) よしむら ほのか

2 8 城北中 5319 中村 日馨(2) なかむら にちか 54.49 2 6 与野東中 4553 小山 凜(2) こやま りん 54.37
5315 小杉 友美(2) こすぎ ともみ 4567 斎藤 乃彩(1) さいとう のあ q
5314 小島 未羽(2) こじま みう 4551 押田 小春(2) おしだ こはる

5326 小島 りら(1) こじま りら 4554 椙山 恵衣(2) すぎやま けい

3 2 日進中 2624 鈴木 陽奈(1) すずき はるな 56.51 3 7 大谷場中 1227 森田 愛彩(2) もりた あや 54.43
2610 安西 歩実(2) あんざい あゆみ 1241 エドワード 怜菜(1) えどわーど れな

2615 中原 真櫻(2) なかはら まお 1220 秋葉 ひなた(2) あきば ひなた

2611 岡田 美里(2) おかだ みさと 1221 宇都 杏莉(2) うと あんり
4 4 明の星中 6682 金野 日菜子(2) かのう ひなこ 56.73 4 5 内谷中 1802 藤田 もえ(1) ふじた もえ 54.62

6693 野島 紫衣里(1) のじま しえり 1852 谷口 もも(2) たにぐち もも

6687 嶋津 愛海(1) しまづ まりん 1855 金田 七海(2) かねだ ななみ

6686 加藤 遥(1) かとう はるか 1853 鈴木 さくら(2) すずき さくら

5 5 宮前中 3702 福岡 梨乃(2) ふくおか りの 57.45 5 3 常盤中 202 神谷 琴和(2) かみや ことわ 55.06
3700 野村 美咲(2) のむら みさい 200 古川 小夏(2) ふるかわ こなつ

3703 仁平 百音(2) にひら もね 203 吉田 鈴(2) よしだ すず
3705 永瀬 愛純(2) ながせ あずみ 201 伊藤 碧生(2) いとう あおい

6 7 大谷口中 1441 横関 空(2) よこぜき そら 57.56 6 4 南浦和中 715 小此木 舞香(1) おこのぎ まいか 58.16
1452 安﨑 朋美(2) やすざき ともみ 732 舩津 美晴(2) ふなつ みはる

1439 錠 さくら(2) いかり さくら 716 清水 奏里(1) しみず かなり

1453 山下 莉世(2) やました りせ 731 谷崎 莉々(2) たにざき りり

6 第二東中 4009 安中 真葵(2) あんなか まなき DNS 7 2 大宮南中 2131 宗方 千鶴(1) むなかた ちづる 59.82
4012 阿部 湖珀(2) あべ こはく 2133 横山 朋香(1) よこやま ともか

4015 宮﨑 千夏(2) みやざき ちなつ 2130 小沢 楓花(1) おざわ ふうか

4011 上野 詩織(2) うえの しおり 2129 平川 万莉(1) ひらかわ まり

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 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25日 09:00 予　選
大会記録(GR)            50.46     (埼玉・大原)                          2007 8月25日 16:40 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 本太中 527 野口 美颯(2) のぐち みはや 53.61
524 熊谷 叶香(2) くまがい かのか

525 吉澤 里咲(2) よしざわ りさ

523 徳永 和(2) とくなが のどか

2 4 木崎中 310 飯塚 悠乃(1) いいずか はるの 53.86
301 猪狩 みなみ(2) いがり みなみ

306 目良 彩乃(2) めら あやの
304 舘田 木香(2) たてだ もか

3 8 春野中 4433 百鳥 咲弥果(3) ももどり さやか 53.87
4431 竹内 優夏(3) たけうち ゆな

4432 五十嵐 爽香(3) いがらし さやか

4430 西尾 悠子(3) にしお ゆうこ

4 6 三室中 1604 下田 有紗(2) しもだ ありさ 54.25
1601 庄司 清流(2) しょうじ きよら

1600 網代 結花(2) あじろ ゆうか

1603 富田 成実(2) とみた なるみ

5 3 大原中 912 奥田 絢乃(2) おくだ あやの 54.43
915 村越 京(2) むらこし みやこ

929 赤堀  空来(1) あかぼり そら

907 鈴木 麻衣香(2) すずき まいか

6 2 与野東中 4553 小山 凜(2) こやま りん 54.56
4567 斎藤 乃彩(1) さいとう のあ

4551 押田 小春(2) おしだ こはる

4554 椙山 恵衣(2) すぎやま けい

7 1 原山中 402 榊原 美結(2) さかきばら みゆい 54.70
406 河合 莉乃愛(2) かわい りのあ

451 織田澤 優月(1) おたざわ ゆづき

436 吉村 帆夏(2) よしむら ほのか

8 7 尾間木中 1912 小林 真璃亜(2) こばやし まりあ 55.06
1908 佐々木 ちひろ(2) ささき ちひろ

1901 川邉 映月(2) かわべ はづき

1909 前野 来実(2) まえの くるみ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 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)            1m58      土佐林 真広(埼玉・与野西)             2017 8月25日 13:00 決　勝

決　勝　

たかいし ひとみ － － － － ○ ○ × ○ × × ×

1 30 4618 髙石 瞳(3) 与野西中 1m43
やまの きょうか － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

2 29 905 山野 杏果(2) 大原中 1m35
やまむら みなみ － － × ○ × × ○ × × ○ × × ×

3 28 1228 山村 みなみ(2) 大谷場中 1m35
いがらし さやか － ○ ○ ○ × × ×

4 27 4432 五十嵐 爽香(3) 春野中 1m30
みずむら れみな ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 26 2301 水村 礼南(2) 桜木中 1m30
ささき りの ○ ○ × ○ × × ×

6 25 438 佐々木 涼乃(2) 原山中 1m25
なかむら みく ○ × ○ × ○ × × ×

7 23 5534 中村 光来(2) 柏陽中 1m25
さとむら まな ○ ○ × × ○ × × ×

8 4 6685 里村 真奈(2) 明の星中 1m25
ふなつ みはる ○ ○ × × ×

9 5 732 舩津 美晴(2) 南浦和中 1m20
えのもと ここあ ○ ○ × × ×

9 6 2420 榎本 心愛(1) 三橋中 1m20
わかつき さら ○ ○ × × ×

9 19 2303 若月 彩良(2) 桜木中 1m20
あきもと さえ ○ × ○ × × ×

12 16 3415 秋元 彩詠(1) 大宮西中 1m20
せがわ ひより － × ○ × × ×

12 24 903 瀬川 日和(2) 大原中 1m20
やまぐち ゆめ ○ × × ○ × × ×

14 22 3423 山口 結夢(3) 大宮西中 1m20
ながおか ゆず ○ × × ×

15 1 1644 長岡 ゆず(1) 三室中 1m10
うちやま ゆい ○ × × ×

15 2 1922 内山 結月(1) 尾間木中 1m10
ひらやま みすず ○ × × ×

15 13 2616 平山 美涼(2) 日進中 1m10
たかはし りお ○ × × ×

15 14 1903 髙橋 凛央(2) 尾間木中 1m10
くどう りりこ ○ × × ×

15 15 2749 工藤 梨里子(1) 宮原中 1m10
ほんどう やや ○ × × ×

15 17 5535 本道 やや(2) 柏陽中 1m10
くらもち いおり ○ × × ×

15 18 419 倉持 伊織(2) 原山中 1m10
あさみ ふうか × ○ × × ×

22 3 1921 浅見 楓花(1) 尾間木中 1m10
さいとう のあ × ○ × × ×

22 9 4567 斎藤 乃彩(1) 与野東中 1m10
ながた みさ × ○ × × ×

22 10 4568 永田 望紗(1) 与野東中 1m10
むらかみ まい × × ×

7 2817 村上 舞衣(1) 植竹中 NM
くぼた わかな × × ×

8 4566 久保田 和香奈(1) 与野東中 NM
みやはら まゆこ × × ×

11 4570 宮原 万悠子(1) 与野東中 NM
どい みさき

12 2300 土井 美咲(2) 桜木中 DNS
まつもと あみ

20 1713 松本 有未(2) 上大久保中 DNS
こじま あやか

21 407 小島 彩加(2) 原山中 DNS

1m46
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m10

凡例  DNS:欠場 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25日 10:00 決　勝

決　勝　

やまぐち ゆら － － － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 2 3202 山口 悠来(2) 片柳中 2m60
あらい しほ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 3 3200 新井 志歩(2) 片柳中 2m40
さくらい あやめ ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 1 2733 桜井 彩萌(2) 宮原中 2m30

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m00 2m70

記録 ｺﾒﾝﾄ
2m10 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60



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25日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

にしお ゆうこ 5m15 5m08 5m14 5m15 7 5m25 5m14 5m31 5m31
1 50 4430 西尾 悠子(3) 春野中 +1.8 +1.4 +1.8 +1.8 +1.1 0.0 +0.7 +0.7

むらこし みやこ 4m86 4m92 5m22 5m22 8 × 4m78 × 5m22
2 49 915 村越 京(2) 大原中 -0.3 +0.5 +1.6 +1.6 -0.5 +1.6

うちだ みさき × 4m94 4m83 4m94 6 4m77 4m63 4m55 4m94
3 47 3909 内田 実咲(2) 大谷中 +1.0 -0.1 +1.0 +0.4 -1.1 +1.5 +1.0

にしだ れいな 4m56 4m60 4m20 4m60 4 4m50 4m00 4m74 4m74
4 46 2305 西田 礼菜(2) 桜木中 +2.2 +2.5 +2.8 +2.5 -0.5 +0.4 +1.0 +1.0

のざわ みう 4m24 4m67 4m46 4m67 5 4m35 4m37 × 4m67
5 42 2812 野沢 美羽(2) 植竹中 +0.7 +2.4 +0.8 +2.4 0.0 -0.3 +2.4

せきぐち ゆか × 4m23 4m32 4m32 3 4m42 4m43 4m25 4m43
6 40 3400 関口 優香(2) 大宮西中 +2.2 +1.6 +1.6 +1.1 +0.1 +1.2 +0.1

おかだ みさと 4m27 × × 4m27 2 4m21 4m21 4m18 4m27
7 41 2611 岡田 美里(2) 日進中 +0.6 +0.6 +0.8 -0.1 +2.6 +0.6

やまぎし ゆい 4m08 3m73 4m10 4m10 1 4m01 4m01 4m23 4m23
8 43 1902 山岸 ゆい(2) 尾間木中 +2.4 +2.2 +1.8 +1.8 +1.0 +1.7 +2.8 +2.8

わたなべ れみ 4m04 3m81 × 4m04 4m04
9 36 1455 渡辺 玲海(2) 大谷口中 +1.8 +3.0 +1.8 +1.8

おがわ ゆうね × 3m98 4m03 4m03 4m03
10 45 4405 小川 夕音(1) 春野中 +1.8 -0.2 -0.2 -0.2

はらだ かりん 3m90 3m95 4m00 4m00 4m00
11 30 1242 原田 果林(1) 大谷場中 +0.4 +1.5 +2.0 +2.0 +2.0

こがねい さら 3m98 3m85 3m78 3m98 3m98
12 39 6679 小金井 沙羅(3) 明の星中 +1.8 +2.0 +1.0 +1.8 +1.8

よこぜき そら 3m93 3m88 3m95 3m95 3m95
13 34 1454 横関 空(2) 大谷口中 +2.2 +0.8 +3.4 +3.4 +3.4

たかはし ありす 3m94 3m82 3m64 3m94 3m94
14 37 1602 髙橋 ありす(2) 三室中 +2.0 +3.7 +1.9 +2.0 +2.0

くさの ゆうか 3m53 3m94 3m77 3m94 3m94
15 31 558 草野 祐加(1) 本太中 +1.6 +3.7 +2.8 +3.7 +3.7

おか ゆうり × 3m93 × 3m93 3m93
16 32 420 岡 優里(2) 原山中 +0.6 +0.6 +0.6

きた みずき 3m29 3m91 3m86 3m91 3m91
17 35 412 北 水晶(2) 原山中 +4.0 +1.2 +1.4 +1.2 +1.2

やすざき ともみ 3m88 3m59 3m76 3m88 3m88
18 24 1452 安﨑 朋美(2) 大谷口中 +1.8 +0.8 -0.1 +1.8 +1.8

とみい みゆ 3m87 3m81 3m86 3m87 3m87
19 6 1723 富井 美優(2) 上大久保中 +2.9 +2.1 +2.4 +2.9 +2.9

しらいし りりか × 3m71 3m86 3m86 3m86
20 33 1636 白石 理々花(1) 三室中 +2.2 +3.0 +3.0 +3.0

ひしかわ ゆい 3m80 × × 3m80 3m80
21 19 938 菱川  結衣(1) 大原中 +3.4 +3.4 +3.4

かめやま かりん 3m79 3m65 3m63 3m79 3m79
22 29 921 亀山  花梨(1) 大原中 +2.4 +1.5 +2.2 +2.4 +2.4

やまだ ひな 2m41 3m76 3m57 3m76 3m76
23 28 1734 山田 陽菜(1) 上大久保中 +2.5 -0.8 +1.4 -0.8 -0.8

ひらべ りな 2m89 3m75 3m50 3m75 3m75
24 7 904 平部 莉奈(2) 大原中 +2.3 +2.5 +3.5 +2.5 +2.5

いとう みらい 3m70 3m72 × 3m72 3m72
25 1 4208 伊藤 未来(1) 大宮八幡中 +2.3 +0.7 +0.7 +0.7

のむら みさき 3m70 3m48 × 3m70 3m70
26 4 3700 野村 美咲(2) 宮前中 +2.0 +1.4 +2.0 +2.0

あらかわ ここね 3m60 3m29 3m43 3m60 3m60
27 26 920 荒川  心音(1) 大原中 +2.4 +1.3 +1.5 +2.4 +2.4

こまき とうこ 3m60 3m05 3m17 3m60 3m60
28 17 4105 小牧 桃子(1) 土屋中 +2.7 +2.2 +0.2 +2.7 +2.7

ながせ あずみ 3m46 3m35 3m57 3m57 3m57
29 2 3705 永瀬 愛純(2) 宮前中 +2.2 +0.7 +1.3 +1.3 +1.3

あきもと まどか × 3m54 × 3m54 3m54
30 23 2460 秋元 まどか(2) 三橋中 +1.8 +1.8 +1.8

みやざき ちなつ × 3m50 3m51 3m51 3m51
31 25 4015 宮﨑 千夏(2) 第二東中 -0.1 +1.4 +1.4 +1.4

はしぐち あん 3m40 3m49 3m48 3m49 3m49
32 27 1226 橋口 絢(2) 大谷場中 +2.9 -0.2 +2.0 -0.2 -0.2

にしなか ひまり 3m48 3m36 3m42 3m48 3m48
33 16 2814 西中 ひまり(1) 植竹中 +2.3 +1.1 +1.5 +2.3 +2.3

さとう ゆいは × 3m47 3m44 3m47 3m47
34 15 1223 佐藤 結葉(2) 大谷場中 +1.8 +0.7 +1.8 +1.8

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25日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

やたべ あゆみ 3m15 3m46 3m42 3m46 3m46
35 21 2514 谷田部 歩実(1) 大成中 +1.1 +1.3 +0.4 +1.3 +1.3

ひぐま さや × 3m25 3m45 3m45 3m45
36 3 926 樋熊  桜弥(1) 大原中 +1.2 +0.9 +0.9 +0.9

まつくら わか × 3m40 × 3m40 3m40
37 10 4569 松倉 和香(1) 与野東中 +1.6 +1.6 +1.6

くらはし りと 3m35 3m24 3m26 3m35 3m35
38 20 1638 倉橋 理都(1) 三室中 +3.0 +0.8 0.0 +3.0 +3.0

ながた ゆいか 3m31 3m24 3m28 3m31 3m31
39 5 924 永田  結衣花(1) 大原中 +4.4 +1.1 +5.1 +4.4 +4.4

すずき まひろ 2m70 2m70 3m24 3m24 3m24
40 11 1400 鈴木 万尋(1) 大谷口中 +1.5 +3.2 +2.4 +2.4 +2.4

いのうえ すずほ 2m95 3m10 3m23 3m23 3m23
41 18 1404 井上 涼帆(1) 大谷口中 +1.8 +2.7 +0.7 +0.7 +0.7

しまだ みさき × 3m22 3m22 3m22 3m22
42 13 5530 島田 美咲(2) 柏陽中 +2.0 +2.5 +2.0 +2.0

こまい しゅうな × 3m16 3m18 3m18 3m18
43 9 922 駒井  柊奈(1) 大原中 +0.9 +3.1 +3.1 +3.1

かわぐち なつき 2m76 2m95 2m84 2m95 2m95
44 12 4845 川口 なつき(1) 八王子中 +1.0 +2.4 +1.7 +2.4 +2.4

おかもと すみれ 2m83 × 2m39 2m83 2m83
45 14 2421 岡本 菫(1) 三橋中 +2.7 +0.4 +2.7 +2.7

しまづ さほ r
8 6692 島津 沙帆(1) 明の星中 NM

あべ こはく r
22 4012 阿部 湖珀(2) 第二東中 NM

たぐち りお r
38 805 田口 璃音(2) 白幡中 NM

やまざき あかり r
44 6501 山崎 明璃(1) 埼玉栄中 NM

しながわ なつみ r
48 902 品川 夏実(2) 大原中 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25日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

おおかわ りこ

1 28 4723 大川 璃子(3) 与野南中 9m29 9m71 9m58 9m71 8 8m20 9m24 9m44 9m71
うしやま ひなの

2 27 1856 牛山 ひなの(2) 内谷中 9m33 9m23 9m41 9m41 7 8m59 9m14 8m42 9m41
たにざき りり

3 25 731 谷崎 莉々(2) 南浦和中 8m38 8m77 8m77 8m77 6 9m11 8m54 8m95 9m11
はまの なぎさ

4 24 3910 濱野 渚(2) 大谷中 8m53 8m66 8m47 8m66 5 8m67 9m09 9m04 9m09
いしばし かれん

5 18 2200 石橋 果怜(1) 大宮北中 8m22 8m63 7m25 8m63 4 6m19 8m06 7m67 8m63
わたなべ まい

6 22 2506 渡辺 舞(2) 大成中 7m83 7m93 7m58 7m93 2 7m37 8m12 7m81 8m12
かじわら あん

7 23 1450 梶原 杏(2) 大谷口中 7m64 7m95 8m10 8m10 3 7m50 7m65 7m44 8m10
おざわ のどか

8 20 4400 小澤 和花(2) 春野中 7m57 7m84 7m05 7m84 1 7m57 7m46 7m37 7m84
なかはら まお

9 13 2615 中原 真櫻(2) 日進中 7m18 7m48 7m75 7m75 7m75
きたがわ まな

10 3 5323 北川 雅菜(1) 城北中 6m25 × 7m59 7m59 7m59
なか ゆみね

11 21 408 中 優未音(2) 原山中 6m69 6m97 7m56 7m56 7m56
いかり さくら

12 17 1439 錠 さくら(2) 大谷口中 7m47 7m19 7m44 7m47 7m47
かわはた れいこ

13 11 421 川畑 怜子(2) 原山中 6m22 7m12 7m36 7m36 7m36
しろやま りりか

14 16 414 城山 莉々香(2) 原山中 7m00 7m19 6m90 7m19 7m19
おがさわら さくら

15 14 437 小笠原 さくら(2) 原山中 × 6m86 6m64 6m86 6m86
おくだ あやの

16 12 912 奥田 絢乃(2) 大原中 6m79 6m11 6m49 6m79 6m79
かみやま ももか

17 10 1907 神山 桃華(2) 尾間木中 5m78 6m36 6m66 6m66 6m66
きたはら あいこ

18 19 1721 北原 愛子(2) 上大久保中 6m29 6m66 × 6m66 6m66
まえだ あおい

19 4 1726 前田 愛生(1) 上大久保中 5m76 5m55 6m39 6m39 6m39
さとう たえ

20 8 733 佐藤 紗(2) 南浦和中 6m13 × 5m68 6m13 6m13
たなか さや

21 15 1224 田中 咲彩(2) 大谷場中 6m03 5m92 5m41 6m03 6m03
うえたけ りんか

22 5 4840 植竹 凜華(1) 八王子中 5m28 × 5m85 5m85 5m85
いのうえ さき

23 1 1911 井上 咲妃(2) 尾間木中 5m48 5m77 5m23 5m77 5m77
きくち みゆ

24 6 1719 菊池 美優(2) 上大久保中 5m29 5m44 5m70 5m70 5m70
きたむら りあん

2 1702 北村 凛晏(1) 上大久保中 r NM
たかむら まお

7 2204 高村 舞桜(1) 大宮北中 r NM
あんどう ゆり

9 2304 安藤 優里(2) 桜木中 r NM
わたなべ みずき

26 2414 渡邉 心珠希(3) 三橋中 r NM

凡例  NM:記録なし
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