
競技会名

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

開催期日 令和元年6月7日(金）・8日（土) 跳 躍 審 判 長 池田　金作 招 集 所 審 判 長 長屋　勝浩

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

日付 種目

山田　空駕(1) 12.01 水上信之介(1) 12.22 水上　颯介(1) 12.37 吉田　涼太(1) 12.39 田中　流衣(1) 12.55 白岩　　龍(1) 12.58 小田　悠太(1) 12.59 渡井　琥鉄(1) 12.61

戸田笹目 吉川中央 朝霞第一 入間上藤沢 行田 深谷花園 新座第二 さいたま桜木

森本　宗介(2) 11.08 上原　逞雅(2) 11.15 秋谷　優斗(2) 11.33 田茂　時生(2) 11.47 滝澤　悠貴(2) 11.55 加来　優斗(2) 11.60 木村　陽路(2) 11.65 細矢　大翔(2) 16.03

川口西 草加栄 南埼玉百間 さいたま与野東 川口領家 埼玉栄 入間郡三芳東 越谷栄進

名取　航輝(3) 11.25 藤村　泰成(3) 11.26 澤田　悠斗(3) 11.35 栗原　　駿(3) 11.36 塩味　奏来(3) 11.41 田中　優陽(3) 11.44 富樫　竜輝(3) 11.45 黛　直汰朗(3) 11.46

所沢小手指 富士見勝瀬 川口在家 さいたま大宮西 入間郡三芳東 新座第五 川口芝東 鶴ケ島富士見

森本　宗介(2) 22.48 塩味　奏来(3) 22.65 上原　逞雅(2) 22.84 富樫　竜輝(3) 22.96 名取　航輝(3) 22.98 栗原　　駿(3) 23.04 藤村　泰成(3) 23.04 野田　葵介(3) 23.42

川口西 入間郡三芳東 草加栄 川口芝東 所沢小手指 さいたま大宮西 S 富士見勝瀬 S 上尾大石

三笠　雄大(3) 52.50 桑原　優也(3) 52.54 森田　陽樹(3) 53.75 兒嶋　遥希(3) 54.00 鈴木　志晏(3) 54.42 岩渕　颯仁(3) 54.63 大内すばる(3) 55.10

さいたま泰平 川口上青木 鴻巣吹上 草加栄 草加両新田 北葛飾杉戸 南埼玉前原

石井　遥大(3) 1:56.88 原　　悠貴(3) 1:58.40 小瀬　堅大(3) 1:59.27 丹野　暁翔(3) 2:00.05 福島　　宙(3) 2:02.16 山田　凱斗(3) 2:02.35 三笠　雄大(3) 2:02.98 末廣　大翔(3) 2:05.58

さいたま白幡 川口芝東 川口芝東 東松山松山 比企小川東 行田長野 さいたま泰平 上尾大石

小山　翔也(3) 4:07.39 久保田琉月(3) 4:07.90 石井　遥大(3) 4:10.61 髙田　遥斗(3) 4:14.44 福島　　宙(3) 4:15.79 山川　　開(3) 4:16.02 原　　悠貴(3) 4:16.58 倉本倫太郎(2) 4:17.66

蓮田平野 比企小川東 さいたま白幡 狭山入間川 比企小川東 さいたま大宮北 川口芝東 埼玉大学教育学部附属

石川　浩輝(1) 4:29.23 小笠原優諭(1) 4:30.48 井上　陸斗(1) 4:30.88 篠　　和真(1) 4:32.40 関根　永大(1) 4:35.67 梅原  理生(1) 4:37.51 八巻　朋賢(1) 4:38.03 清水情太郎(1) 4:39.88

さいたま原山 川口芝東 北葛飾松伏 上尾上平 東松山松山 草加谷塚 さいたま春野 上尾大石南

小山　翔也(3) 8:44.18 久保田琉月(3) 8:45.23 山川　　開(3) 8:56.48 星野　泰地(3) 8:57.99 大室　杏夢(3) 9:04.43 三浦　一真(3) 9:09.33 湯川　昇平(3) 9:11.09 萩原　一帆(3) 9:13.26

蓮田平野 比企小川東 さいたま大宮北 志木 鶴ヶ島藤 さいたま日進 東松山松山 羽生南

横塚　 昴(3) 14.66 田口祐一朗(3) 14.75 野中　瑛心(3) 14.92 西山　兼人(3) 15.00 工藤　晴斗(3) 15.07 草野　拓登(3) 15.08 深澤　向快(3) 15.24 石井　　創(3) 15.47

幸手東 加須北川辺 さいたま日進 久喜栗橋東 加須昭和 越谷北陽 さいたま大谷 越谷栄進

朝霞第一 44.00 越谷北陽 44.35 北足立伊奈小針 44.55 さいたま原山 44.78 所沢小手指 44.80 鶴ヶ島富士見 45.15 朝霞第三 45.17 春日部豊野 45.36

田中　祥太(3) 篠原　和翔(2) 安達　琉惺(2) 土屋　悠翔(3) 石川　彩翔(3) 中井　神音(3) 廣石　星海(3) 神尾　翔斗(3)

鈴木　颯太(3) 平光　隆人(3) 渡邉　　樹(3) 藤波　志憧(3) 名取　航輝(3) 中村　穣次(3) 山本　颯人(3) 川鍋日向汰(3)

滝澤　遼太(2) 草野　拓登(3) 福島　大希(3) 江口　淳久(3) 深瀨　遙斗(3) 中村　陽春(3) 関　　雄斗(3) 工藤　　涼(3)

高野　涼太(3) 戸井田真拓(3) 野口　翔汰(3) 吉田　達哉(3) 林　　宥成(2) 黛　直汰朗(3) 山田　　麟(3) 遠藤　昂大(3)

播　　昌樹(3) 1m79 丹野　啓仁(3) 1m79 中田　　陽(3) 1m79 森　　悠利(3) 1m76 塚越　翔太(3) 1m76 佐藤　佑樹(3) 1m71 安藤　悠都(3) 1m71

上尾西 朝霞第四 朝霞第二 さいたま宮原 深谷幡羅 比企滑川 春日部武里

堀田　悠真(3) 1m76 鈴木　陸人(3) 1m71

さいたま大成 上尾

倉田　恒輝(3) 4m20 小山　優人(3) 4m00 堀田優之介(3) 3m80 池田　夢斗(3) 3m50 藤枝　大夢(3) 3m50 坂本　陽亮(2) 3m40

八潮八幡 さいたま植竹 加須昭和 三郷瑞穂 久喜菖蒲 加須騎西

沼澤　拓未(3) 4m00 村社　亮太(2) 3m40

加須大利根 行田長野

千田　和毅(3) 6m10(+1.4) 吉田　　湊(2) 6m08(+2.0) 市村　颯麻(3) 6m07(+0.7) 大野　弘高(3) 6m04(+2.2) 薄井　陽平(3) 5m96(+1.0) 三宅　修真(3) 5m91(+1.5) 青木　和史(3) 5m87(+1.8) 佐々木　輝(3) 5m85(+1.6)

川越初雁 川口西 さいたま日進 狭山中央 公認5m92(+0.2) 蓮田黒浜 上尾 富士見勝瀬 草加新田

益井　晴輝(3) 13m36 長谷川新太(3) 13m00 久保田龍王(3) 12m49 坂上　壱希(3) 12m03 佐藤　　潤(3) 11m69 河瀬　将也(3) 11m52 栗谷　響介(3) 11m02 鈴木　夏空(3) 10m82

越谷大袋 さいたま第二東 さいたま三橋 坂戸 さいたま原山 所沢美原 北葛飾杉戸 朝霞第二

川尻　太一(3) 2463点 伊丹　一博(3) 2153点 竹島　祐人(3) 2149点 深澤　向快(3) 2119点 吉田　光杜(3) 2111点 髙橋慎之助(3) 2104点 片山　　爽(3) 2072点 深井崇太郎(3) 1996点

さいたま南浦和 さいたま宮原 鶴ヶ島 さいたま大谷 所沢美原 八潮八幡 鴻巣吹上 加須平成

凡例  S:着差あり

6月7日 中学男子400m

令和元年度      　第65回全日本中学校通信陸上競技大会埼玉県大会

決　勝　成　績　一　覧　（男　子）

6月8日 中学男子800m

6月7日
中学１年男子100m

風：+1.0

6月7日
中学２年男子100m

風：+2.3

2位 3位 4位 5位

6月8日
中学男子200m

風：+1.4

6月8日
中学男子110mH(0.914m)

風：-1.0

6月8日 中学男子4X100mR

6位 8位

6月7日
中学３年男子100m

風：+0.4

7位1位

6月7日 中学男子四種競技

15.72(+1.7)-10m48-1m60-52.13 17.08(+1.2)-10m42-1m50-54.07

6月8日 中学男子砲丸投(5.000kg)

6月7日 中学男子1500m

6月8日 中学１年男子1500m

6月8日 中学男子3000m

6月8日 中学男子走高跳

6月7日 中学男子棒高跳

6月7日 中学男子走幅跳

15.98(+1.7)-10m47-1m45-56.29 15.26(+1.2)-9m32-1m50-58.46 16.86(+1.2)-11m00-1m50-56.57 16.41(+1.7)-9m17-1m60-57.11 15.66(+1.7)-7m99-1m45-55.41 16.91(+1.7)-9m51-1m50-57.11



競技会名

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

開催期日 令和元年6月7日(金）・8日（土) 跳 躍 審 判 長 池田　金作 招 集 所 審 判 長 長屋　勝浩

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

ワジェロリサ(1) 12.80 香川恵愛ｼﾎﾟｰﾗﾊｳﾞｨﾘ(1) 13.09 三島　菜楠(1) 13.30 ｼﾗﾌｧﾝﾀ恵理加(1) 13.36 関川　莉良(1) 13.46 塚原　綾音(1) 13.47 近藤いおん(1) 13.62 種岡　紗彩(1) 13.78

桶川東 さいたま三室 国際学院 埼玉栄 上尾瓦葺 さいたま八王子 三郷彦成 新座第二

松尾こゆき(2) 12.76 折本ひかる(2) 12.76 西村　梨鶴(2) 12.80 森田　乃愛(2) 12.89 田口　侑楽(2) 12.92 カンメヘナズ(2) 12.99 江連　真帆(2) 13.03 加藤　有純(2) 13.06

川越城南 S 所沢 S 東松山南 所沢中央 熊谷富士見 北葛飾杉戸 さいたま桜木 熊谷富士見

長島ありさ(3) 12.65 篠　かれん(3) 12.75 吉永　葉月(3) 12.81 永井　有紀(3) 12.87 朝倉　芽生(3) 12.88 福沢　春流(3) 12.92 森　　彩音(3) 12.93 守谷日茉里(3) 12.97

入間郡越生 狭山入間川 入間豊岡 上尾西 朝霞第二 川口鳩ヶ谷 越谷大相模 所沢向陽

長島ありさ(3) 25.68 永井　有紀(3) 25.94 南部　和奏(3) 26.45 岡野陽茉莉(3) 26.89 佐藤　彩乃(3) 27.02 阿部　優良(3) 27.14 馬場　優美(3) 27.30

入間郡越生 上尾西 北葛飾松伏 入間上藤沢 川越砂 入間向原 朝霞第二

小川　陽香(3) 2:14.09 奥山　桃花(3) 2:14.42 水越　麻衣(2) 2:19.87 松野　心春(2) 2:21.79 蛯名　夏音(3) 2:22.17 萬谷　梨央(2) 2:22.46 松本　愛澄(2) 2:22.95 大橋　雪奈(2) 2:24.77

草加 上尾大谷 草加 さいたま原山 越谷富士 川越砂 大里男衾 越谷大袋

小川　陽香(3) 4:31.92 石井れいな(3) 4:33.94 萬谷　梨央(2) 4:36.14 奥山　桃花(3) 4:39.17 蛯名　夏音(3) 4:39.20 古谷野百香(3) 4:39.96 松岡　真姫(3) 4:40.32 須郷　柚菜(2) 4:40.38

草加 入間郡川角 川越砂 上尾大谷 越谷富士 草加谷塚 東松山南 三郷北

田村　真優(3) 14.99 山本　佳那(2) 15.24 鈴木　　凛(3) 15.31 小林　穂花(2) 15.38 峯　　夢花(3) 15.48 髙岡　里帆(3) 15.54 赤堀 空来(2) 15.57 ワジェロリサ(1) 15.57

さいたま大成 さいたま大宮北 大里寄居 春日部飯沼 東松山東 朝霞第二 さいたま大原 S 桶川東 S

朝霞第二 49.61 新座第二 50.24 所沢向陽 50.30 春日部豊野 50.54 越谷大相模 50.70 入間藤沢 50.86 新座第五 51.42 さいたま桜木 51.67

髙岡　里帆(3) 松野　小梅(3) 香川　未来(2) 深澤　梨央(2) 田村　湖春(2) 福井　華奈(3) 廣木　　空(3) 水村　礼南(3)

谷越　  凜(3) 井坂　夢叶(3) 守谷日茉里(3) 川鍋花奈乃(3) 森　　羽奏(3) 木村　日香(3) 大曾根小雪(3) 江連　真帆(2)

馬場　優美(3) 巽　　優羽(3) 増田　春菜(2) 鈴木　彩梨(3) 森　　彩音(3) 下坂　結芽(3) 岡田　耀穗(3) 河上　愛結(3)

朝倉　芽生(3) 道下　愛佳(2) 原澤ｴﾝｼﾞｪﾙｼﾞｰ(3) 髙塚　愛音(3) 今野　碧衣(3) 緒方萌々花(3) 齋藤　愛奈(2) 西田　礼菜(3)

鈴木　百音(3) 1m57 中村　仁胡(2) 1m54 内田苺那美(2) 1m51 米山　実鈴(3) 1m51 加藤　志歩(3) 1m48 品川　夏実(3) 1m48 町田瑠璃華(2) 1m48 石井　覽子(3) 1m43

桶川加納 所沢東 深谷岡部 深谷幡羅 三郷北 さいたま大原 久喜太東 新座第二

鈴木　葵渚(3) 1m43

朝霞第一

大沢　萌華(3) 1m43

日高高麗川

吉澤　珠理(2) 3m40 渡邊　冴璃(2) 3m30 根本　萌衣(3) 3m00 島田　咲良(2) 2m90 新井　志歩(3) 2m90 坂上　凛璃(2) 2m90 馬場ひなた(2) 2m80

上尾原市 川口幸並 八潮八幡 川口安行 さいたま片柳 加須西 八潮八幡

山口　悠来(3) 2m90

さいたま片柳

麦谷　茉優(3) 5m37(+1.7) 磯山　優来(2) 5m30(-0.4) 村越　　京(3) 5m30(+0.6) 内田　実咲(3) 5m08(-0.4) 金子　紗夕(3) 5m04(+0.4) 野沢　美優(3) 5m02(-1.0) 折本ひかる(2) 4m99(+0.5) 橋本　結空(3) 4m97(-0.9)

行田忍 富士見台 さいたま大原 さいたま大谷 川越第一 日高高麗川 所沢 加須北川辺

髙橋　彩菜(3) 11m88 小泉　穂夏(3) 11m57 野村　一咲(3) 11m43 堀野　　遥(2) 10m88 石橋　果怜(2) 10m77 廣瀬　凜花(2) 10m58 石綿　千乃(3) 10m54 関口　咲綺(3) 10m52

加須北川辺 所沢美原 深谷幡羅 本庄南 さいたま大宮北 熊谷三尻 北本 鶴ヶ島藤

田村　真優(3) 2481点 赤堀 空来(2) 2410点 塩野　由奈(3) 2365点 山本　佳那(2) 2203点 安達　妃菜(3) 2193点 上野　実夏(3) 2167点 榊原　美結(3) 2159点 庄司　茜里(3) 2155点

さいたま大成 さいたま大原 西武学園文理 さいたま大宮北 三郷早稲田 春日部武里 さいたま原山 朝霞第二

凡例  S:着差あり

6月8日
中学１年女子100m

風：0.0

6月8日
中学２年女子100m

風：-0.8

令和元年度      　第65回全日本中学校通信陸上競技大会埼玉県大会

決　勝　成　績　一　覧　（女　子）

6月7日
中学女子100mH(0.762m)

風：+0.3

6月8日
中学３年女子100m

風：-1.1

6月7日
中学女子200m

風：+0.8

6月7日 中学女子800m

6月8日 中学女子1500m

6月8日 中学女子4X100mR

6月7日 中学女子走高跳

6月8日 中学女子棒高跳

6月8日 中学女子走幅跳

6月7日 中学女子砲丸投

6月8日 中学女子四種競技

16.09(+1.1)-1m30-8m41-28.13(+1.5) 15.90(+1.1)-1m35-8m12-28.91(+0.9)14.74(+1.1)-1m40-8m14-27.32(+0.9) 15.60(+1.1)-1m46-8m10-27.60(+0.9) 16.05(+0.7)-1m40-8m32-26.84(+0.9) 15.36(+0.7)-1m30-6m30-27.03(+1.5) 15.71(+1.1)-1m35-7m59-28.27(+0.9) 16.91(+0.7)-1m46-8m10-28.69(+0.9)


