
ﾄﾗｯｸ審判長　渡辺　隆洋 混成競技審判長　大塚　寿

第６４回埼玉県陸上競技選手権大会 平成２１年６月５日(金)～７日(日)跳躍審判長 中田　次夫 招集所審判長　日下部　秀一記録主任　濱田　三喜男

投擲審判長 高木 英朗
日付 種目

6/7 男子100m 佐藤　真太郎 10.69塚越　健太郎(3) 10.78佐々木　祐輔 10.90紺野　靖人 (4) 10.91相馬　光平 (2) 10.95井盛　雅 10.96早野　桂祐 (3) 10.96名嘉眞　朝康 11.04

風:-1.4 埼玉：ｸﾚｰﾏｰTC 埼玉：順天堂大 埼玉：AC武南 埼玉：日本大 埼玉：大東文化大 埼玉：A･I･R 埼玉：東洋大 埼玉：日本ｳｴﾙﾈｽ

6/6 男子200m 関根　幸大 (2) 21.45紺野　靖人 (4) 21.69名嘉眞　朝康 21.71野島　孝典 (3) 21.85渡辺　潤一 22.03今枝　康祐 (2) 22.03岩堀　雅之 (4) 22.06酒巻　崇史 (4) 22.55

風:-1.0 埼玉：大東文化大 埼玉：日本大 埼玉：日本ｳｴﾙﾈｽ 埼玉：大東文化大 埼玉：CRC 埼玉：東洋大 埼玉：大東文化大 埼玉：日本大

6/7 男子400m 出浦　教行 (4)0.47.86山崎　謙吾 (2)0.47.89中島　雅達 (1)0.48.13柳澤　純太 (3)0.48.33塩原　一也 0.48.44今泉　和真 0.49.16野島　孝典 (3)0.49.24

埼玉：順天堂大 埼玉：埼玉栄 埼玉：大東文化大 埼玉：市立浦和 埼玉：日本ｳｴﾙﾈｽ 埼玉：埼玉大TC 埼玉：大東文化大

6/5 男子800m 石丸　信吾 (3)1.53.20新垣　良尚 (3)1.53.67内山　浩貴 (3)1.54.43坂庭　大輝 (3)1.54.71境野　瑞也 (3)1.55.17上野　光弘 1.55.27太田　裕之 (2)1.55.30

埼玉：明治大 埼玉：日本大 埼玉：武南 埼玉：城北埼玉 埼玉：国際武道大 埼玉：日本ｳｴﾙﾈｽ 埼玉：立教大

6/7男子1500m 畦田　泰洋 (4)3.57.30関口　直人 (3)3.57.68坂庭　大輝 (3)3.57.76ｵｾｲ　ﾀﾞﾆｴﾙ (2)4.00.48太田　裕之 (2)4.02.42西川　琢麻 (3)4.02.78渡辺　季雄 (3)4.03.77葛巻　拓朗 (2)4.04.02

埼玉：城西大 埼玉：浦和 埼玉：城北埼玉 埼玉：市立川口 埼玉：立教大 埼玉：春日部東 埼玉：城北埼玉 埼玉：武蔵野学院大

6/6男子5000m 牧野　冴希 14.31.08石原　洸 14.31.81加藤　直樹 14.32.53清野　篤 (4)14.38.18市川　健一 14.40.27永田　健二 (4)14.42.07郷　裕貴 (3)14.49.90宮本　脩平 14.59.37

埼玉：川口陸協 埼玉：新電元工業 埼玉：新電元工業 埼玉：大東文化大 埼玉：Honda 埼玉：駿河台大 埼玉：市立川口 埼玉：新電元工業

6/5男子10000m Hajin　Aman 28.44.35堀口　貴史 28.56.41中尾　誠宏 29.12.80山中　貴弘 29.35.81清野　篤 (4)30.23.52今堀　将司 30.30.41鈴木　正章 30.47.25阪上　孝輝 30.52.53

埼玉：Honda 埼玉：Honda 埼玉：Honda 埼玉：Honda 埼玉：大東文化大 埼玉：Honda 埼玉：ﾎﾞｯｼｭ 埼玉：ﾎﾞｯｼｭ

6/6男子110mH大橋　祐二 13.93大室　秀樹 (1) 14.28秋山　祐介 14.35田中　慎也 14.54植田　将 (3) 15.10田島　玲 (1) 15.16青木　健太 (3) 15.28小野塚　司 (3) 15.42

風:+0.5 埼玉：ﾐｽﾞﾉ 埼玉：筑波大 埼玉：埼玉大TC 埼玉：上尾市陸協 埼玉：昌平 埼玉：大東文化大 埼玉：川口工 埼玉：武南

6/6男子B110mH三浦　拓哉 (1) 15.47山下　修司 (1) 16.10

風:+0.9 埼玉：川口北 埼玉：蕨

6/5男子400mH出浦　教行 (4)0.50.94長島　貴之 (2)0.52.39加藤　誠也 (2)0.52.93岩崎　裕亮 (1)0.52.97前野　景 (3)0.53.13齋藤　大樹 (4)0.53.17八本　友和 0.53.24

埼玉：順天堂大 埼玉：東京学芸大 埼玉：松山 埼玉：東洋大 埼玉：東京農大三 埼玉：日体大 埼玉：ﾙｰﾄ846

6/6男子3000mSC森宗　信也 9.10.06関口　直人 (3)9.14.15内田　拓 (3)9.14.40千葉　一慶 (3)9.20.68新井　一匡 9.23.70長谷川　瑞貴(3)9.25.26田中　啓 (3)9.27.98菅原　拓也 (3)9.30.14

埼玉：自体校 埼玉：浦和 埼玉：東京農大三 埼玉：川越南 埼玉：所沢市消防本部 埼玉：西武文理 埼玉：花咲徳栄 埼玉：狭山ヶ丘

6/5男子5000mW藤野原　稔人 20.13.49関根　崇 (4)20.39.28大木　脩平 (1)21.38.16土濃塚　渉 22.12.38日下　秀人 22.13.61菅沼　慎司 (1)22.16.77鈴木　数史 (3)22.19.76武藤　直幸 (3)22.28.71

埼玉：三水ﾃｸﾉ 埼玉：早稲田大 埼玉：山梨学院大 埼玉：さいたま陸協 埼玉：陸歩ｸﾗﾌﾞ 埼玉：国際武道大 埼玉：越谷南 埼玉：松山

6/5男子4X100mR埼玉：大東文化大 0.40.36埼玉：日本ウエルネス0.41.48埼玉：埼玉栄 0.41.70埼玉：花咲徳栄 0.42.23埼玉：西武文理 0.42.43埼玉：国士舘大 0.42.46埼玉：川越 0.42.54

  大澤　拓也(1)GR,SR  石川　慎太郎   小林　大輝(2)   加藤　将之(3)   溝橋　亮太(1)   今井　克俊(3)   小田川　貴紀(3)

  相馬　光平(2)   名嘉眞　朝康   高橋　健 (3)   薄羽　拓哉(3)   宍戸　偉海(2)   桑原　明弘(2)   田口　幸樹(3)

  岩堀　雅之(4)   安村　頼宣   小杉　俊裕(3)   内田　貴大(3)   長堀　光 (3)   植田　尚樹(2)   丸山　智也(3)

  関根　幸大(2)   泉谷　建太   森　正樹 (2)   青木　敬介(3)   堅木　寿人(3)   糟谷　幸男(3)   中山　雄太(3)

6/7男子4X400mR埼玉：日本ウエルネス3.12.35埼玉：大東文化大 3.12.82埼玉：埼玉栄 3.16.02埼玉：国士舘大 3.16.41埼玉：東洋大 3.16.71埼玉：駿河台大 3.16.71埼玉：松山 3.22.51埼玉：蕨 3.29.29

  泉谷　建太   野島　孝典(3)   山崎　謙吾(2)   糟谷　幸男(3)   今枝　康祐(2)   田中　駿也(1)   中村　直 (3)   吉田　誠 (3)

  上野　光弘   中村　健吾(3)   飯崎　翔太(2)   桑原　明弘(2)   渋谷　一平(4)   丹野　陽介(1)   村上　勇二(3)   秋本　貴大(3)

  福島　郁也   中島　雅達(1)   高橋　健 (3)   植田　尚樹(2)   岩合　昭直(2)   池田　和也(1)   加藤　誠也(2)   齋藤　誠人(2)

  金子　信   関　慎吾 (2)   小杉　俊裕(3)   岸　武享 (3)   岩崎　裕亮(1)   田中　宏和(3)   前川　翔太(2)   山下　修司(1)

6/7男子走高跳 佐藤　恭史 (3) 2m10田端　和輝 2m10五十嵐　雄太(4) 2m04栗原　龍 2m01吉川　弘祐 (4) 2m01武井　泰宏 (3) 2m01根本　泰行 (4) 1m98新井　郁也 (2) 1m90

埼玉：日本大 埼玉：小川町陸協 埼玉：平成国際大 埼玉：日本ｳｴﾙﾈｽ 埼玉：聖学院大 埼玉：首都大 埼玉：日体大 埼玉：大宮南同順

前島　奨

埼玉：越谷陸協同順

6/5男子棒高跳 草間　裕 5m00川島　優 (2) 4m70柏　英明 4m70伊藤　稜真 (3) 4m70村山　裕紀 (3) 4m60福原　大地 (1) 4m60成田　紘章 (4) 4m40藤野　亮太 (3) 4m40

埼玉：八潮陸協 埼玉：不動岡 埼玉：八潮陸協 埼玉：八潮 埼玉：平成国際大 埼玉：順天堂大 埼玉：中京大 埼玉：松山

6/6男子走幅跳 辻　将也 (2)7m51 +0.6嘉山　大介 (1)7m26 0.0早野　雅人 (3)7m25 -0.1中島　貴大 (1)7m03 +0.8鈴木　康太 (4)6m99 0.0宮澤　亮平 (2)6m91 +0.5荒木　達也 (4)6m88 +0.3廣瀬　悠平 (3)6m88 0.0

埼玉：大東文化大 埼玉：日本大 埼玉：早稲田大 埼玉：早大同 埼玉：聖学院大 埼玉：大宮南 埼玉：順天堂大 埼玉：東洋大

6/7男子三段跳 西岡　将貴 (4)15m06 +1.0平沢　晋太郎 (4)14m64 +0.4鈴木　康太 (4)14m58 +0.1赤羽　力也 (2)14m53 -1.3嘉山　大介 (1)14m49 +1.1松堂　永 (3)14m33 +0.4山田　一輝 (3)14m26 +0.8天野　秀哉 (4)14m24 +0.5

埼玉：大東文化大 埼玉：法政大 埼玉：聖学院大 埼玉：順天堂大 埼玉：日本大 埼玉：杉戸 埼玉：埼玉大 埼玉：国際武道大

6/6男子砲丸投 山﨑　俊幸 13m88小林　寛雅 (2) 13m44秋野　真理 (1) 13m31斉藤　駿介 12m67中村　旭宏 12m63新島　潤哉 (1) 12m50泉　宗宏 12m44酒井　宏和 (1) 12m43

埼玉：長倉小教 埼玉：宮代 埼玉：国士舘大 埼玉：SOUL 埼玉：日本ｳｴﾙﾈｽ 埼玉：国際武道大 埼玉：日本ｳｴﾙﾈｽ 埼玉：聖学院大

6/7男子円盤投 秋山　裕樹 43m30友成　正 41m83杦田　直巳 (3) 40m61梨本　悠太 (3) 39m60小林　寛雅 (2) 38m90竹内　竜也 (2) 38m05秋野　真理 (1) 37m47栗原　尚也 (1) 35m77

埼玉：新座陸協 埼玉：TN AC 埼玉：松山 埼玉：国際武道大 埼玉：宮代 埼玉：鹿屋体育大 埼玉：国士舘大 埼玉：聖学院大

6/6男子B円盤投 大川　聖人 (1) 36m50小高　大和 (1) 35m06武田　一城 (1) 34m31横尾　秀明 (1) 32m59

埼玉：宮代 埼玉：所沢西 埼玉：西武台 埼玉：西武台

6/5男子ﾊﾝﾏｰ投 碓井　崇 62m36野島　克幸 (2) 59m56八鍬　博紀 55m46奥澤　誠 (4) 55m12高橋　直之 54m67須加　幸生 (1) 53m11土肥　佑輔 51m51柳川　紀之 (1) 51m47

埼玉：蓮田市陸協 埼玉：国際武道大 埼玉：STS 埼玉：国際武道大 埼玉：STS 埼玉：東海大 埼玉：ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｿﾌﾄｳｴｱ 埼玉：日本大

6/5男子やり投 猪ﾉ原　達弥 69m83井上　順仁 (3) 64m04池田　圭三 63m92新井　涼平 (3) 62m37小川　真 (1) 58m73松浦　直人 57m57高橋　良幸 (3) 56m03中内　和樹 (3) 54m63

埼玉：平成国際大 埼玉：国際武道大 埼玉：平成国際大 埼玉：皆野 埼玉：大東文化大 埼玉：和光高教 埼玉：順天堂大 埼玉：国際武道大
6/5男子十種競技 金子　信 7035會田　裕亮 (4) 6713山角　俊哉 (4) 6222石塚　勇貴 (2) 5265佐藤　喜寛 (4) 5168鈴木　禎教 (4) 4942戸塚　正浩 4559坂本　裕太 4504
6/6 埼玉：日本ｳｴﾙﾈｽ 埼玉：日体大 埼玉：平成国際大 埼玉：日体大 埼玉：日体大 埼玉：立教大 埼玉：日本ｳｴﾙﾈｽ 埼玉：日本ｳｴﾙﾈｽ

17.02-23m96-3m30-32m29-5.01.0517.65-21m70-2m70-35m85-4.46.9220.49-29m76--35m88-4.38.0419.92-20m73-2m50-34m47-4.54.0715.10-29m19-3m90-56m08-4.21.6315.59-35m78-4m20-50m02-4.46.6215.88-29m56-4m50-44m30-4.51.6016.54-25m76-2m90-42m54-4.36.41
11.67-5m88-8m37-1m70-53.2211.61-5m80-6m31-1m65-51.8811.95-5m38-9m95-1m55-52.9112.09-6m31-8m02-1m50-54.5111.12-6m78-10m19-1m86-48.0311.40-6m75-11m33-1m75-50.9211.51-6m33-10m04-1m70-52.4611.98-5m64-8m18-1m65-53.78

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位



ﾄﾗｯｸ審判長　渡辺　隆洋 混成競技審判長　大塚　寿

第６４回埼玉県陸上競技選手権大会 平成２１年６月５日(金)～７日(日)跳躍審判長 中田　次夫 招集所審判長　日下部　秀一記録主任　濱田　三喜男

投擲審判長 高木 英朗
日付 種目

6/7 女子100m 内免　仁美 (3) 12.40西山　由莉 (1) 12.59赤司　かずみ(2) 12.61小幡　美奈子(2) 12.67淺野　えりな(2) 12.68村上　暖子 (1) 12.76青木　千枝 (4) 12.93

風:+1.0 埼玉：岩槻商 埼玉：越谷西 埼玉：春日部共栄 埼玉：越ヶ谷 埼玉：蕨 埼玉：越谷西 埼玉：東女体大

6/6 女子200m 山田　速香 24.77小幡　美奈子(2) 25.70稲葉　美帆 (3) 25.79中澤　彩圭 (1) 25.86松澤　奈美 (3) 25.91松本　菜摘 (3) 25.97小泉　彩華 (3) 26.04大野　あすか(3) 26.23

風:+0.8 埼玉：ｸﾚｰﾏｰTC 埼玉：越ヶ谷 埼玉：越谷総技 埼玉：武南 埼玉：聖学院大 埼玉：日体大 埼玉：大井 埼玉：狭山ヶ丘

6/7 女子400m 真下　まなみ(3)0.54.73山田　速香 0.55.87池田　有希 (3)0.56.81松本　微香 (3)0.57.90木村　祥 (2)0.57.92松本　菜摘 (3)0.58.27平野　加奈子(4)0.58.72中山　真里 (2)1.00.15

埼玉：深谷商 埼玉：ｸﾚｰﾏｰTC 埼玉：青山学院大 埼玉：川越南 埼玉：聖学院大 埼玉：日体大 埼玉：東洋大 埼玉：坂戸西

6/5 女子800m 西村　美樹 2.12.82石井　まい (1)2.13.50藤ﾉ木　詩織 (2)2.14.44関根　聡美 (3)2.14.62井関　美優 (2)2.14.88小林　美貴 (1)2.16.13今福　智絵 (1)2.24.16

埼玉：自体校 埼玉：深谷商 埼玉：東京農大三 埼玉：早稲田大 埼玉：越谷西 埼玉：伊奈学園総合 埼玉：早稲田大

6/7女子1500m 柴田　千歳 (3)4.29.47山﨑　千裕 4.30.65小林　美貴 (1)4.30.90小原　美妃子(3)4.32.54井関　美優 (2)4.35.65町田　加奈 (3)4.41.26倉林　亜弥 (3)4.42.46吉田　泉 (1)4.43.26

埼玉：熊谷女 埼玉：しまむら 埼玉：伊奈学園総合 埼玉：川越南 埼玉：越谷西 埼玉：春日部女 埼玉：東京農大三 埼玉：伊奈学園総合

6/6女子5000m 後藤　奈津子(4)16.25.38須黒　なつ美(3)16.58.00田辺　彩 (3)17.05.69雨宮　友紀 (3)17.27.75神部　千晴 (3)17.38.51国友　優 (3)17.47.53安藤　こずえ(3)18.27.16石川　麻衣 (2)18.46.72

埼玉：日本大 埼玉：日体大 埼玉：日体大 埼玉：熊谷女 埼玉：久喜 埼玉：市立川口 埼玉：城西国際大 埼玉：久喜

6/5女子10000m 後藤　奈津子(4)33.56.26神部　千晴 (3)36.35.97

埼玉：日本大 GR 埼玉：久喜

6/6女子100mH中嶋　はるみ(2) 14.93須藤　愛美 (1) 14.96阿部　友里亜(3) 15.10大澤　早紀 (3) 15.11須藤　愛理 (2) 15.42木幡　玲依 15.44ﾍﾞﾝｼﾞｬﾊﾞﾗ　美菜(3) 15.56太田　恵里香(3) 15.67

風:+0.9 埼玉：埼玉大 埼玉：日女体大 埼玉：東女体大 埼玉：深谷商 埼玉：深谷商 埼玉：日本ｳｴﾙﾈｽ 埼玉：国際学院 埼玉：川越西

6/6女子B100mH六川　史織 (1) 16.00工藤　杏奈 (1) 16.15西村　ゆき乃(1) 16.75春日　梨花 (1) 18.32

風:+0.3 埼玉：川越南 埼玉：久喜 埼玉：浦和南 埼玉：坂戸西

6/5女子400mH大澤　早紀 (3)1.01.44北島　歩 (3)1.03.70中山　真里 (2)1.04.88髙橋　舞 (3)1.05.03佐藤　礼子 (3)1.05.07山中　梨沙 (3)1.05.11薄田　七海 (2)1.05.46

埼玉：深谷商 埼玉：越谷西 埼玉：坂戸西 埼玉：埼玉栄 埼玉：西武文理 埼玉：不動岡 埼玉：市立川口

6/6女子3000mSC木村　美菜 (2)13.59.57

埼玉：浦和商

6/5女子5000mW岡田　久美子(3)22.47.51越　弓恵 (4)23.42.60中野　里佐 (3)23.43.19五井　愛乃 (2)24.35.66杉原　美桜 (1)25.03.23玉木　美帆 (2)25.08.38芹澤　祐実 (2)25.17.61山崎　佐織 (3)25.21.20

埼玉：熊谷女 GR 埼玉：筑波大 埼玉：熊谷女 埼玉：熊谷女 埼玉：東海大 埼玉：春日部東 埼玉：久喜 埼玉：東京学芸大

6/5女子4X100mR埼玉：埼玉栄 0.47.60埼玉：越谷西 0.48.23埼玉：東女体大 0.49.10埼玉：越谷南 0.49.10埼玉：大井 0.49.25埼玉：聖学院大 0.49.51埼玉：所沢西 0.49.66埼玉：大東文化大 0.49.73

  林　真穂 (3)   村上　暖子(1)   鈴木　亜季子(1)   濵崎　舞 (1)   尾藤　栞菜(3)   佐藤　ちひろ(1)   石井　沙知(2)   久保田　彩(2)

  萩原　さやか(3)   渡邉　美里(3)   新井　愛実(3)   植竹　彩夏(2)   横山　陽香(3)   松澤　奈美(3)   平塚　瑞希(2)   庄司　彩花(3)

  野崎　友美(2)   渡邉　泉希(3)   阿部　友里亜(3)   原　あゆみ(3)   増尾　奈緒(3)   木村　祥 (2)   加藤　彩夏(3)   鬼塚　絢子(3)

  角名　亜衣美(1)   西山　由莉(1)   青木　千枝(4)   野里　ひとみ(2)   小泉　彩華(3)   今野　美穂(2)   三橋　舞子(2)   栗田　美帆(2)

6/7女子4X400mR埼玉：深谷商 3.54.99埼玉：伊奈学園総合3.57.66埼玉：東京農大三 3.57.98埼玉：聖学院大 3.58.03埼玉：市立川口 3.58.37埼玉：日本ウエルネス3.59.38埼玉：狭山ヶ丘 3.59.86埼玉：川越女 4.00.13

  林　加奈子(1)   野本　菜穂子(3)   島田　愛弓(1)   喜田　以杏(1)   小野　南 (2)   木幡　玲依   福井　梨乃(3)   北村　真理(2)

  大澤　早紀(3)   岸　成穂 (3)   三浦　智夏(1)   佐藤　ちひろ(1)   橋本　侑子(3)   尾林　知夏   嶺　知里 (2)   北村　優衣(3)

  江口　みどり(3)   吉塚　里菜(2)   松本　侑子(2)   松澤　奈美(3)   岡田　あかり(3)   槌西　美穂   栗原　嶺 (3)   嵩下　沙弥(2)

  石井　まい(1)   小林　美貴(1)   藤ﾉ木　詩織(2)   木村　祥 (2)   薄田　七海(2)   村田　舞夢   大野　あすか(3)   中村　あすみ(3)

6/7女子走高跳 礒　聡美 (4) 1m63松原　絢野 1m60田中　万智 (3) 1m60山手　美久莉(1) 1m60菅沼　美咲 (1) 1m60庄司　雪乃 (1) 1m60庄司　彩花 (3) 1m55石井　知 (3) 1m55

埼玉：立教大 埼玉：越谷陸協同順 埼玉：埼玉栄同順 埼玉：深谷商 埼玉：松山女 埼玉：市立川口 埼玉：大東文化大 埼玉：大宮南

6/6女子棒高跳 今野　美穂 (2) 3m85信田　愛樹 (2) 3m50有川　星女 (1) 3m40井戸川　桃 (3) 3m40安井　理恵 (3) 3m20片方　めぐみ(2) 3m10竹多　祐里菜(3) 3m00田代　 美紅 (2) 3m00

埼玉：聖学院大 埼玉：白岡 埼玉：筑波大同順 埼玉：草加 同順 埼玉：草加 埼玉：白岡 埼玉：片柳中同順 埼玉：花咲徳栄同順

6/5女子走幅跳 町田　由美子 5m81 +1.2須藤　愛美 (1)5m62 +0.1内免　仁美 (3)5m61 -0.2淺野　えりな(2)5m56 +0.5大窪　海音香(1)5m55 +0.6岩崎　里歩 (2)5m51 +2.1柿沼 　碧 (3)5m36 +0.4清野　華菜 (1)5m34 +0.7

埼玉：上尾市陸協 埼玉：日女体大 埼玉：岩槻商 埼玉：蕨 埼玉：埼玉栄 埼玉：埼玉栄 埼玉：川口北 埼玉：埼玉栄

6/7女子三段跳 藤田　奈保子 11m69 +0.2三盃　ひかり (2)11m29 -0.3柿沼　碧 (3)11m29 +1.4川口　ﾙﾅ 11m13 -0.5青木　詩織 (3)10m92 -0.1千代田　佳恵 (3)10m91 -0.5原　弓佳 (3)10m76 +0.1淺野　えりな (2)10m70 0.0

埼玉：聖学院T&F 埼玉：聖望 埼玉：川口北 埼玉：川口陸協 埼玉：深谷商 埼玉：伊奈学園総合 埼玉：国士舘大 埼玉：蕨

6/6女子砲丸投 松田　昌己 (1) 13m35新井　美保 (3) 12m37飯塚　愛戸 (1) 11m94小林　尚子 (2) 11m70加藤　未晴 (2) 11m67田中　梨穂 (4) 11m30小堀　恭子 (1) 11m04伊藤　由衣 (3) 10m72

埼玉：西武台 埼玉：中央大 埼玉：栗橋 埼玉：久喜 埼玉：聖学院大 埼玉：国際武道大 埼玉：川口総合 埼玉：浦和商

6/7女子円盤投 富沢　舞子 (1) 42m27櫻井　美也 (4) 41m75関根　麻理子(3) 40m88加藤　未晴 (2) 40m79新井　美保 (3) 38m61一条　真愛 (2) 37m76田中　梨穂 (4) 35m66伊藤　由衣 (3) 35m38

埼玉：埼玉大 埼玉：大東文化大 埼玉：東女体大 埼玉：聖学院大 埼玉：中央大 埼玉：聖学院大 埼玉：国際武道大 埼玉：浦和商

6/6女子ﾊﾝﾏｰ投 武富　麻衣 (3) 44m05八鍬　洋美 43m34川田　紗友莉(3) 42m75中山　眞依 (2) 38m49島崎　京子 (3) 38m20野島　千花子(2) 36m57福田　友里子(1) 35m32橋本　鈴香 (2) 32m75

埼玉：草加 埼玉：STS 埼玉：日体大 埼玉：草加 埼玉：進修館 埼玉：進修館 埼玉：日体大 埼玉：川口総合

6/5女子やり投 石田　葵 (3) 47m83福島　さゆり(2) 46m87一条　真愛 (2) 43m56石川　嘉美 (1) 42m83小坂　綾 42m74廣瀨　未紗紀(2) 42m49鈴木　美華 (3) 41m98松本　梨沙 (3) 40m40

埼玉：上尾 埼玉：日女体大 埼玉：聖学院大 埼玉：日女体大 埼玉：埼玉陸協 埼玉：久喜 埼玉：聖学院大 埼玉：平成国際大
6/6女子七種競技 内田　雅美 (4) 4312新村　慶 (3) 4263木村　実希子(3) 4158庄司　雪乃 (1) 3874名鏡　優佳 (2) 3793初雁　晶子 (3) 3707荒川　泉 (3) 3707庄司　華乃 (1) 3695
6/7 埼玉：東洋大 埼玉：市立川口 埼玉：埼玉栄 埼玉：市立川口 埼玉：日女体大 埼玉：川越女 埼玉：浦和一女 埼玉：市立川口

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

15.52-1m45-10m78-27.3715.78-1m53-9m14-27.2515.48-1m30-8m11-25.8518.05-1m59-7m96-27.4817.73-1m30-10m26-27.3216.51-1m40-6m67-28.0518.73-1m50-6m66-26.1918.12-1m50-8m21-27.90
5m06-37m90-2.45.934m89-30m54-2.30.534m99-33m58-2.33.334m77-28m47-2.33.334m57-31m08-2.29.984m89-31m01-2.39.804m83-20m82-2.24.944m67-29m16-2.36.54


