
中学１年男子100m
審 判 長：菅野　潤一

日本中学記録(JHR)            10.56     宮本　大輔(山　口・周　陽)            2014 記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            11.16     山本　慎吾(大　阪・島本一)            1998

埼玉県中学校記録(SJR)        11.33     筧田　涼介(春日部・豊　野)            2013

埼玉県中学校記録(SJR)        10.69     塚本ｼﾞｬｽﾃｨﾝ淳平(新　座・第　五)       2015 8月15日 10:15 予　選

大会記録(GR)                 11.53     筧田　涼介(春日部・豊　野)            2013 8月15日 12:20 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.4) 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

ﾊｼﾓﾄ ﾀｲﾖｳ ﾌｸﾊﾗ ﾕｳﾄ

1 5 580 橋本　太陽(1) 加須北川辺 12.17 Q 1 5 232 福原　悠斗(1) 狭山西 12.40 Q

ﾌｼﾞｻｷ　ﾚｲ ｻｸﾗｲ ﾚｵ

2 4 443 藤﨑　　怜(1) 所沢 12.34 Q 2 4 261 桜井　礼大(1) 吉川中央 12.75 Q

ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ ﾐﾔｷﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

3 7 2 佐藤　大地(1) 蕨第一 12.75 Q 3 6 287 宮北健太朗(1) 朝霞第二 12.78 Q

ﾀｶﾔﾏ ﾕﾂﾞﾙ ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｵﾝ

4 2 608 髙山　由絃(1) 越谷富士 12.91 q 4 7 501 長谷川礼温(1) 加須騎西 12.89 q

ﾐﾜ ﾏｵ ｱｻｲ ﾊﾔﾄ

5 3 12 三輪　瑛生(1) 久喜 12.94 5 9 4519 浅井　　隼(1) さいたま与野東 12.95

ﾉﾀﾞ ﾅﾅｾ ﾂﾈﾏﾂ ｹﾝﾀ

6 8 262 野田　七星(1) 吉川中央 13.02 6 8 6 常松　健太(1) 草加 13.04

ｱｶﾀﾞ ﾕｳﾘ ｱｻｲ ﾋﾅ

7 9 91 赤田　結理(1) 川口青木 13.03 7 3 160 浅井　陽向(1) 草加川柳 13.59

ｲﾄｳ ｶｲｷ

6 754 伊藤　海稀(1) 春日部豊野 DNS

決　勝　

(風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｼﾓﾄ ﾀｲﾖｳ

1 5 580 橋本　太陽(1) 加須北川辺 12.07

ﾌｸﾊﾗ ﾕｳﾄ

2 7 232 福原　悠斗(1) 狭山西 12.24

ﾌｼﾞｻｷ　ﾚｲ

3 6 443 藤﨑　　怜(1) 所沢 12.25

ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

4 9 2 佐藤　大地(1) 蕨第一 12.60

ﾐﾔｷﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

5 8 287 宮北健太朗(1) 朝霞第二 12.63

ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｵﾝ

6 3 501 長谷川礼温(1) 加須騎西 12.76

ｻｸﾗｲ ﾚｵ

7 4 261 桜井　礼大(1) 吉川中央 12.84

ﾀｶﾔﾏ ﾕﾂﾞﾙ

8 2 608 髙山　由絃(1) 越谷富士 12.97

凡例  DNS:欠場



中学２年男子100m
審 判 長：菅野　潤一

日本中学記録(JHR)            10.56     宮本　大輔(山　口・周　陽)            2014 記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            10.75     宮本　大輔(山　口・周　陽)            2013

埼玉県中学校記録(SJR)        10.96     塚本ｼﾞｬｽﾃｨﾝ惇平(新　座・第　五)       2014

埼玉県中学校記録(SJR)        10.69     塚本ｼﾞｬｽﾃｨﾝ淳平(新　座・第　五)       2015 8月15日 10:05 予　選

大会記録(GR)                 10.96     塚本ｼﾞｬｽﾃｨﾝ惇平(新　座・第　五)       2014 8月15日 12:15 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 (風:-1.3) 2組 (風:+1.3)

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

ｵﾀﾞ ﾕｳﾀ ｳｽｲ ﾀｲﾄ

1 7 1248 小田　悠太(2) 新座第二 11.58 Q 1 4 81 臼井　泰斗(2) 鶴ヶ島 11.55 Q

ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｻﾄｳ ｺｳﾒｲ

2 4 112 齋藤隆太朗(2) 所沢小手指 11.80 Q 2 6 962 佐藤　孔明(2) さいたま大原 11.73 Q

ｶﾂﾊﾀ ｼﾝﾉｽｹ ｴﾂﾞﾗ ｲﾌﾞｷ

3 6 201 勝畑進ノ介(2) 戸田新曽 11.87 3 7 401 恵面　伊吹(2) 鶴ヶ島西 11.81 q

ｱﾍﾞﾓﾄｶﾅ ｵｵﾉ ﾘｭｳｾｲ

4 9 262 阿部　心奏(2) 入間藤沢 11.98 4 9 2130 大野　隆盛(2) さいたま大宮南 11.81

ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ ｵｶﾔｽ ｿｳﾀ

5 8 3427 佐藤　隆史(2) さいたま大宮西 12.04 5 2 514 岡安　爽汰(2) 鴻巣西 11.88

ｱｶﾇﾏ ｱﾝﾋﾞ ﾜﾀﾞ ﾋﾛｷ

6 5 2401 赤沼　杏弥(2) 川口戸塚 12.13 6 3 5309 和田　寛希(2) さいたま城北 11.91

ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ ﾓﾘﾀ ﾀｸﾑ

7 3 142 遠藤　誠矢(2) 春日部 12.16 7 5 105 森田　拓夢(2) 滑川 11.98

ﾖｼﾓﾘ ｺｳｷ ﾌｸｼﾏ ﾊﾙ

8 2 173 吉森　虹輝(2) 草加川柳 12.47 8 8 401 福島　　春(2) 新座第四 12.40

3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

ﾐｽﾞｶﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ

1 5 280 水上信之介(2) 吉川中央 11.63 Q

ﾐｽﾞｶﾐ ｿｳｽｹ

2 6 167 水上　颯介(2) 朝霞第一 11.71 Q

ﾔﾏﾀﾞ ｸｳｶﾞ

3 4 35 山田　空駕(2) 戸田笹目 11.72 q

ｼﾏﾀﾞ ﾙｶ

4 7 466 島田　琉可(2) 吉見 11.97

ｱｵﾔｷﾞ ｾﾞﾝ

5 8 136 青栁　　漸(2) 春日部 11.99

ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀ

6 9 81 北村　恒太(2) 川口青木 12.44

ﾜﾀｲ ｺﾃﾂ

7 3 2337 渡井　琥鉄(2) さいたま桜木 12.52

決　勝　

(風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞｶﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ

1 4 280 水上信之介(2) 吉川中央 11.39

ｵﾀﾞ ﾕｳﾀ

2 6 1248 小田　悠太(2) 新座第二 11.49

ﾔﾏﾀﾞ ｸｳｶﾞ

3 3 35 山田　空駕(2) 戸田笹目 11.55

ﾐｽﾞｶﾐ ｿｳｽｹ

4 7 167 水上　颯介(2) 朝霞第一 11.57 S

ｳｽｲ ﾀｲﾄ

5 5 81 臼井　泰斗(2) 鶴ヶ島 11.57 S

ｴﾂﾞﾗ ｲﾌﾞｷ

6 2 401 恵面　伊吹(2) 鶴ヶ島西 11.62

ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ

7 9 112 齋藤隆太朗(2) 所沢小手指 11.64 S

ｻﾄｳ ｺｳﾒｲ

8 8 962 佐藤　孔明(2) さいたま大原 11.64 S

凡例  S:着差あり



中学３年男子100m
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            10.56     宮本　大輔(山　口・周　陽)            2014

埼玉県中学校記録(SJR)        10.69     塚本ｼﾞｬｽﾃｨﾝ淳平(新　座・第　五)       2015 8月15日 09:55 予　選

大会記録(GR)                 10.85     志田　佳彦(春日部・武　里)            2001 8月15日 12:10 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+2.2) 2組 (風:0.0)

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

ﾎｿﾔ ﾄﾜ ｱｷﾔ ﾕｳﾄ

1 6 843 細矢　大翔(3) 越谷栄進 10.91 Q 1 5 261 秋谷　優斗(3) 宮代百間 10.99 Q

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ ｱﾎﾞ ｺｳﾀ

2 5 367 滝澤　悠貴(3) 川口領家 11.05 Q 2 6 801 阿保　昊太(3) 三芳東 11.22 S Q

ｷﾑﾗ ﾋﾛ ｵｵﾉ ｼｭﾝｽｹ

3 7 802 木村　陽路(3) 三芳東 11.09 Q 3 8 133 大野　俊介(3) 日高高萩 11.22 S Q

ｱｿ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾐｳﾗ ｶｲﾙ

4 4 84 阿曽亮太郎(3) 鶴ヶ島 11.33 q 4 4 3476 三浦　海瑠(3) 川口戸塚西 11.24 q

ﾁﾂﾞｲ ｺｳ ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾏｻ

5 3 242 千頭井　洸(3) 川越砂 11.35 5 7 57 上原　逞雅(3) 草加栄 11.37

ﾖｼﾀﾞ ｶｲ ﾀﾓ ﾄｷｵ

6 8 21 吉田　　快(3) ふじみ野福岡 11.45 6 9 4511 田茂　時生(3) さいたま与野東 11.39

ﾉﾌﾞ ﾄｷ ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

7 9 624 延　　朱鷺(3) 越谷富士 11.50 7 1 1034 野村　遼大(3) さいたま土合 11.44

ﾀﾅｶ ｼｭｳﾔ ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ

8 2 831 田中　秀哉(3) 北本宮内 11.57 8 2 2127 橋本　大智(3) さいたま大宮南 11.45

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

9 3 125 柳田　大樹(3) 春日部 11.88

決　勝　

(風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｷﾔ ﾕｳﾄ

1 5 261 秋谷　優斗(3) 宮代百間 10.99

ﾎｿﾔ ﾄﾜ

2 7 843 細矢　大翔(3) 越谷栄進 11.00

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ

3 6 367 滝澤　悠貴(3) 川口領家 11.15

ｱﾎﾞ ｺｳﾀ

4 4 801 阿保　昊太(3) 三芳東 11.19

ﾐｳﾗ ｶｲﾙ

5 3 3476 三浦　海瑠(3) 川口戸塚西 11.21

ｵｵﾉ ｼｭﾝｽｹ

6 8 133 大野　俊介(3) 日高高萩 11.24

ｱｿ ﾘｮｳﾀﾛｳ

7 2 84 阿曽亮太郎(3) 鶴ヶ島 11.45

ｷﾑﾗ ﾋﾛ

8 9 802 木村　陽路(3) 三芳東 11.89

凡例  S:着差あり



中学男子200m
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            21.18     日吉　克実(静岡・伊豆修善寺)          2010

埼玉県中学校記録(SJR)        21.81     五十幡亮太(行　田・長　野)            2013 8月16日 10:40 予　選

大会記録(GR)                 21.97     小原　雅史(さいたま・埼玉栄)          2015 8月16日 12:45 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:-0.9) 2組 (風:+1.2)

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

ﾓﾘﾓﾄ ｿｳｽｹ ｶｸ ﾕｳﾄ

1 5 24 森本　宗介(3) 川口西 22.27 Q 1 7 6500 加来　優斗(3) 埼玉栄 22.77 Q

ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ｱﾗｲ ｼﾝｺﾞ

2 6 172 滝澤　遼太(3) 朝霞第一 22.88 Q 2 8 823 新井　心悟(3) ふじみ野大井 23.12 Q

ｶﾜﾉ ﾅｷﾞ ﾊﾗｼﾏ ﾔﾏﾄ

3 4 241 河野　　凪(3) 熊谷東 23.19 Q 3 4 23 原島　大和(3) 深谷岡部 23.46 Q

ｵﾀﾞ ﾀｽｸ ﾀｹﾉ ｶｽﾞｷ

4 7 1 小田　　救(3) 行田忍 23.21 q 4 5 608 武野　和希(3) さいたま東浦和 23.53 q

ｽﾜ ﾀｲｾｲ ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾔ

5 8 1622 諏訪　泰晴(3) さいたま三室 23.53 6 610 吉村　優弥(3) 新座第六 DNS

決　勝　

(風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾓﾄ ｿｳｽｹ

1 5 24 森本　宗介(3) 川口西 22.35

ｶｸ ﾕｳﾄ

2 7 6500 加来　優斗(3) 埼玉栄 22.69

ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

3 4 172 滝澤　遼太(3) 朝霞第一 22.83

ｱﾗｲ ｼﾝｺﾞ

4 6 823 新井　心悟(3) ふじみ野大井 23.20

ﾊﾗｼﾏ ﾔﾏﾄ

5 8 23 原島　大和(3) 深谷岡部 23.27

ｵﾀﾞ ﾀｽｸ

6 3 1 小田　　救(3) 行田忍 23.34

ｶﾜﾉ ﾅｷﾞ

7 9 241 河野　　凪(3) 熊谷東 23.43

ﾀｹﾉ ｶｽﾞｷ

8 2 608 武野　和希(3) さいたま東浦和 23.77

凡例  DNS:欠場



中学男子400m
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            48.18     谷川　鈴扇(群　馬・邑　楽)            2009

埼玉県中学校記録(SJR)        48.56     伊藤　健太(草　加・新　栄)            2009 8月15日 08:55 予　選

大会記録(GR)                 49.74     阿部健太郎(川　口・青　木)            2009 8月15日 11:55 決　勝

予　選　2組3着＋2

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

ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾔ

1 5 301 渋谷　勇耀(3) 越谷南 52.43 Q 1 4 244 藤井　隼矢(3) 川口芝東 51.30 Q

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ ｵｵﾀｷ ﾂｶｻ

2 4 631 中島　勇輔(3) 寄居 53.06 Q 2 6 520 大瀧　　司(3) 越谷中央 52.04 Q

ｱｻﾇﾏ ｼｭｳﾎ ｾﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

3 6 8 浅沼　修帆(3) 志木 53.18 Q 3 5 391 瀬間　宥大(3) 川島 52.61 Q

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｴｲ

4 3 182 松本　海叶(3) 杉戸 53.28 4 7 337 中村　公栄(3) 上尾東 52.77 q

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ ﾌｶﾀｷ ﾘｸｶﾞ

5 9 804 山﨑　達矢(3) 三芳東 53.53 5 2 202 深滝　陸雅(3) 上尾原市 52.79 q

ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ

6 7 190 橋本　慶悟(3) 十二月田 54.87 6 9 131 内田　雄斗(3) 春日部 53.89 S

ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ ﾀﾑﾗ ﾋﾛｱｷ

7 8 1261 木村　優斗(3) 朝霞第二 55.22 7 8 338 田村　洋明(3) 深谷幡羅 53.89 S

ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾄ

8 3 728 篠原　和翔(3) 越谷北陽 54.02

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾔ

1 4 244 藤井　隼矢(3) 川口芝東 51.73

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ

2 6 631 中島　勇輔(3) 寄居 52.39

ｵｵﾀｷ ﾂｶｻ

3 5 520 大瀧　　司(3) 越谷中央 52.45

ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ

4 7 301 渋谷　勇耀(3) 越谷南 52.48

ﾌｶﾀｷ ﾘｸｶﾞ

5 3 202 深滝　陸雅(3) 上尾原市 53.13

ｱｻﾇﾏ ｼｭｳﾎ

6 8 8 浅沼　修帆(3) 志木 53.25

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｴｲ

7 2 337 中村　公栄(3) 上尾東 53.38

ｾﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

8 9 391 瀬間　宥大(3) 川島 54.45

凡例  S:着差あり



中学男子800m
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)          1:52.43     馬場勇一郎(愛　知・上　郷)            2016

埼玉県中学校記録(SJR)      1:54.09     山崎　浩二(越　谷・　東　)            1989 8月16日 09:15 予　選

大会記録(GR)                1:55.2     巽　　博和(三　芳・藤久保)            1984 8月16日 13:15 決　勝

予　選　2組3着＋2

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

ﾖｼｸﾆ ﾏｻﾐﾁ ｲﾁﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1 5 487 吉國　正道(3) 上尾南 2:02.67 Q 1 6 901 市村瞭太郎(3) 川越霞ヶ関 2:00.02 Q

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ｲｿ ｼｮｳﾏ

2 6 51 若林　隼杜(3) 草加栄 2:03.06 Q 2 4 76 磯　　翔真(3) 東松山北 2:00.58 Q

ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｷ ﾀﾃｼﾏ ﾋﾛｷ

3 8 8 吉田　泰喜(3) 坂戸 2:04.67 Q 3 5 244 立嶋　大輝(3) 上尾原市 2:03.39 Q

ﾏﾁﾀﾞ ﾖｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ

4 7 201 町田　陽太(3) 神川 2:04.97 q 4 1 121 山口　浩太(3) 伊奈小針 2:05.55 q

ﾓﾄﾋﾛ ﾏｻﾄ ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

5 2 2128 本廣　真人(3) さいたま大宮南 2:07.44 5 7 345 高田遼太朗(3) 深谷幡羅 2:05.81

ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

6 4 130 北林　広斗(3) 坂戸浅羽野 2:07.45 6 2 2812 渡部　聡太(3) さいたま植竹 2:06.46

ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳ ｴﾉﾓﾄ ｹｲｺﾞ

7 9 726 山本　　興(3) 春日部豊野 2:08.91 7 8 402 榎本　圭吾(3) 久喜栗橋東 2:07.59

ｵｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

8 1 817 小澤　隼人(3) さいたま白幡 2:09.40 8 9 14 金川　玲太(3) 草加 2:10.87

ｵｾﾞｷ ｼﾝｼﾞ ﾅｶﾉ ﾄﾓｷ

9 3 181 尾關　真司(3) 杉戸 2:12.20 9 3 28 中野　智貴(3) 所沢南陵 2:11.76

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾁﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1 5 901 市村瞭太郎(3) 川越霞ヶ関 2:02.70

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ

2 7 51 若林　隼杜(3) 草加栄 2:02.71

ﾀﾃｼﾏ ﾋﾛｷ

3 8 244 立嶋　大輝(3) 上尾原市 2:04.15

ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｷ

4 9 8 吉田　泰喜(3) 坂戸 2:06.65

ﾖｼｸﾆ ﾏｻﾐﾁ

5 6 487 吉國　正道(3) 上尾南 2:06.69

ﾏﾁﾀﾞ ﾖｳﾀ

6 3 201 町田　陽太(3) 神川 2:06.94

ｲｿ ｼｮｳﾏ

7 4 76 磯　　翔真(3) 東松山北 2:12.45

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ

8 2 121 山口　浩太(3) 伊奈小針 2:12.97



中学１年男子1500m
審 判 長：菅野　潤一

日本中学記録(JHR)          3:49.72     石田　洸介(福　岡・浅　川)            2017 記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)          4:04.00     佐々木　塁(岩　手・河　南)            2014

埼玉県中学校記録(SJR)      4:12.37     細田　海音(桶　川・　西　)            2013

埼玉県中学校記録(SJR)      3:58.53     分須　尊紀(児　玉・美　里)            2017

大会記録(GR)               4:19.89     細田　海音(桶　川・　西　)            2013 8月16日 09:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷｸﾞﾁ ｿﾗ

1 13 506 関口　空良(1) 加須騎西 4:31.21

ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾁｶ

2 14 241 後藤　優周(1) 川越砂 4:35.56

ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞｷ

3 4 5 吉川　一希(1) 日高高麗 4:38.90

ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ

4 12 899 岡田　啓吾(1) ふじみ野大井東 4:41.00 S

ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ

5 5 983 藤澤　春希(1) 入間東金子 4:41.00 S

ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ

6 16 208 田島　侑樹(1) 小川東 4:43.78

ﾊﾔｼ ﾕｳｷ

7 7 403 林　　勇輝(1) 川越高階 4:44.72

ﾑﾗﾀ ﾊﾙｷ

8 8 301 村田　晴輝(1) 毛呂山川角 4:45.85

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ

9 10 716 渡部　智義(1) 昌平 4:46.82

ｲｼｶﾜ ﾀｹﾙ

10 2 588 石川　壮琉(1) 加須大利根 4:48.07

ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾔ

11 3 101 平野　和也(1) 滑川 4:48.96 D

ﾀﾆｱｲ ﾖｼﾕｷ

11 6 14 谷合　伶文(1) 川口東 4:48.96 D

ﾖﾈﾀﾞ ﾏｵ

13 9 294 米田　萬雄(1) 上尾西 4:51.33

ｸﾎﾞﾆﾜ ｺｳﾀﾞｲ

14 15 9 窪庭　幸大(1) 草加 4:53.66

ﾓﾛﾇｷ ﾋﾅﾀ

15 1 102 諸貫　陽向(1) 滑川 5:01.25

ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝﾀ

16 18 53 中村　凜太(1) 草加栄 5:01.52

ｶﾜｸﾞﾁ ﾌｳﾀ

17 17 451 川口　楓太(1) 久喜鷲宮 5:23.42

ﾃﾗﾑﾗ ｱｷﾗ

11 602 寺村　　亮(1) 川越大東 DNS

凡例  DNS:欠場 D:同着 S:着差あり



中学男子1500m
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)          3:49.72     石田　洸介(福　岡・浅　川)            2017

埼玉県中学校記録(SJR)      3:58.53     分須　尊紀(児　玉・美　里)            2017

大会記録(GR)               4:01.43     高橋　和也(加　須・平　成)            2001 8月15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

ﾖｼｸﾗ ﾅﾔﾌﾞ ﾅｵｷ

1 10 15 吉倉ナヤブ直希(3) 草加 4:05.52

ｻｶｲ ﾀｸ

2 7 524 酒井　忠久(3) 新座第五 4:05.85

ｸﾗﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ

3 3 6102 倉本倫太郎(3) 埼玉大学教育学部附属 4:07.71

ｻﾉ ｲﾌﾞｷ

4 4 3712 佐野　生樹(3) さいたま宮前 4:08.24

ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ

5 12 4004 冨田　洋輔(3) さいたま第二東 4:09.60

ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ

6 5 33 佐々木大輝(3) 上尾 4:10.44

ﾂﾁﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ

7 1 241 土田　隼司(3) 川口芝東 4:10.51

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ

8 8 51 渡辺　大雅(3) 八潮大原 4:16.01

ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ

9 11 29 千葉　一輝(3) 坂戸若宮 4:17.84

ｵｻﾍﾞ ｺﾀﾛｳ

10 2 3 長部虎太郎(3) ふじみ野福岡 4:18.09

ﾐﾂｲ ｼｮｳﾀ

11 9 15 三井　翔太(2) 坂戸 4:18.39

ｻｶｳｴ ﾕｳ

12 6 243 坂上　　悠(3) 川越砂 4:19.64

ﾏﾂｲ ｶｲﾄ

13 13 281 松井　海斗(3) 毛呂山 4:26.14

ﾈｷﾞｼ ﾏｻｱｷ

14 15 639 根岸　雅晄(3) 寄居 4:32.80

ﾊｻﾞﾏ ｼｮｳﾀ

15 14 199 間　　翔太(3) 朝霞第一 4:36.36



中学男子3000m
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)          8:17.84     石田　洸介(福　岡・浅　川)            2017

埼玉県中学校記録(SJR)      8:32.01     打越　雄允(さいたま・与野西)          2009

大会記録(GR)               8:42.37     高橋　和也(加　須・平　成)            2001 8月16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

ｺｲｹ ｼｮｳﾀ

1 6 808 小池　翔大(3) 越谷栄進 9:02.28

ﾏﾏﾀﾞ ｳｲ

2 10 151 侭田　宇生(3) 本庄東 9:06.26

ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾋﾛ

3 8 54 中澤　真大(3) 川越富士見 9:10.06

ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ

4 5 1044 大島　拓人(3) 川口南 9:16.42

ﾄｸﾓﾄ ﾋﾅﾀ

5 13 351 徳本　　陽(3) 飯能加治 9:17.27

ｲｼｶﾜ ｺｳｷ

6 1 421 石川　浩輝(2) さいたま原山 9:19.47

ｵｵﾏﾊ ﾀｸﾏ

7 4 301 大濵　逞真(3) 桶川東 9:21.39

ｺｼﾞﾏ ﾐﾂｷ

8 2 400 小島　光稀(3) 川島 9:24.03

ｲｿﾔ ｺｳｷ

9 7 261 磯谷　虎樹(3) 加須北 9:30.56

ｽｽﾞｷ ｿﾗ

10 3 960 鈴木　青空(3) 入間東金子 9:31.37

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

11 9 144 佐藤　大介(3) 富士見台 9:34.30

ｺﾔﾏ ｶｽﾞｷ

12 11 413 小山　和生(3) 所沢 9:38.83

ｵｶﾞﾜ ｿｳﾏ

13 14 91 小川　颯天(3) 鶴ヶ島 9:41.17

ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾄﾓ

14 12 30 富田　大智(3) 深谷岡部 10:02.39



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            13.74     田原　歩睦(奈　良・平城東)            2019

埼玉県中学校記録(SJR)        14.13     野口　直人(杉　戸・杉　戸)            2009 8月16日 09:45 予　選

大会記録(GR)                 14.39     野口　直人(杉　戸・杉　戸)            2009 8月16日 12:10 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+1.7) 2組 (風:+1.7)

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

ﾀﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ

1 4 1253 棚澤　　樹(3) 朝霞第二 14.91 Q 1 7 393 橋本　　悠(2) 熊谷三尻 15.40 Q

ｵｻﾞｷ ｹﾝﾄ ｽｽﾞｷ ﾀﾂｷ

2 3 332 尾崎　健斗(3) 上尾東 15.35 Q 2 4 4847 鈴木　竜生(3) さいたま八王子 15.69 Q

ｸﾏｷﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ

3 7 701 熊切慶一郎(3) 立教新座 15.53 Q 3 6 612 田中　駿佑(3) 新座第六 15.76 Q

ｶｸﾀﾞﾃ ﾄｵﾏ ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ

4 6 1025 角館　永真(3) 坂戸若宮 15.76 q 4 8 1312 吉田　真倖(3) 幸手西 15.88 S

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ ﾎﾘｲ ﾄﾜ

5 5 5219 長谷川　稜(3) さいたま慈恩寺 15.79 q 5 5 5 堀井　永遠(2) 草加 15.88 S

ｷｸﾀ ｲｯｻ ﾀｶﾊｼ ｹｲ

6 9 7 菊田　一颯(3) 久喜 16.15 6 3 532 高橋　　慧(3) 上尾大谷 16.33

ｳｴﾊﾗ ｺｳﾀ ﾊﾈﾀﾞ ｺｳｷ

7 8 615 上原　晃太(3) 越谷富士 16.52 7 9 531 羽田　孝輝(3) 春日部飯沼 16.40

ﾓｷﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ

8 2 6501 茂木　大地(3) 埼玉栄 16.71 8 2 401 髙山　優輝(3) 久喜栗橋東 18.88

決　勝　

(風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ

1 5 1253 棚澤　　樹(3) 朝霞第二 14.94

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ

2 4 393 橋本　　悠(2) 熊谷三尻 15.03

ｵｻﾞｷ ｹﾝﾄ

3 7 332 尾崎　健斗(3) 上尾東 15.19

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ

4 2 5219 長谷川　稜(3) さいたま慈恩寺 15.48

ｶｸﾀﾞﾃ ﾄｵﾏ

5 3 1025 角館　永真(3) 坂戸若宮 15.49

ｽｽﾞｷ ﾀﾂｷ

6 6 4847 鈴木　竜生(3) さいたま八王子 15.63

ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ

7 9 612 田中　駿佑(3) 新座第六 15.71

ｸﾏｷﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ

8 8 701 熊切慶一郎(3) 立教新座 18.19

凡例  S:着差あり



中学男子4X100mR
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            42.25     斉藤・田村・内屋・大石(静　岡・吉　田)2019

日本中学記録(JHR)            41.26     小池・綱川・梨本・田子(千　葉・千葉選抜)2008

埼玉県中学校記録(SJR)        42.58     飯原・磯部・大須賀・齊藤(深　谷・幡　羅)2018 8月15日 14:00 予　選

大会記録(GR)                 43.86     田中・磯部・大須賀・齊藤(深　谷・幡　羅)2018 8月16日 14:30 決　勝

予　選　5組0着＋8

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

1 5 川口西 23 仲田　拓未(3) ﾅｶﾀ ﾀｸﾐ 44.50 1 5 朝霞第一 159 岩澤　大知(3) ｲﾜｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 44.36
24 森本　宗介(3) ﾓﾘﾓﾄ ｿｳｽｹ q 167 水上　颯介(2) ﾐｽﾞｶﾐ ｿｳｽｹ q
21 南　　真央(3) ﾐﾅﾐ ﾏｵ 172 滝澤　遼太(3) ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
26 吉田　　湊(3) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾅﾄ 198 石渡　颯人(3) ｲｼﾜﾀ ﾊﾔﾄ

2 6 鶴ヶ島 83 工藤　琉斗(2) ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳﾄ 44.87 2 7 深谷幡羅 347 本多　颯大(3) ﾎﾝﾀﾞ ｿｳﾀ 45.70
81 臼井　泰斗(2) ｳｽｲ ﾀｲﾄ q 338 田村　洋明(3) ﾀﾑﾗ ﾋﾛｱｷ
85 尾根田知拓(3) ｵﾈﾀﾞ ﾁﾋﾛ 344 三輪　颯馬(3) ﾐﾜ ｿｳﾏ
84 阿曽亮太郎(3) ｱｿ ﾘｮｳﾀﾛｳ 345 高田遼太朗(3) ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

3 7 春日部 136 青栁　　漸(2) ｱｵﾔｷﾞ ｾﾞﾝ 45.21 3 6 越谷中央 510 川村　真優(3) ｶﾜﾑﾗ ﾏﾋﾛ 46.40
131 内田　雄斗(3) ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 520 大瀧　　司(3) ｵｵﾀｷ ﾂｶｻ
125 柳田　大樹(3) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 508 土屋　太秀(3) ﾂﾁﾔ ﾀｲｼｭｳ
142 遠藤　誠矢(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ 509 松丸　亮大(3) ﾏﾂﾏﾙ ﾘｮｳﾀ

4 4 上里北 204 菅野　智稀(3) ｶﾝﾉ ﾄﾓｷ 46.41 4 9 加須昭和 1210 大浦　晃斗(3) ｵｵｳﾗ ｱｷﾄ 47.35
206 栗原　大翔(3) ｸﾘﾊﾞﾗ ﾋﾛﾄ 207 大下　晴也(3) ｵｵｼﾀ ｾｲﾔ
210 津田　蒼良(3) ﾂﾀﾞ ｿﾗ 1201 武藤　　翼(3) ﾑﾄｳ ﾂﾊﾞｻ
211 岩田　鈴央(2) ｲﾜﾀ ﾚｵ 202 宮崎　光太(3) ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀ

5 9 八潮 1 石井　裕賀(3) ｲｼｲ ﾕｳｶﾞ 47.40 5 2 加須大利根 584 大澤　侑馬(3) ｵｵｻﾜ ﾕｳﾏ 47.37
2 木戸　瑛大(2) ｷﾄﾞ ｴｲﾀ 1590 茂手木　慧(3) ﾓﾃｷﾞ ｹｲ
3 豊田ﾀｲﾛｰﾝ海斗(3) ﾄﾖﾀﾞ ﾀｲﾛｰﾝ ｶｲﾄ 586 小林　一路(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｲﾛ
4 齋藤サムエル(3) ｻｲﾄｳ ｻﾑｴﾙ 1584 中島　裕助(3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ

6 8 熊谷東 259 本多　主磨(3) ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 47.63 6 4 新座第六 614 松尾　風沙(3) ﾏﾂｵ ﾌｳｻ 47.49
241 河野　　凪(3) ｶﾜﾉ ﾅｷﾞ 613 竹島　柊汰(3) ﾀｹｼﾏ ｼｭｳﾀ
260 山本　柊人(3) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ 612 田中　駿佑(3) ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ
243 大島　　颯(3) ｵｵｼﾏ ﾊﾔﾄ 604 小林　朔音(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾄ

7 3 羽生西 319 孝原　　涼(3) ｺｳﾊﾗ ﾘｮｳ 48.09 7 8 坂戸住吉 43 北山　太一(3) ｷﾀﾔﾏ ﾀｲﾁ 48.16
1315 今成　　遙(3) ｲﾏﾅﾘ ﾊﾙ 45 町田　蒼空(3) ﾏﾁﾀﾞ ｿﾗ
1313 山崎　龍弥(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳﾔ 44 竹下　真輝(3) ﾀｹｼﾀ ﾏｻｷ
302 ＭＤシナト(2) ｴﾑﾃﾞｨ ｼﾅﾄ 47 小島　星輝(3) ｺｼﾞﾏ ｿﾗ

8 2 幸手西 1312 吉田　真倖(3) ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 49.25 8 3 蓮田 936 本多優希逢(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾕｷｱ 51.11
1314 齊藤　飛羽(3) ｻｲﾄｳ ﾄﾜ 922 髙島　瑞生(3) ﾀｶｼﾏ ﾐｽﾞｷ
1313 大里　優輝(3) ｵｵｻﾄ ﾕｳｶﾞ 921 大貫　颯太(3) ｵｵﾇｷ ｿｳﾀ
1319 東郷　翔優(3) ﾄｳｺﾞｳ ｼｮｳ 929 山下　　歩(2) ﾔﾏｼﾀ ｱﾕﾑ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 朝霞第二 1273 上野　　誉(3) ｳｴﾉ ﾎﾏﾚ 44.16 1 7 三芳東 804 山﨑　達矢(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 43.93
1253 棚澤　　樹(3) ﾀﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ q 803 佐久間拓希(3) ｻｸﾏ ﾋﾛｷ q
269 鈴木　克瑠(3) ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 802 木村　陽路(3) ｷﾑﾗ ﾋﾛ

1261 木村　優斗(3) ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 801 阿保　昊太(3) ｱﾎﾞ ｺｳﾀ
2 4 熊谷三尻 386 櫻木　一也(2) ｻｸﾗｷﾞ ﾋﾄﾅﾘ 45.53 2 6 三郷北 263 稲生　遥希(3) ｲﾉｳ ﾊﾙｷ 44.75

385 坂本　洋輔(2) ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ 269 松元　　航(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾀﾙ q
381 石井　翔貴(2) ｲｼｲ ｼｮｳｷ 260 新井　泰輝(3) ｱﾗｲ ﾀｲｷ
393 橋本　　悠(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ 261 新井　優輝(3) ｱﾗｲ ﾕｳｷ

3 5 川口戸塚 2401 赤沼　杏弥(2) ｱｶﾇﾏ ｱﾝﾋﾞ 45.94 3 4 さいたま与野東 4513 西崎　元翔(3) ﾆｼｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 45.00
411 本多　琥晴(3) ﾎﾝﾀﾞ ｺﾊﾙ 4503 大野　夢真(3) ｵｵﾉ ﾕｳﾏ q
402 工藤　颯太(3) ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ 4507 小宮　颯太(3) ｺﾐﾔ ｿｳﾀ
401 金城　秀直(3) ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞﾅｵ 4511 田茂　時生(3) ﾀﾓ ﾄｷｵ

4 8 さいたま土合 1033 中村　空知(3) ﾅｶﾑﾗ ｿﾗﾁ 46.88 4 8 伊奈小針 124 樋渡　　仁(3) ﾋﾜﾀﾘ ｼﾞﾝ 45.99
1044 佐川　　颯(3) ｻｶﾞﾜ ｿｳ 122 井前　柊平(3) ｲﾏｴ ｼｭｳﾍｲ
1031 植村　陽斗(3) ｳｴﾑﾗ ﾊﾙﾄ 121 山口　浩太(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ
1034 野村　遼大(3) ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 123 安達　琉惺(3) ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ

5 2 狭山中央 939 杉崎　羽瑠(3) ｽｷﾞｻｷ ﾊﾙ 47.44 5 9 上尾太平 72 海老沼宏祐(3) ｴﾋﾞﾇﾏ ｺｳｽｹ 46.19
935 渡邉　晴太(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾀ 77 小野江　逞(3) ｵﾉｴ ﾀｸﾏ
938 三橋　奏人(3) ﾐﾂﾊｼ ｶﾅﾄ 73 石川　有志(3) ｲｼｶﾜ ﾕｳｼ
943 椎山　大地(2) ｼｲﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 75 星野　元希(3) ﾎｼﾉ ｹﾞﾝｷ

6 9 北本 824 新藤　洋翔(3) ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 47.99 6 3 宮代百間 263 野口真太郎(2) ﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 47.14
827 根本　拓実(3) ﾈﾓﾄ ﾀｸﾐ 261 秋谷　優斗(3) ｱｷﾔ ﾕｳﾄ
825 千代田和馬(3) ﾁﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 266 和田直太郎(2) ﾜﾀﾞ ﾅｵﾀﾛｳ
829 矢部　竜馬(3) ﾔﾍﾞ ﾘｮｳﾏ 262 須藤　欧輔(1) ｽﾄﾞｳ ｵｳｽｹ

7 3 さいたま白幡 813 武田　啓生(3) ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 48.06 7 2 本庄南 283 久保田康介(3) ｸﾎﾞﾀ ｺｳｽｹ 47.92
837 平方　陽向(2) ﾋﾗｶﾀ ﾋﾅﾀ 289 長崎　巧真(3) ﾅｶﾞｻｷ ﾀｸﾏ
815 加計　柚人(3) ｶｹｲ ﾕｳﾄ 205 武川　航也(1) ﾀｹｶﾜ ｺｳﾔ
817 小澤　隼人(3) ｵｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 238 望月　脩平(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭﾍｲ

8 6 東松山南 24 小髙　海翔(3) ｵﾀﾞｶ ﾐｸﾄ 54.80 5 ふじみ野福岡 19 宮川　　脩(3) ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｭｳ DQ,R3

21 宮崎　龍乃(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｭｳﾀﾞｲ 10 平賀　太陽(3) ﾋﾗｶﾞ ﾀﾞｲｱ
23 戸井田珊風(3) ﾄｲﾀﾞ ｻｰﾌ 913 若林　大和(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ
22 小松　生煌(3) ｺﾏﾂ ｲﾌﾞｷ 21 吉田　　快(3) ﾖｼﾀﾞ ｶｲ

凡例  DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学男子4X100mR
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            42.25     斉藤・田村・内屋・大石(静　岡・吉　田)2019

日本中学記録(JHR)            41.26     小池・綱川・梨本・田子(千　葉・千葉選抜)2008

埼玉県中学校記録(SJR)        42.58     飯原・磯部・大須賀・齊藤(深　谷・幡　羅)2018 8月15日 14:00 予　選

大会記録(GR)                 43.86     田中・磯部・大須賀・齊藤(深　谷・幡　羅)2018 8月16日 14:30 決　勝

予　選　5組0着＋8

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 所沢小手指 144 知久　隼樹(3) ﾁｸ ｼｭﾝｷ 45.09
140 安藤　椎汰(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｲﾀ q
145 林　　宥成(3) ﾊﾔｼ ﾕｳｾｲ
112 齋藤隆太朗(2) ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ

2 7 新座第二 220 吉野　　漣(3) ﾖｼﾉ ﾚﾝ 45.34
1231 森田　健斗(3) ﾓﾘﾀ ｹﾝﾄ
1204 島村　　捺(2) ｼﾏﾑﾗ ﾅﾂ
1248 小田　悠太(2) ｵﾀﾞ ﾕｳﾀ

3 2 川島 1388 野村　亮太(3) ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 46.73
391 瀬間　宥大(3) ｾﾏ ﾕｳﾀﾞｲ
399 安田　博貴(3) ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｷ
395 磯　　侑我(3) ｲｿ ﾕｳｶﾞ

4 4 入間藤沢 271 遠田　龍生(2) ﾄｵﾀﾞ　ﾘｭｳｷ 47.33
262 阿部　心奏(2) ｱﾍﾞﾓﾄｶﾅ
265 有坂　　悠(2) ｱﾘｻｶ ﾕｳ
248 野村　凌雅(3) ﾉﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ

5 3 久喜 11 倉田　倖久(2) ｸﾗﾀ ﾕｷﾋｻ 47.53
2 浅原　詩音(3) ｱｻﾊﾗ ｼｵﾝ
1 浅原　蓮音(3) ｱｻﾊﾗ ﾚｵﾝ
3 伊部　裕亮(3) ｲﾍﾞ ﾕｳｽｹ

6 5 松伏第二 555 真下健太郎(2) ﾏｼﾓ ｹﾝﾀﾛｳ 48.47
600 島崎　勇翔(2) ｼﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾄ
604 吉田　琉聖(2) ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ
551 原　　　丞(3) ﾊﾗ ｼﾞｮｳ

7 9 川越初雁 36 千田　怜明(2) ﾁﾀﾞ ｻﾄｱｷ 49.48
39 中村　瑠吾(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｺﾞ
37 古川　颯一(2) ﾌﾙｶﾜ ｿｳｲﾁ

1033 肥沼　良成(1) ｺｲﾇﾏ ﾘｮｳｾｲ
8 8 志木 24 福島　健太(2) ﾌｸｼﾏ ｹﾝﾀ 49.63

8 浅沼　修帆(3) ｱｻﾇﾏ ｼｭｳﾎ
21 原田　光輝(2) ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ
18 木川　嘉隆(3) ｷｶﾜ ﾖｼﾀｶ

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 三芳東 804 山﨑　達矢(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 43.65 GR
803 佐久間拓希(3) ｻｸﾏ ﾋﾛｷ
802 木村　陽路(3) ｷﾑﾗ ﾋﾛ
801 阿保　昊太(3) ｱﾎﾞ ｺｳﾀ

2 7 朝霞第二 1273 上野　　誉(3) ｳｴﾉ ﾎﾏﾚ 43.93
1253 棚澤　　樹(3) ﾀﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ
269 鈴木　克瑠(3) ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ

1261 木村　優斗(3) ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ
3 5 朝霞第一 159 岩澤　大知(3) ｲﾜｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 44.38

167 水上　颯介(2) ﾐｽﾞｶﾐ ｿｳｽｹ
172 滝澤　遼太(3) ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
198 石渡　颯人(3) ｲｼﾜﾀ ﾊﾔﾄ

4 8 三郷北 263 稲生　遥希(3) ｲﾉｳ ﾊﾙｷ 44.48
269 松元　　航(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾀﾙ
260 新井　泰輝(3) ｱﾗｲ ﾀｲｷ
261 新井　優輝(3) ｱﾗｲ ﾕｳｷ

5 4 川口西 23 仲田　拓未(3) ﾅｶﾀ ﾀｸﾐ 44.54
24 森本　宗介(3) ﾓﾘﾓﾄ ｿｳｽｹ
21 南　　真央(3) ﾐﾅﾐ ﾏｵ
26 吉田　　湊(3) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾅﾄ

6 9 鶴ヶ島 83 工藤　琉斗(2) ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳﾄ 45.00
81 臼井　泰斗(2) ｳｽｲ ﾀｲﾄ
85 尾根田知拓(3) ｵﾈﾀﾞ ﾁﾋﾛ
84 阿曽亮太郎(3) ｱｿ ﾘｮｳﾀﾛｳ

7 3 さいたま与野東 4513 西崎　元翔(3) ﾆｼｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 45.04
4503 大野　夢真(3) ｵｵﾉ ﾕｳﾏ
4507 小宮　颯太(3) ｺﾐﾔ ｿｳﾀ
4511 田茂　時生(3) ﾀﾓ ﾄｷｵ

8 2 所沢小手指 144 知久　隼樹(3) ﾁｸ ｼｭﾝｷ 45.33
140 安藤　椎汰(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｲﾀ
145 林　　宥成(3) ﾊﾔｼ ﾕｳｾｲ
112 齋藤隆太朗(2) ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ

凡例  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：森下　和哉

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)             2m10     境田　裕之(北海道・春光台)            1986

埼玉県中学校記録(SJR)         2m04     佐藤　駿平(毛呂山・毛呂山)            2015

大会記録(GR)                  1m95     倉林　雄大(深　谷・川　本)            2016 8月16日 11:30 決　勝    

決　勝　

ｵｳ ﾄﾓﾔ － － － ○ － ○ × × ×

1 8 237 王　　知己(3) 草加新栄 1m81
ｼﾞﾐｽﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 4 386 清水情太郎(2) 上尾大石南 1m81
ﾌｶｶﾞﾜ ﾅｵﾄ － × ○ × ○ ○ × ○ × ○ × × ×

3 5 76 深川　直人(3) 久喜太東 1m81
ｳｴﾉ ﾎﾏﾚ － － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 1 1273 上野　　誉(3) 朝霞第二 1m81
ｱｷﾖｼ ｷｮｳｽｹ ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 7 128 明吉　恭佑(3) 春日部 1m75
ｱﾐﾀﾆ ｹﾝｺﾞ － ○ × ○ × × ×

6 3 129 網谷　建吾(3) 上尾大石 1m72
ｻｲﾄｳ ｼｭｳ ○ ○ × ○ × × ×

6 20 203 齊藤　心勇(3) 神川 1m72
ﾐﾓﾄ ｺｳﾍｲ ○ × ○ × ○ × × ×

8 19 932 三本　耕平(3) さいたま大原 1m72
ｷｸﾁ ｱｷﾋｻ ○ ○ × × ○ × × ×

9 11 82 菊地　晟功(2) 久喜菖蒲 1m72
ｱﾘﾀ ｼｭｳﾔ － × × ○ × × ○ × × ×

10 6 522 有田　周矢(3) 越谷中央 1m72
ﾜﾀﾍﾞ ﾀﾞｲｷ ○ ○ × × ×

11 14 63 渡辺　大毅(3) 日高高麗川 1m67
ｵｻﾞﾜ ﾘｸ ○ × ○ × × ×

12 2 836 小澤　陸久(3) 北本東 1m67
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾏ － × ○ × × ×

12 21 245 中村　楓馬(3) 上尾原市 1m67
ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ ○ × × ○ × × ×

14 15 6306 鈴木　慶吾(3) 栄東 1m67
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾀﾛｳ ○ × × ×

15 12 22 手塚祐太朗(3) 深谷岡部 1m62
ﾅﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝｷ × ○ × × ×

16 18 811 成川　純輝(3) 鴻巣赤見台 1m62
ﾄﾐｵｶ ﾘｸ × × ○ × × ×

17 17 241 冨岡　　陸(2) 春日部東 1m62
ﾏｸｳﾁ ﾕｳｷ × × ○ × × ×

17 22 285 幕内　祐希(3) 本庄南 1m62
ﾀﾅｶ ｼｭｳｴｲ － － － × × ×

9 2702 田中　萩瑛(3) さいたま宮原 NM
ｶﾜｻｷ ｼｭｳﾍｲ × × ×

10 215 川崎　脩平(3) 寄居男衾 NM
ｲｿ ﾕｳｶﾞ × × ×

13 395 磯　　侑我(3) 川島 NM
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾄ － － × × ×

16 247 山下　優人(3) 草加新栄 NM

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m67 1m72 1m75 1m78 1m81 1m84

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m62

凡例  NM:記録なし



中学男子棒高跳
審 判 長：森下　和哉

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)             5m05     古澤　一生(群　馬・新　町)            2018

埼玉県中学校記録(SJR)         4m66     平野　達也(上　尾・原　市)            1997

大会記録(GR)                  4m56     松本　真吾(加　須・加須西)            2008 8月15日 10:30 決　勝    

決　勝　

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾔ － － ○ × × ○ × ○ × ○ × × ○ ○

1 8 3232 髙橋　涼哉(2) さいたま片柳 × × ○ × × × 3m91
ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ － ○ － ○ ○ ○ × × ×

2 7 518 坂本　陽亮(3) 加須騎西 3m60
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾝ － － － － × ○ ○ × × ×

3 1 1518 長谷川史温(3) 加須騎西 3m60
ｳﾐﾉ ｶｲﾘ － － ○ × ○ ○ ○ × × ×

3 10 229 海野　快吏(2) 加須西 3m60
ｻﾄｳ ｼﾝ － － － － × × ○ × × ×

5 5 461 佐藤　　心(3) 久喜鷲宮東 3m50
ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾗﾄ － ○ ○ × × ×

6 4 108 遠藤　煌斗(3) 行田太田 3m20
ﾏｷｳﾁ ﾚｲ － ○ ○ × × ×

6 11 4099 牧内　伶澪(1) さいたま第二東 3m20
ｸﾗﾁ ﾘｮｳﾀ － × × ○ × ○ × × ×

8 3 2848 倉地　崚太(2) さいたま植竹 3m20
ｾﾉｳ ﾘｮｳｷ ○ × ○ × × ×

9 9 206 瀬能　崚希(2) 三郷北 3m00
ｻﾉ ｾﾅ × × ×

2 169 佐野　世凪(2) 八潮八幡 NM
ﾑﾗｺｿ ﾘｮｳﾀ － － － － × × ×

6 48 村社　亮太(3) 行田長野 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m80

3m91

3m70 3m80
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m00

4m01

3m20 3m40 3m50 3m60

凡例  NM:記録なし



中学男子走幅跳
審 判 長：森下　和哉

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)             7m40     和田　晃輝(大　阪・楠葉西)            2016

埼玉県中学校記録(SJR)         7m01     荒井　直樹(鴻　巣・鴻　巣)            1994

大会記録(GR)                  6m92     宮澤　亮平(さいたま・上大久保)        2007

大会記録(GR)                  6m92     秋山　貴吉(鴻　巣・　西　)            1989 8月15日 09:30 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

ｷｼﾉ ｺｳﾀﾞｲ 5m96 6m18 6m20 6m20 8 6m38 6m40 6m27 6m40

1 6 230 木住野幸大(3) 所沢美原 -1.5 +0.9 -0.2 -0.2 +0.4 -0.8 -0.6 -0.8
ﾊﾗ ｼﾞｮｳ 5m97 5m97 × 5m97 1 6m21 5m77 6m06 6m21

2 14 551 原　　　丞(3) 松伏第二 -2.3 -0.3 -2.3 +1.2 0.0 -1.9 +1.2
ﾌｶｻﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ 6m11 6m09 5m61 6m11 7 6m15 5m82 6m05 6m15

3 2 4851 深澤　哲朗(3) さいたま八王子 -1.6 +0.6 -2.8 -1.6 -0.5 -2.2 -2.0 -0.5
ﾐﾜ ｿｳﾏ 6m08 × × 6m08 6 6m12 5m87 × 6m12

4 9 344 三輪　颯馬(3) 深谷幡羅 -1.1 -1.1 +1.3 -1.0 +1.3
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾅﾄ 5m77 5m91 6m05 6m05 4 5m89 5m83 6m00 6m05

5 3 26 吉田　　湊(3) 川口西 -1.3 +1.3 +0.5 +0.5 0.0 -0.3 0.0 +0.5
ﾎｼﾉ ｹﾞﾝｷ 5m98 5m69 6m05 6m05 5 5m94 5m76 4m69 6m05

6 11 75 星野　元希(3) 上尾太平 -0.4 +0.4 +1.5 +1.5 -0.5 +0.2 -1.1 +1.5
ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞﾛｳ × 6m03 4m59 6m03 3 × 5m88 2m28 6m03

7 10 1251 濵田　次郎(3) 朝霞第二 +0.1 +1.4 +0.1 -1.2 -0.7 +0.1
ｷｸﾁ ﾕｳﾄ × 6m00 × 6m00 2 × 5m81 5m54 6m00

8 16 185 菊池　優斗(3) 草加川柳 +1.5 +1.5 +0.2 -0.3 +1.5
ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｶ 5m69 5m91 5m96 5m96 5m96

9 15 112 山﨑　琉楓(2) 越谷東 -0.4 +1.1 +0.8 +0.8 +0.8
ﾏﾂｲ ｺﾞｳ 5m87 5m87 5m92 5m92 5m92

10 8 227 松井　　皓(3) 春日部東 -0.5 -0.3 +0.4 +0.4 +0.4
ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 5m82 5m87 5m91 5m91 5m91

11 18 13 佐藤　駿介(3) 坂戸 -0.8 +0.1 +1.1 +1.1 +1.1
ｻｲﾄｳ ｻﾑｴﾙ × 5m82 5m65 5m82 5m82

12 19 4 齋藤サムエル(3) 八潮 +0.6 +0.2 +0.6 +0.6
ﾀﾅｶ ｶｲﾄ × 5m78 5m71 5m78 5m78

13 21 181 田中　海人(3) 三芳藤久保 -0.6 -0.2 -0.6 -0.6
ｸﾘﾊﾗ ｿｳﾀ × × 5m78 5m78 5m78

14 20 453 栗原　創大(3) さいたま原山 -1.7 -1.7 -1.7
ﾋﾛｻﾜ ｶｹﾞﾏﾙ × 5m76 5m32 5m76 5m76

15 4 533 広沢　景丸(3) 上尾大谷 +1.3 -0.7 +1.3 +1.3
ｶｻｲ ﾕｷﾄ 5m71 × 5m69 5m71 5m71

16 17 2081 笠井　公登(3) 白岡 0.0 0.0 0.0 0.0
ｵｶﾋﾗ ﾁﾋﾛ × 5m64 5m66 5m66 5m66

17 12 402 岡平　知大(2) 鶴ヶ島西 +0.2 +3.1 +3.1 +3.1
ﾀｶﾊｼ ﾘｸ × × 5m63 5m63 5m63

18 5 834 髙橋　利空(3) 北本東 -1.3 -1.3 -1.3
ﾎﾝﾀﾞ ｺﾊﾙ × 5m60 5m55 5m60 5m60

19 7 411 本多　琥晴(3) 川口戸塚 +0.9 +0.4 +0.9 +0.9
ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾈ 4m92 5m25 5m50 5m50 5m50

20 13 51 平野　夏音(3) 東松山東 -1.7 +0.3 +1.3 +1.3 +1.3
ﾅｶﾞｻｷ ﾀｸﾏ 5m46 5m48 5m24 5m48 5m48

21 23 289 長崎　巧真(3) 本庄南 +0.6 -0.5 -0.4 -0.5 -0.5
ﾉﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ × 5m37 5m38 5m38 5m38

22 22 248 野村　凌雅(3) 入間藤沢 -1.0 -0.5 -0.5 -0.5
ﾃﾞﾑﾗ ﾐﾂｷ 4m91 4m98 × 4m98 4m98

23 1 1632 出村　充紀(2) さいたま三室 -1.1 -0.2 -0.2 -0.2



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：遠藤　良宏

記録主任：馬場　洋平

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

埼玉県中学校記録(SJR)        15m73     石井　光一(さいたま・第二東)          2010

大会記録(GR)                 14m53     奥野　風摩(さいたま・城北)            2009 8月16日 11:30 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

ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ

1 16 4131 橋本　空楽(3) さいたま土屋 12m50 12m14 13m23 13m23 8 12m87 12m79 13m64 13m64

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｷﾗ

2 13 202 榊原　　晶(3) 美里 11m54 11m41 11m41 11m54 7 11m51 10m46 11m50 11m54

ﾀｶﾊｼ ｺﾃﾂ

3 8 177 髙橋　虎徹(3) 朝霞第一 10m94 11m11 11m04 11m11 6 10m56 11m49 11m46 11m49

ｱｽﾞﾏ ﾕｳｽｹ

4 5 262 東　　宥佑(3) 深谷花園 10m83 11m06 10m02 11m06 5 10m21 10m57 10m96 11m06

ﾎｼ ﾖｼｷﾐ

5 11 457 星　　慶君(3) さいたま原山 × 9m65 11m00 11m00 4 10m55 9m43 10m33 11m00

ﾉﾊﾗ ｺｳｾｲ

6 1 1506 野原　康誠(3) 加須騎西 10m23 10m59 10m01 10m59 3 10m06 10m39 9m74 10m59

ﾏﾂｵ ﾌｳｻ

7 9 614 松尾　風沙(3) 新座第六 10m54 10m29 9m89 10m54 2 9m16 10m04 9m81 10m54

ｺｸﾎﾞ ﾎｼﾄ

8 3 52 小久保星斗(3) 東松山東 × 9m82 10m51 10m51 1 × 10m28 × 10m51

ｵｸﾞﾗ ﾕｳｷ

9 7 530 小倉　優輝(3) 上尾大谷 8m81 10m51 9m74 10m51 10m51

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ

10 6 574 倉林　　輝(3) 深谷川本 10m26 10m28 10m32 10m32 10m32

ﾀﾑﾗ ｿｳﾀ

11 10 25 田村　颯汰(3) 東松山南 10m22 10m28 10m07 10m28 10m28

ｵｻﾞﾜ ｿｳﾏ

12 2 243 小澤　颯真(3) 春日部江戸川 10m24 9m83 9m64 10m24 10m24

ｲｼｲ ﾌﾐﾔ

13 4 102 石井　郁也(3) 越谷東 9m63 9m53 10m18 10m18 10m18

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ

14 12 182 小林　啓人(3) 十二月田 9m70 9m30 9m78 9m78 9m78

ｲﾊﾔｻｶ ｾｲｷ

15 15 342 伊早坂聖希(3) 深谷幡羅 8m97 9m60 9m26 9m60 9m60

ｸﾆｼﾏ ｹﾝﾀ

14 78 國嶋　堅太(3) 上尾太平 r NM

凡例  NM:記録なし



中学男子四種競技
審 判 長：新井　　充

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)             3054     中村　　仁(兵　庫・播磨南)            2004

埼玉県中学校記録(SJR)         2976     加藤　誠也(さいたま・宮原)            2007

大会記録(GR)                  2936     加藤　誠也(さいたま・宮原)            2007

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 110mH 砲丸投 走高跳 400m 総合 ｺﾒﾝﾄ

15.81 11m21 1m71 55.50

1 280 0.0 2444

(754) (559) (552) (579)

15.81 9m97 1m65 55.32

2 380 0.0 2328

(754) (484) (504) (586)

17.22 10m17 1m55 54.17

3 835 0.0 2157

(602) (496) (426) (633)

17.06 9m62 1m55 54.72

4 254 0.0 2117

(618) (463) (426) (610)

18.57 9m03 1m55 53.95

5 822 0.0 1967

(471) (428) (426) (642)

18.19 9m44 1m45 55.46

6 3891 0.0 1890

(506) (452) (352) (580)

18.97 11m68 1m45 1:02.17

7 2507 0.0 1716

(435) (587) (352) (342)(3)

(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｾﾞ

山口　李世 さいたま大成

(3)
ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｵｲ

川畑　昊希 三郷早稲田

(3)
ｶﾈｺ ｹﾝﾄ

金子　健仁 西武学園文理

(3)
ｳｴﾀﾞ ﾚｵﾝ

上田　麗音 所沢中央

(3)
ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾖﾘ

大林　聖和 北本東

(3)
ｵｶﾞﾀ ﾖｳﾍｲ

緒方　陽平 桶川西

氏名 所属

ｲｿﾍﾞ ﾋﾛﾑ

磯部　拓夢 本庄南

凡例 



中学１年女子100m
審 判 長：菅野　潤一

日本中学記録(JHR)            11.61     土井　杏南(埼　玉・朝霞一)            2010 記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            11.98     ﾊｯｻﾝ　ﾅﾜｰﾙ(千　葉・松戸五)            2017

埼玉県中学校記録(SJR)        12.34     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2008

埼玉県中学校記録(SJR)        11.61     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010 8月16日 10:25 予　選

大会記録(GR)                 12.52     鬼塚　玲寧(新　座・第　二)            2009 8月16日 12:35 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.6) 2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

ｺﾞﾄｳ ｻｸﾗ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁﾎ

1 7 313 後藤さくら(1) 新座第三 13.13 Q 1 7 361 渡辺　幸穂(1) 朝霞第三 13.12 Q

ﾓﾄｷﾞ ﾕﾒ ﾅﾘｻﾜ ﾊﾅ

2 5 311 本木　結萌(1) 深谷幡羅 13.22 Q 2 4 362 成澤　花奈(1) 朝霞第三 13.24 Q

ｶﾈｺ ﾐｵ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞ

3 8 286 金子　実央(1) 春日部葛飾 13.60 Q 3 5 12 小林　心澄(1) 草加 13.40 Q

ｻｲﾄｳ ｻﾗ ｲｹﾀﾞ ｶｺ

4 4 806 齋藤　彩空(1) ふじみ野大井 13.65 q 4 8 202 池田　栞子(1) 春日部東 13.50 q

ﾀｶﾂ ﾚｲﾗ ﾌｼﾞｲ ﾕﾅ

5 6 267 髙津　怜愛(1) 朝霞第二 13.67 5 6 51 藤井　優奈(1) 志木宗岡 13.66

ﾜﾀﾇｷ ﾅﾅﾘ ｶﾈｺ ﾋﾅ

6 9 320 綿貫　七理(1) 新座第三 13.78 6 1 10 金子　陽奈(1) 八潮 13.66

ﾀｹｳﾁ ｱｻ ﾔﾉ ﾕｳｻ

7 3 1073 竹内　朝日(1) 川越城南 14.13 7 9 23 矢野　柚紗(1) 東松山南 13.81

ｶｻﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ ｼｵｼﾞ ｱﾝ

2 914 風間　悠月(1) さいたま大原 DNS 8 3 648 塩地　　杏(1) 越谷富士 13.91

ｳｴﾀﾞ ﾘｵ

9 2 2800 植田　莉生(1) さいたま植竹 14.19

決　勝　

(風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁﾎ

1 7 361 渡辺　幸穂(1) 朝霞第三 13.07

ﾅﾘｻﾜ ﾊﾅ

2 5 362 成澤　花奈(1) 朝霞第三 13.15

ｺﾞﾄｳ ｻｸﾗ

3 4 313 後藤さくら(1) 新座第三 13.24

ﾓﾄｷﾞ ﾕﾒ

4 6 311 本木　結萌(1) 深谷幡羅 13.30

ｲｹﾀﾞ ｶｺ

5 2 202 池田　栞子(1) 春日部東 13.39

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞ

6 9 12 小林　心澄(1) 草加 13.49

ｶﾈｺ ﾐｵ

7 8 286 金子　実央(1) 春日部葛飾 13.64

ｻｲﾄｳ ｻﾗ

8 3 806 齋藤　彩空(1) ふじみ野大井 13.75

凡例  DNS:欠場



中学２年女子100m
審 判 長：菅野　潤一

日本中学記録(JHR)            11.61     土井　杏南(埼　玉・朝霞一)            2010 記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            11.88     ﾊｯｻﾝ　ﾅﾜｰﾙ(千　葉・松戸五)            2018

埼玉県中学校記録(SJR)        11.89     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2009

埼玉県中学校記録(SJR)        11.61     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010 8月16日 10:15 予　選

大会記録(GR)                 12.07     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2009 8月16日 12:30 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 (風:+1.6) 2組 (風:+1.3)

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

ﾜｼﾞｪﾛ ﾘｻ ｱﾗｷ ﾐｽﾞｷ

1 4 325 ワジェロリサ(2) 桶川東 12.63 Q 1 7 289 新木　水姫(3) 熊谷富士見 12.77 Q

ﾐｼﾏ ﾅﾅ ｲﾚﾁｭｸ ｱﾏｶ ﾐﾗ

2 6 121 三島　菜楠(2) 国際学院 12.73 Q 2 6 603 ｲﾚﾁｭｸｱﾏｶﾐﾗ(2) 新座第六 12.95 Q

ｽﾐﾉｸﾗ ﾁﾅﾂ ﾀﾅｶ ﾐｳ

3 8 304 墨野倉千夏(2) 深谷幡羅 13.07 q 3 4 902 田中　春羽(2) ふじみ野福岡 12.97 q

ﾂｶﾊﾗ ｱﾔﾈ ﾀﾈｵｶ ｻﾔ

4 5 4805 塚原　彩音(2) さいたま八王子 13.32 4 8 229 種岡　紗彩(2) 新座第二 13.17

ﾏｼﾓ ｱｲﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂ

5 3 30 真下　愛理(2) 深谷岡部 13.45 5 5 1005 渡邊　奈都(2) 志木 13.20

ｺﾝﾄﾞｳ ﾓｺﾐ ｼﾊﾞｻｷ ﾁﾅ

6 9 48 近藤もこみ(2) 坂戸住吉 13.55 6 9 303 柴﨑　千奈(2) 深谷幡羅 13.27

ｶﾄｳ ｱｽﾐ ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾘ

7 2 415 加藤　亜純(2) 新座第四 13.82 7 3 64 吉田夏衣梨(2) 草加栄 13.54

ｳｴﾀ ｱﾔﾉ ﾊﾄﾘ ｱﾔﾅ

7 354 上田　綾乃(2) 朝霞第三 DNS 8 2 4510 羽鳥　彩奈(2) さいたま与野東 14.26

3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

ｵｵﾂｷ ｻｸﾗ

1 5 171 大槻さくら(2) 朝霞第一 12.96 Q

ｺｳﾉ ﾀﾏｷ

2 8 801 河野　珠季(2) 鴻巣赤見台 13.04 Q

ﾏｴﾉ ﾂｶｻ

3 7 1930 前野　束咲(2) さいたま尾間木 13.09

ｶﾞﾑﾝﾀﾞﾆ ｱﾝﾅ

4 6 427 ｶﾞﾑﾝﾀﾞﾆ晏那(2) 所沢 13.25

ﾑﾗﾔﾏ ｺﾄﾘ

5 9 3712 村山　琴理(2) さいたま宮前 13.47

ｷﾑﾗ ﾕｳﾅ

3 4505 木村　由奈(2) さいたま与野東 DNS

ﾀｶｷﾞ ﾕｲ

4 196 髙木　結衣(2) 杉戸 DNS

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

ﾜｼﾞｪﾛ ﾘｻ

1 7 325 ワジェロリサ(2) 桶川東 12.71

ｱﾗｷ ﾐｽﾞｷ

2 5 289 新木　水姫(2) 熊谷富士見 12.79

ﾐｼﾏ ﾅﾅ

3 6 121 三島　菜楠(2) 国際学院 12.84

ｵｵﾂｷ ｻｸﾗ

4 4 171 大槻さくら(2) 朝霞第一 12.96

ﾀﾅｶ ﾐｳ

5 2 902 田中　春羽(2) ふじみ野福岡 13.13

ｺｳﾉ ﾀﾏｷ

6 8 801 河野　珠季(2) 鴻巣赤見台 13.14

ｲﾚﾁｭｸ ｱﾏｶ ﾐﾗ

7 9 603 ｲﾚﾁｭｸｱﾏｶﾐﾗ(2) 新座第六 13.15

ｽﾐﾉｸﾗ ﾁﾅﾂ

8 3 304 墨野倉千夏(2) 深谷幡羅 13.17

凡例  DNS:欠場



中学３年女子100m
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            11.61     土井　杏南(埼　玉・朝霞一)            2010

埼玉県中学校記録(SJR)        11.61     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010 8月16日 10:05 予　選

大会記録(GR)                 11.91     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010 8月16日 12:25 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+1.3) 2組 (風:+1.5)

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

ﾆｼﾑﾗ ﾘｽﾞ ｶﾄｳ ｱｽﾐ

1 4 21 西村　梨鶴(3) 東松山南 12.74 Q 1 5 300 加藤　有純(3) 熊谷富士見 12.79 Q

ﾀｸﾞﾁ ﾕﾗ ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ

2 3 314 田口　侑楽(3) 熊谷富士見 12.77 Q 2 6 183 カンメヘナズ(3) 杉戸 12.83 Q

ﾐﾁｼﾀ ｱｲｶ ﾓﾘﾀ ﾉｱ

3 6 211 道下　愛佳(3) 新座第二 12.92 Q 3 3 298 森田　乃愛(3) 所沢中央 13.02 Q

ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

4 8 267 山本　　菫(3) 三郷北 13.19 4 7 403 齊藤奈々美(3) 川口戸塚 13.06 q

ｼｮｳﾄﾞｳ ｲﾌﾞ ｵﾘﾓﾄ ﾋｶﾙ

5 5 622 庄堂　衣風(3) 越谷富士 13.36 5 4 401 折本ひかる(3) 所沢 13.11 q

ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳｶ ｱﾗｲ ｼﾏ

6 7 123 原田　京佳(3) 伊奈小針 13.40 6 8 271 新井　志麻(3) 桶川 13.54

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

ﾆｼﾑﾗ ﾘｽﾞ

1 6 21 西村　梨鶴(3) 東松山南 12.79

ﾀｸﾞﾁ ﾕﾗ

2 4 314 田口　侑楽(3) 熊谷富士見 12.90

ｶﾄｳ ｱｽﾐ

3 7 300 加藤　有純(3) 熊谷富士見 12.91

ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ

4 5 183 カンメヘナズ(3) 杉戸 12.99

ﾓﾘﾀ ﾉｱ

5 8 298 森田　乃愛(3) 所沢中央 13.06

ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

6 3 403 齊藤奈々美(3) 川口戸塚 13.12

ﾐﾁｼﾀ ｱｲｶ

7 9 211 道下　愛佳(3) 新座第二 13.13

ｵﾘﾓﾄ ﾋｶﾙ

2 401 折本ひかる(3) 所沢 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子200m
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            23.99     ﾊｯｻﾝ　ﾅﾜｰﾙ(千　葉・松戸五)            2019

埼玉県中学校記録(SJR)        24.45     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010

大会記録(GR)                 24.45     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010 8月15日 11:40 決　勝

決　勝　

(風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾗｲ ﾊﾅｺ

1 4 244 新井　華子(3) 熊谷東 26.07

ｼﾗ ﾌｧﾝﾀｴﾘｶ

2 5 6504 ｼﾗﾌｧﾝﾀ恵理加(2) 埼玉栄 26.84

ﾖｼﾅｶﾞ ｱｵｲ

3 8 175 吉永　　葵(3) 八潮八幡 27.15

ﾀｶｾｷ ﾒｲ

4 3 177 髙堰　芽依(3) 八潮八幡 27.51

ﾖｼｶﾜ ﾊﾅ

5 6 113 吉川　　花(3) 入間上藤沢 27.53

ｵｵﾆｼ ﾏｺ

6 9 27 大西　真子(3) 草加 27.80

ｲﾄｳ ﾊﾅ

7 8 伊東　花夏(3) 志木 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子800m
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)          2:07.19     高橋　ひな(兵　庫・山　陽)            2013

埼玉県中学校記録(SJR)      2:08.51     武田　志帆(坂　戸・住　吉)            2009

大会記録(GR)               2:09.87     鈴木　翔子(富士見・　西　)            2008 8月15日 08:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ

1 4 160 大橋　雪奈(3) 越谷大袋 2:19.02

ﾖｺﾔﾏ ｴﾐﾘ

2 6 557 横山絵実俐(2) 獨協埼玉 2:19.57

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｶ

3 2 172 小林　凜花(2) 寄居城南 2:20.50

ﾏﾂﾓﾄ ｱｽﾞﾐ

4 5 216 松本　愛澄(3) 寄居男衾 2:20.84

ﾀｶｽ ﾓｶ

5 8 305 高須　望華(2) 三郷栄 2:21.36

ｲｹﾀﾞ ﾐｻｷ

6 9 2714 池田　美咲(2) さいたま宮原 2:23.07

ﾀﾏｶﾞﾜ ﾕﾗ

7 3 170 玉川　結空(3) 八潮八幡 2:30.19

ﾎﾘｺｼ ﾅﾂｺ

8 7 248 堀越なつこ(3) 新座第二 2:31.23



中学女子1500m
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)          4:19.46     福田　有以(兵　庫・稲美北)            2010

埼玉県中学校記録(SJR)      4:19.93     中川　文華(朝　霞・朝霞三)            2011

大会記録(GR)               4:25.96     鈴木　翔子(富士見・　西　)            2008 8月16日 08:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞｺｼ ﾏｲ

1 11 36 水越　麻衣(3) 草加 4:34.32

ｽｺﾞｳ ﾕｽﾞﾅ

2 10 274 須郷　柚菜(3) 三郷北 4:35.90

ﾅﾙｾ ﾕﾅ

3 16 161 成瀬　結菜(2) 鶴ヶ島藤 4:38.90

ｱｶﾊﾞ ﾕｳﾅ

4 7 22 赤羽　優苗(2) 東松山南 4:40.24

ﾉｻﾞｷ ﾐｳ

5 5 309 野﨑　美羽(2) 上尾東 4:41.74

ｴﾗ ﾘｵﾝ

6 17 2712 江良　梨音(2) さいたま宮原 4:47.27

ﾋﾋﾞ ﾅﾁｭﾘ

7 6 234 日比那美梨(3) 上尾原市 4:48.10

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｶ

8 4 614 松田　有加(3) 寄居 4:48.42

ﾏﾂｼﾏ ﾅﾂｷ

9 12 261 松島　夏希(2) 朝霞第二 4:49.42

ｵｶﾞﾜ ﾘｺ

10 3 85 小川　璃子(3) 鶴ヶ島 4:50.31

ｵｷﾀ ﾘﾝｶ

11 9 86 沖田　梨花(3) 鶴ヶ島 4:58.68

ｼﾗｲｼ ｱｵｲ

12 8 282 白石　　葵(3) 毛呂山 4:59.62

ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ

13 2 202 久保田優衣(3) 寄居男衾 5:00.48

ﾏﾂﾉ ｺﾊﾙ

14 14 464 松野　心春(3) さいたま原山 5:00.88

ﾀﾝﾉ ﾅﾅﾐ

15 15 464 丹野菜々美(3) 川口戸塚西 5:17.67

ｻﾄｳ　ﾕｽﾞﾕ

1 56 佐藤　柚優(2) 所沢東 DNS

ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ

13 317 鈴木　若菜(3) 草加花栗 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            13.56     澤田ｲﾚｰﾈｵｷﾞﾓﾝｷﾞ(東　京・KMC陸上クラブ（調布四）)2012

埼玉県中学校記録(SJR)        13.86     川舩　愛美(さいたま・埼玉栄)          2003

大会記録(GR)                 14.05     柳　久美子(草　加・谷　塚)            2000 8月15日 09:40 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

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ

1 3 2203 山本　佳那(3) さいたま大宮北 14.73

ﾌﾙﾔﾏ ﾓｴｶ

2 6 812 古山　萌香(3) 鴻巣赤見台 15.10

ｻｻｷ ｱﾔﾉ

3 7 216 佐々木彩乃(3) 春日部東 15.45

ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

4 5 531 小林　穂花(3) 春日部飯沼 15.58

ｻﾄｳ ｷﾗﾗ

4 124 佐藤　希星 坂戸浅羽野 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子4X100mR
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            47.04     岡・福井・稲荷・藤木(和歌山・桐　蔭)  2019

日本中学記録(JHR)            46.70     小西・今村・古段・宮田(兵庫・兵庫選抜)2014

埼玉県中学校記録(SJR)        47.30     金子・原賀・田中・土井(朝　霞・朝霞一)2009 8月15日 13:30 予　選

大会記録(GR)                 48.28     金子・原賀・田中・土井(朝　霞・朝霞一)2009 8月16日 14:20 決　勝

予　選　5組0着＋8

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

1 7 熊谷富士見 296 岡田　夢菜(3) ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 49.99 1 6 朝霞第二 1263 長井　未緒(2) ﾅｶﾞｲ ﾐｵ 51.68
289 新木　水姫(2) ｱﾗｷ ﾐｽﾞｷ q 262 春木　伶菜(2) ﾊﾙｷ ﾚﾅ q
300 加藤　有純(3) ｶﾄｳ ｱｽﾐ 279 髙岡　里奈(3) ﾀｶｵｶ ﾘﾅ
314 田口　侑楽(3) ﾀｸﾞﾁ ﾕﾗ 277 若山　美月(3) ﾜｶﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ

2 6 新座第二 1214 神谷　彩文(3) ｶﾐﾔ ｱﾔﾐ 51.32 2 5 春日部東 218 寺島　聖奈(3) ﾃﾗｼﾞﾏ ﾐﾅ 52.48
211 道下　愛佳(3) ﾐﾁｼﾀ ｱｲｶ q 202 池田　栞子(1) ｲｹﾀﾞ ｶｺ
229 種岡　紗彩(2) ﾀﾈｵｶ ｻﾔ 216 佐々木彩乃(3) ｻｻｷ ｱﾔﾉ

1215 樗澤　優菜(3) ﾌﾞﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 203 喜澤　奏梨(1) ｷｻﾞﾜ ｶﾅﾘ
3 5 八潮八幡 172 木村　文馨(3) ｷﾑﾗ ｱﾔｶ 52.05 3 7 志木 7 葛西ほなみ(2) ｶｻｲ ﾎﾅﾐ 54.24

177 髙堰　芽依(3) ﾀｶｾｷ ﾒｲ q 1005 渡邊　奈都(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂ
170 玉川　結空(3) ﾀﾏｶﾞﾜ ﾕﾗ 11 甲田　真己(2) ｺｳﾀﾞ ﾏｷ
175 吉永　　葵(3) ﾖｼﾅｶﾞ ｱｵｲ 9 葛西梨央奈(2) ｶｻｲ ﾘｵﾅ

4 9 川口上青木 1173 村井　乃愛(2) ﾑﾗｲ ﾉｱ 53.79 4 9 草加栄 58 松澤　由菜(2) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ 54.49
180 五月女由菜(3) ｻｵﾄﾒ ﾕﾅ 64 吉田夏衣梨(2) ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾘ
167 杉山優衣奈(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｲﾅ 53 三輪ゆいな(3) ﾐﾜ ﾕｲﾅ

1161 竹山　莉央(3) ﾀｹﾔﾏ ﾘｵ 61 加藤　南里(3) ｶﾄｳ ﾅﾝﾘ
5 4 坂戸住吉 52 辻　　沙彩(2) ﾂｼﾞ ｻｱﾔ 54.23 5 3 加須大利根 1582 篠崎　姫花(3) ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾒｶ 54.51

48 近藤もこみ(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾓｺﾐ 1581 伊藤　　舞(3) ｲﾄｳ ﾏｲ
53 長岡　　凜(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾝ 1583 松本　愛俐(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾘ
57 林　　和花(1) ﾊﾔｼ　ﾎﾉｶ 583 坪井　茉凛(3) ﾂﾎﾞｲ ﾏﾘﾝ

6 2 桶川東 320 大土谷　雛(3) ｵｵﾂﾁﾔ ﾋﾅ 55.85 6 8 さいたま原山 426 飯塚　美咲(2) ｲｲﾂﾞｶ ﾐｻｷ 55.73
317 蔵野　絢果(2) ｸﾗﾉ ｱﾔｶ 429 春日井理咲(2) ｶｽｶﾞｲ ﾘｻ
312 杉本　　輝(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾙ 413 髙橋　ゆな(1) ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ
325 ワジェロリサ(2) ﾜｼﾞｪﾛ ﾘｻ 427 石井　　杏(2) ｲｼｲ ﾓﾓ

7 3 蓮田南 925 桒原　向葵(2) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾋﾅﾀ 56.37 4 鴻巣赤見台 816 小川　華歩(3) ｵｶﾞﾜ ｶﾎ DQ,R3

923 藤田　悠花(2) ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｶ 813 華岡ひかり(3) ﾊﾅｵｶ ﾋｶﾘ
928 石井　美子(2) ｲｼｲ ﾐｺ 811 稲森ももこ(3) ｲﾅﾓﾘ ﾓﾓｺ
922 大内　美優(2) ｵｵｳﾁ ﾐﾕｳ 801 河野　珠季(2) ｺｳﾉ ﾀﾏｷ

8 8 幸手 1102 小森谷玖美(1) ｺﾓﾘﾔ ｸﾐ 57.54
1101 鈴木　綾花(1) ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ
1103 伏見　ゆな(1) ﾌｼﾐ ﾕﾅ
1110 會田　萌心(2) ｶｲﾀﾞ ﾓｺ

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 6 東松山南 23 矢野　柚紗(1) ﾔﾉ ﾕｳｻ 50.99 1 7 朝霞第三 357 河野邉彩奈(3) ｶﾜﾉﾍﾞ ｱﾔﾅ 50.94
21 西村　梨鶴(3) ﾆｼﾑﾗ ﾘｽﾞ q 354 上田　綾乃(2) ｳｴﾀ ｱﾔﾉ q
25 的場　香穂(3) ﾏﾄﾊﾞ ｶﾎ 362 成澤　花奈(1) ﾅﾘｻﾜ ﾊﾅ
24 加藤　　花(3) ｶﾄｳ ﾊﾅ 361 渡辺　幸穂(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁﾎ

2 7 飯能第一 329 清水野々香(3) ｼﾐｽﾞ ﾉﾉｶ 52.73 2 5 所沢 413 北田　悠華(3) ｷﾀﾀﾞ ﾊﾙｶ 52.18
313 ｻｲｸﾞｻﾋｶﾘ美咲(2) ｻｲｸﾞｻﾋｶﾘﾐｻｷ 401 折本ひかる(3) ｵﾘﾓﾄ ﾋｶﾙ q
338 細田　咲奈(3) ﾎｿﾀﾞ ｻﾅ 402 篠崎知香子(3) ｼﾉｻﾞｷ ﾁｶｺ
334  高橋　咲希(3) ﾀｶﾊｼ ｻｷ 404 松長　美奈(3) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾅ

3 4 伊奈小針 122 齋藤　真歩(3) ｻｲﾄｳ ﾏﾎ 53.59 3 6 埼玉栄 6501 山﨑　明璃(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｱｶﾘ 52.94
124 清家実沙紀(3) ｾｲｹ ﾐｻｷ 6504 ｼﾗﾌｧﾝﾀ恵理加(2) ｼﾗ ﾌｧﾝﾀｴﾘｶ
125 関口　聖菜(3) ｾｷｸﾞﾁ ｾｲﾅ 6508 髙橋　幸歩(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾎ
123 原田　京佳(3) ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳｶ 6502 谷口　彩雪(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾕｷ

4 8 神川 201 金澤　百花(3) ｶﾈｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 53.68 4 8 三郷北 210 藤井　日夏(2) ﾌｼﾞｲ ｶﾅ 53.62
203 野澤　夏穗(2) ﾉｻﾞﾜ ｶﾎ 267 山本　　菫(3) ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ
204 落合　優羽(2) ｵﾁｱｲ ﾕｳﾊ 217 村山　羽乃(2) ﾑﾗﾔﾏ ｳﾉ
202 山田　結夏(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲｶ 225 髙橋　千鶴(1) ﾀｶﾊｼ ﾁﾂﾞﾙ

5 5 さいたま木崎 310 飯塚　悠乃(3) ｲｲｽﾞｶ ﾊﾙﾉ 53.97 5 2 越谷大相模 375 田中　　悠(1) ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 54.07
344 小井川ひより(2) ｵｲｶﾜ ﾋﾖﾘ 391 吉田　來未(2) ﾖｼﾀﾞ ｸﾙﾐ
371 吉田　朱里(2) ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 387 荒井　心愛(2) ｱﾗｲ ｺｺｱ
367 栁下　優奈(2) ﾔﾅｷﾞｼﾀ ﾕｳﾅ 374 北迫　瑠琉(3) ｷﾀｻｺ ﾙﾙ

6 3 宮代百間 280 井上　幸咲(3) ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 55.14 6 3 戸田美笹 8 鴨下　花音(3) ｶﾓｼﾀ ｶﾉﾝ 54.95
261 黒沼　佑希(3) ｸﾛﾇﾏ ﾕｷ 2 大石　結愛(3) ｵｵｲｼ ﾕﾒ
264 櫻田　　椿(2) ｻｸﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｷ 7 片山　杏莉(3) ｶﾀﾔﾏ ｱﾝﾘ
263 元木花夢奈(3) ﾓﾄｷ ｶﾝﾅ 3 桶屋　天音(3) ｵｹﾔ ｱﾏﾈ

7 9 鶴ヶ島西 401 德永　陽菜(3) ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾅ 57.25 7 9 さいたま尾間木 1933 後藤　　花(2) ｺﾞﾄｳ ﾊﾅ 56.26
402 有山ひなた(3) ｱﾘﾔﾏ ﾋﾅﾀ 1930 前野　束咲(2) ﾏｴﾉ ﾂｶｻ
403 小川　夏実(3) ｵｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 1931 峯　菜々子(2) ﾐﾈ ﾅﾅｺ
404 臼井　紅蘭(3) ｳｽｲ ｸﾗﾗ 1934 中谷　結菜(2) ﾅｶﾀﾆ ﾕｳﾅ

4 深谷岡部 12 内田苺那美(3) ｳﾁﾀﾞ ﾓﾅﾐ DQ,R3

11 石川　莉子(3) ｲｼｶﾜ ﾘｺ
26 宮崎　有来(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾗ
30 真下　愛理(2) ﾏｼﾓ ｱｲﾘ

凡例  DQ:失格 FS:(R162-6)不正スタート R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学女子4X100mR
審 判 長：菅野　潤一

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            47.04     岡・福井・稲荷・藤木(和歌山・桐　蔭)  2019

日本中学記録(JHR)            46.70     小西・今村・古段・宮田(兵庫・兵庫選抜)2014

埼玉県中学校記録(SJR)        47.30     金子・原賀・田中・土井(朝　霞・朝霞一)2009 8月15日 13:30 予　選

大会記録(GR)                 48.28     金子・原賀・田中・土井(朝　霞・朝霞一)2009 8月16日 14:20 決　勝

予　選　5組0着＋8

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 杉戸 180 黒須　七海(3) ｸﾛｽ ﾅﾅﾐ 51.79
196 髙木　結衣(2) ﾀｶｷﾞ ﾕｲ q
182 小倉　結衣(3) ｵｸﾞﾗ ﾕｲ
183 カンメヘナズ(3) ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ

2 5 上尾大石 112 綱川　真玲(3) ﾂﾅｶﾜ ﾏﾚｲ 52.81
117 村橋　美春(3) ﾑﾗﾊｼ ﾐﾊﾙ
119 新井　咲良(3) ｱﾗｲ ｻﾗ
130 大室　　栞(2) ｵｵﾑﾛ ｼｵﾘ

3 9 富士見台 172 村井　茉央(2) ﾑﾗｲ ﾏｵ 53.24
152 磯山　優来(3) ｲｿﾔﾏ ﾕﾗ
150 相田　優良(3) ｱｲﾀﾞ ﾕﾗ
151 松本　美柚(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕ

4 7 羽生南 321 岡田　姫奈(2) ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ 53.87
322 島崎　真央(2) ｼﾏｻﾞｷ ﾏｵ
324 小畑　葉奈(2) ｵﾊﾞﾀ ﾊﾅ
323 沖野　美羽(2) ｵｷﾉ ﾐｳ

5 6 川越東 2304 多田ひなの(3) ﾀﾀﾞ　ﾋﾅﾉ 54.18
2308 田中　結菜(3) ﾀﾅｶ　ﾕﾅ
2306 大野　愛夏(3) ｵｵﾉ　ﾏﾅｶ
2309 倉谷ティアナ(3) ｸﾗﾔ　ﾃｨｱﾅ

6 8 北本宮内 822 三宅　彩来(2) ﾐﾔｹ ｻｲﾗ 54.21
823 渡邊結梨南(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘﾅ
824 石田　もこ(2) ｲｼﾀﾞ ﾓｺ
825 福原　桃香(3) ﾌｸﾊﾗ ﾓﾓｶ

3 久喜菖蒲南 111 帆苅　瑠菜(3) ﾎｶﾘ ﾙﾅ DQ,FS

102 嶋﨑　りん(2) ｼﾏｻﾞｷ ﾘﾝ
114 本多　　遥(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ
113 野川　らら(3) ﾉｶﾞﾜ ﾗﾗ

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 7 熊谷富士見 296 岡田　夢菜(3) ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 50.37
289 新木　水姫(2) ｱﾗｷ ﾐｽﾞｷ
300 加藤　有純(3) ｶﾄｳ ｱｽﾐ
314 田口　侑楽(3) ﾀｸﾞﾁ ﾕﾗ

2 4 東松山南 23 矢野　柚紗(1) ﾔﾉ ﾕｳｻ 51.23
21 西村　梨鶴(3) ﾆｼﾑﾗ ﾘｽﾞ
25 的場　香穂(3) ﾏﾄﾊﾞ ｶﾎ
24 加藤　　花(3) ｶﾄｳ ﾊﾅ

3 5 新座第二 1214 神谷　彩文(3) ｶﾐﾔ ｱﾔﾐ 51.34
211 道下　愛佳(3) ﾐﾁｼﾀ ｱｲｶ
229 種岡　紗彩(2) ﾀﾈｵｶ ｻﾔ

1215 樗澤　優菜(3) ﾌﾞﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾅ
4 8 朝霞第二 1263 長井　未緒(2) ﾅｶﾞｲ ﾐｵ 51.58

262 春木　伶菜(2) ﾊﾙｷ ﾚﾅ
279 髙岡　里奈(3) ﾀｶｵｶ ﾘﾅ
277 若山　美月(3) ﾜｶﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ

5 6 朝霞第三 353 豊原　叶絵(2) ﾄﾖﾊﾗ ｶﾅｴ 51.83
357 河野邉彩奈(3) ｶﾜﾉﾍﾞ ｱﾔﾅ
362 成澤　花奈(1) ﾅﾘｻﾜ ﾊﾅ
361 渡辺　幸穂(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁﾎ

6 2 八潮八幡 172 木村　文馨(3) ｷﾑﾗ ｱﾔｶ 51.85
177 髙堰　芽依(3) ﾀｶｾｷ ﾒｲ
170 玉川　結空(3) ﾀﾏｶﾞﾜ ﾕﾗ
175 吉永　　葵(3) ﾖｼﾅｶﾞ ｱｵｲ

7 3 所沢 413 北田　悠華(3) ｷﾀﾀﾞ ﾊﾙｶ 52.26
427 ｶﾞﾑﾝﾀﾞﾆ晏那(2) ｶﾞﾑﾝﾀﾞﾆ ｱﾝﾅ
402 篠崎知香子(3) ｼﾉｻﾞｷ ﾁｶｺ
404 松長　美奈(3) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾅ

8 9 杉戸 180 黒須　七海(3) ｸﾛｽ ﾅﾅﾐ 52.35
196 髙木　結衣(2) ﾀｶｷﾞ ﾕｲ
182 小倉　結衣(3) ｵｸﾞﾗ ﾕｲ
183 カンメヘナズ(3) ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ

凡例  DQ:失格 FS:(R162-6)不正スタート R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学女子走高跳
審 判 長：森下　和哉

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)             1m87     佐藤　　恵(新　潟・木　戸)            1981

埼玉県中学校記録(SJR)         1m77     青葉　幸紀(東松山・　南　)            1985

大会記録(GR)                  1m71     照井　好子(所　沢・向　陽)            1978 8月15日 09:30 決　勝    

決　勝　

ﾏﾁﾀﾞ ﾙﾘｶ － ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 17 75 町田瑠璃華(3) 久喜太東 1m60
ﾅｶﾑﾗ　ﾆｺ － ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

2 10 95 中村　仁胡(3) 所沢東 1m60
ｵｵｸﾎﾞ ｾｲﾗ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × ×

3 23 219 大久保静羅(3) 寄居男衾 1m57
ｱｷﾓﾄ ｻｴ × ○ ○ × ○ × × ○ ○ × × ×

4 19 3415 秋元　彩詠(3) さいたま大宮西 1m54
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ × ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

5 1 274 山本真里奈(3) 桶川 1m51
ｱｲﾀﾞ ﾕﾗ ○ ○ × ○ × × ×

6 9 150 相田　優良(3) 富士見台 1m48
ｱｵｷ ﾓｴｶ ○ ○ × ○ × × ×

6 16 1102 青木　萌佳(2) 春日部共栄 1m48
ﾑﾗﾔﾏ ｳﾉ ○ ○ × ○ × × ×

6 20 217 村山　羽乃(2) 三郷北 1m48
ﾖｼｵｶ ﾌｳｶ ○ ○ × ○ × × ×

6 22 350 吉岡　楓花(3) 自由の森学園 1m48
ｱｵｷ ﾋﾏﾘ ○ × × ○ × × ×

10 2 230 青木陽茉里(3) 上尾原市 1m43
ﾋﾗﾔﾏ ﾅｷﾞｻ ○ × × ○ × × ×

10 18 296 平山　凪沙(3) 所沢中央 1m43
ｳﾁﾀﾞ ﾓﾅﾐ × ○ × × ○ × × ×

12 21 12 内田苺那美(3) 深谷岡部 1m43
ｻﾉ ｶﾅﾎ ○ × × ×

13 3 904 佐野　奏歩(2) ふじみ野福岡 1m38
ﾕｹﾞ ｱﾘｻ ○ × × ×

13 5 179 弓削亜里沙(2) 富士見台 1m38
ｵﾉ ｺﾄﾐ ○ × × ×

13 7 4410 小野　琴弓(2) さいたま春野 1m38
ｶﾀﾔﾏ ｱﾔｶ ○ × × ×

13 11 1259 片山　彩華(3) 朝霞第二 1m38
ｱｷｸｻ ﾁｻｷ × ○ × × ×

17 12 211 秋草　知咲(2) 三郷北 1m38
ｵｵﾀ ｻﾗ × ○ × × ×

17 13 165 太田　咲良(3) 朝霞第一 1m38
ｾｷｲ ﾘﾅ × × ○ × × ×

19 8 827 関井　莉奈(3) 北本 1m38
ﾑｶｲｵﾘﾄ ﾘﾝ × × ○ × × ×

19 14 1224 向折戸　凛(3) 新座第二 1m38
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ × × ×

4 494 渡部　　遥(3) 所沢向陽 NM
ｻﾜｴ ｽｽﾞ × × ×

6 3892 澤江　すず(3) 三郷早稲田 NM
ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ × × ×

15 215 高橋　蒼生(1) 上尾原市 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m38 1m63

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m43 1m48 1m51 1m54 1m57 1m60

凡例  NM:記録なし



中学女子棒高跳
審 判 長：森下　和哉

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)             3m71     小田島怜美(静　岡・天　竜)            2008

埼玉県中学校記録(SJR)         3m60     絹村　莉子(加　須・　西　)            2017

埼玉県中学校記録(SJR)         3m60     和田沙也夏(さいたま・片柳)            2014

大会記録(GR)                  3m53     関口　彩貴(久　喜・久喜東)            2017 8月16日 10:30 決　勝    

決　勝　

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲﾘ － － － － － － － －

1 7 141 渡邊　冴璃(3) 川口幸並 － － － － ○ ○ － × ○ 3m60 =SJR,GR

× ○ × × ×

ﾖｼｻﾞﾜ ｼｭﾘ － － － － － － － －

2 6 231 吉澤　珠理(3) 上尾原市 － － － － × ○ × ○ ○ × × ○ 3m60 =SJR,GR

× ○ × × ×

ｼﾏﾀﾞ ｻｸﾗ － － － － － × ○ ○ ○

3 2 201 島田　咲良(3) 川口安行 － ○ ○ × × × 3m15

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｴﾗ － － － × × ○ ○ × × ○ ○ × ○

4 11 147 渡邊　紗莱(1) 川口幸並 × × × 3m00

ｻｶｶﾞﾐ ﾘﾘ － － － × ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

5 3 222 坂上　凛璃(3) 加須西 2m90

ｲﾜﾀ ｷﾖｶ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

6 5 203 岩田　淑美(3) 加須昭和 2m80

ｸｶﾞ ｻｷ － ○ ○ ○ × × ×

7 10 174 空閑　　咲(3) 八潮八幡 2m60

ﾀﾅｶ ﾋﾋﾞｷ － － － × ○ × × ×

8 1 3210 田中　　響(3) さいたま片柳 2m60

ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾅﾀ － ○ × ○ × ○ × × ×

9 4 173 馬場ひなた(3) 八潮八幡 2m60

ｷﾑﾗ ｱﾔｶ ○ × ○ ○ × × ×

10 8 172 木村　文馨(3) 八潮八幡 2m50

ﾎﾘ ﾏﾘﾅ ○ × × ×

11 9 304 堀　真里奈(3) 越谷南 2m20

ｵｵﾉ ﾕｲｺ ○ × × ×

11 12 618 大野結衣子(3) 越谷富士 2m20

ﾏｽﾓﾄ ﾏﾕ × ○ × × ×

13 13 3220 増本　真悠(2) さいたま片柳 2m20

3m00

3m55 記録 ｺﾒﾝﾄ

2m70

3m25

2m80

3m40

2m90

3m50

2m40

3m10

3m65

2m50

3m15

2m60

3m20順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m20

3m05

3m60

凡例  =SJR:埼玉県中学校記録 GR:大会記録



中学女子走幅跳
審 判 長：森下　和哉

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)             6m20     藤山　有希(神奈川・足柄台)            2016

埼玉県中学校記録(SJR)         6m14     高松　仁美(川　口・榛　松)            1988

大会記録(GR)                  5m76     宇和野七海(加　須・加須西)            2010 8月16日 09:30 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

ｺﾝﾄﾞｳ ｲｵﾝ × 5m32 5m21 5m32 8 × × 5m24 5m32

1 9 401 近藤いおん(2) 三郷彦成 +0.7 +1.6 +0.7 -1.0 +0.7
ｲｿﾔﾏ ﾕﾗ 5m17 5m20 5m06 5m20 6 5m07 × 5m30 5m30

2 14 152 磯山　優来(3) 富士見台 +0.3 +1.4 +1.2 +1.4 -0.9 +1.3 +1.3
ｶｶﾞﾜ ﾒｱｼﾎﾟｰﾗﾊｳﾞｨﾘ 5m05 4m96 5m26 5m26 7 4m99 × 5m05 5m26

3 3 1612 香川恵愛ｼﾎﾟｰﾗﾊｳﾞｨﾘ(2) さいたま三室 +1.3 +0.9 +1.6 +1.6 -0.2 +1.9 +1.6
ﾀｶｵｶ ﾘﾅ 4m94 5m05 4m96 5m05 4 5m10 5m00 4m94 5m10

4 7 279 髙岡　里奈(3) 朝霞第二 +1.8 +1.7 +0.5 +1.7 +1.9 +1.7 +0.1 +1.9
ｵｵｳﾁ ﾐﾕｳ 5m06 4m84 × 5m06 5 4m85 × 4m82 5m06

5 17 922 大内　美優(2) 蓮田南 +1.8 +0.9 +1.8 +0.9 +1.0 +1.8
ｾｷｶﾜ ﾘﾗ 4m89 4m87 5m00 5m00 2 4m97 4m79 5m03 5m03

6 6 417 関川　莉良(2) 上尾瓦葺 +0.4 +0.5 +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 +1.2 +1.2
ｲｼｶﾜ ﾘｺ × 5m02 5m02 5m02 3 4m88 × 4m85 5m02

7 8 11 石川　莉子(3) 深谷岡部 +1.4 +1.7 +1.4 +1.7 +0.5 +1.4
ｻｶﾓﾄ ｶﾘﾝ 4m94 4m59 4m55 4m94 1 × × 4m65 4m94

8 16 214 坂本　華厘(3) 新座第二 +1.3 +1.1 +0.3 +1.3 +0.1 +1.3
ｲｹｶﾞﾐ ﾙｲ 4m80 4m90 4m48 4m90 4m90

9 2 16 池上　瑠依(2) 戸田笹目 +0.5 +1.2 +1.7 +1.2 +1.2
ﾏﾂｵｶ ﾏﾅｶ 4m87 4m62 4m70 4m87 4m87

10 12 409 松岡　愛佳(3) 新座第四 +1.4 +1.6 +1.3 +1.4 +1.4
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｶﾘ × 4m85 4m86 4m86 4m86

11 10 6501 山﨑　明璃(3) 埼玉栄 +1.8 +1.6 +1.6 +1.6
ﾅｶｶﾞﾜ　ﾏｱｻ 4m80 4m58 4m51 4m80 4m80

12 15 681 中川真亜沙(3) 川越南古谷 +1.4 +1.6 +1.9 +1.4 +1.4
ｶﾜﾏﾀ ｱﾝｼﾞｭ 4m79 4m36 4m56 4m79 4m79

13 4 801 川俣　杏樹(2) 越谷栄進 +0.8 +1.1 +2.8 +0.8 +0.8
ｾｷ ｺｺﾅ 4m27 4m54 4m33 4m54 4m54

14 5 280 関　木々菜(3) 朝霞第二 +1.2 +1.0 +1.1 +1.0 +1.0
ｵｵﾊｼ ｺｺﾅ 4m34 4m48 × 4m48 4m48

15 1 114 大橋　心凪(3) 所沢小手指 +0.4 +1.3 +1.3 +1.3
ﾏｴﾀﾞ ﾘｵ 4m45 4m39 × 4m45 4m45

16 11 112 前田　璃音(3) 越谷東 +1.2 +1.8 +1.2 +1.2
ｵｸﾞﾗ ﾕｲ r

13 182 小倉　結衣(3) 杉戸 NM

凡例  NM:記録なし



中学女子砲丸投
審 判 長：遠藤　良宏

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)            17m45     奥山　琴未(岡　山・上　道)            2019

埼玉県中学校記録(SJR)        15m70     松田　昌己(草　加・松　江)            2008

大会記録(GR)                 15m46     松田　昌己(草　加・松　江)            2008 8月15日 09:30 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

ﾎﾘﾉ ﾊﾙｶ

1 14 267 堀野　　遥(3) 本庄南 12m26 12m79 12m85 12m85 8 12m27 13m07 12m76 13m07

ｲｼﾊﾞｼ ｶﾚﾝ

2 9 2200 石橋　果怜(3) さいたま大宮北 11m67 11m61 11m43 11m67 7 11m36 11m58 11m47 11m67

ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ

3 7 297 田中　夏海(3) 所沢中央 10m95 10m28 × 10m95 6 10m58 10m24 10m76 10m95

ﾎｼﾅ ﾉｱ

4 13 481 保科　希葵(3) 東松山白山 8m95 10m05 10m47 10m47 1 10m17 10m87 × 10m87

ｱｲﾀﾞ ﾋｲﾛ

5 11 17 會田　緋彩(2) 坂戸 9m82 9m98 10m65 10m65 4 10m42 10m21 10m85 10m85

ﾋﾛｾ ﾘﾝｶ

6 4 394 廣瀬　凜花(3) 熊谷三尻 9m57 10m69 10m35 10m69 5 10m59 × 10m45 10m69

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｲﾛ

7 15 13 遠藤　　緋(3) 坂戸 10m27 10m57 × 10m57 3 10m35 10m15 9m88 10m57

ｲｲﾉ ｱｲﾘ

8 1 571 飯野　碧梨(3) 深谷川本 9m76 10m51 10m41 10m51 2 9m37 9m65 9m31 10m51

ﾀｶﾑﾗ ﾏｵ

9 3 2204 高村　舞桜(3) さいたま大宮北 9m12 9m23 10m22 10m22 10m22

ｼﾏﾑﾗ ｺﾕｷ

10 12 243 島村　恋幸(3) 春日部江戸川 9m74 10m21 10m00 10m21 10m21

ｲｼｲ ｿﾗ

11 2 615 石井　そら(3) 寄居 9m51 9m82 7m87 9m82 9m82

ｸﾘﾊﾗ ｻｸﾗ

12 6 300 栗原　咲良(3) 所沢中央 9m41 8m68 × 9m41 9m41

ﾌｶﾀ ﾐﾊﾈ

13 8 307 深田　心羽(2) 深谷幡羅 9m30 8m98 9m23 9m30 9m30

ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ

14 10 54 田中　彩海(3) 日高高麗川 9m26 8m94 9m19 9m26 9m26

ｷｸﾁ ｱｶﾘ

15 5 235 菊地　明里(3) 所沢美原 7m88 8m41 7m90 8m41 8m41



中学女子四種競技
審 判 長：新井　　充

記録主任：馬場　洋平

日本中学記録(JHR)             3172     藤森　奈那(静　岡・浜松入野)          2012

埼玉県中学校記録(SJR)         2920     阿部　　友(坂　戸・坂　戸)            2019

大会記録(GR)                  2878     奥村　彩音(所　沢・小手指)            2013

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 総合 ｺﾒﾝﾄ

14.84 1m55 10m15 26.80

1 929 +1.4 +2.6 2809

(863) (678) (539) (729)

15.02 1m35 9m19 27.47

2 1164 +1.4 +2.6 2449

(839) (460) (477) (673)

15.57 1m43 9m08 28.45

3 277 +1.4 +2.6 2377

(768) (544) (469) (596)

16.00 1m40 9m54 28.88

4 30 +1.4 +2.6 2288

(714) (512) (499) (563)

17.04 1m40 8m98 29.18

5 2420 +1.4 +2.6 2108

(592) (512) (463) (541)

16.12 1m25 8m23 28.37

6 2423 +1.4 +2.6 2075

(700) (359) (414) (602)

17.10 1m30 7m62 29.28

7 2309 +1.4 +2.6 1903

(585) (409) (375) (534)

17.53 1m35 6m37 29.81

8 3412 +1.4 +2.6 1788

(538) (460) (295) (495)

氏名 所属

ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

赤堀　空来 さいたま大原

(3)
ｷｸﾁ ﾅﾂｷ

菊池　捺葵 鶴ヶ島藤

(3)
ﾜｶﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ

若山　美月 朝霞第二

(3)
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ

中村　　葵 坂戸若宮

(3)
ｴﾉﾓﾄ ｺｺｱ

榎本　心愛 さいたま三橋

(3)
ｱﾏﾉ ｼﾎ

天野　志保 さいたま三橋

(3)
ｸﾗﾔ　ﾃｨｱﾅ

倉谷ティアナ 川越東

(3)

(3)
ｽｴﾌｻ ﾓｴｺ

末房　萌子 さいたま大宮西

凡例 



競技会名

投 て き 審 判 長 遠藤　良宏

主催者名 日本陸上競技連盟　　　埼玉陸上競技協会 ト ラ ッ ク 審 判 長 菅野　潤一 混 成 審 判 長 新井　充

開催期日 令和2年8月15日(土）・16日（日) スター ト 審 判 長 市倉　隆有 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 跳 躍 審 判 長 森下　和哉 記 録 主 任 馬場　洋平

日付 種目

橋本　太陽(1) 12.07 福原　悠斗(1) 12.24 藤﨑　　怜(1) 12.25 佐藤　大地(1) 12.60 宮北健太朗(1) 12.63 長谷川礼温(1) 12.76 桜井　礼大(1) 12.84 髙山　由絃(1) 12.97

加須北川辺 狭山西 所沢 蕨第一 朝霞第二 加須騎西 吉川中央 越谷富士

水上信之介(2) 11.39 小田　悠太(2) 11.49 山田　空駕(2) 11.55 水上　颯介(2) 11.57 臼井　泰斗(2) 11.57 恵面　伊吹(2) 11.62 齋藤隆太朗(2) 11.64 佐藤　孔明(2) 11.64

吉川中央 新座第二 戸田笹目 朝霞第一 S 鶴ヶ島 S 鶴ヶ島西 所沢小手指 S さいたま大原 S

秋谷　優斗(3) 10.99 細矢　大翔(3) 11.00 滝澤　悠貴(3) 11.15 阿保　昊太(3) 11.19 三浦　海瑠(3) 11.21 大野　俊介(3) 11.24 阿曽亮太郎(3) 11.45 木村　陽路(3) 11.89

宮代百間 越谷栄進 川口領家 三芳東 川口戸塚西 日高高萩 鶴ヶ島 三芳東

森本　宗介(3) 22.35 加来　優斗(3) 22.69 滝澤　遼太(3) 22.83 新井　心悟(3) 23.20 原島　大和(3) 23.27 小田　　救(3) 23.34 河野　　凪(3) 23.43 武野　和希(3) 23.77

川口西 埼玉栄 朝霞第一 ふじみ野大井 深谷岡部 行田忍 熊谷東 さいたま東浦和

藤井　隼矢(3) 51.73 中島　勇輔(3) 52.39 大瀧　　司(3) 52.45 渋谷　勇耀(3) 52.48 深滝　陸雅(3) 53.13 浅沼　修帆(3) 53.25 中村　公栄(3) 53.38 瀬間　宥大(3) 54.45

川口芝東 寄居 越谷中央 越谷南 上尾原市 志木 上尾東 川島

市村瞭太郎(3) 2:02.70 若林　隼杜(3) 2:02.71 立嶋　大輝(3) 2:04.15 吉田　泰喜(3) 2:06.65 吉國　正道(3) 2:06.69 町田　陽太(3) 2:06.94 磯　　翔真(3) 2:12.45 山口　浩太(3) 2:12.97

川越霞ヶ関 草加栄 上尾原市 坂戸 上尾南 神川 東松山北 伊奈小針

吉倉ナヤブ直希(3) 4:05.52 酒井　忠久(3) 4:05.85 倉本倫太郎(3) 4:07.71 佐野　生樹(3) 4:08.24 冨田　洋輔(3) 4:09.60 佐々木大輝(3) 4:10.44 土田　隼司(3) 4:10.51 渡辺　大雅(3) 4:16.01

草加 新座第五 埼玉大学教育学部附属 さいたま宮前 さいたま第二東 上尾 川口芝東 八潮大原

関口　空良(1) 4:31.21 後藤　優周(1) 4:35.56 吉川　一希(1) 4:38.90 岡田　啓吾(1) 4:41.00 藤澤　春希(1) 4:41.00 田島　侑樹(1) 4:43.78 林　　勇輝(1) 4:44.72 村田　晴輝(1) 4:45.85

加須騎西 川越砂 日高高麗 ふじみ野大井東 S 入間東金子 S 小川東 川越高階 毛呂山川角

小池　翔大(3) 9:02.28 侭田　宇生(3) 9:06.26 中澤　真大(3) 9:10.06 大島　拓人(3) 9:16.42 徳本　　陽(3) 9:17.27 石川　浩輝(2) 9:19.47 大濵　逞真(3) 9:21.39 小島　光稀(3) 9:24.03

越谷栄進 本庄東 川越富士見 川口南 飯能加治 さいたま原山 桶川東 川島

棚澤　　樹(3) 14.94 橋本　　悠(2) 15.03 尾崎　健斗(3) 15.19 長谷川　稜(3) 15.48 角館　永真(3) 15.49 鈴木　竜生(3) 15.63 田中　駿佑(3) 15.71 熊切慶一郎(3) 18.19

朝霞第二 熊谷三尻 上尾東 さいたま慈恩寺 坂戸若宮 さいたま八王子 新座第六 立教新座

三芳東 43.65 朝霞第二 43.93 朝霞第一 44.38 三郷北 44.48 川口西 44.54 鶴ヶ島 45.00 さいたま与野東 45.04 所沢小手指 45.33

山﨑　達矢(3) GR 上野　　誉(3) 岩澤　大知(3) 稲生　遥希(3) 仲田　拓未(3) 工藤　琉斗(2) 西崎　元翔(3) 知久　隼樹(3)

佐久間拓希(3) 棚澤　　樹(3) 水上　颯介(2) 松元　　航(3) 森本　宗介(3) 臼井　泰斗(2) 大野　夢真(3) 安藤　椎汰(3)

木村　陽路(3) 鈴木　克瑠(3) 滝澤　遼太(3) 新井　泰輝(3) 南　　真央(3) 尾根田知拓(3) 小宮　颯太(3) 林　　宥成(3)

阿保　昊太(3) 木村　優斗(3) 石渡　颯人(3) 新井　優輝(3) 吉田　　湊(3) 阿曽亮太郎(3) 田茂　時生(3) 齋藤隆太朗(2)

王　　知己(3) 1m81 清水情太郎(2) 1m81 深川　直人(3) 1m81 上野　　誉(3) 1m81 明吉　恭佑(3) 1m75 網谷　建吾(3) 1m72 三本　耕平(3) 1m72

草加新栄 上尾大石南 久喜太東 朝霞第二 春日部 上尾大石 さいたま大原

齊藤　心勇(3) 1m72

神川

髙橋　涼哉(2) 3m91 坂本　陽亮(3) 3m60 長谷川史温(3) 3m60 佐藤　　心(3) 3m50 遠藤　煌斗(3) 3m20 倉地　崚太(2) 3m20

さいたま片柳 加須騎西 加須騎西 久喜鷲宮東 行田太田 さいたま植竹

海野　快吏(2) 3m60 牧内　伶澪(1) 3m20

加須西 さいたま第二東

木住野幸大(3) 6m40(-0.8) 原　　　丞(3) 6m21(+1.2) 深澤　哲朗(3) 6m15(-0.5) 三輪　颯馬(3) 6m12(+1.3) 吉田　　湊(3) 6m05(+0.5) 星野　元希(3) 6m05(+1.5) 濵田　次郎(3) 6m03(+0.1) 菊池　優斗(3) 6m00(+1.5)

所沢美原 松伏第二 さいたま八王子 深谷幡羅 川口西 上尾太平 朝霞第二 草加川柳

橋本　空楽(3) 13m64 榊原　　晶(3) 11m54 髙橋　虎徹(3) 11m49 東　　宥佑(3) 11m06 星　　慶君(3) 11m00 野原　康誠(3) 10m59 松尾　風沙(3) 10m54 小久保星斗(3) 10m51

さいたま土屋 美里 朝霞第一 深谷花園 さいたま原山 加須騎西 新座第六 東松山東

磯部　拓夢(3) 2444点 緒方　陽平(3) 2328点 大林　聖和(3) 2157点 上田　麗音(3) 2117点 金子　健仁(3) 1967点 川畑　昊希(3) 1890点 山口　李世(3) 1716点

本庄南 桶川西 北本東 所沢中央 西武学園文理 三郷早稲田 さいたま大成

凡例  S:着差あり　GR:大会記録

17.22(0.0)-10m17 17.06(0.0)-9m62 18.57(0.0)-9m03 18.19(0.0)-9m44 18.97(0.0)-11m68

8月16日 中学男子走高跳

8月15日 中学男子棒高跳

8月15日 中学男子走幅跳

15.81(0.0)-11m21 15.81(0.0)-9m97

8月16日 中学男子砲丸投(5.000kg)

8月15日 中学男子1500m

8月16日 中学１年男子1500m

8月16日 中学男子3000m

8月16日 中学男子4X100mR

6位 8位

8月15日
中学３年男子100m 

風：+1.3

7位1位 2位 3位 4位 5位

8月16日
中学男子200m 

風：-0.6

令和２年度      　第66回全日本中学生通信陸上競技埼玉県大会

決　勝　成　績　一　覧　（男　子）

8月16日 中学男子800m

8月15日
中学１年男子100m 

風：+0.6

8月15日
中学２年男子100m 

風：+1.9

8月15日 中学男子400m

8月15日 
～16日

中学男子四種競技

8月16日
中学男子110mH(0.914m) 

風：+0.8

1m71-55.50 1m65-55.32 1m55-54.17 1m45-1:02.171m55-54.72 1m55-53.95 1m45-55.46



競技会名

投 て き 審 判 長 遠藤　良宏

主催者名 日本陸上競技連盟　　　埼玉陸上競技協会 ト ラ ッ ク 審 判 長 菅野　潤一 混 成 審 判 長 新井　充

開催期日 令和2年8月15日(土）・16日（日) スター ト 審 判 長 市倉　隆有 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 跳 躍 審 判 長 森下　和哉 記 録 主 任 馬場　洋平

日付 種目

渡辺　幸穂(1) 13.07 成澤　花奈(1) 13.15 後藤さくら(1) 13.24 本木　結萌(1) 13.30 池田　栞子(1) 13.39 小林　心澄(1) 13.49 金子　実央(1) 13.64 齋藤　彩空(1) 13.75

朝霞第三 朝霞第三 新座第三 深谷幡羅 春日部東 草加 春日部葛飾 ふじみ野大井

ワジェロリサ(2) 12.71 新木　水姫(2) 12.79 三島　菜楠(2) 12.84 大槻さくら(2) 12.96 田中　春羽(2) 13.13 河野　珠季(2) 13.14 ｲﾚﾁｭｸｱﾏｶﾐﾗ(2) 13.15 墨野倉千夏(2) 13.17

桶川東 熊谷富士見 国際学院 朝霞第一 ふじみ野福岡 鴻巣赤見台 新座第六 深谷幡羅

西村　梨鶴(3) 12.79 田口　侑楽(3) 12.90 加藤　有純(3) 12.91 カンメヘナズ(3) 12.99 森田　乃愛(3) 13.06 齊藤奈々美(3) 13.12 道下　愛佳(3) 13.13

東松山南 熊谷富士見 熊谷富士見 杉戸 所沢中央 川口戸塚 新座第二

新井　華子(3) 26.07 ｼﾗﾌｧﾝﾀ恵理加(2) 26.84 吉永　　葵(3) 27.15 髙堰　芽依(3) 27.51 吉川　　花(3) 27.53 大西　真子(3) 27.80

熊谷東 埼玉栄 八潮八幡 八潮八幡 入間上藤沢 草加

大橋　雪奈(3) 2:19.02 横山絵実俐(2) 2:19.57 小林　凜花(2) 2:20.50 松本　愛澄(3) 2:20.84 高須　望華(2) 2:21.36 池田　美咲(2) 2:23.07 玉川　結空(3) 2:30.19 堀越なつこ(3) 2:31.23

越谷大袋 獨協埼玉 寄居城南 寄居男衾 三郷栄 さいたま宮原 八潮八幡 新座第二

水越　麻衣(3) 4:34.32 須郷　柚菜(3) 4:35.90 成瀬　結菜(2) 4:38.90 赤羽　優苗(2) 4:40.24 野﨑　美羽(2) 4:41.74 江良　梨音(2) 4:47.27 日比那美梨(3) 4:48.10 松田　有加(3) 4:48.42

草加 三郷北 鶴ヶ島藤 東松山南 上尾東 さいたま宮原 上尾原市 寄居

山本　佳那(3) 14.73 古山　萌香(3) 15.10 佐々木彩乃(3) 15.45 小林　穂花(3) 15.58

さいたま大宮北 鴻巣赤見台 春日部東 春日部飯沼

熊谷富士見 50.37 東松山南 51.23 新座第二 51.34 朝霞第二 51.58 朝霞第三 51.83 八潮八幡 51.85 所沢 52.26 杉戸 52.35

岡田　夢菜(3) 矢野　柚紗(1) 神谷　彩文(3) 長井　未緒(2) 豊原　叶絵(2) 木村　文馨(3) 北田　悠華(3) 黒須　七海(3)

新木　水姫(2) 西村　梨鶴(3) 道下　愛佳(3) 春木　伶菜(2) 河野邉彩奈(3) 髙堰　芽依(3) ｶﾞﾑﾝﾀﾞﾆ晏那(2) 髙木　結衣(2)

加藤　有純(3) 的場　香穂(3) 種岡　紗彩(2) 髙岡　里奈(3) 成澤　花奈(1) 玉川　結空(3) 篠崎知香子(3) 小倉　結衣(3)

田口　侑楽(3) 加藤　　花(3) 樗澤　優菜(3) 若山　美月(3) 渡辺　幸穂(1) 吉永　　葵(3) 松長　美奈(3) カンメヘナズ(3)

町田瑠璃華(3) 1m60 中村　仁胡(3) 1m60 大久保静羅(3) 1m57 秋元　彩詠(3) 1m54 山本真里奈(3) 1m51 相田　優良(3) 1m48

久喜太東 所沢東 寄居男衾 さいたま大宮西 桶川 富士見台

青木　萌佳(2) 1m48

春日部共栄

村山　羽乃(2) 1m48

三郷北

吉岡　楓花(3) 1m48

自由の森学園

渡邊　冴璃(3) 3m60 吉澤　珠理(3) 3m60 島田　咲良(3) 3m15 渡邊　紗莱(1) 3m00 坂上　凛璃(3) 2m90 岩田　淑美(3) 2m80 空閑　　咲(3) 2m60 田中　　響(3) 2m60

川口幸並 =SJR,GR 上尾原市 =SJR,GR 川口安行 川口幸並 加須西 加須昭和 八潮八幡 さいたま片柳

近藤いおん(2) 5m32(+0.7) 磯山　優来(3) 5m30(+1.3) 香川恵愛ｼﾎﾟｰﾗﾊｳﾞｨﾘ(2) 5m26(+1.6) 髙岡　里奈(3) 5m10(+1.9) 大内　美優(2) 5m06(+1.8) 関川　莉良(2) 5m03(+1.2) 石川　莉子(3) 5m02(+1.4) 坂本　華厘(3) 4m94(+1.3)

三郷彦成 富士見台 さいたま三室 朝霞第二 蓮田南 上尾瓦葺 深谷岡部 新座第二

堀野　　遥(3) 13m07 石橋　果怜(3) 11m67 田中　夏海(3) 10m95 保科　希葵(3) 10m87 會田　緋彩(2) 10m85 廣瀬　凜花(3) 10m69 遠藤　　緋(3) 10m57 飯野　碧梨(3) 10m51

本庄南 さいたま大宮北 所沢中央 東松山白山 坂戸 熊谷三尻 坂戸 深谷川本

赤堀　空来(3) 2809点 菊池　捺葵(3) 2449点 若山　美月(3) 2377点 中村　　葵(3) 2288点 榎本　心愛(3) 2108点 天野　志保(3) 2075点 倉谷ティアナ(3) 1903点 末房　萌子(3) 1788点

さいたま大原 鶴ヶ島藤 朝霞第二 坂戸若宮 さいたま三橋 さいたま三橋 川越東 さいたま大宮西

凡例  =SJR:埼玉県中学校記録 GR:大会記録

16.00(+1.4)-1m40 17.04(+1.4)-1m40 16.12(+1.4)-1m25

8月15日 中学女子800m

8月16日 中学女子1500m

8月16日 中学女子4X100mR

8月15日
中学女子200m 

風：+1.4

8月15日
中学女子100mH(0.762m) 

風：+1.0

8月16日
中学３年女子100m 

風：+1.1

令和２年度      　第66回全日本中学生通信陸上競技埼玉県大会

決　勝　成　績　一　覧　（女　子）

8月16日
中学１年女子100m 

風：+1.7

8月16日
中学２年女子100m 

風：-1.1

10m15-26.80(+2.6) 9m19-27.47(+2.6) 9m08-28.45(+2.6)

14.84(+1.4)-1m55 15.02(+1.4)-1m35 15.57(+1.4)-1m43

8月15日 中学女子走高跳

8月16日 中学女子棒高跳

8月15日 
～16日

中学女子四種競技

8月16日 中学女子走幅跳

8月15日 中学女子砲丸投

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9m54-28.88(+2.6) 8m98-29.18(+2.6) 8m23-28.37(+2.6) 7m62-29.28(+2.6) 6m37-29.81(+2.6)

17.10(+1.4)-1m30 17.53(+1.4)-1m35


