
ト ラ ッ ク 審 判 長 岩崎　慎一郎

ス タ ー ト 審 判 長 神崎　将吾

跳 躍 審 判 長 中里　和義

投 て き 審 判 長 川田　俊樹

混 成 審 判 長 森　康彦

招 集 所 審 判 長 児玉　隆弘

記 録 主 任 中里　信立

日付 種目

三井 一輝(3) 10.47 富樫 竜輝(2) 10.59 下野 玲央(3) 10.62 宮武 サリームラリー(3) 10.64 門野 大智(3) 10.73 松田 璃央(3) 10.75 大久保 直樹(3) 10.82
春日部 武南 川越東 朝霞西 聖望 大宮東 大宮東
下野 玲央(3) 21.66 富樫 竜輝(2) 21.68 門野 大智(3) 21.70 高田 和(3) 21.94 宮武 サリームラリー(3) 21.95 塩味 奏来(2) 21.98 中川 空(3) 22.05 森本 宗介(1) 22.15
川越東 武南 聖望 早大本庄 朝霞西 立教新座 東京農大三 川越東
日浅 遥河(3) 48.43 中川 空(3) 48.75 万木 大夢(3) 48.94 野田 葵介(2) 49.15 廿浦 亮仁(3) 49.17 小瀬 堅大(2) 49.33 須長 勇人(3) 50.24 森田 陽樹(2) 50.50
川越東 東京農大三 昌平 春日部 埼玉栄 川口市立 豊岡 早大本庄
小瀬 堅大(2) 1:52.04 佐倉 由樹(3) 1:52.60 須長 勇人(3) 1:54.10 辻 啓太(3) 1:55.33 渡辺 芽(3) 1:55.44 吉田 航太朗(2) 1:57.07 丹野 暁翔(2) 1:59.29 三笠 雄大(2) 1:59.56
川口市立 GR 川口市立 豊岡 所沢北 浦和 慶応志木 東京農大三 立教新座
宇田川 瞬矢(3) 3:51.25 松村 隆希(3) 3:53.00 岡田 涼斗(3) 3:54.53 瀬川 翔誠(3) 3:54.87 岩本 聖(3) 3:55.00 上野 隼弥(3) 3:55.13 辻 啓太(3) 4:01.41 根本 樹(3) 4:01.73
東京農大三 埼玉栄 浦和実 埼玉栄 東京農大三 花咲徳栄 所沢北 浦和南
小山 翔也(2) 14:14.94 久保田 琉月(2) 14:15.14 生駒 直幸(3) 14:19.92 宇田川 瞬矢(3) 14:26.27 本間 颯(2) 14:28.82 新井 友裕(3) 14:37.30 小笠原 壮良(3) 14:45.54 内山 壽頼(3) 14:51.00
埼玉栄 GR 埼玉栄 GR 花咲徳栄 東京農大三 埼玉栄 浦和実 昌平 東京農大三
樋口 隼人(3) 14.40 野中 瑛心(2) 14.73 工藤 晴斗(2) 14.81 小川 輝(3) 14.86 田中 京太郎(3) 14.92 伊藤 慎太郎(3) 15.07 佐藤 優守(3) 15.08 西山 兼人(2) 15.11
松山 埼玉栄 花咲徳栄 所沢北 松山 昌平 埼玉栄 昌平
川尻 太一(2) 53.68 櫻井 玲望斗(3) 53.83 石田 直也(3) 54.14 大木 優大(3) 54.82 日下部 功弥(3) 55.04 田中 京太郎(3) 55.09 石田 蒼空(3) 56.28 田中 佐昌(3) 1:02.53
川口市立 坂戸西 入間向陽 埼玉栄 不動岡 松山 春日部共栄 坂戸西
板橋 将吾(3) 9:21.85 山﨑 颯(3) 9:23.56 北野 晴海(3) 9:23.97 山田 翔太(2) 9:24.19 赤星 龍舞(3) 9:25.03 伊藤 新(3) 9:26.57 入澤 大陸(2) 9:29.72 田端 良壮(3) 9:36.50
埼玉栄 埼玉栄 星野 春日部東 埼玉栄 豊岡 浦和実 松山
山本 靜空(3) 23:22.10 三上 司(3) 23:27.86 滝田 格一朗(3) 23:31.77 川村 侑矢(2) 23:52.79 金子 幸世(3) 24:05.09 小宮山 遼人(3) 24:14.89 國井 優仁(3) 24:15.97 畑 航太郎(3) 25:42.03
春日部東 宮代 春日部 蓮田松韻 羽生一 坂戸西 埼玉栄 坂戸西
武南 41.69 立教新座 41.80 大宮東 42.17 埼玉栄 42.34 狭山ヶ丘 42.44 伊奈学園総合 42.47 松山 42.59 浦和 42.71
吉田 旭善(3) 宮﨑 暉(3) 小池 諒武(3) 神田 陽太(3) 宮本 樹(3) 齊間 聖(3) 佐藤 彩人(2) 飯原 圭祐(3)
富樫 竜輝(2) 澤田 悠斗(2) 松田 璃央(3) 安藤 李空(3) 前田 日向(3) 八柳 拓磨(3) 樋口 隼人(3) 磯部 隼汰(3)
伊藤 空(2) 塩味 奏来(2) 野口 翔汰(2) 福田 凱璃(3) 磯部 敬太(3) 山崎 颯太(3) 森林 勇太(3) 西里 碧澄(3)
加藤 奨啓(3) 西田 晃誠(3) 大久保 直樹(3) 廿浦 亮仁(3) 関口 堅太(3) 伊藤 温登(3) 田中 京太郎(3) 河野 凪(1)
川口市立 3:18.34 立教新座 3:20.82 坂戸西 3:21.21 昌平 3:21.40 東京農大三 3:21.47 伊奈学園総合 3:21.70 春日部東 3:22.30 狭山ヶ丘 3:22.68
川尻 太一(2) 三笠 雄大(2) 中嶋 勇輔(1) 楢本 雄貴(3) 加藤 琢勇(3) 武正 琉生(3) 黛 渓太(3) 内海 新大(3)
原 悠貴(2) 宮﨑 暉(3) 櫻井 玲望斗(2) 野口 健太(3) 岡野 哲太(3) 奥村 亮太(3) 草野 拓登(2) 関口 堅太(3)
小山 颯達(2) 戸梶 凌(2) 関原 翔大(2) 渡辺 大晟(3) 喜多野 侑(2) 山崎 颯太(3) 染谷 捷太(3) 柴田 佳祐(3)
佐倉 由樹(3) 塩味 奏来(2) 田中 佐昌(2) 万木 大夢(3) 中川 空(3) 齊間 聖(3) 堤 大翔(2) 德丸 颯馬(3)
横田 空羽太(3) 2m02 安藤 悠都(2) 1m99 小野澤 佑(2) 1m99 渡邊 一輝(3) 1m99 中田 陽(2) 1m96 角田 リコ(3) 1m96 小谷野 敦貴(3) 1m96 森 滉生(3) 1m93
東野 宮代 昌平 草加西 武南 八潮 西武文理 熊谷工
古澤 俊介(3) 4m35 倉田 恒輝(2) 4m30 小山 優人(2) 4m20 長谷川 史温(1) 4m10 佐藤 彩人(2) 4m00 坂本 陽亮(1) 3m80 早川 唯(3) 3m80
越谷南 草加南 白岡 羽生一 松山 久喜工 松山

今田 望天(3) 3m80
八潮

吉岡 楓真(3) 6m96(0.0) 地野 翔太(2) 6m85(-0.4) 大野 滉平(3) 6m81(-1.2) 岩崎 裕太(2) 6m79(-0.1) 櫻井 翔(3) 6m71(+0.3) 大久保 直樹(3) 6m65(-0.1) 山内 友貴(3) 6m61(+0.2) 棚井 将輝(3) 6m57(+0.2)
坂戸西 坂戸西 川口市立 八潮 市立浦和 大宮東 蕨 大宮北
棚井 将輝(3) 14m40(-0.1) 森 悠利(2) 13m98(+2.1) 中村 拓翔(3) 13m77(+1.8) 野口 陸(3) 13m71(+1.4) 野見山 丈琉(3) 13m68(+0.4) 岩崎 裕太(2) 13m67(0.0) 角田 リコ(3) 13m43(-1.5) 鈴木 陸人(2) 13m42(+0.9)
大宮北 花咲徳栄 公認13m46(+0.5) 昌平 松山 上尾 八潮 八潮 いずみ
阿南 渉真(3) 15m48 益井 晴輝(2) 15m02 長谷川 新太(2) 14m12 木島 暖斗(3) 14m10 安達 颯太(3) 13m48 橋本 空楽(1) 13m35 小山 皓幹(3) 13m02 星 慶君(1) 12m80
羽生実 西武台 川口市立 坂戸西 ふじみ野 埼玉栄 栗橋北彩 西武台
益井 晴輝(2) 42m88 三上 陸(2) 39m87 安達 颯太(3) 39m14 阿南 渉真(3) 36m52 木村 優人(3) 36m43 ズッシ 怜旺(3) 35m18 武藤 大空(2) 35m07 小山 皓幹(3) 34m95
西武台 坂戸西 ふじみ野 羽生実 川口工 杉戸 所沢北 栗橋北彩
阿南 渉真(3) 55m76 長谷川 智(3) 53m38 木島 暖斗(3) 47m34 飯島 乾太(3) 45m85 木村 優人(3) 45m44 西田 留唯(3) 44m72 田頭 恵悟(3) 43m66 藤井 鼓樹(3) 43m36
羽生実 坂戸西 坂戸西 本庄 川口工 羽生実 越谷西 鳩ヶ谷
佐野 文哉(3) 57m90 松村 祥吾(3) 56m27 小黒 悠太(3) 52m86 池田 到生(3) 52m82 城戸 陸(3) 52m69 小澤 嘉葵(3) 51m46 鈴木 結人(3) 50m99 田中 翔(3) 50m48
川口市立 花咲徳栄 西武台 西武文理 埼玉栄 八潮南 川口北 鷲宮
竹島 祐人(2) 4968点 野口 健太(3) 4842点 三枝 隼士(2) 4712点 石川 翔(3) 4686点 小林 聖人(3) 4611点 上村 晃誠(3) 4455点 志水 謙介(3) 4400点 今井 大翔(3) 4296点
坂戸西 昌平 伊奈学園総合 大宮南 坂戸西 伊奈学園総合 浦和南 浦和南

男子総合 埼玉栄 82点 坂戸西 70点 川口市立 54点 昌平 36点 東京農大三 33点 花咲徳栄 29点 松山 28.5点 武南 26点
男子トラック 埼玉栄 75点 川口市立 34点 東京農大三 33点 川越東 23点 武南 22点 春日部 19点 松山 18点 立教新座 18点

男子フィールド 坂戸西 40点 羽生実 24点 西武台 22点 川口市立 20点 八潮 14.5点 花咲徳栄 14点 昌平 12点 松山 10.5点
男子混成 坂戸西 12点 伊奈学園総合 9点 昌平 7点 大宮南 5点 浦和南 3点

令和3年度埼玉県学校総合体育大会陸上競技の部 兼 関東高等学校陸上競技選手権大会予選会 【21111001】
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 【111020】
2021/05/09 ～ 2021/05/12

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

5月10日
 男子100m

風：+1.3

5月11日
 男子200m

風：-0.7

5月9日  男子400m

5月11日  男子800m

5月9日  男子1500m

5月11日  男子5000m

5月12日
 男子110mH(1.067m)

風：-0.7

5月11日  男子400mH(0.914m)

5月12日  男子3000mSC(0.914m)

5月11日  男子走高跳

5月9日  男子棒高跳

5月11日  男子5000mW

5月10日  男子4X100mR

5月12日  男子4X400mR

5月9日  男子走幅跳

5月12日  男子三段跳

5月10日  男子砲丸投(6.000kg)

5月12日  男子円盤投(1.750kg)

5月9日  男子ハンマー投(6.000kg)

5月11日  男子やり投(800g)

11.66(-0.5)-6m15(+1.0)-10m66-52.00

16.37(+2.1)-45m99-1m71-4:51.91

5月9日
～10日

 男子八種競技
11.69(-0.5)-5m99(+1.1)-10m25-51.76

16.03(+1.5)-34m17-1m77-4:49.84

11.76(-0.5)-5m95(+2.3)-10m66-53.10

16.34(+1.9)-36m56-1m77-5:02.63

11.35(-0.5)-6m22(-0.1)-7m59-52.67

15.71(+1.9)-36m11-1m65-4:57.66

11.76(-0.5)-5m96(+1.3)-7m96-51.91

17.05(+1.5)-36m25-1m74-4:43.73

11.70(-0.5)-6m19(+0.9)-8m33-52.71

17.45(+2.1)-35m46-1m71-5:05.49

11.87(-0.5)-6m17(+0.9)-8m80-53.09

18.37(+1.5)-36m22-1m65-4:48.78

12.06(-0.5)-6m08(+1.0)-7m68-51.81

18.05(+2.1)-28m48-1m60-4:35.09

対抗得点
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日付 種目

令和3年度埼玉県学校総合体育大会陸上競技の部 兼 関東高等学校陸上競技選手権大会予選会 【21111001】
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 【111020】
2021/05/09 ～ 2021/05/12

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

大谷 くる美(3) 11.91 中本 葵(3) 11.92 山崎 結子(3) 12.11 土田 涼夏(3) 12.15 篠 かれん(2) 12.21 髙橋 侑希(3) 12.29 後藤 智南(3) 12.32 吉永 葉月(2) 12.37
埼玉栄 埼玉栄 大宮東 大宮東 大宮東 昌平 春日部東 豊岡
大谷 くる美(3) 25.05 中本 葵(3) 25.27 吉永 葉月(2) 25.54 山崎 結子(3) 25.68 立石 ひより(3) 25.71 髙橋 侑希(3) 25.76 長島 ありさ(2) 25.80 桑原 明菜(3) 25.86
埼玉栄 埼玉栄 豊岡 大宮東 聖望 昌平 大宮東 伊奈学園総合
タネル 舞璃乃(3) 55.07 山内 そよ(2) 57.50 松野 小梅(2) 58.57 中野 美貴(3) 58.77 柿﨑 眸(3) 58.82 山岸 ゆい(2) 59.19 エドワード 永美(2) 59.41 楠 明莉(2) 59.65
埼玉栄 大宮東 大宮東 伊奈学園総合 花咲徳栄 市立浦和 蕨 伊奈学園総合
丹羽 遥奈(3) 2:11.76 鈴木 陽渚(2) 2:15.31 境 真衣(3) 2:15.96 大野 結以(3) 2:16.27 奥山 桃花(2) 2:17.59 新井 夏妃(2) 2:19.21 高木 妃菜(2) 2:24.26 大橋 雪奈(1) 2:25.29
昌平 昌平 昌平 市立浦和 埼玉栄 所沢西 本庄一 不動岡
浜野 光(3) 4:26.31 木下 紗那(3) 4:26.83 鈴木 理菜(3) 4:30.35 境 真衣(3) 4:31.59 齊藤 日歩美(3) 4:34.17 神林 由乃(3) 4:38.59 大野 結以(3) 4:39.10 松岡 真姫(2) 4:43.72
本庄一 GR 昌平 GR 本庄一 昌平 本庄東 昌平 市立浦和 本庄東
浜野 光(3) 9:34.29 鈴木 理菜(3) 9:35.57 木下 紗那(3) 9:36.21 仲西 梨花(2) 9:36.95 齊藤 日歩美(3) 9:37.47 田中 希実(2) 9:43.36 松岡 真姫(2) 9:49.18 椙山 恵衣(2) 9:50.03
本庄一 本庄一 昌平 昌平 本庄東 埼玉栄 本庄東 埼玉栄
田口 真悠(3) 14.07 赤沢アコスア はな(2) 14.62 岡田 萌花(3) 14.64 後藤 智南(3) 14.65 ワジェロ サラ(3) 14.95 新戸 怜音(3) 15.28 小林 穂花(1) 15.46 平子 遙夏(1) 15.73
埼玉栄 昌平 武南 春日部東 伊奈学園総合 花咲徳栄 昌平 埼玉栄
タネル 舞璃乃(3) 1:00.32 新戸 怜音(3) 1:01.87 加藤 玲来(3) 1:02.35 土屋 柚歌(3) 1:03.74 木村 美乃里(3) 1:04.45 石井 夏海(3) 1:04.64 横塚 栞(3) 1:04.71 小高 千鶴(2) 1:05.21
埼玉栄 花咲徳栄 春日部東 昌平 浦和南 所沢北 花咲徳栄 松山女
野地 琳々星(3) 25:19.76 小島 恵奈(2) 26:06.10 大谷 南津美(3) 26:11.14 田中 花鈴(3) 26:12.00 柏原 優花(2) 26:41.47 金谷 咲奈(3) 27:33.44 牧 依瑠香(3) 28:17.92 遊馬 歩翔(2) 29:22.94
本庄東 本庄東 熊谷女 本庄東 熊谷女 不動岡 早大本庄 久喜
埼玉栄 46.98 大宮東 47.09 伊奈学園総合 47.77 花咲徳栄 48.18 春日部東 48.94 聖望 49.14 昌平 49.36 不動岡 49.76
田口 真悠(3) 長島 ありさ(2) 木村 愛(3) 岡田 裕佳(2) 澁谷 愛(3) 森田 乃愛(1) 猪股 佑衣(2) 小山 優香(3)
タネル 舞璃乃(3) 山崎 結子(3) 桑原 明菜(3) 新戸 怜音(3) 後藤 智南(3) 立石 ひより(3) 髙橋 侑希(3) 八巻 実優(3)
中本 葵(3) 篠 かれん(2) 寺園 華(3) 坂本 優(3) 小沼 凜音(3) 阿部 優良(2) 鈴木 麻衣香(2) 大塚 彩南(3)
大谷 くる美(3) 土田 涼夏(3) ワジェロ サラ(3) 小澤 ののか(3) 飯久保 南美(3) 鈴木 絢子(3) カン メヘナズ(1) 町井 佳純(3)
埼玉栄 3:51.71 大宮東 3:51.99 花咲徳栄 3:52.18 昌平 3:55.21 伊奈学園総合 3:55.30 豊岡 4:00.97 聖望 4:04.17
松田 菜帆(3) 長島 ありさ(2) 小澤 ののか(3) 大竹 陽咲(3) 木村 愛(3) 坂本 風詩子(3) 石田 紗弓(3)
大谷 くる美(3) 松野 小梅(2) 柿﨑 眸(3) 海老原 聖花(3) 楠 明莉(2) 吉永 葉月(2) 立石 ひより(3)
中本 葵(3) 石井 梓(3) 坂本 優(3) 丹羽 遥奈(3) 内田 実咲(2) 三橋 陽菜(2) 阿部 優良(2)
タネル 舞璃乃(3) 山内 そよ(2) 新戸 怜音(3) 新井 保和菜(3) 中野 美貴(3) 本橋 璃子(2) 片桐 咲希(3)
岡野 弥幸(3) 1m73 岡田 萌花(3) 1m70 渡辺 彩希(3) 1m64 阿部 友(2) 1m61 中村 仁胡(1) 1m61 榎本 リサ(3) 1m61 櫻井 架希(3) 1m61 大久保 静羅(1) 1m61
埼玉栄 武南 坂戸西 松山女 所沢北 聖望 昌平 本庄東
関口 彩貴(3) 3m60 渡邊 冴璃(1) 3m20 田畠 杏純(3) 3m20 松村 遥香(3) 3m10 山口 悠来(2) 3m10 根本 萌衣(2) 3m00 馬場 ひなた(1) 2m90 島田 咲良(1) 2m80
不動岡 大宮東 いずみ 春日部女 白岡 越谷南 草加南 草加南
馬場 彩香(3) 5m75(-0.9) 橋本 結空(2) 5m70(-1.0) 木村 愛(3) 5m62(-1.3) 内田 実咲(2) 5m59(-0.3) 阪井 文音(3) 5m53(-1.2) 鈴木 絢子(3) 5m45(-0.2) 田中 美憂(2) 5m42(-0.3) 佐藤 遥空(3) 5m37(-1.1)
川口市立 国際学院 伊奈学園総合 伊奈学園総合 川口市立 聖望 松山女 川口市立
田中 美憂(2) 12m10(+0.2) 海藤 夏姫(3) 11m84(+0.1) パトリック レナ(3) 11m35(+0.5) 田中 若葉(3) 11m34(+1.1) 杉内 みらい(3) 11m12(+1.6) 赤松 美空(3) 10m96(-0.1) 須藤 和泉(3) 10m83(+2.0) 砂田 優萌子(3) 10m79(+1.5)
松山女 昌平 埼玉栄 浦和一女 東京農大三 伊奈学園総合 春日部東 川越女
大澤 雪乃(3) 12m03 栗田 美咲(3) 11m61 笠原 梨緒(3) 11m15 佐藤 美雨(3) 11m15 小出 琳子(2) 10m97 小泉 穂夏(2) 10m92 民谷 遥菜(2) 10m74 パトリック レナ(3) 10m72
西武台 進修館 西武台 所沢西 本庄東 豊岡 所沢西 埼玉栄
西村 実桜(3) 37m39 栗田 美咲(3) 34m60 民谷 遥菜(2) 34m56 大澤 雪乃(3) 34m19 大沼 結菜(3) 33m75 佐藤 美雨(3) 33m69 原田 美恵(2) 31m50 持田 和奏(3) 30m92
西武台 進修館 所沢西 西武台 西武台 所沢西 不動岡 熊谷農
笠原 梨緒(3) 48m20 栗田 美咲(3) 47m41 太田 愛美(3) 41m37 吉岡 汐海(3) 37m92 栗原 妃菜(2) 35m22 西村 実桜(3) 28m88 飯塚 紗彩(3) 27m78 松浦 愛理(2) 26m78
西武台 進修館 大宮東 松山女 進修館 西武台 本庄 蓮田松韻
安藤 珠希(3) 42m49 菊原 麗華(3) 39m75 城野 伽奈恵(3) 38m88 松澤 柚希(3) 38m73 黒澤 優衣(3) 37m20 目黒 凪(3) 35m84 平山 友梨(3) 35m73 田原 薫(3) 33m88
浦和一女 草加東 埼玉栄 栄北 秩父 坂戸西 岩槻商 開智未来
阿部 友(2) 4527点 橋本 結空(2) 4254点 赤堀 空来(1) 4017点 水野 泰葉(2) 3885点 金子 新菜(3) 3647点 横塚 栞(3) 3607点 安達 妃菜(2) 3518点 小出 琳子(2) 3500点
松山女 国際学院 昌平 伊奈学園総合 昌平 花咲徳栄 春日部東 本庄東

女子総合 埼玉栄 100点 昌平 93点 大宮東 62点 西武台 42点 伊奈学園総合 40点 本庄東 37点 本庄一 31点 花咲徳栄 30点
女子トラック 埼玉栄 79点 昌平 74点 大宮東 49点 本庄一 31点 本庄東 31点 花咲徳栄 27点 伊奈学園総合 21点 春日部東 17点

女子フィールド 西武台 42点 進修館 25点 埼玉栄 21点 松山女 20点 所沢西 16点 伊奈学園総合 14点 浦和一女 13点 川口市立 13点
女子混成 昌平 10点 松山女 8点 国際学院 7点 伊奈学園総合 5点 花咲徳栄 3点 春日部東 2点 本庄東 1点

凡例  GR:大会記録

5月10日
 女子100m

風：+1.5

5月11日
 女子200m

風：-1.4

5月9日  女子400m

5月11日  女子800m

5月9日  女子1500m

5月12日  女子3000m

5月12日
 女子100mH(0.840m)

風：-0.9

5月11日 女子400mH(0.762m)

5月9日  女子5000mW

5月10日  女子4X100mR

5月12日  女子4X400mR

5月9日  女子走高跳

5月10日  女子棒高跳

5月11日  女子走幅跳

5月12日  女子三段跳

5月12日  女子砲丸投(4.000kg)

5月10日  女子円盤投(1.000kg)

5月11日  女子ハンマー投(4.000kg)

5月9日  女子やり投(600g)

14.77(+1.2)-1m58-8m91-26.33(-1.0)

5m28(+1.3)-21m22-2:24.22

5月11日
～12日

 女子七種競技
16.36(+0.8)-1m49-7m59-26.82(-1.8)

5m61(+1.2)-25m09-2:24.98

15.42(+0.8)-1m55-7m80-27.54(-1.8)

4m97(-0.3)-19m07-2:31.45

16.75(+1.2)-1m30-8m72-27.34(-1.0)

4m84(-1.0)-35m79-2:36.12

16.97(+0.8)-1m40-10m75-28.63(-1.0)

4m61(+1.8)-25m40-2:58.27

対抗得点

16.49(+1.2)-1m43-7m52-29.05(-1.0)

5m01(+1.5)-27m19-2:42.63

15.88(+0.8)-1m30-6m15-27.36(-1.8)

4m65(+0.2)-22m04-2:28.38

15.87(+1.2)-1m40-6m65-27.60(-1.0)

4m56(+0.2)-21m42-2:42.69



 男子100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             10.01     桐生　祥秀(京都・洛南)                2013 5月10日 12:55 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 5月10日 14:20 準決勝
大会記録(GR)                 10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 5月10日 16:00 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:+2.1) 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
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｾｲ ｼﾓﾉ ﾚｵ

1 4 11 藤村 泰成(2) 浦和 10.81 Q 1 5 5194 下野 玲央(3) 川越東 10.98 Q
ﾀｶﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ

2 1 4097 高田 和(3) 早大本庄 10.92 Q 2 6 3611 堤 大翔(2) 春日部東 11.04 Q
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ

3 5 4518 黒田 晴斗(3) 越谷東 10.93 Q 3 4 2 磯部 隼汰(3) 浦和 11.21 Q
ｲｿﾍﾞ ｹｲﾀ ﾓﾘ ﾖｳｾｲ

4 2 1448 磯部 敬太(3) 狭山ヶ丘 10.95 q 4 3 4989 森 耀星(1) 早大本庄 11.38
ﾓﾘ ｺｳｼﾛｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

5 6 105 森 航至郎(2) 春日部 11.05 5 7 4667 安藤 優貴(2) 花咲徳栄 11.39
ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙﾖｼ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ

6 7 1711 吉田 旭善(3) 武南 11.11 6 2 53 渡邉 樹(2) 熊谷 11.46
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ

7 3 2581 熊谷 秀星(3) 朝霞西 11.30 7 1 5012 渡邉 智基(3) 西武文理 11.56
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｹﾙ

8 9 5091 松本 成海(2) 八潮南 11.47 8 8 2537 渡邉 颯(3) 深谷一 11.59
ｻｶﾀ ｼﾝﾉｽｹ ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾘｮｳﾔ

9 8 2793 坂田 真之介(2) 昌平 11.49 9 9 2569 大學 諒也(2) 越谷西 11.64

3組 (風:+2.2) 4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
ﾐﾔﾀｹ ｻﾘｰﾑﾗﾘｰ ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ

1 5 2582 宮武 サリームラリー(3) 朝霞西 10.89 Q 1 6 92 三井 一輝(3) 春日部 10.71 Q
ｶﾄｳ ｼｮｳｹｲ ｼｵﾐ ｿﾗ

2 7 1713 加藤 奨啓(3) 武南 10.92 Q 2 4 1425 塩味 奏来(2) 立教新座 10.79 Q
ﾆｼﾀﾞ ｺｳｾｲ ｶﾄﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ

3 2 1413 西田 晃誠(3) 立教新座 10.99 Q 3 7 1353 門野 大智(3) 聖望 10.81 Q
ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

4 4 4673 工藤 晴斗(2) 花咲徳栄 11.01 q 4 3 1443 関口 堅太(3) 狭山ヶ丘 11.04
ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ

5 6 5148 池田 健人(3) 川口青陵 11.07 5 5 5161 八柳 拓磨(3) 伊奈学園総合 11.17
ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ﾆｲｼﾞﾏ ﾓﾄｷ

6 9 4232 野口 翔汰(2) 大宮東 11.21 6 8 45 新島 基(3) 熊谷 11.32
ｺﾐﾅﾐ ｹｲﾏ ﾏｽﾀﾞ ﾋｶﾙ

7 8 43 小南 慧馬(3) 熊谷 11.40 7 1 799 桝田 光琉(2) 豊岡 11.34
ﾋﾛﾀ ｹﾝﾄ ｱﾗｷ ｹﾝﾄ

8 1 5016 廣田 健人(3) 西武文理 11.42 8 2 3436 荒木 拳杜(2) 川越南 11.37
ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ ｶﾐﾔﾏ ﾖｼｷ

3 144 吉田 達哉(3) 松山 DNS 9 243 神山 剛輝(3) 本庄 DNS

5組 (風:+2.3) 6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
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ

1 6 4231 松田 璃央(3) 大宮東 10.80 Q 1 7 1426 澤田 悠斗(2) 立教新座 10.92 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ

2 5 4090 滝澤 悠貴(1) 早大本庄 10.94 Q 2 6 4259 大久保 直樹(3) 大宮東 10.96 Q
ｺｽｷﾞ ﾘｭｳｾｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ

3 7 407 小杉 流星(3) 秩父 11.05 Q 3 4 3032 安藤 李空(3) 埼玉栄 10.99 Q
ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ

4 9 3690 豊嶋 一琉(3) 杉戸 11.07 4 5 5162 齊間 聖(3) 伊奈学園総合 11.03 q
ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｲﾏｲ ﾊﾙｷ

5 8 3033 神田 陽太(3) 埼玉栄 11.20 5 8 3152 今井 遥輝(3) 川口北 11.08
ﾀｶｸﾗ ﾀｸﾐ ﾁｽﾞｲ ｺｳ

6 3 3932 髙倉 拓海(3) 飯能南 11.30 6 1 5032 千頭井 洸(1) 西武文理 11.28
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ ｲﾜﾀ ﾕｳｺﾞ

7 4 2804 中村 拓翔(3) 昌平 11.34 7 9 4009 岩田 悠吾(3) 浦和北 11.29
ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺｳﾀ ｲﾀｸﾗ ﾋﾛｱｷ

8 2 4228 兵藤 航太(2) 所沢中央 11.35 8 3 1979 板倉 弘瑛(2) 本庄東 11.34
ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ

2 249 進藤 大翔(2) 本庄 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             10.01     桐生　祥秀(京都・洛南)                2013 5月10日 12:55 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 5月10日 14:20 準決勝
大会記録(GR)                 10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 5月10日 16:00 決　勝

予　選　7組3着＋3

7組 (風:+3.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ

1 6 1722 富樫 竜輝(2) 武南 10.64 Q
ﾓﾘﾓﾄ ｿｳｽｹ

2 7 5213 森本 宗介(1) 川越東 10.84 Q
ﾋｼﾞｶﾀ ﾏｺﾄ

3 5 637 土方 誠(3) 秩父農工科学 10.96 Q
ﾄﾐｲ ﾕｳﾀ

4 3 1335 富井 悠太(3) 叡明 11.15
ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾘ

5 4 3031 福田 凱璃(3) 埼玉栄 11.16
ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ

6 9 142 森林 勇太(3) 松山 11.23
ｻｲｷ ﾕｳﾄ

7 8 2813 齊木 悠斗(2) 昌平 11.30
ﾔｼﾞﾏ ｶﾝﾀ

8 1 2583 矢島 寛太(3) 朝霞西 11.34
ｵｶﾉ ﾘｮｳﾀ

2 1861 岡野 涼太(3) 武蔵越生 DNS

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:+1.9) 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
ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ

1 7 1722 富樫 竜輝(2) 武南 10.59 Q 1 5 92 三井 一輝(3) 春日部 10.56 Q
ｼﾓﾉ ﾚｵ ﾐﾔﾀｹ ｻﾘｰﾑﾗﾘｰ

2 6 5194 下野 玲央(3) 川越東 10.66 Q 2 4 2582 宮武 サリームラリー(3) 朝霞西 10.69 Q
ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ ｼｵﾐ ｿﾗ

3 8 4259 大久保 直樹(3) 大宮東 10.75 q 3 7 1425 塩味 奏来(2) 立教新座 10.82
ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ ｶﾄｳ ｼｮｳｹｲ

4 4 1426 澤田 悠斗(2) 立教新座 10.80 4 6 1713 加藤 奨啓(3) 武南 10.92
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ

5 3 3032 安藤 李空(3) 埼玉栄 10.89 5 9 3611 堤 大翔(2) 春日部東 10.94
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ ﾋｼﾞｶﾀ ﾏｺﾄ

6 5 4090 滝澤 悠貴(1) 早大本庄 10.89 6 8 637 土方 誠(3) 秩父農工科学 11.01
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

7 9 4518 黒田 晴斗(3) 越谷東 10.91 7 3 4673 工藤 晴斗(2) 花咲徳栄 11.02
ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ

8 2 5162 齊間 聖(3) 伊奈学園総合 10.93 8 2 2 磯部 隼汰(3) 浦和 11.03

3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
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ

1 5 4231 松田 璃央(3) 大宮東 10.72 Q
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｾｲ

2 7 11 藤村 泰成(2) 浦和 10.77 Q
ｶﾄﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ

3 8 1353 門野 大智(3) 聖望 10.79 q
ﾓﾘﾓﾄ ｿｳｽｹ

4 4 5213 森本 宗介(1) 川越東 10.82
ﾀｶﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ

5 6 4097 高田 和(3) 早大本庄 10.84
ｲｿﾍﾞ ｹｲﾀ

6 2 1448 磯部 敬太(3) 狭山ヶ丘 10.87
ﾆｼﾀﾞ ｺｳｾｲ

7 9 1413 西田 晃誠(3) 立教新座 11.02
ｺｽｷﾞ ﾘｭｳｾｲ

8 3 407 小杉 流星(3) 秩父 11.02

凡例  DNS:欠場



 男子100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             10.01     桐生　祥秀(京都・洛南)                2013 5月10日 12:55 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 5月10日 14:20 準決勝
大会記録(GR)                 10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 5月10日 16:00 決　勝

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
ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ

1 5 92 三井 一輝(3) 春日部 10.47
ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ

2 7 1722 富樫 竜輝(2) 武南 10.59
ｼﾓﾉ ﾚｵ

3 6 5194 下野 玲央(3) 川越東 10.62
ﾐﾔﾀｹ ｻﾘｰﾑﾗﾘｰ

4 8 2582 宮武 サリームラリー(3) 朝霞西 10.64
ｶﾄﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ

5 2 1353 門野 大智(3) 聖望 10.73
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ

6 4 4231 松田 璃央(3) 大宮東 10.75
ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ

7 3 4259 大久保 直樹(3) 大宮東 10.82
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｾｲ

9 11 藤村 泰成(2) 浦和 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子200m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             20.34     サニブラウン・Ａ・ハキーム(東京・城西大城西)2015 5月11日 10:40 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         20.88     三輪　颯太(埼玉・西武学園文理)        2020 5月11日 13:10 準決勝
大会記録(GR)                 21.16     藤光　謙司(埼玉・市立浦和)            2004 5月11日 15:10 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:+0.8) 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
ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ ｼｵﾐ ｿﾗ

1 7 92 三井 一輝(3) 春日部 22.32 Q 1 6 1425 塩味 奏来(2) 立教新座 22.41 Q
ｲﾄｳ ｿﾗ ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

2 4 1719 伊藤 空(2) 武南 22.59 Q 2 7 1443 関口 堅太(3) 狭山ヶ丘 22.48 Q
ﾀｶﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ ﾐﾔﾀｹ ｻﾘｰﾑﾗﾘｰ

3 2 4097 高田 和(3) 早大本庄 22.60 Q 3 5 2582 宮武 サリームラリー(3) 朝霞西 22.49 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ ｶｸ ﾕｳﾄ

4 5 2642 中嶋 勇輔(1) 坂戸西 22.69 q 4 3 3754 加来 優斗(1) 埼玉栄 22.71 q
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｾｲ ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ

5 9 2581 熊谷 秀星(3) 朝霞西 23.09 5 4 2 磯部 隼汰(3) 浦和 22.78
ｱｵﾊﾞ ﾚﾝ ﾐﾔﾉ ﾋﾛﾅﾘ

6 8 2552 青葉 錬(3) 越谷西 23.30 6 8 2671 宮野 裕成(3) 所沢西 22.92
ﾊﾄｶﾞｲ ｿｳﾀ ﾐﾂﾔﾏ ｱｷﾖｼ

7 6 2812 鳩貝 相太(2) 昌平 23.43 7 2 1119 満山 慶亮(3) 市立浦和 23.26
ｵｻﾅｲ ﾊﾔﾄ ﾎﾘｸﾞﾁ ｱｻﾋ

8 3 5313 小山内 捷翔(3) 越谷総技 23.66 8 1 5748 堀口 朝陽(2) 星野 24.05
ｸﾘﾔﾏ ﾙｲ ｷﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ

1 5737 栗山 琉衣(3) 星野 DNS 9 2799 北原 琳汰朗(3) 昌平 DNS

3組 (風:+1.5) 4組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘﾀ ﾊﾙｷ ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ

1 7 4996 森田 陽樹(2) 早大本庄 22.69 Q 1 4 5284 中川 空(3) 東京農大三 22.74 Q
ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ

2 5 4232 野口 翔汰(2) 大宮東 22.87 Q 2 7 5252 池田 康生(2) 狭山経済 22.75 Q
ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ ﾋｼﾞｶﾀ ﾏｺﾄ

3 4 3690 豊嶋 一琉(3) 杉戸 22.89 Q 3 5 637 土方 誠(3) 秩父農工科学 22.78 Q
ｻｲｷ ﾕｳﾄ ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ

4 8 2813 齊木 悠斗(2) 昌平 22.94 4 9 249 進藤 大翔(2) 本庄 22.90
ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾞｲ ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ

5 9 3049 平野 倖大(2) 埼玉栄 22.99 5 2 5162 齊間 聖(3) 伊奈学園総合 22.95
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

6 3 3131 山元 一真(3) 深谷 23.28 6 6 4667 安藤 優貴(2) 花咲徳栄 23.05
ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ ｸｻﾉ ﾀｸﾄ

2 144 吉田 達哉(3) 松山 DNS 7 8 3612 草野 拓登(2) 春日部東 23.38
ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ

6 3573 江口 大裕(3) 草加南 DNS 3 4231 松田 璃央(3) 大宮東 DNS

5組 (風:+1.2) 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
ｶﾄﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ ﾓﾘﾓﾄ ｿｳｽｹ

1 6 1353 門野 大智(3) 聖望 22.56 Q 1 6 5213 森本 宗介(1) 川越東 22.35 Q
ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ ﾀﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ

2 5 1722 富樫 竜輝(2) 武南 22.67 Q 2 7 126 田中 京太郎(3) 松山 22.44 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ

3 7 3032 安藤 李空(3) 埼玉栄 22.70 Q 3 8 966 安達 龍一(3) 所沢 22.79 Q
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ ｲﾏｲ ﾋﾅﾀ

4 4 3152 今井 遥輝(3) 川口北 22.77 q 4 5 40 今井 陽(3) 熊谷 22.85
ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ

5 2 1447 宮本 樹(3) 狭山ヶ丘 23.40 5 2 5161 八柳 拓磨(3) 伊奈学園総合 23.02
ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ

6 8 5163 山崎 颯太(3) 伊奈学園総合 23.43 6 9 3187 川村 晃次郎(3) 所沢北 23.20
ｳｴｲ ﾘｸﾄ ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ

7 3 2539 植井 陸斗(3) 深谷一 23.49 7 3 3332 境 ディラン(3) 三郷 23.46
ﾋﾛﾀ ｹﾝﾄ ｵｶﾉ ﾘｮｳﾀ

8 1 5016 廣田 健人(3) 西武文理 23.86 4 1861 岡野 涼太(3) 武蔵越生 DNS
ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ

9 9 340 伊澤 和真(3) 越ヶ谷 25.00

凡例  DNS:欠場



 男子200m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             20.34     サニブラウン・Ａ・ハキーム(東京・城西大城西)2015 5月11日 10:40 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         20.88     三輪　颯太(埼玉・西武学園文理)        2020 5月11日 13:10 準決勝
大会記録(GR)                 21.16     藤光　謙司(埼玉・市立浦和)            2004 5月11日 15:10 決　勝

予　選　7組3着＋3

7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
ｼﾓﾉ ﾚｵ

1 5 5194 下野 玲央(3) 川越東 22.56 Q
ﾉﾀﾞ ｷｽｹ

2 7 112 野田 葵介(2) 春日部 22.73 Q
ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ

3 6 5148 池田 健人(3) 川口青陵 22.86 Q
ｺｽｷﾞ ﾘｭｳｾｲ

4 4 407 小杉 流星(3) 秩父 22.88
ﾄｶｼﾞ ﾘｮｳ

5 3 1427 戸梶 凌(2) 立教新座 22.92
ｵｵｽｶ ﾄﾓｷ

6 9 41 大須賀 智紀(3) 熊谷 23.31
ﾄﾘﾔ ﾀｸﾐ

7 8 1971 鳥屋 拓未(3) 本庄東 23.33
ｶﾐﾔﾏ ﾖｼｷ

8 2 243 神山 剛輝(3) 本庄 45.10
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ

1 5012 渡邉 智基(3) 西武文理 DNS

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-0.7) 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
ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ ｼﾓﾉ ﾚｵ

1 5 1722 富樫 竜輝(2) 武南 21.94 Q 1 6 5194 下野 玲央(3) 川越東 21.69 Q
ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ ﾐﾔﾀｹ ｻﾘｰﾑﾗﾘｰ

2 6 5284 中川 空(3) 東京農大三 22.15 Q 2 8 2582 宮武 サリームラリー(3) 朝霞西 21.78 Q
ﾓﾘﾀ ﾊﾙｷ ｼｵﾐ ｿﾗ

3 7 4996 森田 陽樹(2) 早大本庄 22.27 3 4 1425 塩味 奏来(2) 立教新座 21.88 q
ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ ﾀｶﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ

4 4 92 三井 一輝(3) 春日部 22.55 4 9 4097 高田 和(3) 早大本庄 22.02 q
ﾋｼﾞｶﾀ ﾏｺﾄ ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

5 8 637 土方 誠(3) 秩父農工科学 22.56 5 5 1443 関口 堅太(3) 狭山ヶ丘 22.45
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ

6 3 3152 今井 遥輝(3) 川口北 22.59 6 2 3690 豊嶋 一琉(3) 杉戸 22.67
ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ ｶｸ ﾕｳﾄ

7 9 5252 池田 康生(2) 狭山経済 22.68 7 3 3754 加来 優斗(1) 埼玉栄 22.87
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ ｲﾄｳ ｿﾗ

8 2 966 安達 龍一(3) 所沢 22.83 7 1719 伊藤 空(2) 武南 DNS

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
ﾓﾘﾓﾄ ｿｳｽｹ

1 4 5213 森本 宗介(1) 川越東 21.77 Q
ｶﾄﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ

2 5 1353 門野 大智(3) 聖望 21.79 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ

3 9 3032 安藤 李空(3) 埼玉栄 22.19
ﾉﾀﾞ ｷｽｹ

4 7 112 野田 葵介(2) 春日部 22.34
ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ

5 2 5148 池田 健人(3) 川口青陵 22.55
ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ

6 8 4232 野口 翔汰(2) 大宮東 22.60
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ

7 3 2642 中嶋 勇輔(1) 坂戸西 22.64
ﾀﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ

6 126 田中 京太郎(3) 松山 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子200m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             20.34     サニブラウン・Ａ・ハキーム(東京・城西大城西)2015 5月11日 10:40 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         20.88     三輪　颯太(埼玉・西武学園文理)        2020 5月11日 13:10 準決勝
大会記録(GR)                 21.16     藤光　謙司(埼玉・市立浦和)            2004 5月11日 15:10 決　勝

決　勝　

(風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾓﾉ ﾚｵ

1 7 5194 下野 玲央(3) 川越東 21.66
ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ

2 5 1722 富樫 竜輝(2) 武南 21.68
ｶﾄﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ

3 8 1353 門野 大智(3) 聖望 21.70
ﾀｶﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ

4 3 4097 高田 和(3) 早大本庄 21.94
ﾐﾔﾀｹ ｻﾘｰﾑﾗﾘｰ

5 6 2582 宮武 サリームラリー(3) 朝霞西 21.95
ｼｵﾐ ｿﾗ

6 2 1425 塩味 奏来(2) 立教新座 21.98
ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ

7 9 5284 中川 空(3) 東京農大三 22.05
ﾓﾘﾓﾄ ｿｳｽｹ

8 4 5213 森本 宗介(1) 川越東 22.15

凡例  DNS:欠場



 男子400m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             45.47     金丸　祐三(大阪・大阪)                2005 5月9日 10:25 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         46.51     友田　真隆(埼玉・川越東)              2020 5月9日 12:30 準決勝
大会記録(GR)                 47.65     地主　直央(埼玉・川越東)              2019 5月9日 16:05 決　勝

予　選　7組3着＋3

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

ｽﾅｶﾞ ﾕｳﾄ ｺｾ ｹﾝﾀ

1 7 787 須長 勇人(3) 豊岡 50.55 Q 1 4 1224 小瀬 堅大(2) 川口市立 50.23 Q
ｲﾏｲ ﾋﾅﾀ ｻｶｲ ｹｲﾀﾂ

2 6 40 今井 陽(3) 熊谷 50.73 Q 2 5 2565 堺 啓樹(2) 越谷西 51.15 Q
ﾉﾀﾞ ｷｽｹ ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

3 5 112 野田 葵介(2) 春日部 51.11 Q 3 6 3573 江口 大裕(3) 草加南 51.16 Q
ﾅﾗﾓﾄ ﾕｳｷ ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ

4 2 2808 楢本 雄貴(3) 昌平 51.30 4 3 249 進藤 大翔(2) 本庄 51.23 q
ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｷ ﾌｶｾ ﾊﾙﾄ

5 4 4674 兒嶋 遥希(2) 花咲徳栄 51.78 5 7 3046 深瀨 遥斗(2) 埼玉栄 51.69
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ ｸﾛｺ ｷｮｳｽｹ

6 8 3163 山田 智輝(3) 川口北 52.03 6 2 3485 黒古 京介(3) 滑川総合 52.01
ｾｷ ﾕｳﾄ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ

7 3 4690 関 雄斗(2) 西武台 53.89 7 9 3160 萩原 拓実(3) 川口北 52.23
ｱﾏﾉ ｿﾗ ｲｲﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ

8 1 5013 天野 空(3) 西武文理 54.66 8 3886 飯田 幸弘(3) ふじみ野 DNS
ｻﾝﾍﾟｲ ﾄﾓｷ

9 5150 三瓶 友輝(3) 川口青陵 DNS

3組 4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

ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ ﾏｷ ﾋﾛﾑ

1 7 3040 廿浦 亮仁(3) 埼玉栄 49.88 Q 1 4 2809 万木 大夢(3) 昌平 50.18 Q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ ﾊﾗ ﾕｳｷ

2 5 1411 宮﨑 暉(3) 立教新座 50.10 Q 2 7 1223 原 悠貴(2) 川口市立 50.48 Q
ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ

3 4 3202 町田 達哉(2) 所沢北 50.93 Q 3 5 4655 松崎 僚輝(3) 花咲徳栄 50.83 Q
ｱｵﾊﾞ ﾚﾝ ﾄｸﾏﾙ ｿｳﾏ

4 6 2552 青葉 錬(3) 越谷西 51.46 4 9 1452 德丸 颯馬(3) 狭山ヶ丘 50.93 q
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ｻｲﾄｳ ｺｳｷ

5 3 3131 山元 一真(3) 深谷 51.88 5 6 345 斎藤 光起(3) 越ヶ谷 51.05 q
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ

6 8 1714 清水 涼太(3) 武南 52.59 6 2 3197 山口 侑輝(3) 所沢北 52.27
ｺﾔﾏ ｿｳﾀﾂ ｵｶﾉ ﾃｯﾀ

2 1217 小山 颯達(2) 川口市立 DQ,T1 7 8 5287 岡野 哲太(3) 東京農大三 52.51
ｲｼﾀﾞ ｿﾗ サクライ レミト

9 2861 石田 蒼空(3) 春日部共栄 DNS 1 2651 櫻井 望(3) 坂戸西 DNS
ｶｻﾞﾏ ﾊﾔﾄ

3 3414 風間 勇人(3) 熊谷西 DNS

5組 6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

ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ｱﾍﾞ ｵｳｶﾞ

1 7 4014 坂元 駿斗(3) 浦和北 50.94 Q 1 3 3952 阿部 桜雅(3) 飯能南 50.70 Q
ﾋｱｻ ﾊﾙｶ ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ

2 6 5200 日浅 遥河(3) 川越東 50.96 Q 2 5 5284 中川 空(3) 東京農大三 51.40 Q
ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ ｳﾁｳﾐ ｱﾗﾀ

3 5 3603 黛 渓太(3) 春日部東 51.75 Q 3 4 1450 内海 新大(3) 狭山ヶ丘 51.44 Q
ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ ﾀｶｷﾞ ﾊﾔﾄ

4 2 4644 上野 翔平(2) 大宮南 52.21 4 2 5251 高木 駿(3) 狭山経済 51.57
ﾐﾔﾀ ﾕｳﾄ ｵｵﾔﾏ ｹﾝ

5 3 2198 宮田 侑歩(3) 桶川 52.31 5 9 3047 大山 健(2) 埼玉栄 51.62
ﾀｶｲｼ ﾂﾊﾞｻ ｷﾇｶﾞｻ ﾏｻﾔ

6 4 4136 高石 飛翔(2) 庄和 52.39 6 7 2101 衣笠 匡哉(3) 浦和南 52.22
ｶﾈｺ ｹﾝﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ

7 1 5031 金子 健仁(1) 西武文理 54.71 7 8 5177 山口 浩太(1) 伊奈学園総合 52.47
ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾀｶﾆ ﾋﾃﾞﾋﾄ

8 4780 石田 直也(3) 入間向陽 DNS 8 1 54 高荷 秀仁(2) 熊谷 53.20
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ ｽｽﾞｷ ｼｱﾝ

9 2642 中嶋 勇輔(1) 坂戸西 DNS 6 4658 鈴木 志晏(2) 花咲徳栄 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



 男子400m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             45.47     金丸　祐三(大阪・大阪)                2005 5月9日 10:25 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         46.51     友田　真隆(埼玉・川越東)              2020 5月9日 12:30 準決勝
大会記録(GR)                 47.65     地主　直央(埼玉・川越東)              2019 5月9日 16:05 決　勝

予　選　7組3着＋3

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾄﾘﾔ ﾀｸﾐ

1 9 1971 鳥屋 拓未(3) 本庄東 50.64 Q
ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ

2 4 3690 豊嶋 一琉(3) 杉戸 50.99 Q
ﾓﾘﾀ ﾊﾙｷ

3 6 4996 森田 陽樹(2) 早大本庄 51.01 Q
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾄ

4 8 5403 森山 涼音(3) 秀明英光 51.28
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ

5 7 5286 加藤 琢勇(3) 東京農大三 51.80
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ

6 2 2802 渡辺 大晟(3) 昌平 52.23
ﾀｶﾞﾀ ﾊﾙﾏ

7 3 5591 田方 陽麻(2) 城北埼玉 52.50
ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳ

1 5522 川島 亮(3) 鳩ヶ谷 DNS
ﾐｶﾐ ﾚｲ

5 1869 三上 黎(3) 武蔵越生 DNS

準決勝　3組2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

ｺｾ ｹﾝﾀ ﾏｷ ﾋﾛﾑ

1 7 1224 小瀬 堅大(2) 川口市立 49.17 Q 1 4 2809 万木 大夢(3) 昌平 48.25 Q
ｽﾅｶﾞ ﾕｳﾄ ﾋｱｻ ﾊﾙｶ

2 5 787 須長 勇人(3) 豊岡 49.30 Q 2 7 5200 日浅 遥河(3) 川越東 48.30 Q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ

3 4 1411 宮﨑 暉(3) 立教新座 49.63 3 9 5284 中川 空(3) 東京農大三 48.54 q
ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ ﾓﾘﾀ ﾊﾙｷ

4 8 3202 町田 達哉(2) 所沢北 50.14 4 8 4996 森田 陽樹(2) 早大本庄 49.19 q
ﾄｸﾏﾙ ｿｳﾏ ﾊﾗ ﾕｳｷ

5 3 1452 德丸 颯馬(3) 狭山ヶ丘 51.40 5 5 1223 原 悠貴(2) 川口市立 50.02
ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ ﾄﾘﾔ ﾀｸﾐ

2 3603 黛 渓太(3) 春日部東 DNS 6 6 1971 鳥屋 拓未(3) 本庄東 51.27
ｲﾏｲ ﾋﾅﾀ ｳﾁｳﾐ ｱﾗﾀ

6 40 今井 陽(3) 熊谷 DNS 7 2 1450 内海 新大(3) 狭山ヶ丘 51.48
ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ ｻｲﾄｳ ｺｳｷ

9 4655 松崎 僚輝(3) 花咲徳栄 DNS 8 3 345 斎藤 光起(3) 越ヶ谷 52.06

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ

1 6 3040 廿浦 亮仁(3) 埼玉栄 48.57 Q
ﾉﾀﾞ ｷｽｹ

2 9 112 野田 葵介(2) 春日部 48.73 Q
ｱﾍﾞ ｵｳｶﾞ

3 4 3952 阿部 桜雅(3) 飯能南 49.76
ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ

4 5 3690 豊嶋 一琉(3) 杉戸 50.29
ｻｶｲ ｹｲﾀﾂ

5 8 2565 堺 啓樹(2) 越谷西 50.59
ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

6 7 4014 坂元 駿斗(3) 浦和北 50.98
ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ

7 3 249 進藤 大翔(2) 本庄 53.84
ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

2 3573 江口 大裕(3) 草加南 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



 男子400m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             45.47     金丸　祐三(大阪・大阪)                2005 5月9日 10:25 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         46.51     友田　真隆(埼玉・川越東)              2020 5月9日 12:30 準決勝
大会記録(GR)                 47.65     地主　直央(埼玉・川越東)              2019 5月9日 16:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｱｻ ﾊﾙｶ

1 7 5200 日浅 遥河(3) 川越東 48.43
ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ

2 3 5284 中川 空(3) 東京農大三 48.75
ﾏｷ ﾋﾛﾑ

3 6 2809 万木 大夢(3) 昌平 48.94
ﾉﾀﾞ ｷｽｹ

4 8 112 野田 葵介(2) 春日部 49.15
ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ

5 5 3040 廿浦 亮仁(3) 埼玉栄 49.17
ｺｾ ｹﾝﾀ

6 4 1224 小瀬 堅大(2) 川口市立 49.33
ｽﾅｶﾞ ﾕｳﾄ

7 9 787 須長 勇人(3) 豊岡 50.24
ﾓﾘﾀ ﾊﾙｷ

8 2 4996 森田 陽樹(2) 早大本庄 50.50

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



 男子800m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           1:46.59     クレイ・アーロン竜波(神奈川・相洋)    2019 5月10日 15:15 予　選
埼玉県高校新記録(SH)       1:49.90     山崎　浩二(埼玉・八潮)                1992 5月11日 11:45 準決勝
大会記録(GR)               1:52.18     飯濵　友太郎(埼玉・立教新座)          2019 5月11日 15:30 決　勝

予　選　7組3着＋3

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

ﾋﾀｶ ﾕｷﾏｻ ｲﾜﾓﾄ ｾｲ

1 5 30 日髙 志允(3) 埼玉栄 1:58.85 Q 1 5 48 岩本 聖(3) 東京農大三 1:58.28 Q
ｽﾅｶﾞ ﾕｳﾄ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ

2 7 13 須長 勇人(3) 豊岡 1:59.28 Q 2 6 15 鈴木 温人(3) 和光国際 1:58.81 Q
ﾊﾗ ﾕｳｷ ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀ

3 9 43 原 悠貴(2) 川口市立 1:59.72 Q 3 9 17 橋本 健太(2) 所沢北 1:59.23 Q
ｶﾜｶﾐ ｼｭｳ ｽｴﾋﾛ ﾊﾙﾄ

4 6 49 川上 柊優(2) 松山 1:59.92 4 7 38 末廣 大翔(2) 伊奈学園総合 1:59.58 q
ｻｶｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾚﾝｼﾞｭ

5 4 59 坂上 遥祐(3) 越ヶ谷 2:01.56 5 3 10 宇田川 蓮樹(3) 八潮南 2:00.41
ｺﾑﾛ ｿｳﾀ ﾉﾛ ﾋﾅﾀ

6 3 24 小室 聡太(3) 坂戸西 2:02.42 6 4 2 野呂 日向汰(3) 鷲宮 2:00.85
ｽｴﾏﾂ ﾀｲｷ ﾓﾃｷ ﾔﾏﾄ

7 8 26 末松 大季(3) ふじみ野 2:02.88 7 2 55 茂木 大和(2) 本庄一 2:01.64
ﾑﾗｶﾜ ﾅﾂｷ ﾑﾈﾕｷ ｿｳﾀ

8 2 53 村川 夏樹(3) 深谷一 2:07.07 8 8 19 宗行 奏太(2) 川越東 2:06.49
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｼ

9 1 62 山崎 泰志(2) 西武文理 2:13.16

3組 4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

ｽﾄﾞｳ ﾊﾙｶ ｻｸﾗ ﾖｼｷ

1 5 3 須藤 遼(3) 春日部 1:58.47 Q 1 6 29 佐倉 由樹(3) 川口市立 1:58.14 Q
ﾌﾙﾔ ﾚﾝ ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

2 6 4 古矢 蓮(3) 蓮田松韻 1:58.64 Q 2 1 23 吉田 航太朗(2) 慶応志木 1:58.26 Q
ｲﾅｶﾞｷ ﾌｳﾀ ｲｼｲ ﾊﾙﾄ

3 7 16 稲垣 楓汰(3) ふじみ野 1:58.87 Q 3 4 32 石井 遥大(2) 埼玉栄 1:59.08 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｺﾄ ﾓﾘ ｶﾝﾀ

4 3 25 原田 諒士(3) 城西大川越 1:59.06 q 4 5 36 森 寛太(3) 浦和 2:00.43
ﾌｸﾏﾙ ｱｻﾋ ﾌｼﾞﾀ ｿﾗﾁ

5 2 28 福丸 朝日(2) 豊岡 2:01.06 5 3 54 藤田 颯良智(2) 本庄東 2:01.11
ｸﾆｲ ｼﾞｭﾝｾｲ ｱｸｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ

6 9 40 國井 順生(2) 川口北 2:01.24 6 7 51 阿久澤 侑佑(2) 早大本庄 2:01.77
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳｽｹ

7 8 44 木村 優太(3) 蕨 2:01.42 7 2 57 根岸 良輔(2) 深谷商 2:02.22
ｿｳﾀﾞ ﾏｻｷ ｺｳﾔﾏ ｶﾂﾕｷ

8 4 33 宗田 正樹(3) 浦和実 2:04.26 8 8 46 神山 勝之(3) 秀明英光 2:02.98
ﾐﾅﾐ ｺｳﾔ

9 9 9 南 康也(3) 八潮 2:03.40

5組 6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

ｲｿ ｼｮｳﾏ ﾂｼﾞ ｹｲﾀ

1 5 35 磯 翔真(1) 埼玉栄 1:57.57 Q 1 8 21 辻 啓太(3) 所沢北 1:57.00 Q
ｺｾ ｹﾝﾀ ﾐｶｻ ﾕｳﾀﾞｲ

2 4 37 小瀬 堅大(2) 川口市立 1:59.18 Q 2 2 22 三笠 雄大(2) 立教新座 1:57.09 Q
ｽｶ ｱﾔﾄ ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞｼ

3 6 7 須加 彩人(2) 花咲徳栄 2:01.65 Q 3 4 34 小野寺 和志(3) 大宮開成 1:57.11 Q
ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ ﾀﾝﾉ ｱｷﾄ

4 9 39 清水 歩(3) 大宮 2:02.26 4 6 47 丹野 暁翔(2) 東京農大三 1:57.12 q
ｲｼｶﾜ ﾕｳｼ ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ

5 2 45 石川 有志(1) 秀明英光 2:02.94 5 5 1 山田 凱斗(2) 花咲徳栄 2:00.06
ﾎﾘｴ ﾃﾙ ﾓﾘ ｱﾂﾔ

6 7 8 堀江 輝(2) 越谷南 2:04.27 6 1 60 森 敦哉(3) 西武文理 2:01.06
ｼﾏﾀ ｿｳﾀ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ

7 1 58 島田 颯太(3) 北本 2:04.58 7 9 41 松澤 直希(2) 川口北 2:02.13
ｽﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾓﾝ

8 8 52 須藤 渚(3) 松山 2:04.82 8 3 56 中村 理門(3) 桶川 2:04.46
ﾄﾖﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ｵﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ

9 3 27 豊田 峻輔(2) 星野 2:05.86 7 14 小野 翔太郎(3) 武蔵越生 DNS

凡例  DNS:欠場 GR:大会記録



 男子800m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           1:46.59     クレイ・アーロン竜波(神奈川・相洋)    2019 5月10日 15:15 予　選
埼玉県高校新記録(SH)       1:49.90     山崎　浩二(埼玉・八潮)                1992 5月11日 11:45 準決勝
大会記録(GR)               1:52.18     飯濵　友太郎(埼玉・立教新座)          2019 5月11日 15:30 決　勝

予　選　7組3着＋3

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ

1 5 31 渡辺 芽(3) 浦和 1:59.23 Q
ｱﾗｷ ﾘｸ

2 4 5 荒木 陸空(3) 越谷北 2:00.05 Q
ﾔﾅｷﾞﾀ ｹｲ

3 7 42 柳田 慧(3) 武南 2:00.24 Q
ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ

4 8 18 町田 達哉(2) 所沢北 2:00.68
ｵｸｻﾞﾜ ｹｲﾀ

5 9 20 奥澤 圭太(3) 坂戸西 2:01.31
ﾀﾅｶ ﾖｳﾍｲ

6 6 50 田中 鷹併(3) 松山 2:02.07
ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ

7 3 11 石原 颯泰(2) 越谷西 2:02.93
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾏ

8 2 12 岡田 裕摩(3) 昌平 2:05.30
ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞｷ

9 1 61 菅谷 和輝(2) 西武文理 2:10.89

準決勝　3組2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

ｻｸﾗ ﾖｼｷ ﾀﾝﾉ ｱｷﾄ

1 4 29 佐倉 由樹(3) 川口市立 1:56.36 Q 1 3 47 丹野 暁翔(2) 東京農大三 1:56.86 Q
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾐｶｻ ﾕｳﾀﾞｲ

2 5 23 吉田 航太朗(2) 慶応志木 1:57.00 Q 2 5 22 三笠 雄大(2) 立教新座 1:57.13 Q
ﾌﾙﾔ ﾚﾝ ｽﾄﾞｳ ﾊﾙｶ

3 7 4 古矢 蓮(3) 蓮田松韻 1:57.49 3 4 3 須藤 遼(3) 春日部 1:58.04
ｲﾜﾓﾄ ｾｲ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ

4 6 48 岩本 聖(3) 東京農大三 1:58.27 4 7 15 鈴木 温人(3) 和光国際 1:58.69
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｺﾄ ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀ

5 3 25 原田 諒士(3) 城西大川越 1:59.17 5 8 17 橋本 健太(2) 所沢北 1:58.95
ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞｼ ﾊﾗ ﾕｳｷ

6 9 34 小野寺 和志(3) 大宮開成 1:59.48 6 2 43 原 悠貴(2) 川口市立 1:59.06
ｲｼｲ ﾊﾙﾄ ｱﾗｷ ﾘｸ

7 8 32 石井 遥大(2) 埼玉栄 2:00.18 7 9 5 荒木 陸空(3) 越谷北 1:59.26
ｽｶ ｱﾔﾄ ｲｿ ｼｮｳﾏ

8 2 7 須加 彩人(2) 花咲徳栄 2:07.66 8 6 35 磯 翔真(1) 埼玉栄 1:59.70

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺｾ ｹﾝﾀ

1 4 37 小瀬 堅大(2) 川口市立 1:54.89 Q
ｽﾅｶﾞ ﾕｳﾄ

2 9 13 須長 勇人(3) 豊岡 1:55.05 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ

3 7 31 渡辺 芽(3) 浦和 1:55.23 q
ﾂｼﾞ ｹｲﾀ

4 5 21 辻 啓太(3) 所沢北 1:55.29 q
ﾋﾀｶ ﾕｷﾏｻ

5 6 30 日髙 志允(3) 埼玉栄 1:55.43
ｲﾅｶﾞｷ ﾌｳﾀ

6 8 16 稲垣 楓汰(3) ふじみ野 1:58.03
ｽｴﾋﾛ ﾊﾙﾄ

7 2 38 末廣 大翔(2) 伊奈学園総合 1:58.23
ﾔﾅｷﾞﾀ ｹｲ

8 3 42 柳田 慧(3) 武南 2:04.91

凡例  DNS:欠場 GR:大会記録



 男子800m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           1:46.59     クレイ・アーロン竜波(神奈川・相洋)    2019 5月10日 15:15 予　選
埼玉県高校新記録(SH)       1:49.90     山崎　浩二(埼玉・八潮)                1992 5月11日 11:45 準決勝
大会記録(GR)               1:52.18     飯濵　友太郎(埼玉・立教新座)          2019 5月11日 15:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｾ ｹﾝﾀ

1 6 37 小瀬 堅大(2) 川口市立 1:52.04 GR
ｻｸﾗ ﾖｼｷ

2 4 29 佐倉 由樹(3) 川口市立 1:52.60
ｽﾅｶﾞ ﾕｳﾄ

3 5 13 須長 勇人(3) 豊岡 1:54.10
ﾂｼﾞ ｹｲﾀ

4 3 21 辻 啓太(3) 所沢北 1:55.33
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ

5 2 31 渡辺 芽(3) 浦和 1:55.44
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

6 9 23 吉田 航太朗(2) 慶応志木 1:57.07
ﾀﾝﾉ ｱｷﾄ

7 7 47 丹野 暁翔(2) 東京農大三 1:59.29
ﾐｶｻ ﾕｳﾀﾞｲ

8 8 22 三笠 雄大(2) 立教新座 1:59.56

凡例  DNS:欠場 GR:大会記録



 男子1500m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           3:38.49     佐藤　清治(長野・佐久長聖)            1999
埼玉県高校新記録(SH)       3:46.02     巽　博和(埼玉・埼玉栄)                1987 5月9日 11:25 予　選
大会記録(GR)               3:49.92     白鳥　哲汰(埼玉・埼玉栄)              2019 5月9日 15:35 決　勝

予　選　4組3着＋3

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

ｲﾜﾓﾄ ｾｲ ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｷ

1 8 47 岩本 聖(3) 東京農大三 4:07.63 Q 1 1 29 松村 隆希(3) 埼玉栄 4:04.28 Q
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾄ ｳｴﾉ ｼｭﾝﾔ

2 4 45 岡田 涼斗(3) 浦和実 4:09.02 Q 2 9 1 上野 隼弥(3) 花咲徳栄 4:04.39 Q
ﾂｼﾞ ｹｲﾀ ｼﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ

3 2 16 辻 啓太(3) 所沢北 4:09.50 Q 3 7 19 島田 亘(3) 慶応志木 4:05.26 Q
ｲﾅｶﾞｷ ﾌｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

4 15 20 稲垣 楓汰(3) ふじみ野 4:10.18 4 8 7 小林 侑世(2) 春日部東 4:05.56
ｻｸﾗ ﾖｼｷ ﾀｹｳﾁ ﾀｸﾐ

5 14 39 佐倉 由樹(3) 川口市立 4:12.71 5 2 53 竹内 拓海(2) 本庄一 4:06.99
ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾔ ｸﾆｲ ｼﾞｭﾝｾｲ

6 3 3 石川 郁弥(2) 花咲徳栄 4:13.01 6 3 42 國井 順生(2) 川口北 4:07.86
ｵｺﾉｷﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ｻｶﾏｷ ｺｳｷ

7 13 52 小此木 琳大郎(3) 本庄東 4:14.12 7 6 54 酒巻 輝希(2) 早大本庄 4:08.76
ｶﾜﾊﾗ ﾔﾏﾄ ｲｹｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ

8 7 35 河原 大和(2) 大宮東 4:14.49 8 13 14 生貝 英翔(2) 不動岡 4:08.88
ｳｴｷ ﾀｹﾙ ｳﾗﾉ ｺｳｽｹ

9 12 8 植木 丈琉(2) 春日部 4:14.74 9 10 10 浦野 健亮(2) 蓮田松韻 4:09.44
ﾔﾏｶﾜ ﾎﾀｶ ﾌｼﾞﾀ ｿﾗﾁ

10 9 12 山川 穂高(3) 春日部共栄 4:18.05 10 14 55 藤田 颯良智(2) 本庄東 4:09.61
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｴﾙ ｼﾗｲ ﾘｮｳﾀ

11 10 18 渡邊 能得(3) 星野 4:18.22 11 5 11 白井 涼太(3) 八潮 4:11.21
ｻﾄｳ ﾊﾙｶｾﾞ ｽﾀﾞ ｶｲｾｲ

12 6 13 佐藤 陽風(3) 越谷総技 4:18.97 12 12 50 須田 魁世(3) 滑川総合 4:12.20
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

13 11 44 上田 悠斗(3) 浦和 4:22.98 13 15 59 宮島 裕紀(3) 西武文理 4:21.06
ﾐｽﾞﾊｼ ﾘｷﾙ ｻｻｲ ｺｳﾀ

14 1 58 水橋 力流(2) 朝霞 4:49.16 4 28 笹井 紘汰(3) 武蔵越生 DNS
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ｼｮｳ ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿﾗ

5 25 伯耆原 匠(3) 志木 DNS 11 4 小笠原 壮良(3) 昌平 DNS

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

ﾏﾂｲ ｶｲﾄ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ

1 15 34 松井 海斗(1) 埼玉栄 3:59.61 Q 1 14 46 宇田川 瞬矢(3) 東京農大三 4:02.56 Q
ｲｲﾔﾏ ｶｹﾙ ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ

2 3 2 飯山 翔(3) 不動岡 4:00.65 Q 2 13 31 瀬川 翔誠(3) 埼玉栄 4:02.67 Q
ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ ﾈﾓﾄ ｲﾂｷ

3 13 17 小山 洋生(3) 所沢北 4:00.83 Q 3 9 36 根本 樹(3) 浦和南 4:02.92 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ ﾑﾈﾔｽ ｶｽﾞﾄ

4 2 30 渡辺 芽(3) 浦和 4:00.84 q 4 1 21 棟安 一斗(3) 川越東 4:03.33 q
ｹﾂﾞﾞｶ ﾏﾅﾄ ｿｳﾀﾞ ﾏｻｷ

5 6 33 毛塚 愛斗(3) 大宮東 4:03.50 q 5 2 40 宗田 正樹(3) 浦和実 4:09.48
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ ｲﾄｳ ｱﾗﾀ

6 4 51 佐藤 広人(1) 早大本庄 4:04.10 6 6 23 伊藤 新(3) 豊岡 4:09.59
ﾆｼｲﾄﾞ ｶｲ ｸﾗﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ

7 10 6 西井戸 快(2) 花咲徳栄 4:06.27 7 10 49 倉本 倫太郎(1) 早大本庄 4:10.23
ｵｵﾂ ﾐｽﾞｷ ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ

8 1 24 大津 瑞喜(3) 慶応志木 4:07.55 8 15 61 髙橋 早大(2) 西武文理 4:11.45
ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ ｱｶﾏ ﾙｲ

9 7 32 冨田 洋輔(1) 川口市立 4:08.24 9 5 38 赤間 瑠衣(3) 川口市立 4:12.57
ｾﾘ ｵｳｷ ﾌﾙﾔ ﾚﾝ

10 11 41 世利 皇樹(2) 川口 4:08.47 10 8 9 古矢 蓮(3) 蓮田松韻 4:16.13
ｲｼｶﾜ ｺｳｷ ｵｵｻﾄ ﾕｳｷ

11 12 57 石川 航貴(3) 深谷一 4:13.24 11 3 43 大里 有輝(2) 伊奈学園総合 4:17.12
ﾔｽｴ ﾊﾙﾄ ｺﾀｷ ﾘｮｳｽｹ

12 16 60 安江 悠登(2) 西武文理 4:19.16 12 12 56 小瀧 諒介(2) 滑川総合 4:18.66
ｻﾄｳ ﾖｼｷ ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

13 14 37 佐藤 嘉紀(3) 浦和実 4:20.76 4 5 伊藤 幸太郎(3) 春日部 DNS
ﾀﾝﾉ ｱｷﾄ ﾓﾘﾀ ｹﾝｼﾝ

14 8 48 丹野 暁翔(2) 東京農大三 4:20.80 7 15 森田 健伸(3) 武蔵越生 DNS
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ ｵｸｻﾞﾜ ｹｲﾀ

5 26 鈴木 温人(3) 和光国際 DNS 11 27 奥澤 圭太(3) 坂戸西 DNS
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ

9 22 久保田 涼雅(3) 武蔵越生 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子1500m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           3:38.49     佐藤　清治(長野・佐久長聖)            1999
埼玉県高校新記録(SH)       3:46.02     巽　博和(埼玉・埼玉栄)                1987 5月9日 11:25 予　選
大会記録(GR)               3:49.92     白鳥　哲汰(埼玉・埼玉栄)              2019 5月9日 15:35 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ

1 11 46 宇田川 瞬矢(3) 東京農大三 3:51.25
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｷ

2 10 29 松村 隆希(3) 埼玉栄 3:53.00
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾄ

3 8 45 岡田 涼斗(3) 浦和実 3:54.53
ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ

4 6 31 瀬川 翔誠(3) 埼玉栄 3:54.87
ｲﾜﾓﾄ ｾｲ

5 13 47 岩本 聖(3) 東京農大三 3:55.00
ｳｴﾉ ｼｭﾝﾔ

6 4 1 上野 隼弥(3) 花咲徳栄 3:55.13
ﾂｼﾞ ｹｲﾀ

7 3 16 辻 啓太(3) 所沢北 4:01.41
ﾈﾓﾄ ｲﾂｷ

8 7 36 根本 樹(3) 浦和南 4:01.73
ｲｲﾔﾏ ｶｹﾙ

9 5 2 飯山 翔(3) 不動岡 4:01.83
ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ

10 15 17 小山 洋生(3) 所沢北 4:03.57
ｹﾂﾞﾞｶ ﾏﾅﾄ

11 9 33 毛塚 愛斗(3) 大宮東 4:04.27
ﾏﾂｲ ｶｲﾄ

12 14 34 松井 海斗(1) 埼玉栄 4:07.76
ｼﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ

13 1 19 島田 亘(3) 慶応志木 4:10.66
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ

14 12 30 渡辺 芽(3) 浦和 4:15.15
ﾑﾈﾔｽ ｶｽﾞﾄ

15 2 21 棟安 一斗(3) 川越東 4:26.10

凡例  DNS:欠場



 男子5000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)          13:34.74     石田　洸介(群馬・東京農大二)          2020
埼玉県高校新記録(SH)      13:54.32     服部　翔大(埼玉・埼玉栄)              2009 5月10日 09:55 予　選
大会記録(GR)              14:18.07     唐澤　拓海(埼玉・花咲徳栄)            2019 5月11日 09:50 決　勝

予　選　3組5着＋5

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

ｸﾎﾞﾀ ﾙｷ ｳﾁﾔﾏ ｼﾞｭﾗｲ

1 15 29 久保田 琉月(2) 埼玉栄 15:01.24 Q 1 9 46 内山 壽頼(3) 東京農大三 15:11.60 Q
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ ｺﾔﾏ ｼｮｳﾔ

2 6 45 宇田川 瞬矢(3) 東京農大三 15:02.00 Q 2 4 42 小山 翔也(2) 埼玉栄 15:12.97 Q
ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ

3 2 3 内田 直希(3) 春日部 15:03.99 Q 3 12 6 佐々木 大輝(1) 花咲徳栄 15:13.57 Q
ｺﾞﾄｳ ﾃﾝﾏ ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾄ

4 8 44 後藤 天馬(3) 浦和実 15:06.83 Q 4 16 35 岡田 涼斗(3) 浦和実 15:13.74 Q
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿﾗ ｶﾜﾊﾗ ﾔﾏﾄ

5 18 1 小笠原 壮良(3) 昌平 15:07.69 Q 5 6 31 河原 大和(2) 大宮東 15:14.24 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

6 13 7 小林 侑世(2) 春日部東 15:09.76 q 6 2 4 伊藤 幸太郎(3) 春日部 15:23.14 q
ﾖｼﾉ ﾕｳｷ ｱｶﾏ ﾙｲ

7 17 34 吉野 雄貴(3) 浦和 15:35.64 q 7 10 32 赤間 瑠衣(3) 川口市立 15:43.90
ｶﾜｺﾞｴ ﾅﾙｷ ﾀｶﾀﾞ ﾊﾔﾃ

8 5 19 川越 成貴(3) 坂戸西 15:41.37 q 8 11 24 髙田 颯(3) 所沢西 15:43.94
ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ ｵｺﾉｷﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

9 14 5 榎本 蒼空(2) 花咲徳栄 15:41.88 q 9 19 49 小此木 琳大郎(3) 本庄東 15:57.50
ｼﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ

10 9 17 島田 亘(3) 慶応志木 15:46.43 10 8 16 小山 洋生(3) 所沢北 16:01.17
ｱｵｷ ﾄｼｷ ｱﾍﾞ ﾀｲｷ

11 4 26 青木 俊樹(2) 川越南 15:48.46 11 14 22 阿部 泰樹(3) 坂戸西 16:10.41
ｸﾗﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ ｲｲﾔﾏ ｶｹﾙ

12 10 50 倉本 倫太郎(1) 早大本庄 16:01.34 12 13 8 飯山 翔(3) 不動岡 16:13.14
ﾂﾁﾔ ﾋｳ ｽﾀﾞ ｶｲｾｲ

13 1 37 土谷 飛羽(3) 伊奈学園総合 16:02.53 13 5 55 須田 魁世(3) 滑川総合 16:20.36
ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ ｻｶﾏｷ ｺｳｷ

14 16 51 髙橋 歩夢(2) 松山 16:06.68 14 17 52 酒巻 輝希(2) 早大本庄 16:21.34
ｻﾄｳ ﾊﾙｶｾﾞ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾀｶ

15 3 13 佐藤 陽風(3) 越谷総技 16:07.80 15 18 12 山川 穂高(3) 春日部共栄 16:27.33
ｽｻ ｴｲﾀ ｾﾘ ｵｳｷ

16 12 14 須佐 栄太(2) 春日部共栄 16:28.76 16 1 38 世利 皇樹(2) 川口 16:30.20
ﾔｽｴ ﾕｳﾄ ｱｻﾐ ｻｸﾔ

17 20 59 安江 悠登(2) 西武文理 16:52.86 17 3 10 浅見 咲哉(3) 越谷北 16:35.97
ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｭﾝ ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ

18 7 56 半澤 駿(2) 桶川 17:01.04 18 20 60 髙橋 早大(2) 西武文理 17:00.02
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾐ ｲﾁｶﾜ ﾄｼｷ

11 23 北野 晴海(3) 星野 DNS 19 15 54 市川 寿起(2) 松山 17:19.80
ｻｻｲ ｺｳﾀ ﾓﾘﾀ ｹﾝｼﾝ

19 15 笹井 紘汰(3) 武蔵越生 DNS 7 27 森田 健伸(3) 武蔵越生 DNS

凡例  DNS:欠場 GR:大会記録



 男子5000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)          13:34.74     石田　洸介(群馬・東京農大二)          2020
埼玉県高校新記録(SH)      13:54.32     服部　翔大(埼玉・埼玉栄)              2009 5月10日 09:55 予　選
大会記録(GR)              14:18.07     唐澤　拓海(埼玉・花咲徳栄)            2019 5月11日 09:50 決　勝

予　選　3組5着＋5

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｺﾏ ﾅｵﾕｷ

1 4 2 生駒 直幸(3) 花咲徳栄 15:14.07 Q
ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ

2 17 43 本間 颯(2) 埼玉栄 15:16.01 Q
ﾀｹｳﾁ ｹｲﾏ

3 19 33 竹内 慶真(3) 浦和 15:16.92 Q
ｱﾗｲ ﾄﾓﾋﾛ

4 3 41 新井 友裕(3) 浦和実 15:19.91 Q
ｺｳﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

5 12 47 幸田 礼士(3) 東京農大三 15:20.84 Q
ｹﾂﾞﾞｶ ﾏﾅﾄ

6 15 36 毛塚 愛斗(3) 大宮東 15:44.75
ｵｵﾂ ﾐｽﾞｷ

7 10 20 大津 瑞喜(3) 慶応志木 15:49.83
ﾈﾓﾄ ｲﾂｷ

8 16 30 根本 樹(3) 浦和南 15:53.25
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

9 14 25 渡辺 涼太(3) 所沢北 16:04.93
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ

10 6 48 佐藤 広人(1) 早大本庄 16:06.88
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ｼｮｳ

11 9 21 伯耆原 匠(3) 志木 16:12.13
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｴﾙ

12 5 18 渡邊 能得(3) 星野 16:19.30
ｻﾜﾐ ﾕｳﾄ

13 13 9 澤見 優斗(3) 春日部 16:20.23
ﾋｸﾞﾁ ｶﾂﾐ

14 20 40 樋口 克海(3) 武南 16:22.49
ﾀｶﾊｼ ｹｲ

15 8 53 髙橋 慶(2) 松山 16:24.96
ﾌｼﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ

16 7 39 藤野 智大(3) 川口北 16:34.28
ｲｼｶﾜ ｺｳｷ

17 11 57 石川 航貴(3) 深谷一 16:55.50
ﾐｽﾞﾊｼ ﾘｷﾙ

18 1 58 水橋 力流(2) 朝霞 18:57.35

2 28 黒岩 勇禅(3) 武蔵越生 DNS
ｲｹｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ

18 11 生貝 英翔(2) 不動岡 DNS

凡例  DNS:欠場 GR:大会記録



 男子5000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)          13:34.74     石田　洸介(群馬・東京農大二)          2020
埼玉県高校新記録(SH)      13:54.32     服部　翔大(埼玉・埼玉栄)              2009 5月10日 09:55 予　選
大会記録(GR)              14:18.07     唐澤　拓海(埼玉・花咲徳栄)            2019 5月11日 09:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾔ

1 11 42 小山 翔也(2) 埼玉栄 14:14.94 GR
ｸﾎﾞﾀ ﾙｷ

2 15 29 久保田 琉月(2) 埼玉栄 14:15.14 GR
ｲｺﾏ ﾅｵﾕｷ

3 3 2 生駒 直幸(3) 花咲徳栄 14:19.92
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ

4 1 45 宇田川 瞬矢(3) 東京農大三 14:26.27
ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ

5 7 43 本間 颯(2) 埼玉栄 14:28.82
ｱﾗｲ ﾄﾓﾋﾛ

6 9 41 新井 友裕(3) 浦和実 14:37.30
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿﾗ

7 12 1 小笠原 壮良(3) 昌平 14:45.54
ｳﾁﾔﾏ ｼﾞｭﾗｲ

8 13 46 内山 壽頼(3) 東京農大三 14:51.00
ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ

9 4 6 佐々木 大輝(1) 花咲徳栄 14:54.84
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

10 6 7 小林 侑世(2) 春日部東 14:55.47
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾄ

11 20 35 岡田 涼斗(3) 浦和実 14:56.83
ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ

12 2 3 内田 直希(3) 春日部 14:57.48
ｺﾞﾄｳ ﾃﾝﾏ

13 10 44 後藤 天馬(3) 浦和実 14:58.55
ｶﾜﾊﾗ ﾔﾏﾄ

14 5 31 河原 大和(2) 大宮東 15:03.62
ﾀｹｳﾁ ｹｲﾏ

15 17 33 竹内 慶真(3) 浦和 15:08.11
ｺｳﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

16 8 47 幸田 礼士(3) 東京農大三 15:10.27
ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ

17 16 5 榎本 蒼空(2) 花咲徳栄 15:21.72
ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

18 14 4 伊藤 幸太郎(3) 春日部 15:28.65
ｶﾜｺﾞｴ ﾅﾙｷ

19 18 19 川越 成貴(3) 坂戸西 15:30.65
ﾖｼﾉ ﾕｳｷ

20 19 34 吉野 雄貴(3) 浦和 15:39.58

凡例  DNS:欠場 GR:大会記録



 男子110mH(1.067m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             13.83     古谷　拓夢 (神奈川・相洋)             2014 5月12日 10:25 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         13.98     大橋　祐二(埼玉・浦和)                2001 5月12日 13:25 準決勝
大会記録(GR)                 14.27     大橋　祐二(埼玉・浦和)                2001 5月12日 14:40 決　勝

予　選　6組3着＋6

1組 (風:+1.2) 2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
ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ ﾀﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ

1 7 3184 小川 輝(3) 所沢北 15.44 Q 1 5 126 田中 京太郎(3) 松山 15.44 Q
ﾆｼｻﾞﾄ ﾍｷﾄ ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ

2 5 3 西里 碧澄(3) 浦和 15.76 Q 2 4 4780 石田 直也(3) 入間向陽 15.63 Q
ｼﾞﾝ ﾕｳｾｲ ﾌｶｲ ﾋｭｳｶﾞ

3 9 4657 神 侑晟(2) 花咲徳栄 16.66 Q 3 6 1417 深井 飛冴(3) 立教新座 15.81 Q
ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｶｽﾞ ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓｷ

4 1 5026 福島 紘和(2) 西武文理 17.37 4 2 3151 片山 智貴(3) 川口北 15.88 q
ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾄ ﾀﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ

5 8 6123 佐々木 信斗(3) 栄北 17.47 5 7 1730 棚澤 樹(1) 武南 15.90 q
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ ｱｼｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ

6 3 1021 石川 諒(3) 蕨 18.10 6 9 4627 芦沢 柚葵(2) 大宮南 16.41 q
ｶﾆﾜ ﾁｻﾄ ﾋﾗﾉ ｶｹﾙ

7 2 379 神庭 千賢(3) 小川 19.70 7 8 2103 平野 翔(3) 浦和南 17.65
ﾌｶｻﾞﾜ ﾑｶｲ ﾔﾉ ﾕｳﾀﾞｲ

4 1218 深澤 向快(2) 川口市立 DNS 8 1 3442 矢野 雄大(2) 川越南 18.70
ｲｼｶﾜ ｼｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ

6 4624 石川 翔(3) 大宮南 DNS 9 3 543 髙橋 稜大(3) 深谷商 26.81

3組 (風:-0.4) 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
ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

1 7 4673 工藤 晴斗(2) 花咲徳栄 15.39 Q 1 7 121 樋口 隼人(3) 松山 14.85 Q
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ ｲｼｲ ｿｳ

2 4 3035 佐藤 優守(3) 埼玉栄 15.77 Q 2 4 5174 石井 創(2) 伊奈学園総合 15.94 Q
ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ ｱﾝｻﾞｲ ｱﾂﾄ

3 5 1207 大野 滉平(3) 川口市立 16.13 Q 3 8 76 安齋 篤人(3) 川越 16.63 Q
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

4 6 2816 田口 祐一朗(2) 昌平 16.45 q 4 2 5465 中川 綾大(3) 和光国際 17.09
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾄ ｵｵﾂｶ ﾕｳﾀ

5 9 3815 中澤 綾斗(2) 羽生一 16.69 q 5 3 4542 大塚 悠太(3) 宮代 17.71
ｽｷﾞﾀ ｼｮｳ ｸﾏｲ ﾀﾀﾞｽｹ

6 8 5146 杉田 翔(3) 川口青陵 17.37 6 1 5221 熊井 維将(3) 三郷工技 20.84
ﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ ﾀﾗｻﾜ ﾘｵ

2 3408 田部 蒼汰(3) 熊谷西 DNS 6 2658 多羅澤 璃大(3) 坂戸西 DQ,T10

ｵｵｻｶ ｼｮｳﾍｲ ｸﾏｷﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ

3 241 大坂 将平(2) 本庄 DNS 5 1422 熊切 慶一郎(1) 立教新座 DNS
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ

9 4653 松本 剛(3) 花咲徳栄 DNS

5組 (風:+1.9) 6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
ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ ﾉﾅｶ ｴｲｼﾝ

1 4 2791 伊藤 慎太郎(3) 昌平 15.21 Q 1 5 3045 野中 瑛心(2) 埼玉栄 15.06 Q
ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾄ

2 6 5173 伊藤 温登(3) 伊奈学園総合 15.40 Q 2 6 2811 西山 兼人(2) 昌平 15.15 Q
ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ

3 7 5434 澁谷 歩夢(3) 久喜北陽 16.64 Q 3 7 211 日下部 功弥(3) 不動岡 16.11 Q
ｻﾄｳ ｼｭｳｽｹ ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ

4 9 304 佐藤 秀介(2) 飯能 17.65 4 4 344 土橋 拓和(3) 越ヶ谷 16.41 q
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

5 3 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一 18.71 5 8 10 池田 聖吾(2) 浦和 16.91
ﾀﾅｶ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾄｲﾀﾞ ｱｲﾘ

6 2 128 田中 凜太朗(3) 松山 19.37 6 9 4226 戸井田 藍吏(2) 所沢中央 18.84
ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ ｷﾀﾋﾗ ｺｳﾉｽｹ

5 3605 染谷 捷太(3) 春日部東 DNS 7 3 56 北平 康之助(3) 熊谷 19.84
ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ ｶﾐｵｶ ｺｳﾍｲ

8 2558 武藤 和樹(3) 越谷西 DNS 8 2 242 上岡 昴平(2) 本庄 23.09

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



 男子110mH(1.067m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             13.83     古谷　拓夢 (神奈川・相洋)             2014 5月12日 10:25 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         13.98     大橋　祐二(埼玉・浦和)                2001 5月12日 13:25 準決勝
大会記録(GR)                 14.27     大橋　祐二(埼玉・浦和)                2001 5月12日 14:40 決　勝

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-0.9) 2組 (風:-2.2)

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
ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

1 7 4673 工藤 晴斗(2) 花咲徳栄 14.93 Q 1 6 121 樋口 隼人(3) 松山 14.74 Q
ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾄ

2 4 2791 伊藤 慎太郎(3) 昌平 15.25 Q 2 4 2811 西山 兼人(2) 昌平 15.27 Q
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ

3 6 3035 佐藤 優守(3) 埼玉栄 15.29 q 3 5 3184 小川 輝(3) 所沢北 15.27 q
ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾌｶｲ ﾋｭｳｶﾞ

4 5 4780 石田 直也(3) 入間向陽 15.55 4 8 1417 深井 飛冴(3) 立教新座 15.78
ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ ｲｼｲ ｿｳ

5 9 1207 大野 滉平(3) 川口市立 15.63 5 7 5174 石井 創(2) 伊奈学園総合 15.98
ｱｼｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾄ

6 3 4627 芦沢 柚葵(2) 大宮南 16.14 6 2 3815 中澤 綾斗(2) 羽生一 16.79
ｱﾝｻﾞｲ ｱﾂﾄ ｼﾞﾝ ﾕｳｾｲ

7 8 76 安齋 篤人(3) 川越 16.38 7 9 4657 神 侑晟(2) 花咲徳栄 16.86
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓｷ

8 2 344 土橋 拓和(3) 越ヶ谷 16.54 8 3 3151 片山 智貴(3) 川口北 17.88

3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
ﾉﾅｶ ｴｲｼﾝ

1 6 3045 野中 瑛心(2) 埼玉栄 14.91 Q
ﾀﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ

2 7 126 田中 京太郎(3) 松山 15.13 Q
ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

3 5 5173 伊藤 温登(3) 伊奈学園総合 15.36
ﾆｼｻﾞﾄ ﾍｷﾄ

4 4 3 西里 碧澄(3) 浦和 15.98
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ

5 3 2816 田口 祐一朗(2) 昌平 16.05
ﾀﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ

6 2 1730 棚澤 樹(1) 武南 16.10
ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ

7 8 211 日下部 功弥(3) 不動岡 16.14
ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ

8 9 5434 澁谷 歩夢(3) 久喜北陽 16.56

決　勝　

(風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

1 6 121 樋口 隼人(3) 松山 14.40
ﾉﾅｶ ｴｲｼﾝ

2 7 3045 野中 瑛心(2) 埼玉栄 14.73
ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

3 4 4673 工藤 晴斗(2) 花咲徳栄 14.81
ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ

4 2 3184 小川 輝(3) 所沢北 14.86
ﾀﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ

5 5 126 田中 京太郎(3) 松山 14.92
ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ

6 8 2791 伊藤 慎太郎(3) 昌平 15.07
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ

7 3 3035 佐藤 優守(3) 埼玉栄 15.08
ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾄ

8 9 2811 西山 兼人(2) 昌平 15.11

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



 男子400mH(0.914m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             49.09     為末　大(広島・皆実)                  1996 5月10日 11:40 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         50.83     加藤　誠也(埼玉・松山)                2010 5月10日 13:45 準決勝
大会記録(GR)                 51.77     加藤　誠也(埼玉・松山)                2010 5月11日 14:50 決　勝

予　選　7組3着＋3

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

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｻｸﾗｲ ﾚﾐﾄ

1 6 2816 田口 祐一朗(2) 昌平 58.21 Q 1 6 2651 櫻井 玲望斗(3) 坂戸西 57.11 Q
ﾀﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ

2 4 126 田中 京太郎(3) 松山 58.35 Q 2 4 4644 上野 翔平(2) 大宮南 58.80 Q
ｽﾄﾞｳ ﾏｻﾐ ｺﾏ ﾔﾏﾄ

3 7 5288 須藤 雅巳(3) 東京農大三 58.79 Q 3 7 1355 髙麗 大和(3) 聖望 59.05 Q
ｼﾞﾝ ﾕｳｾｲ ｽｶﾞｲ ｼｮｳｺﾞ

4 5 4657 神 侑晟(2) 花咲徳栄 59.38 4 8 1418 須貝 翔吾(3) 立教新座 1:01.29
ﾊﾏｶﾜ ﾀﾞｲｼﾞｭ ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｷ

5 8 2523 浜川 大樹(2) 深谷一 1:01.00 5 3 3309 中山 春輝(3) 大宮武蔵野 1:02.34
ｱﾏﾉ ｿﾗ ﾔｷﾞ ﾂｶｻ

6 1 5013 天野 空(3) 西武文理 1:02.12 6 2 1904 八木 司(3) 児玉白楊 1:03.86
ﾈｷﾞｼ ｺｳﾀ ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

7 9 3410 根岸 倖大(3) 熊谷西 1:02.46 7 9 1715 長谷川 颯人(3) 武南 1:04.15
ｼﾌﾞﾔ ﾀｲｶﾞ ｲｲﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ

8 2 1645 澁谷 太雅(3) 朝霞 1:03.46 5 3886 飯田 幸弘(3) ふじみ野 DQ,T1

ｷﾀﾋﾗ ｺｳﾉｽｹ

9 3 56 北平 康之助(3) 熊谷 1:06.06

3組 4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

ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ ｲｼﾀﾞ ｿﾗ

1 4 211 日下部 功弥(3) 不動岡 57.66 Q 1 7 2861 石田 蒼空(3) 春日部共栄 57.17 Q
ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ

2 5 4780 石田 直也(3) 入間向陽 57.85 Q 2 6 3603 黛 渓太(3) 春日部東 58.19 Q
ﾀｹｲｼ ｼｮｳﾀ ｶｻﾞﾏ ﾊﾔﾄ

3 9 2805 武石 翔太(3) 昌平 58.19 Q 3 4 3414 風間 勇人(3) 熊谷西 58.45 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ ｲﾉﾀﾆ ｺｳｽｹ

4 6 4653 松本 剛(3) 花咲徳栄 58.43 q 4 8 63 猪谷 康介(3) 川越 58.80 q
ﾄｲﾀﾞ ｱｲﾘ ﾀｹﾓﾘ ﾕｳｶﾞ

5 3 4226 戸井田 藍吏(2) 所沢中央 1:02.79 5 5 5004 竹森 悠河(2) 早大本庄 1:00.49
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾄ ﾔﾉ ﾕｳﾀﾞｲ

6 7 5172 山口 拓人(3) 伊奈学園総合 1:04.35 6 3 3442 矢野 雄大(2) 川越南 1:01.42
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ ﾅｶﾀﾞ ﾖｳﾀ

7 2 2221 山本 颯人(2) 和光 1:04.72 7 9 2114 中田 遥太(2) 浦和南 1:02.05
ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ ｶｲﾂﾞｶ ﾊﾔﾄ

8 2558 武藤 和樹(3) 越谷西 DNS 8 2 3069 貝塚 勇道(3) 志木 1:03.50

5組 6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

ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ ｵｵｷ ﾕｳﾄ

1 7 1212 川尻 太一(2) 川口市立 57.13 Q 1 6 3038 大木 優大(3) 埼玉栄 57.77 Q
ﾀﾅｶ ｻｽｹ ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ

2 5 2657 田中 佐昌(3) 坂戸西 57.28 Q 2 7 3607 齋藤 滉太(3) 春日部東 58.25 Q
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ

3 6 1714 清水 涼太(3) 武南 57.51 Q 3 5 3163 山田 智輝(3) 川口北 59.16 Q
ｶﾈｺ ﾘｸﾄ ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ

4 2 2794 金子 陸士(3) 昌平 58.77 q 4 4 5434 澁谷 歩夢(3) 久喜北陽 59.71
ﾌﾅｷ ﾕｳﾘ ｽｷﾞﾀ ｼｮｳ

5 4 3843 舟木 優流(3) 鷲宮 1:00.53 5 8 5146 杉田 翔(3) 川口青陵 1:00.31
ﾅｶ ｹﾝﾀ ﾔﾌﾞｷ ﾅｵﾏｻ

6 9 931 仲 賢太(3) 鴻巣 1:01.82 6 9 349 矢吹 直雅(2) 越ヶ谷 1:01.45
ｻﾝﾍﾟｲ ﾄﾓｷ ﾏﾂｼﾀ ﾌﾐﾔ

7 3 5150 三瓶 友輝(3) 川口青陵 1:02.14 7 2 4869 松下 文哉(2) 鳩山 1:03.30
ｶﾈｺ ｹﾝﾄ ｵｵｻｶ ｼｮｳﾍｲ

8 1 5031 金子 健仁(1) 西武文理 1:02.58 3 241 大坂 将平(2) 本庄 DNS
ｳﾁﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

9 8 4906 内村 太紀(3) 上尾橘 1:03.45

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



 男子400mH(0.914m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             49.09     為末　大(広島・皆実)                  1996 5月10日 11:40 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         50.83     加藤　誠也(埼玉・松山)                2010 5月10日 13:45 準決勝
大会記録(GR)                 51.77     加藤　誠也(埼玉・松山)                2010 5月11日 14:50 決　勝

予　選　7組3着＋3

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｸｻﾉ ﾀｸﾄ

1 4 3612 草野 拓登(2) 春日部東 57.83 Q
ｾｷﾊﾗ ｼｮｳﾀ

2 6 2654 関原 翔大(2) 坂戸西 59.49 Q
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ

3 9 3851 遠藤 昂大(2) 鷲宮 59.57 Q
ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ

4 5 3446 井上 颯太(2) 川越南 59.66
ｽｽﾞｷ ﾅｵ

5 2 5311 鈴木 直(3) 越谷総技 1:02.10
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ

6 3 543 髙橋 稜大(3) 深谷商 1:04.11
ｻｲﾀ ｺｳﾀﾛｳ

7 8 2111 齊田 晃太郎(2) 浦和南 1:04.23
ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ

7 3202 伊藤 旬輝(2) 所沢北 DNS

準決勝　3組2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

ｻｸﾗｲ ﾚﾐﾄ ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ

1 5 2651 櫻井 玲望斗(3) 坂戸西 54.64 Q 1 4 4780 石田 直也(3) 入間向陽 54.64 Q
ﾀﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ ｲｼﾀﾞ ｿﾗ

2 4 126 田中 京太郎(3) 松山 55.84 Q 2 5 2861 石田 蒼空(3) 春日部共栄 55.33 Q
ｸｻﾉ ﾀｸﾄ ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ

3 6 3612 草野 拓登(2) 春日部東 55.97 3 6 211 日下部 功弥(3) 不動岡 55.43 q
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ

4 7 2816 田口 祐一朗(2) 昌平 55.97 4 7 3603 黛 渓太(3) 春日部東 55.55
ｽﾄﾞｳ ﾏｻﾐ ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ

5 9 5288 須藤 雅巳(3) 東京農大三 58.18 5 2 4653 松本 剛(3) 花咲徳栄 57.40
ｲﾉﾀﾆ ｺｳｽｹ ﾀｹｲｼ ｼｮｳﾀ

6 3 63 猪谷 康介(3) 川越 58.32 6 9 2805 武石 翔太(3) 昌平 58.09
ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ ｾｷﾊﾗ ｼｮｳﾀ

7 8 4644 上野 翔平(2) 大宮南 58.73 7 8 2654 関原 翔大(2) 坂戸西 58.74
ｺﾏ ﾔﾏﾄ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ

8 2 1355 髙麗 大和(3) 聖望 58.75 8 3 3851 遠藤 昂大(2) 鷲宮 1:02.57

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ

1 6 1212 川尻 太一(2) 川口市立 54.29 Q
ｵｵｷ ﾕｳﾄ

2 5 3038 大木 優大(3) 埼玉栄 55.17 Q
ﾀﾅｶ ｻｽｹ

3 4 2657 田中 佐昌(3) 坂戸西 55.44 q
ｶﾈｺ ﾘｸﾄ

4 3 2794 金子 陸士(3) 昌平 57.38
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ

5 8 1714 清水 涼太(3) 武南 57.69
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ

6 2 3163 山田 智輝(3) 川口北 59.06
ｶｻﾞﾏ ﾊﾔﾄ

7 9 3414 風間 勇人(3) 熊谷西 1:00.74
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ

8 7 3607 齋藤 滉太(3) 春日部東 1:05.08

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



 男子400mH(0.914m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             49.09     為末　大(広島・皆実)                  1996 5月10日 11:40 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         50.83     加藤　誠也(埼玉・松山)                2010 5月10日 13:45 準決勝
大会記録(GR)                 51.77     加藤　誠也(埼玉・松山)                2010 5月11日 14:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ

1 4 1212 川尻 太一(2) 川口市立 53.68
ｻｸﾗｲ ﾚﾐﾄ

2 7 2651 櫻井 玲望斗(3) 坂戸西 53.83
ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ

3 6 4780 石田 直也(3) 入間向陽 54.14
ｵｵｷ ﾕｳﾄ

4 5 3038 大木 優大(3) 埼玉栄 54.82
ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ

5 2 211 日下部 功弥(3) 不動岡 55.04
ﾀﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ

6 8 126 田中 京太郎(3) 松山 55.09
ｲｼﾀﾞ ｿﾗ

7 9 2861 石田 蒼空(3) 春日部共栄 56.28
ﾀﾅｶ ｻｽｹ

8 3 2657 田中 佐昌(3) 坂戸西 1:02.53

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           8:39.37     三浦　龍司(京都・洛南)                2019
埼玉県高校新記録(SH)       8:55.28     小林　正幹(埼玉・松山)                1990 5月11日 13:55 予　選
大会記録(GR)               9:09.00     小林　正幹(埼玉・松山)                1990 5月12日 14:00 決　勝

予　選　3組4着＋3

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

ｱｶﾎｼ ﾄｵﾏ ﾔﾏｻｷ ｿｳ

1 1 33 赤星 龍舞(3) 埼玉栄 9:43.79 Q 1 19 31 山﨑 颯(3) 埼玉栄 9:37.24 Q
ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ

2 12 47 松村 耕佑(2) 東京農大三 9:51.19 Q 2 3 1 山田 翔太(2) 春日部東 9:40.68 Q
ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｾｲ ｷﾀﾉ ﾊﾙﾐ

3 6 20 喜多川 倖成(3) 所沢 9:51.39 Q 3 1 30 北野 晴海(3) 星野 9:44.45 Q
ｲｹｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｱｷ

4 3 7 生貝 英翔(2) 不動岡 9:51.76 Q 4 9 48 田端 良壮(3) 松山 9:45.88 Q
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸｳ

5 13 19 橋本 龍(3) 東野 9:54.78 5 20 46 渡邊 空(3) 東京農大三 9:45.94 q
ｻｲﾄｳ ﾀｲｷ ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ

6 5 17 斉藤 泰生(3) 所沢北 9:59.73 6 16 49 吉岡 龍一(1) 早大本庄 10:00.70
ｻｶﾞﾗ ﾘｵ ﾔﾏｳﾁ ﾊﾔﾄ

7 17 5 相楽 理央(3) 花咲徳栄 10:05.35 7 2 24 山内 颯斗(3) 豊岡 10:14.50
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ

8 9 50 山田 遥大(2) 早大本庄 10:07.34 8 12 37 須藤 大地(2) 浦和実 10:14.96
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾓﾝ

9 8 39 島津 大叶(3) 浦和実 10:08.07 9 8 51 中村 理門(3) 桶川 10:17.85
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ ｼﾝｶﾜ ﾏｵ

10 2 11 鈴木 一雅(3) 越谷西 10:18.29 10 17 23 新川 真生(2) 狭山経済 10:20.14
ｳﾗﾉ ｺｳｽｹ ｺﾀｷ ﾘｮｳｽｹ

11 15 9 浦野 健亮(2) 蓮田松韻 10:19.29 11 14 52 小瀧 諒介(2) 滑川総合 10:25.97
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ ｼｮｳｼﾞ ｼｭｳﾄ

12 16 21 鈴木 稜(3) 志木 10:19.34 12 6 45 庄子 柊斗(2) 大宮東 10:27.67
ｾｼﾓ ｶｲﾄ ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

13 14 40 瀬下 開斗(2) 川口市立 10:20.42 13 11 41 小山 純(3) 浦和東 10:29.08
ｱﾗｲ ｹﾝﾄ ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳﾄ

14 7 6 新井 健斗(2) 春日部 10:20.86 14 5 54 本山 優斗(3) 本庄 10:29.37
ｵｵｻﾜ ﾅｵｷ ｸｻﾉ ﾊﾙｷ

15 4 27 大澤 直紀(2) 狭山ヶ丘 10:27.05 15 18 44 草野 陽樹(3) 浦和 10:46.35
ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｾｲ ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾀ

16 18 14 小泉 幸誠(3) 草加西 10:29.45 16 15 56 髙橋 玲太(2) 熊谷 10:47.12
ｻｲﾄｳ ｾｲﾉｽｹ ｵﾉﾍﾞ ﾕｳｷ

17 19 57 齋藤 誠之介(2) 深谷一 10:40.77 17 13 26 小野部 祐輝(3) 坂戸西 11:04.27
ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ ｲﾀﾔ ﾘｭｳｾｲ

18 10 12 高橋 宏輔(3) 春日部東 10:47.74 4 10 板谷 柳星(3) 花咲徳栄 DQ,T2

ｽｽｷ ｱﾕﾑ ｵｵﾀｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ

11 16 須々木 歩(3) 武蔵越生 DNS 10 34 大竹 優一郎(3) 川口市立 DQ,T2

ﾄﾐﾔﾏ ﾐｽﾞｷ

7 28 冨山 水輝(3) 埼玉平成 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           8:39.37     三浦　龍司(京都・洛南)                2019
埼玉県高校新記録(SH)       8:55.28     小林　正幹(埼玉・松山)                1990 5月11日 13:55 予　選
大会記録(GR)               9:09.00     小林　正幹(埼玉・松山)                1990 5月12日 14:00 決　勝

予　選　3組4着＋3

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾀﾊﾞｼ ｼｮｳｺﾞ

1 7 32 板橋 将吾(3) 埼玉栄 9:40.61 Q
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ

2 1 15 伊藤 新(3) 豊岡 9:41.32 Q
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ

3 5 2 平林 樹(3) 春日部 9:44.29 Q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

4 6 3 若林 凌汰(3) 花咲徳栄 9:45.29 Q
ｲﾘｻﾜ ﾀﾞｲﾁ

5 19 35 入澤 大陸(2) 浦和実 9:49.90 q
ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ

6 16 42 冨田 洋輔(1) 川口市立 9:54.28 q
ｱｻﾐ ｻｸﾔ

7 4 4 浅見 咲哉(3) 越谷北 9:55.74
ｼﾉ ﾀｸﾏ

8 3 36 篠 拓真(3) 浦和 9:56.84
ﾀｹｳﾁ ﾀｸﾐ

9 2 53 竹内 拓海(2) 本庄一 10:04.57
ｽｽﾞｷ ｲﾌﾞｷ

10 10 38 鈴木 伊吹(2) 大宮東 10:04.69
ｻﾄｳ ｵｳｽｹ

11 18 18 佐藤 央亮(3) 川越南 10:17.54
ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾔﾄ

12 15 55 町田 隼人(3) 早大本庄 10:22.99
ﾎｼﾉ ｼﾝｹﾞﾝ

13 13 8 星野 信玄(3) 蓮田松韻 10:24.65
ｻﾄｳ ｷﾗ

14 12 25 佐藤 輝良(3) 坂戸西 10:28.52
ｷﾘｭｳ ﾀｲｷ

15 8 43 桐生 太稀(3) 川口工 10:34.88
ｲｹﾀﾞ ﾚﾝ

16 11 29 池田 蓮(3) 朝霞 10:38.16
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

17 20 59 宮島 裕紀(3) 西武文理 10:44.73
ﾋﾛﾔ ｲｯｻ

14 13 廣谷 一颯(3) 獨協埼玉 DNF
ﾋﾗﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

17 58 平田 城太郎(2) 松山 DNF
ｺｼﾞﾏ ｿｳｼ

9 22 小嶋 壮志(2) 武蔵越生 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           8:39.37     三浦　龍司(京都・洛南)                2019
埼玉県高校新記録(SH)       8:55.28     小林　正幹(埼玉・松山)                1990 5月11日 13:55 予　選
大会記録(GR)               9:09.00     小林　正幹(埼玉・松山)                1990 5月12日 14:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾀﾊﾞｼ ｼｮｳｺﾞ

1 8 32 板橋 将吾(3) 埼玉栄 9:21.85
ﾔﾏｻｷ ｿｳ

2 14 31 山﨑 颯(3) 埼玉栄 9:23.56
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾐ

3 6 30 北野 晴海(3) 星野 9:23.97
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ

4 5 1 山田 翔太(2) 春日部東 9:24.19
ｱｶﾎｼ ﾄｵﾏ

5 12 33 赤星 龍舞(3) 埼玉栄 9:25.03
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ

6 10 15 伊藤 新(3) 豊岡 9:26.57
ｲﾘｻﾜ ﾀﾞｲﾁ

7 1 35 入澤 大陸(2) 浦和実 9:29.72
ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｱｷ

8 3 48 田端 良壮(3) 松山 9:36.50
ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ

9 9 42 冨田 洋輔(1) 川口市立 9:41.45
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

10 11 3 若林 凌汰(3) 花咲徳栄 9:52.78
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ

11 2 2 平林 樹(3) 春日部 9:56.89
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸｳ

12 7 46 渡邊 空(3) 東京農大三 9:58.25
ｲｹｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ

13 4 7 生貝 英翔(2) 不動岡 10:06.58
ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｽｹ

14 15 47 松村 耕佑(2) 東京農大三 10:08.05
ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｾｲ

15 13 20 喜多川 倖成(3) 所沢 10:13.01

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



 男子5000mW
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)          19:29.84     住所　大翔(兵庫・飾磨工)              2017
埼玉県高校新記録(SH)      20:12.40     寺嶋　和也(埼玉・鳩山)                1997
大会記録(GR)              20:52.11     滝沢 大賀(埼玉・春日部東)             2015 5月11日 12:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ｼｽﾞｸ

1 1 1 山本 靜空(3) 春日部東 23:22.10
ﾐｶﾐ ﾂｶｻ

2 3 3 三上 司(3) 宮代 23:27.86
ﾀｷﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ

3 5 4 滝田 格一朗(3) 春日部 23:31.77
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ

4 7 6 川村 侑矢(2) 蓮田松韻 23:52.79
ｶﾈｺ ｺｳｾｲ

5 6 5 金子 幸世(3) 羽生一 24:05.09
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙﾄ

6 10 8 小宮山 遼人(3) 坂戸西 24:14.89
ｸﾆｲ ﾕｳﾄ

7 4 13 國井 優仁(3) 埼玉栄 24:15.97
ﾊﾀ ｺｳﾀﾛｳ

8 12 10 畑 航太郎(3) 坂戸西 25:42.03
ﾀｶｼﾏ ｼｮｳｾｲ

9 8 14 高島 翔成(2) 埼玉栄 25:55.64
ﾎｼﾉ ﾘｭｳｷ

10 11 9 星野 琉希(3) 川越 26:07.82
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ

11 15 12 若林 瑞季(2) 狭山経済 26:33.10
ｻｻｷ ﾕｳｷ

12 14 11 佐々木 友輝(3) 狭山経済 28:19.80
ｶｾ ｺｳﾒｲ

13 16 16 嘉瀬 晃明(3) いずみ 29:54.21
ｳﾂｼｶﾜ ｹﾞﾝﾄｸ

2 2 移川 玄徳(3) 春日部 DQ,W3

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐｽﾞｷ

9 7 畠山 瑞葵(3) 飯能 DQ,W1

ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ

13 15 久保田 大介(3) 大宮北 DQ,W2

ｲｲﾀｶ ﾌﾐｱｷ

17 17 飯高 史章(3) 春日部 DQ,W3

凡例  DQ:失格 W1:(R230-1)接地不良 W2:(R230-1)屈膝 W3:(R230-1)接地不良及び屈膝



 男子4X100mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             39.57     和田・宮本・井本・平賀(京都・洛南)    2017 5月9日 14:15 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         40.58     片山･大野･成山･大沢(埼玉・松山)       1987 5月9日 17:30 準決勝
大会記録(GR)                 40.69     沼尻・岡田・利田・佐野(埼玉・立教新座)2016 5月10日 17:20 決　勝

予　選　14組1着＋10

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 埼玉栄 3033 神田 陽太(3) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 42.33 1 6 熊谷 43 小南 慧馬(3) ｺﾐﾅﾐ ｹｲﾏ 42.85
3032 安藤 李空(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ Q 41 大須賀 智紀(3) ｵｵｽｶ ﾄﾓｷ Q
3031 福田 凱璃(3) ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾘ 45 新島 基(3) ﾆｲｼﾞﾏ ﾓﾄｷ
3754 加来 優斗(1) ｶｸ ﾕｳﾄ 40 今井 陽(3) ｲﾏｲ ﾋﾅﾀ

2 7 狭山経済 5253 藤森 空哉(3) ﾌｼﾞﾓﾘ ｸｳﾔ 43.94 2 5 昌平 2793 坂田 真之介(3) ｻｶﾀ ｼﾝﾉｽｹ 42.96
5251 高木 駿(3) ﾀｶｷﾞ ﾊﾔﾄ 2804 中村 拓翔(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ q
5277 濱野 力也(2) ﾊﾏﾉ ﾘｷﾔ 2799 北原 琳汰朗(3) ｷﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ
5252 池田 康生(2) ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ 2813 齊木 悠斗(2) ｻｲｷ ﾕｳﾄ

3 4 羽生一 3824 長谷川 史温(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾝ 44.28 3 7 八潮南 5087 金井 優吾(2) ｶﾅｲ ﾕｳｺﾞ 44.47
3813 永嶋 心翔(3) ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾅﾄ 5091 松本 成海(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾐ
3814 ワタナベ 太一(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 5093 小澤 嘉葵(3) ｵｻﾞﾜ ﾖｼｷ
3812 峰岸 慧(3) ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾄﾙ 5092 田代 希(2) ﾀｼﾛ ﾉｿﾞﾐ

4 1 越ヶ谷 340 伊澤 和真(3) ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 44.47 4 8 和光国際 5465 中川 綾大(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 45.07
345 斎藤 光起(3) ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 5484 戸邉 洋仁(2) ﾄﾍﾞ ﾋﾛﾋﾄ
344 土橋 拓和(3) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ 5483 ?山 昂平(2) ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳﾍｲ
341 坂上 遥祐(3) ｻｶｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ 5466 髙橋 育真(3) ﾀｶﾊｼ ｲｸﾏ

5 6 東京農大三 5281 髙橋 海翔(3) ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 44.79 5 9 久喜北陽 5436 関 純正(3) ｾｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 45.12
5291 堀田 悠真(2) ﾎｯﾀ ﾕｳﾏ 5431 内田 翔大(3) ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ
5283 中村 太一(2) ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 5435 鈴木 輝信(3) ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾉﾌﾞ
5282 松本 祐希(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 5434 澁谷 歩夢(3) ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ

6 8 三郷工技 5228 田中 大夢(3) ﾀﾅｶ ﾀｲﾑ 45.74 6 4 熊谷西 3410 根岸 倖大(3) ﾈｷﾞｼ ｺｳﾀ 45.31
5222 涌井 大希(3) ﾜｸｲ ﾀｲｷ 3414 風間 勇人(3) ｶｻﾞﾏ ﾊﾔﾄ
5232 深山 龍空(2) ﾌｶﾔﾏ ﾘｸ 3417 小名木 龍一(3) ｵﾅｷ ﾘｭｳｲﾁ
5224 西村 優希(3) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 3394 高橋 佑季(2) ﾀﾊｶｼ ﾕｳｷ

7 3 開智中高 5764 近藤 拓也(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 46.05 7 3 北本 3463 三好 歩(2) ﾐﾖｼ ｱﾕﾑ 46.85
5770 多武 陽仁(1) ﾀﾌﾞ ﾊﾙﾄ 3461 栗原 怜(3) ｸﾘﾊﾗ ﾚｲ
5768 宮島 拓士(2) ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾄ 3458 及川 海斗(2) ｵｲｶﾜ ｶｲﾄ
5786 須藤 滉(1) ｽﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 3451 松村 萌芽(3) ﾏﾂﾑﾗ ｲﾌﾞｷ

8 2 杉戸農 716 小野 颯志(3) ｵﾉ ｿｳｼ 47.05 2 鳩山 4868 梅舘 杜和(2) ｳﾒﾀﾞﾃ ﾄﾜ DQ,T1

712 野口 生(3) ﾉｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 4870 丸山 匠(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
714 柿沼 慶(3) ｶｷﾇﾏ ｹｲ 4871 内田 智仁(1) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ
713 向井 結貴(3) ﾑｶｲ ﾕｳｷ 4869 松下 文哉(2) ﾏﾂｼﾀ ﾌﾐﾔ

9 星野 5745 田中 礼桜(2) ﾀﾅｶ ﾚｵ DQ,T1

5737 栗山 琉衣(3) ｸﾘﾔﾏ ﾙｲ
5731 飯島 悠翔(3) ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
5748 堀口 朝陽(2) ﾎﾘｸﾞﾁ ｱｻﾋ

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 5 武南 1711 吉田 旭善(3) ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙﾖｼ 41.39 1 4 春日部 94 佐竹 蒼人(3) ｻﾀｹ ｱｵﾄ 42.62
1722 富樫 竜輝(2) ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ Q 92 三井 一輝(3) ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ Q
1719 伊藤 空(2) ｲﾄｳ ｿﾗ 105 森 航至郎(2) ﾓﾘ ｺｳｼﾛｳ
1713 加藤 奨啓(3) ｶﾄｳ ｼｮｳｹｲ 112 野田 葵介(2) ﾉﾀﾞ ｷｽｹ

2 6 志木 3082 干場 涼太(3) ﾎｼﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 43.62 2 9 本庄東 1951 内田 佳吾(2) ｳﾁﾀﾞ ｹｲｺﾞ 44.52
3073 金井 竜哉(3) ｶﾅｲ ﾀﾂﾔ q 1971 鳥屋 拓未(3) ﾄﾘﾔ ﾀｸﾐ
3074 樋渡 和樹(3) ﾋﾜﾀｼ ｶｽﾞｷ 1955 春山 旺璃(2) ﾊﾙﾔﾏ ｵｳﾘ
3069 貝塚 勇道(3) ｶｲﾂﾞｶ ﾊﾔﾄ 1979 板倉 弘瑛(2) ｲﾀｸﾗ ﾋﾛｱｷ

3 4 飯能南 3934 半田 悠斗(3) ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 44.23 3 7 鷲宮 3844 澤藤 魁(3) ｻﾜﾌｼﾞ ｶｲ 44.70
3932 髙倉 拓海(3) ﾀｶｸﾗ ﾀｸﾐ 3842 濱 一希(3) ﾊﾏ ｶｽﾞｷ
3933 星 武弥(3) ﾎｼ ﾀｹﾔ 3846 中村 剛野(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾔ
3940 吉上 悠磨(2) ﾖｼｶﾞﾐ ﾕｳﾏ 3851 遠藤 昂大(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ

4 7 川越南 3443 小田 宏樹(3) ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ 44.81 4 8 与野 910 石澤 七斗(2) ｲｼｻﾞﾜ ﾅﾅﾄ 45.52
3436 荒木 拳杜(2) ｱﾗｷ ｹﾝﾄ 901 小阪 恵斗(3) ｺｻｶ ｹｲﾄ
3445 小川 勝人(2) ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 908 間宮 悠介(3) ﾏﾐﾔ ﾕｳｽｹ
3432 花谷 洸輔(2) ﾊﾅﾀﾆ ｺｳｽｹ 909 川口 璃士(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷｵ

5 8 いずみ 1681 小野 芽人(3) ｵﾉ ｶﾔﾄ 44.97 5 3 浦和実 1986 貝瀬 智也(3) ｶｲｾ ﾄﾓﾔ 47.54
1682 鈴木 綾太(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 1982 矢部 由翔(3) ﾔﾍﾞ ﾕｳﾄ
1684 西片 綾哉(2) ﾆｼｶﾀ ﾘｮｳﾔ 1985 小貫 達也(3) ｵﾇｷ ﾀﾂﾔ
1685 三浦 光騎(2) ﾐｳﾗ ｺｳｷ 1981 岡田 侑士(3) ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ

6 9 宮代 4541 後藤 龍二(3) ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 45.80 5 川口北 3160 萩原 拓実(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ DQ,FS1

4542 大塚 悠太(3) ｵｵﾂｶ ﾕｳﾀ 3158 中島 俊哉(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ
4540 三上 司(3) ﾐｶﾐ ﾂｶｻ 3153 綾 彪竜(3) ｱﾔ ﾀｹﾙ
4545 松丸 亮大(1) ﾏﾂﾏﾙ ﾘｮｳﾀ 3152 今井 遥輝(3) ｲﾏｲ ﾊﾙｷ

7 1 草加西 4746 関根 舜(2) ｾｷﾈ ｼｭﾝ 46.09 6 大宮 441 石塚 一平(2) ｲｼﾂﾞｶ ｲｯﾍﾟｲ DQ,R3

4745 鈴木 佑哉(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 448 中井 竣也(2) ﾅｶｲ ｼｭﾝﾔ
4757 涌井 空月(3) ﾜｸｲ ｱﾂｷ 449 平賀 帆一(2) ﾋﾗｶﾞ ﾊﾙﾋﾄ
4742 中野 耀介(2) ﾅｶﾉ ﾖｳｽｹ 445 佐々木 輝(2) ｻｻｷ ﾋｶﾙ

8 3 春日部工 1506 折笠 大樹(2) ｵﾘｶｻ ﾀﾞｲｷ 47.68 2 浦和東 DNS
1526 飯野 薫(3) ｲｲﾉ ｶｵﾙ
1507 山寺 隆(2) ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾀｶｼ
1501 原 温紀(2) ﾊﾗ ﾊﾙｷ

9 2 寄居城北 1299 黒沢 創(1) ｸﾛｻﾜ ｿｳ 48.56
1310 大畠 心太郎(2) ｵｵﾊﾀ ｼﾝﾀﾛｳ
1303 木元 碧斗(3) ｷﾓﾄ ﾘｸﾄ
1313 田中 達也(1) ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバー
ゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４
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日本高校記録(HR)             39.57     和田・宮本・井本・平賀(京都・洛南)    2017 5月9日 14:15 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         40.58     片山･大野･成山･大沢(埼玉・松山)       1987 5月9日 17:30 準決勝
大会記録(GR)                 40.69     沼尻・岡田・利田・佐野(埼玉・立教新座)2016 5月10日 17:20 決　勝

予　選　14組1着＋10

5組 6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 朝霞西 2594 田中 祥太(2) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 42.82 1 4 狭山ヶ丘 1450 内海 新大(3) ｳﾁｳﾐ ｱﾗﾀ 42.72
2583 矢島 寛太(3) ﾔｼﾞﾏ ｶﾝﾀ Q 1458 前田 日向(3) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ Q
2581 熊谷 秀星(3) ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｾｲ 1448 磯部 敬太(3) ｲｿﾍﾞ ｹｲﾀ
2582 宮武 サリームラリー(3) ﾐﾔﾀｹ ｻﾘｰﾑﾗﾘｰ 1443 関口 堅太(3) ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

2 7 花咲徳栄 4655 松崎 僚輝(3) ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ 42.91 2 6 上尾南 3722 久保 慶明(2) ｸﾎﾞ ﾖｼｱｷ 44.72
4667 安藤 優貴(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ q 3721 中村 優(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ
4673 工藤 晴斗(2) ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 3723 川崎 楓人(2) ｶﾜｻｷ ｶｲﾄ
4652 佐々木 悠真(3) ｻｻｷ ﾕｳﾏ 3730 采女 珀(2) ｳﾈﾒ ﾊｸ

3 6 市立浦和 1123 加計 柚人(1) ｶｹｲ ﾕｳﾄ 44.39 3 5 浦和南 2119 小林 泰良(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾗ 44.92
1122 武野 和希(1) ﾀｹﾉ ｶｽﾞｷ 2110 後藤 優雅(2) ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶﾞ
1119 満山 慶亮(3) ﾐﾂﾔﾏ ｱｷﾖｼ 2103 平野 翔(3) ﾋﾗﾉ ｶｹﾙ
1113 金田 綾祐(3) ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 2106 安部 凌功(3) ｱﾝﾍﾞ ﾘｸ

4 9 山村 6188 西村 翔太(3) ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾀ 45.79 4 2 川越工 481 仲野 雅也(3) ﾅｶﾉ ﾏｻﾔ 45.69
6189 野口 洋希(3) ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 485 鈴木 弘剛(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀｶ
6185 倉田 竜雅(3) ｸﾗﾀ ﾘｮｳﾏ 489 石塚 陽大(2) ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾅﾀ
6208 外山 遥斗(3) ﾄﾔﾏ ﾊﾙﾄ 488 田中 晃生(2) ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ

5 3 川越西 2624 原 悠太(3) ﾊﾗ ﾕｳﾀ 46.37 5 9 西武台 4682 小堀 隼弥(3) ｺﾎﾞﾘ ｼｭﾝﾔ 45.81
2623 林 舜(3) ﾊﾔｼ ｼｭﾝ 4690 関 雄斗(2) ｾｷ ﾕｳﾄ
2617 鈴木 隆太(3) ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀ 4691 中所 隼人(2) ﾁｭｳｼﾞｮ ﾊﾔﾄ
2616 片岡 直也(3) ｶﾀｵｶ ﾅｵﾔ 4684 星野 拓(3) ﾎｼﾉ ﾀｸ

6 2 小川 381 杉本 陸斗(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｸﾄ 50.34 6 1 幸手桜 752 佐々木 悠斗(3) ｻｻｷ ﾕｳﾄ 48.35
384 安達 正高(2) ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 758 石川 響世(2) ｲｼｶﾜ ｷｮｳｾ
379 神庭 千賢(3) ｶﾆﾜ ﾁｻﾄ 760 影山 暁洋(2) ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ
375 永井 恵神(2) ﾅｶﾞｲ ｶﾘｽ 759 河村 香樹(2) ｶﾜﾑﾗ ｺｳｷ

4 坂戸 2188 小川 凌太朗(3) ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ DQ,T1 7 3 飯能 319 広沢 悠馬(3) ﾋﾛｻﾜ ﾕｳﾏ 49.52
2180 田代 航平(3) ﾀｼﾛ ｺｳﾍｲ 304 佐藤 秀介(2) ｻﾄｳ ｼｭｳｽｹ
2177 近藤 怜音(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｵﾝ 322 山本 黎(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲ
2183 志村 洸基(3) ｼﾑﾗ ｺｳｷ 321 髙木 昴(3) ﾀｶｷﾞ ｽﾊﾞﾙ

8 栄北 6124 大西 健斗(2) ｵｵﾆｼ ｹﾝﾄ DQ,T1 8 浦和北 4019 江口 淳久(2) ｴｸﾞﾁ ｱﾂｼ DQ,T1

6123 佐々木 信斗(3) ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾄ 4018 川口 完(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾀｶ
6128 生田 大和(2) ｲｸﾀ ﾔﾏﾄ 4016 森井 慎之助(3) ﾓﾘｲ ｼﾝﾉｽｹ
6122 鈴木 翔真(3) ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ 4017 山下 優斗(3) ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ

7 武蔵越生 DNS

7組 8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 松山 139 佐藤 彩人(2) ｻﾄｳ ｱﾔﾄ 42.57 1 7 伊奈学園総合 5162 齊間 聖(3) ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ 42.14
121 樋口 隼人(3) ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ Q 5161 八柳 拓磨(3) ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ Q
142 森林 勇太(3) ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 5163 山崎 颯太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ
126 田中 京太郎(3) ﾀﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ 5173 伊藤 温登(3) ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

2 3 川越 71 松尾 海(3) ﾏﾂｵ ｶｲ 43.63 2 4 深谷一 2526 関口 嵐(2) ｾｷｸﾞﾁ ｱﾗｼ 43.59
68 中村 亮太(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ q 2537 渡邉 颯(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｹﾙ q
76 安齋 篤人(3) ｱﾝｻﾞｲ ｱﾂﾄ 2539 植井 陸斗(3) ｳｴｲ ﾘｸﾄ
69 村杉 遥斗(2) ﾑﾗｽｷﾞ ﾊﾙﾄ 2540 尾幡 大地(3) ｵﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ

3 6 ふじみ野 3872 会田 恒聖(2) ｱｲﾀ ｺｳｾｲ 43.95 3 6 上尾 1095 田中 亮羽(2) ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 44.05
3886 飯田 幸弘(3) ｲｲﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 1090 石川 龍之介(3) ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ
3889 山館 嵐(3) ﾔﾏﾀﾞﾃ ｱﾗｼ 1087 松本 響(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ
3893 高野 涼太(2) ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾀ 1101 星野 啓太(2) ﾎｼﾉ ｹｲﾀ

4 5 不動岡 218 松本 直弥(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 44.12 4 1 鳩ヶ谷 5531 丸山 青空(1) ﾏﾙﾔﾏ ｿﾗ 44.87
231 大谷 一心(3) ｵｵﾀﾆ ｲｯｻ 5530 神木 晶(1) ｶﾐｷ ｱｷﾗ
225 小林 稜(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 5533 望月 乃嗣(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲｼ
211 日下部 功弥(3) ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ 5528 向井 陽太(2) ﾑｶｲ ﾊﾙﾄ

5 4 大宮開成 5671 飯野 優斗(2) ｲｲﾉ ﾕｳﾄ 44.23 5 9 庄和 4136 高石 飛翔(3) ﾀｶｲｼ ﾂﾊﾞｻ 44.94
5674 鈴木 元希(2) ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝｷ 4131 八島 一瑠(3) ﾔｼﾏ ｲﾂﾙ
5689 菅野 舜童靖国(3) ｶﾝﾉ ｼﾄﾞｳﾔｽｸﾆ 4133 赤崎 海斗(3) ｱｶｻｷ ｶｲﾄ
5677 倉 一石(2) ｸﾗ ｲｯｾｷ 4137 中村 璃貴(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｷ

6 2 大宮武蔵野 3308 鹿久保 孝大(3) ｼｶｸﾎﾞ ｺｳﾀ 45.43 6 3 三郷 3332 境 ディラン(3) ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ 46.65
3316 福島 由隆(1) ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ 3331 稲毛 子竜(3) ｲﾅｹﾞ ｼﾘｭｳ
3309 中山 春輝(3) ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｷ 3334 高橋 竜大(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ
3318 田村 圭(1) ﾀﾑﾗ ｹｲ 3333 上村 奨造(3) ｶﾐﾑﾗ ｼｮｳｿﾞｳ

1 早大本庄 4090 滝澤 悠貴(1) ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ DQ,R3 7 2 秀明英光 5409 山田 航輝(1) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 46.78
4097 高田 和(3) ﾀｶﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ 5408 駒澤 昴(1) ｺﾏｻﾞﾜ ｽﾊﾞﾙ
4989 森 耀星(1) ﾓﾘ ﾖｳｾｲ 5404 杉原 健心(2) ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾝ
4096 長井 汰樹(3) ﾅｶﾞｲ ﾀｲｼﾞｭ 5402 野口 愛輝(3) ﾉｸﾞﾁ ｱｲｷ

8 叡明 1334 鈴木 亮太朗(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ DNS 8 8 入間向陽 4774 川田 伊織(2) ｶﾜﾀﾞ ｲｵﾘ 47.24
1335 富井 悠太(3) ﾄﾐｲ ﾕｳﾀ 4785 武田 虎太朗(2) ﾀｹﾀﾞ ｺﾀﾛｳ
1340 岩田 洋輝(2) ｲﾜﾀ ﾋﾛｷ 4794 濱名 優斗(2) ﾊﾏﾅ ﾕｳﾄ
1348 刈田 翔悟(2) ｶﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ 4777 加藤 凜太郎(2) ｶﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ

9 川口東 DNS 5 川口青陵 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバー
ゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４
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9組 10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 立教新座 1412 簗瀬 結斗(3) ﾔﾅｾ ﾕｲﾄ 41.76 1 4 大宮東 4238 小池 諒武(3) ｺｲｹ ﾘｮｳﾑ 42.45
1426 澤田 悠斗(2) ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ Q 4231 松田 璃央(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ Q
1425 塩味 奏来(2) ｼｵﾐ ｿﾗ 4232 野口 翔汰(2) ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ
1413 西田 晃誠(3) ﾆｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 4240 木村 陽路(1) ｷﾑﾗ ﾋﾛ

2 7 城西大川越 2474 松尾 直人(3) ﾏﾂｵ ﾅｵﾄ 43.53 2 8 獨協埼玉 2898 橋本 光生(2) ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ 43.85
2485 大谷 英之(2) ｵｵﾀﾆ ﾋﾃﾞﾕｷ q 2884 阿部 燎平(3) ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ
2471 松倉 隆太(2) ﾏﾂｸﾗ ﾘｭｳﾀ 2881 岡田 和樹(3) ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ
2469 中木 翔斗(2) ﾅｶｷ ｼｮｳﾄ 2897 中村 亮太(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

3 3 西武文理 5016 廣田 健人(3) ﾋﾛﾀ ｹﾝﾄ 43.55 3 7 本庄 243 神山 剛輝(3) ｶﾐﾔﾏ ﾖｼｷ 43.99
5012 渡邉 智基(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ q 249 進藤 大翔(2) ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ
5017 浦辺 零生(3) ｳﾗﾍﾞ ﾚｲ 244 豊田 雅文(3) ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ
5014 小谷野 敦貴(3) ｺﾔﾉ ｱﾂｷ 241 大坂 将平(2) ｵｵｻｶ ｼｮｳﾍｲ

4 6 蕨 1031 笠井 勇佑(3) ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 44.01 4 5 所沢 962 田中 紳一郎(3) ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 44.08
1029 山内 友貴(3) ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓｷ 966 安達 龍一(3) ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ
1035 石川 遼(2) ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 973 伊藤 寛悟(2) ｲﾄｳ ｶﾝｺﾞ
1021 石川 諒(3) ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 968 小笠原 陸(3) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｸ

5 5 杉戸 3680 小沢 雄統(2) ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 44.68 5 2 秩父 404 千嶋 祐輝(3) ﾁｼﾏ ﾕｳｷ 44.16
3663 阪谷 倭(3) ｻｶﾀﾆ ﾔﾏﾄ 407 小杉 流星(3) ｺｽｷﾞ ﾘｭｳｾｲ
3671 門井 伶都(3) ｶﾄﾞｲ ﾚｲﾄ 401 佐野島 亮介(2) ｻﾉｼﾏ ﾘｮｳｽｹ
3688 高橋 龍紀(2) ﾀｶﾊｼ ﾀﾂｷ 406 津吉 和(2) ﾂﾖｼ ﾔﾏﾄ

6 2 越谷北 2075 小島 優哉(2) ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 44.73 6 6 八潮 2328 矢島 隼斗(3) ﾔｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 44.18
2087 若林 爽太(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 2335 勝間 龍之介(2) ｶﾂﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
2073 牧野 圭寿(2) ﾏｷﾉ ｹｲｼﾞｭ 2333 畑山 晴稀(2) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾙｷ
2072 門馬 武志(2) ﾓﾝﾏ ﾀｹｼ 2325 中村 寧生(3) ﾅｶﾑﾗ ﾈｵ

7 9 岩槻 1531 坂本 光翼(3) ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 45.74 7 9 大宮工 1155 坂口 依生(3) ｻｶｸﾞﾁ ｲｵ 45.30
1538 中村 恒介(2) ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 1165 小山 真太郎(2) ｵﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ
1546 松川 剛(2) ﾏﾂｶﾜ ﾂﾖｼ 1164 大和田 希(2) ｵｵﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ
1534 中田 隼輔(3) ﾅｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 1152 大塚 瑠衣(3) ｵｵﾂｶ ﾙｲ

8 8 越谷東 4530 嶋野 晃太(3) ｼﾏﾉ ｺｳﾀ 46.57 8 3 東野 5522 飯牟禮 佑(2) ｲｲﾑﾚ ﾕｳ 46.43
4515 小嶋 時秀(3) ｺｼﾞﾏ ﾄｷﾋﾃﾞ 5503 塩井 宙夢(2) ｼｵｲ ﾋﾛﾑ
4525 吉川 鉄郎(3) ﾖｼｶﾜ ﾃﾂﾛｳ 5512 繁田 春樹(2) ｼｹﾞﾀ ﾊﾙｷ
4529 飯田 健太郎(3) ｲｲﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 5514 佐島 洋平(2) ｻｼﾏ ﾖｳﾍｲ

1 大宮商 863 岩村 亮太(1) ｲﾜﾑﾗ ﾘｮｳﾀ DQ,R2 9 1 深谷商 561 石坂 拓大(2) ｲｼｻﾞｶ ﾀｸﾄ 47.55
844 清水 亮汰(3) ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 560 萩原 諒(2) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳ
864 大塚 亨太(1) ｵｵﾂｶ ｷｮｳﾀ 551 鈴木 湧大(1) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ
865 工藤 匠眞(1) ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 543 髙橋 稜大(3) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ

11組 12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 大宮北 1250 高津 彩樹(2) ﾀｶﾂ ｻｲｷ 43.40 1 6 春日部東 3602 長田 昴己(3) ｵｻﾀﾞ ｺｳｷ 42.93
1237 井上 陸仁(3) ｲﾉｳｴ ﾘｸﾄ Q 3611 堤 大翔(2) ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ Q
1239 柿沼 大翔(3) ｶｷﾇﾏ ﾋﾛﾄ 3612 草野 拓登(2) ｸｻﾉ ﾀｸﾄ
1246 芦埜 克明(2) ｱｼﾉ ｶﾂｱｷ 3605 染谷 捷太(3) ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ

2 4 桶川 2198 宮田 侑歩(3) ﾐﾔﾀ ﾕｳﾄ 44.39 2 4 所沢北 3192 仲澤 空舞(3) ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 43.66
2204 島村 将伍(2) ｼﾏﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 3187 川村 晃次郎(3) ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ q
2192 甲斐 伶穏(3) ｶｲ ﾚｵﾝ 3198 吉澤 周祐(3) ﾖｼｻﾞﾜ ｼｭｳｽｹ
2193 志賀 風太(3) ｼｶﾞ ﾌｳﾀ 3184 小川 輝(3) ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ

3 9 進修館 892 増田 浩志(3) ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼ 45.13 3 7 所沢西 2675 黒川 裕太(3) ｸﾛｶﾜ ﾕｳﾀ 44.05
886 片山 爽(2) ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾗ 2671 宮野 裕成(3) ﾐﾔﾉ ﾋﾛﾅﾘ
880 板坂 優希(3) ｲﾀｻｶ ﾕｳｷ 2685 中村 剛士(2) ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ
875 泉瀧 駿太朗(3) ｲｽﾞﾐﾀｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 2683 叶 フォリ(2) ｶﾉｳ ﾌｫﾘ

4 8 白岡 3632 藤枝 大夢(2) ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾋﾛﾑ 45.24 4 5 草加南 3572 外山 瑞基(3) ﾄﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 44.29
3640 村松 嵩(3) ﾑﾗﾏﾂ ｼｭｳ 3583 星野 星凪(2) ﾎｼﾉ ｾﾅ
3638 松風 秀斗(3) ﾏﾂｶｾﾞ ｼｭｳﾄ 3574 橋本 匠(3) ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ
3636 郷右近 晋優(3) ｺﾞｳｳｺﾝ ｼﾝﾕｳ 3571 大竹 洋生(3) ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ

5 2 栄東 4475 徳岡 俊介(2) ﾄｸｵｶ ｼｭﾝｽｹ 46.24 5 9 三郷北 4177 佐藤 瑠輝(2) ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 44.95
4471 鈴木 浩介(2) ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 4178 清野 蒼磨(3) ｾｲﾉ ｿｳﾏ
4473 橋川 遼太朗(2) ﾊｼｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 4185 坂田 光駿(2) ｻｶﾀ ﾐﾂﾄｼ
4474 長谷川 優太(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 4181 蜂谷 凌(3) ﾊﾁﾔ ﾘｮｳ

1 羽生実 577 武田 琳貴(2) ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝｷ DQ,R1 6 3 草加東 4165 矢田 貴大(2) ﾔﾀ ﾀｶﾋﾛ 45.41
576 佐藤 夏樹(2) ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 4145 中村 有輝(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
578 ルン サン タイ(3) ﾙﾝ ｻﾝ ﾀｲ 4164 髙橋 咲也(2) ﾀｶﾊｼ ｻｸﾔ
575 ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 4146 武石 斗真(3) ﾀｹｲｼ ﾄｳﾏ

7 越谷総技 5315 地木樂 千聖(3) ｼﾞﾓｸﾗ ﾁｻﾄ DQ,R1 7 8 埼玉平成 2931 寺内 経尊(2) ﾃﾗｳﾁ ﾉﾘﾀｶ 45.42
5313 小山内 捷翔(3) ｵｻﾅｲ ﾊﾔﾄ 2937 小林 琉聖(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ
5312 加藤 拓歩(3) ｶﾄｳ ﾀｸﾄ 2933 吉川 港(2) ﾖｼｶﾜ ﾐﾅﾄ
5311 鈴木 直(3) ｽｽﾞｷ ﾅｵ 2915 中村 竣(3) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ

3 川越初雁 DNS 8 2 本庄一 5571 西村 律輝(3) ﾆｼﾑﾗ ﾘﾂｷ 47.08
5573 八木 隆希(3) ﾔｷﾞ ﾘｭｳｷ
5554 安野 圭悟(2) ﾔｽﾉ ｹｲｺﾞ
5551 渡邊 瑠威(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ

6 坂戸西 2658 多羅澤 璃大(2) ﾀﾗｻﾜ ﾘｵ DNS
2651 櫻井 玲望斗(2) ｻｸﾗｲ ﾚﾐﾄ
2663 吉岡 楓真(2) ﾖｼｵｶ ﾌｳﾏ
2642 中嶋 勇輔(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバー
ゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４
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13組 14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 浦和 6 飯原 圭祐(3) ｲｲﾊﾗ ｹｲｽｹ 42.15 1 7 越谷西 2569 大學 諒也(2) ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾘｮｳﾔ 43.07
11 藤村 泰成(2) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｾｲ Q 2558 武藤 和樹(3) ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ Q
2 磯部 隼汰(3) ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 2551 海老原 彦輝(3) ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ
3 西里 碧澄(3) ﾆｼｻﾞﾄ ﾍｷﾄ 2564 手金 裕嗣(2) ﾃｶﾞﾈ ﾕｳｼﾞ

2 6 朝霞 1626 木村 優翔(2) ｷﾑﾗ ﾋﾛﾄ 43.28 2 4 川口市立 1213 田村 海斗(2) ﾀﾑﾗ ｶｲﾄ 43.16
1643 小川 日向(3) ｵｶﾞﾜ ﾋｭｳｶﾞ q 1216 杉山 弘明(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｱｷ q
1630 正岡 一颯(2) ﾏｻｵｶ ｲﾌﾞｷ 1208 塚原 大雅(3) ﾂｶﾊﾗ ﾀｲｶﾞ
1650 田中 葵(3) ﾀﾅｶ ｱｵｲ 1212 川尻 太一(2) ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ

3 4 所沢中央 4226 戸井田 藍吏(2) ﾄｲﾀﾞ ｱｲﾘ 44.47 3 6 豊岡 792 森 恵太(2) ﾓﾘ ｹｲﾀ 43.73
4228 兵藤 航太(2) ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺｳﾀ 799 桝田 光琉(2) ﾏｽﾀﾞ ﾋｶﾙ
4222 後藤 優空(2) ｺﾞﾄｳ ﾕｱ 796 安谷屋 秀喜(2) ｱﾀﾞﾆﾔ ﾋﾃﾞｷ
4212 若杉 凌(3) ﾜｶｽｷﾞ ﾘｮｳ 807 上田 麗音(1) ｳｴﾀﾞ ﾚｵﾝ

4 8 大宮南 4622 渋谷 昂生(2) ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ 45.00 4 8 春日部共栄 2851 金田 悠希(3) ｶﾈﾀﾞ ﾕｳｷ 44.59
4621 西崎 広望(2) ﾆｼｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 2853 平沼 真(3) ﾋﾗﾇﾏ ｼﾝ
4637 加藤 陽翔(3) ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ 2857 髙島 聖人(3) ﾀｶｼﾏ ｷﾖﾄ
4627 芦沢 柚葵(2) ｱｼｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 2852 新井 謙大(3) ｱﾗｲ ｹﾝﾀ

5 7 聖望 1360 伊藤 稀珀(2) ｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ 45.11 5 5 草加 1567 小林 恵一(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ 45.17
1352 小川 航平(2) ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 1565 池田 憧羽(2) ｲｹﾀﾞ ﾄﾜ
1364 田中 駿佑(1) ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 1571 白井 颯太(2) ｼﾗｲ ｿｳﾀ
1355 高柳 諒太朗(3) ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 1561 江原 騎士(3) ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ

6 3 深谷 3140 弓町 悠宇(3) ﾕﾐﾏﾁ ﾕｳ 45.68 6 9 越谷南 3271 藤田 拓也(3) ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 45.56
3127 佐々木 虹介(2) ｻｻｷ ｺｳｽｹ 3278 関 瑛仁(2) ｾｷ ｱｷﾄ
3128 黒沢 俊貴(2) ｸﾛｻﾜ ﾄｼｷ 3277 横田 航大(3) ﾖｺﾀ ｺｳﾀﾞｲ
3131 山元 一真(3) ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 3279 石田 修一(3) ｲｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ

7 9 川口工 524 工藤 颯太(1) ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ 45.95 7 2 新座総合 4849 橋本 裕一郎(3) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 45.57
518 レー クァン(2) ﾚｰ ｸｧﾝ 4851 石塚 一成(3) ｲｼﾂﾞｶ ｶｽﾞﾅﾘ
515 大沢 心(2) ｵｵｻﾜ ｼﾝ 4848 丸田 大喜(3) ﾏﾙﾀ ﾀﾞｲｷ
513 高橋 幸太(3) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 4832 塚原 裕也(3) ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾔ

8 1 滑川総合 3489 関口 友己弥(2) ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷﾔ 46.67 8 3 児玉白楊 1907 吉田 ﾓﾊﾏﾄﾞﾗﾌﾏﾝ(2) ﾖｼﾀﾞ ﾓﾊﾏﾄﾞﾗﾌﾏﾝ 47.19
3506 関口 竜(1) ｾｷｸﾞﾁ ﾘｭｳ 1901 中島 優輔(3) ｶﾏｼﾏ ﾕｳｽｹ
3505 横山 大新(1) ﾖｺﾔﾏ ﾀｲｼﾝ 1904 八木 司(3) ﾔｷﾞ ﾂｶｻ
3485 黒古 京介(3) ｸﾛｺ ｷｮｳｽｹ 1902 松田 智也(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾔ

9 2 開智未来 3245 飯島 寛之(1) ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 48.47
3251 鎌田 航輔(1) ｶﾏﾀ ｺｳｽｹ
3252 坂本 雄輝(1) ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ
3249 山中 悠矢(1) ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾔ

準決勝　3組2着＋2

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 武南 1711 吉田 旭善(3) ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙﾖｼ 41.03 1 4 立教新座 1412 簗瀬 結斗(3) ﾔﾅｾ ﾕｲﾄ 41.79
1722 富樫 竜輝(2) ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ Q 1426 澤田 悠斗(2) ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ Q
1719 伊藤 空(2) ｲﾄｳ ｿﾗ 1425 塩味 奏来(2) ｼｵﾐ ｿﾗ
1713 加藤 奨啓(3) ｶﾄｳ ｼｮｳｹｲ 1413 西田 晃誠(3) ﾆｼﾀﾞ ｺｳｾｲ

2 6 大宮東 4238 小池 諒武(3) ｺｲｹ ﾘｮｳﾑ 41.51 2 5 埼玉栄 3033 神田 陽太(3) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 41.84
4231 松田 璃央(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ Q 3032 安藤 李空(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ Q
4232 野口 翔汰(2) ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 3031 福田 凱璃(3) ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾘ
4259 大久保 直樹(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ 3040 廿浦 亮仁(3) ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ

3 5 松山 139 佐藤 彩人(2) ｻﾄｳ ｱﾔﾄ 41.97 3 6 春日部 94 佐竹 蒼人(3) ｻﾀｹ ｱｵﾄ 42.10
121 樋口 隼人(3) ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ q 92 三井 一輝(3) ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ
142 森林 勇太(3) ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 105 森 航至郎(2) ﾓﾘ ｺｳｼﾛｳ
126 田中 京太郎(3) ﾀﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ 112 野田 葵介(2) ﾉﾀﾞ ｷｽｹ

4 7 春日部東 3602 長田 昴己(3) ｵｻﾀﾞ ｺｳｷ 42.51 4 7 熊谷 43 小南 慧馬(3) ｺﾐﾅﾐ ｹｲﾏ 42.76
3611 堤 大翔(2) ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ 41 大須賀 智紀(3) ｵｵｽｶ ﾄﾓｷ
3612 草野 拓登(2) ｸｻﾉ ﾀｸﾄ 45 新島 基(3) ﾆｲｼﾞﾏ ﾓﾄｷ
3605 染谷 捷太(3) ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ 40 今井 陽(3) ｲﾏｲ ﾋﾅﾀ

5 8 越谷西 2569 大學 諒也(2) ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾘｮｳﾔ 42.83 5 9 川口市立 1213 田村 海斗(2) ﾀﾑﾗ ｶｲﾄ 43.19
2558 武藤 和樹(3) ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ 1208 塚原 大雅(3) ﾂｶﾊﾗ ﾀｲｶﾞ
2551 海老原 彦輝(3) ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ 1207 大野 滉平(3) ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ
2564 手金 裕嗣(2) ﾃｶﾞﾈ ﾕｳｼﾞ 1212 川尻 太一(2) ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ

6 9 朝霞 1626 木村 優翔(2) ｷﾑﾗ ﾋﾛﾄ 43.23 6 2 川越 71 松尾 海(3) ﾏﾂｵ ｶｲ 43.62
1643 小川 日向(3) ｵｶﾞﾜ ﾋｭｳｶﾞ 68 中村 亮太(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
1630 正岡 一颯(2) ﾏｻｵｶ ｲﾌﾞｷ 76 安齋 篤人(3) ｱﾝｻﾞｲ ｱﾂﾄ
1650 田中 葵(3) ﾀﾅｶ ｱｵｲ 69 村杉 遥斗(2) ﾑﾗｽｷﾞ ﾊﾙﾄ

7 3 城西大川越 2474 松尾 直人(3) ﾏﾂｵ ﾅｵﾄ 43.46 7 3 西武文理 5016 廣田 健人(3) ﾋﾛﾀ ｹﾝﾄ 43.68
2485 大谷 英之(2) ｵｵﾀﾆ ﾋﾃﾞﾕｷ 5012 渡邉 智基(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ
2471 松倉 隆太(2) ﾏﾂｸﾗ ﾘｭｳﾀ 5017 浦辺 零生(3) ｳﾗﾍﾞ ﾚｲ
2469 中木 翔斗(2) ﾅｶｷ ｼｮｳﾄ 5014 小谷野 敦貴(3) ｺﾔﾉ ｱﾂｷ

2 所沢北 DNS 8 8 大宮北 1250 高津 彩樹(2) ﾀｶﾂ ｻｲｷ 43.85
1237 井上 陸仁(3) ｲﾉｳｴ ﾘｸﾄ
1239 柿沼 大翔(3) ｶｷﾇﾏ ﾋﾛﾄ
1246 芦埜 克明(2) ｱｼﾉ ｶﾂｱｷ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバー
ゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



 男子4X100mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             39.57     和田・宮本・井本・平賀(京都・洛南)    2017 5月9日 14:15 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         40.58     片山･大野･成山･大沢(埼玉・松山)       1987 5月9日 17:30 準決勝
大会記録(GR)                 40.69     沼尻・岡田・利田・佐野(埼玉・立教新座)2016 5月10日 17:20 決　勝

準決勝　3組2着＋2

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 浦和 6 飯原 圭祐(3) ｲｲﾊﾗ ｹｲｽｹ 41.70
11 藤村 泰成(2) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｾｲ Q
2 磯部 隼汰(3) ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ
3 西里 碧澄(3) ﾆｼｻﾞﾄ ﾍｷﾄ

2 6 伊奈学園総合 5162 齊間 聖(3) ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ 41.75
5161 八柳 拓磨(3) ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ Q
5163 山崎 颯太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ
5173 伊藤 温登(3) ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

3 7 狭山ヶ丘 1447 宮本 樹(3) ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 42.06
1458 前田 日向(3) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ q
1448 磯部 敬太(3) ｲｿﾍﾞ ｹｲﾀ
1443 関口 堅太(3) ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

4 5 朝霞西 2594 田中 祥太(2) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 42.49
2583 矢島 寛太(3) ﾔｼﾞﾏ ｶﾝﾀ
2581 熊谷 秀星(3) ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｾｲ
2582 宮武 サリームラリー(3) ﾐﾔﾀｹ ｻﾘｰﾑﾗﾘｰ

5 9 花咲徳栄 4655 松崎 僚輝(3) ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ 42.49
4667 安藤 優貴(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ
4673 工藤 晴斗(2) ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ
4652 佐々木 悠真(3) ｻｻｷ ﾕｳﾏ

6 8 昌平 2793 坂田 真之介(3) ｻｶﾀ ｼﾝﾉｽｹ 42.54
2804 中村 拓翔(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ
2799 北原 琳汰朗(3) ｷﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ
2813 齊木 悠斗(2) ｻｲｷ ﾕｳﾄ

7 3 志木 3082 干場 涼太(3) ﾎｼﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 43.65
3073 金井 竜哉(3) ｶﾅｲ ﾀﾂﾔ
3074 樋渡 和樹(3) ﾋﾜﾀｼ ｶｽﾞｷ
3069 貝塚 勇道(3) ｶｲﾂﾞｶ ﾊﾔﾄ

8 2 深谷一 2526 関口 嵐(2) ｾｷｸﾞﾁ ｱﾗｼ 43.72
2537 渡邉 颯(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｹﾙ
2539 植井 陸斗(3) ｳｴｲ ﾘｸﾄ
2540 尾幡 大地(3) ｵﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 武南 1711 吉田 旭善(3) ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙﾖｼ 41.69
1722 富樫 竜輝(2) ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ
1719 伊藤 空(2) ｲﾄｳ ｿﾗ
1713 加藤 奨啓(3) ｶﾄｳ ｼｮｳｹｲ

2 5 立教新座 1411 宮﨑 暉(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ 41.80
1426 澤田 悠斗(2) ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ
1425 塩味 奏来(2) ｼｵﾐ ｿﾗ
1413 西田 晃誠(3) ﾆｼﾀﾞ ｺｳｾｲ

3 7 大宮東 4238 小池 諒武(3) ｺｲｹ ﾘｮｳﾑ 42.17
4231 松田 璃央(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ
4232 野口 翔汰(2) ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ
4259 大久保 直樹(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ

4 9 埼玉栄 3033 神田 陽太(3) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 42.34
3032 安藤 李空(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ
3031 福田 凱璃(3) ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾘ
3040 廿浦 亮仁(3) ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ

5 3 狭山ヶ丘 1447 宮本 樹(3) ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 42.44
1458 前田 日向(3) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ
1448 磯部 敬太(3) ｲｿﾍﾞ ｹｲﾀ
1443 関口 堅太(3) ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

6 8 伊奈学園総合 5162 齊間 聖(3) ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ 42.47
5161 八柳 拓磨(3) ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ
5163 山崎 颯太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ
5173 伊藤 温登(3) ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

7 2 松山 139 佐藤 彩人(2) ｻﾄｳ ｱﾔﾄ 42.59
121 樋口 隼人(3) ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ
142 森林 勇太(3) ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ
126 田中 京太郎(3) ﾀﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ

8 6 浦和 6 飯原 圭祐(3) ｲｲﾊﾗ ｹｲｽｹ 42.71
2 磯部 隼汰(3) ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ
3 西里 碧澄(3) ﾆｼｻﾞﾄ ﾍｷﾄ

19 河野 凪(1) ｶﾜﾉ ﾅｷﾞ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバー
ゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



 男子4X400mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           3:08.32     苗木･山本･菅井･鈴木(千葉・成田)       2003 5月11日 15:55 予　選
埼玉県高校新記録(SH)       3:11.24     海野･飯崎･遠藤･山崎(埼玉・埼玉栄)     2010 5月12日 12:15 準決勝
大会記録(GR)               3:13.70     横野･内田・金子･佐藤(埼玉・埼玉栄)    1994 5月12日 15:30 決　勝

予　選　13組1着＋11

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 春日部東 3603 黛 渓太(3) ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ 3:25.35 1 5 所沢北 3202 町田 達哉(2) ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ 3:26.92

3612 草野 拓登(2) ｸｻﾉ ﾀｸﾄ Q 3187 川村 晃次郎(3) ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ Q
3605 染谷 捷太(3) ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ 17 橋本 健太(2) ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀ
3611 堤 大翔(2) ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ 3197 山口 侑輝(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ

2 4 川口北 3160 萩原 拓実(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 3:27.77 2 4 越谷北 2075 小島 優哉(2) ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 3:27.33

3172 松澤 直希(2) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ q 2087 若林 爽太(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ q
3153 綾 彪竜(3) ｱﾔ ﾀｹﾙ 2072 門馬 武志(2) ﾓﾝﾏ ﾀｹｼ
3163 山田 智輝(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ 2095 荒木 陸空(3) ｱﾗｷ ﾘｸ

3 1 滑川総合 55 須田 魁世(3) ｽﾀﾞ ｶｲｾｲ 3:30.91 3 7 獨協埼玉 2881 岡田 和樹(3) ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 3:29.78

3485 黒古 京介(3) ｸﾛｺ ｷｮｳｽｹ 2902 松本 翼(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ
3487 坂上 天馬(2) ｻｶｳｴ ﾃﾝﾏ 2897 中村 亮太(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
3501 並木 悠真(3) ﾅﾐｷ ﾕｳﾏ 2884 阿部 燎平(3) ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ

4 5 和光国際 5465 中川 綾大(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 3:32.81 4 9 坂戸 2179 前川 諒磨(3) ﾏｴｶﾜ ﾘｮｳﾏ 3:30.52

5466 髙橋 育真(3) ﾀｶﾊｼ ｲｸﾏ 2180 田代 航平(3) ﾀｼﾛ ｺｳﾍｲ
5483 ?山 昂平(2) ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳﾍｲ 2188 小川 凌太朗(3) ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ
5469 青栁 耀介(3) ｱｵﾔｷﾞ ﾖｳｽｹ 2165 山口 拓真(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾏ

5 7 武南 1714 清水 涼太(3) ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 3:33.37 5 6 浦和 17 仲山 智也(2) ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾔ 3:33.13

1715 長谷川 颯人(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 7 久保 皓平(3) ｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ
1730 棚澤 樹(1) ﾀﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ 1 鴨志田 育哉(3) ｶﾓｼﾀﾞ ｲｸﾔ
1723 横田 和希(2) ﾖｺﾀ ｶｽﾞｷ 8 竹林 蒼真(3) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ

6 9 越谷南 3278 関 瑛仁(2) ｾｷ ｱｷﾄ 3:41.60 6 8 蓮田松韻 2304 伊賀 亘(2) ｲｶﾞ ﾜﾀﾙ 3:47.67

3279 石田 修一(3) ｲｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 4 古矢 蓮(3) ﾌﾙﾔ ﾚﾝ
3271 藤田 拓也(3) ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 2292 星野 信玄(3) ﾎｼﾉ ｼﾝｹﾞﾝ
3277 横田 航大(3) ﾖｺﾀ ｺｳﾀﾞｲ 2305 住友 祐樹(2) ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｷ

7 3 栄東 4471 鈴木 浩介(2) ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 3:43.09 7 3 鳩山 4869 松下 文哉(2) ﾏﾂｼﾀ ﾌﾐﾔ 3:51.52

4476 富田 陸斗(2) ﾄﾐﾀ ﾘｸﾄ 4868 梅舘 杜和(2) ｳﾒﾀﾞﾃ ﾄﾜ
4475 徳岡 俊介(2) ﾄｸｵｶ ｼｭﾝｽｹ 4871 内田 智仁(1) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ
4473 橋川 遼太朗(2) ﾊｼｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 4866 菊池 海音(3) ｷｸﾁ ｶｲﾄ

8 8 叡明 1334 鈴木 亮太朗(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3:44.25 8 2 深谷 3140 弓町 悠宇(3) ﾕﾐﾏﾁ ﾕｳ 3:56.93

1340 岩田 洋輝(2) ｲﾜﾀ ﾋﾛｷ 3125 中島 湊(3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾄ
1337 長岡 諒太郎(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3128 黒沢 俊貴(2) ｸﾛｻﾜ ﾄｼｷ
1321 堀 駿介(3) ﾎﾘ ｼｭﾝｽｹ 3127 佐々木 虹介(2) ｻｻｷ ｺｳｽｹ

9 2 羽生実 577 武田 琳貴(2) ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝｷ 4:06.34

578 ルン サン タイ(3) ﾙﾝ ｻﾝ ﾀｲ
576 佐藤 夏樹(2) ｻﾄｳ ﾅﾂｷ
575 ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

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 4 浦和北 4009 岩田 悠吾(3) ｲﾜﾀ ﾕｳｺﾞ 3:28.85 1 4 狭山ヶ丘 1450 内海 新大(3) ｳﾁｳﾐ ｱﾗﾀ 3:27.57

4010 石見 広輔(3) ｲﾜﾐ ｺｳｽｹ Q 1458 前田 日向(3) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ Q
4011 小鷹 瑞生(3) ｵﾀﾞｶ ﾐｽﾞｷ 1449 小峯 朋侑(3) ｺﾐﾈ ﾎｳﾕｳ
4014 坂元 駿斗(3) ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 1452 德丸 颯馬(3) ﾄｸﾏﾙ ｿｳﾏ

2 6 狭山経済 5252 池田 康生(2) ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ 3:29.72 2 5 大宮 447 立沢 英臣(2) ﾀﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵﾐ 3:28.45

5276 長谷川 弘翔(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾄ 441 石塚 一平(2) ｲｼﾂﾞｶ ｲｯﾍﾟｲ q
5257 内堀 和音(2) ｳﾁﾎﾞﾘ ｵﾄ 422 清水 歩(3) ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ
5251 高木 駿(3) ﾀｶｷﾞ ﾊﾔﾄ 443 黒岩 洸大(2) ｸﾛｲﾜ ｺｳﾀﾞｲ

3 7 秀明英光 5403 森山 涼音(3) ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾄ 3:33.06 3 6 川越 64 金子 直真(3) ｶﾈｺ ﾅｵﾏ 3:28.68

5407 石川 有志(1) ｲｼｶﾜ ﾕｳｼ 72 飯濱 明文(3) ｲｲﾊﾏ ｱｷﾌﾐ q
5401 神山 勝之(3) ｺｳﾔﾏ ｶﾂﾕｷ 68 中村 亮太(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
5405 三柴 嗣音(2) ﾐｼﾊﾞ ｼｵﾝ 71 松尾 海(3) ﾏﾂｵ ｶｲ

4 8 埼玉平成 2937 小林 琉聖(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 3:35.79 4 2 聖望 1355 髙麗 大和(3) ｺﾏ ﾔﾏﾄ 3:29.53

2911 太田 翔悟(3) ｵｵﾀ ｼｮｳｺﾞ 1353 門野 大智(3) ｶﾄﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ q
2933 吉川 港(2) ﾖｼｶﾜ ﾐﾅﾄ 1352 小川 航平(2) ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ
2912 平林 純(3) ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 1367 仲 陸斗(2) ﾅｶ ﾘｸﾄ

5 1 国際学院 6063 松島 夢斗(2) ﾏﾂｼﾏ ﾕﾒﾄ 3:36.00 5 7 八潮 2325 中村 寧生(3) ﾅｶﾑﾗ ﾈｵ 3:35.36

6068 川上 貴洋(3) ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 2321 白井 涼太(3) ｼﾗｲ ﾘｮｳﾀ
6086 小泉 弦登(1) ｺｲｽﾞﾐ ｹﾞﾝﾄ 2322 杉山 太翔(3) ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲﾄ
6069 樋渡 仁(1) ﾋﾜﾀﾘ ｼﾞﾝ 2327 南 康也(3) ﾐﾅﾐ ｺｳﾔ

6 9 川越西 2618 泉名 康介(3) ｾﾝﾐｮｳ ｺｳｽｹ 3:42.25 6 8 羽生一 3813 永嶋 心翔(3) ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾅﾄ 3:37.25

2616 片岡 直也(3) ｶﾀｵｶ ﾅｵﾔ 3812 峰岸 慧(3) ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾄﾙ
2620 田渕 輝良(3) ﾀﾌﾞﾁ ｷﾗ 3816 林 敦規(2) ﾊﾔｼ ｱﾂｷ
2623 林 舜(3) ﾊﾔｼ ｼｭﾝ 3819 金子 貴暉(2) ｶﾈｺ ﾀｶｷ

7 3 浦和東 4923 山路 太陽(3) ﾔﾏｼﾞ ﾀｲﾖｳ 3:42.85 7 9 杉戸 3662 佐藤 京史朗(2) ｻﾄｳ ｷｮｳｼﾛｳ 3:43.53

4921 後藤 寛人(3) ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ 3671 門井 伶都(3) ｶﾄﾞｲ ﾚｲﾄ
4931 伊佐 駿輝(2) ｲｻ ｼｽﾞｷ 3676 塩谷 貫太(3) ｼｵﾉﾔ ｶﾝﾀ
4922 小山 純(3) ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 3688 高橋 龍紀(2) ﾀｶﾊｼ ﾀﾂｷ

8 2 秩父 404 千嶋 祐輝(3) ﾁｼﾏ ﾕｳｷ 3:44.91 8 3 杉戸農 716 小野 颯志(3) ｵﾉ ｿｳｼ 3:53.11

400 黒沢 颯太(2) ｸﾛｻﾜ ｿｳﾀ 711 森本 輝琉(3) ﾓﾘﾓﾄ ﾃﾙ
407 小杉 流星(3) ｺｽｷﾞ ﾘｭｳｾｲ 718 濱川 陸渡(2) ﾊﾏｶﾜ ﾘｸﾄ
401 佐野島 亮介(2) ｻﾉｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 713 向井 結貴(3) ﾑｶｲ ﾕｳｷ

5 埼玉栄 3056 黄金井 唯翔(2) ｺｶﾞﾈｲ ﾕｲﾄ DQ,T1

3046 深瀨 遥斗(2) ﾌｶｾ ﾊﾙﾄ
3047 大山 健(2) ｵｵﾔﾏ ｹﾝ
3040 廿浦 亮仁(3) ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R0:(R170-14)オーバーゾーン



 男子4X400mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           3:08.32     苗木･山本･菅井･鈴木(千葉・成田)       2003 5月11日 15:55 予　選
埼玉県高校新記録(SH)       3:11.24     海野･飯崎･遠藤･山崎(埼玉・埼玉栄)     2010 5月12日 12:15 準決勝
大会記録(GR)               3:13.70     横野･内田・金子･佐藤(埼玉・埼玉栄)    1994 5月12日 15:30 決　勝

予　選　13組1着＋11

5組 6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 坂戸西 2642 中嶋 勇輔(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 3:28.80 1 4 昌平 2812 鳩貝 相太(2) ﾊﾄｶﾞｲ ｿｳﾀ 3:24.24

2654 関原 翔大(2) ｾｷﾊﾗ ｼｮｳﾀ Q 2805 武石 翔太(3) ﾀｹｲｼ ｼｮｳﾀ Q
2648 小林 聖人(3) 2808 楢本 雄貴(3) ﾅﾗﾓﾄ ﾕｳｷ
2657 田中 佐昌(2) ﾀﾅｶ ｻｽｹ 2809 万木 大夢(3) ﾏｷ ﾋﾛﾑ

2 9 朝霞西 2590 増渕 優樹(3) ﾏｽﾌﾞﾁ ﾕｳｷ 3:30.67 2 5 浦和南 2107 今井 大翔(3) ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ 3:26.30

2583 矢島 寛太(3) ﾔｼﾞﾏ ｶﾝﾀ 2101 衣笠 匡哉(3) ｷﾇｶﾞｻ ﾏｻﾔ q
2581 熊谷 秀星(3) ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｾｲ 2113 瀧澤 寿安(2) ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾞｭｱﾝ
2584 畠山 衣舞喜(3) ﾊﾀｹﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 2109 根本 樹(3) ﾈﾓﾄ ｲﾂｷ

3 7 飯能南 3934 半田 悠斗(3) ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 3:32.90 3 7 越谷総技 5312 加藤 拓歩(3) ｶﾄｳ ﾀｸﾄ 3:36.62

3952 阿部 桜雅(3) ｱﾍﾞ ｵｳｶﾞ 5316 佐藤 陽風(3) ｻﾄｳ ﾊﾙｶｾﾞ
3931 中 春輝(3) ﾅｶ ﾊﾙｷ 5317 龍頭 駆(3) ﾘｭｳﾄｳ ｶｹﾙ
3940 吉上 悠磨(2) ﾖｼｶﾞﾐ ﾕｳﾏ 5311 鈴木 直(3) ｽｽﾞｷ ﾅｵ

4 4 草加南 3582 臼倉 佑隼(2) ｳｽｸﾗ ﾕｳﾄ 3:33.45 4 2 所沢中央 4218 佐藤 光樹(2) ｻﾄｳ ｺｳｷ 3:37.08

3575 山本 優斗(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 4226 戸井田 藍吏(2) ﾄｲﾀﾞ ｱｲﾘ
3574 橋本 匠(3) ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 4210 関 晃誠(3) ｾｷ ｺｳｾｲ
3587 竹花 寛大(2) ﾀｹﾊﾅ ﾋﾛﾄ 4224 鈴木 優斗(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

5 1 本庄東 1979 板倉 弘瑛(2) ｲﾀｸﾗ ﾋﾛｱｷ 3:34.25 5 1 市立浦和 1119 満山 慶亮(3) ﾐﾂﾔﾏ ｱｷﾖｼ 3:38.34

1951 内田 佳吾(2) ｳﾁﾀﾞ ｹｲｺﾞ 1113 金田 綾祐(3) ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ
1976 飛田 悠介(3) ﾄﾋﾞﾀ ﾕｳｽｹ 1121 山下 希(2) ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾑ
1971 鳥屋 拓未(3) ﾄﾘﾔ ﾀｸﾐ 1112 金子 周平(3) ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ

6 6 春日部共栄 2853 平沼 真(3) ﾋﾗﾇﾏ ｼﾝ 3:34.82 6 8 いずみ 1681 小野 芽人(3) ｵﾉ ｶﾔﾄ 3:40.30

2859 飯口 堅太(3) ｲｲｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 1686 丸川 貴海(2) ﾏﾙｶﾜ ﾀｶﾐ
2855 内田 京佑(3) ｳﾁﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 1682 鈴木 綾太(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ
2858 飯口 公太(3) ｲｲｸﾞﾁ ｺｳﾀ 1684 西片 綾哉(2) ﾆｼｶﾀ ﾘｮｳﾔ

7 2 川口工 515 大沢 心(2) ｵｵｻﾜ ｼﾝ 3:37.11 7 9 熊谷西 3407 秋池 徹也(3) ｱｷｲｹ ﾃﾂﾔ 3:43.68

526 梶原 蓮斗(1) ｶｼﾞﾜﾗ ﾚﾝﾄ 3411 松生 優大(3) ﾏﾂｲｹ ﾕｳﾀﾞｲ
518 レー クァン(2) ﾚｰ ｸｧﾝ 3417 小名木 龍一(3) ｵﾅｷ ﾘｭｳｲﾁ
520 松井 蒼空(2) ﾏﾂｲ ｿﾗ 3408 田部 蒼汰(3) ﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

8 8 三郷北 4181 蜂谷 凌(3) ﾊﾁﾔ ﾘｮｳ 3:37.76 8 3 開智中高 5764 近藤 拓也(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 3:48.35

4180 山﨑 亮汰(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 5769 小林 瑞輝(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ
4178 清野 蒼磨(3) ｾｲﾉ ｿｳﾏ 5770 多武 陽仁(1) ﾀﾌﾞ ﾊﾙﾄ
4188 坪倉 拓海(3) ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀｸﾐ 5768 宮島 拓士(2) ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾄ

9 3 新座総合 4857 永田 幸大(3) ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ 3:38.53 6 武蔵越生 DNS
4832 塚原 裕也(3) ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾔ
4851 石塚 一成(3) ｲｼﾂﾞｶ ｶｽﾞﾅﾘ
4849 橋本 裕一郎(3) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ

7組 8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 川口市立 1224 小瀬 堅大(2) ｺｾ ｹﾝﾀ 3:26.69 1 6 早大本庄 5004 竹森 悠河(2) ﾀｹﾓﾘ ﾕｳｶﾞ 3:26.65

1223 原 悠貴(2) ﾊﾗ ﾕｳｷ Q 4996 森田 陽樹(2) ﾓﾘﾀ ﾊﾙｷ Q
1201 佐倉 由樹(3) ｻｸﾗ ﾖｼｷ 4981 阿久澤 侑佑(2) ｱｸｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ
1212 川尻 太一(2) ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ 4100 吉良 真之介(3) ｷﾗ ｼﾝﾉｽｹ

2 6 志木 3073 金井 竜哉(3) ｶﾅｲ ﾀﾂﾔ 3:31.31 2 5 伊奈学園総合 5169 武正 琉生(3) ﾀｹﾏｻ ﾙｲ 3:26.93

3070 大曽根 健太(3) ｵｵｿﾈ ｹﾝﾀ 5162 齊間 聖(3) ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ q
3076 柳川 淳樹(3) ﾔﾅｶﾞﾜ ｱﾂｷ 5164 奥村 亮太(3) ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
3068 南澤 郁伊(2) ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ｶｲ 5163 山崎 颯太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ

3 5 草加 1565 池田 憧羽(2) ｲｹﾀﾞ ﾄﾜ 3:34.08 3 7 所沢西 2672 森中 諒(3) ﾓﾘﾅｶ ﾘｮｳ 3:32.80

1573 福井 公太(2) ﾌｸｲ ｺｳﾀ 2687 山中 陽斗(2) ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ
1567 小林 恵一(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ 2671 宮野 裕成(3) ﾐﾔﾉ ﾋﾛﾅﾘ
1561 江原 騎士(3) ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ 2688 安岡 大成(2) ﾔｽｵｶ ﾀｲｾｲ

4 7 西武台 4690 関 雄斗(2) ｾｷ ﾕｳﾄ 3:36.97 4 4 大宮北 1237 井上 陸仁(3) ｲﾉｳｴ ﾘｸﾄ 3:33.48

4693 岩永 悠汰(2) ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 1250 高津 彩樹(2) ﾀｶﾂ ｻｲｷ
4682 小堀 隼弥(3) ｺﾎﾞﾘ ｼｭﾝﾔ 1239 柿沼 大翔(3) ｶｷﾇﾏ ﾋﾛﾄ
4687 東 拓生(2) ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｷ 1236 小林 進太郎(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ

5 9 久喜北陽 5436 関 純正(3) ｾｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 3:37.54 5 3 上尾南 3721 中村 優(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 3:43.06

5431 内田 翔大(3) ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 3724 水谷 音央(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾈｵ
5438 山本 愛斗(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ 3726 千葉 裕太(3) ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ
5434 澁谷 歩夢(3) ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ 3725 中村 優斗(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ

6 2 川口 152 齋藤 佑月(3) ｻｲﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 3:38.59 6 9 草加西 4746 関根 舜(2) ｾｷﾈ ｼｭﾝ 3:44.42

154 奥田 将悟(2) ｵｸﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 4744 カルバハル ケンマチュー(2) ｶﾙﾊﾞﾊﾙ ｹﾝﾏﾁｭｰ

153 細田 翔汰(3) ﾎｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ 4745 鈴木 佑哉(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ
151 南 怜央(3) ﾐﾅﾐ ﾚｵ 4757 涌井 空月(3) ﾜｸｲ ｱﾂｷ

7 8 春日部工 1501 原 温紀(2) ﾊﾗ ﾊﾙｷ 3:44.26 7 2 飯能 304 佐藤 秀介(2) ｻﾄｳ ｼｭｳｽｹ 3:51.27

1526 飯野 薫(3) ｲｲﾉ ｶｵﾙ 303 遠藤 康平(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ
1507 山寺 隆(2) ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾀｶｼ 321 髙木 昴(3) ﾀｶｷﾞ ｽﾊﾞﾙ
1506 折笠 大樹(2) ｵﾘｶｻ ﾀﾞｲｷ 305 小玉 天翔(2) ｺﾀﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ

3 東野 5509 大久保 創平(2) ｵｵｸﾎﾞ ｿｳﾍｲ DQ,T1 8 岩槻 1534 中田 隼輔(3) ﾅｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ DQ,T1

5503 塩井 宙夢(2) ｼｵｲ ﾋﾛﾑ 1536 根本 武輝(3) ﾈﾓﾄ ﾀｹﾙ
5517 山崎 翔(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳ 1533 淺井 紘仁(3) ｱｻｲ ﾋﾛﾄ
5507 鈴木 琴哉(2) ｽｽﾞｷ ｺﾄﾔ 1546 松川 剛(2) ﾏﾂｶﾜ ﾂﾖｼ

1 寄居城北 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R0:(R170-14)オーバーゾーン



 男子4X400mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           3:08.32     苗木･山本･菅井･鈴木(千葉・成田)       2003 5月11日 15:55 予　選
埼玉県高校新記録(SH)       3:11.24     海野･飯崎･遠藤･山崎(埼玉・埼玉栄)     2010 5月12日 12:15 準決勝
大会記録(GR)               3:13.70     横野･内田・金子･佐藤(埼玉・埼玉栄)    1994 5月12日 15:30 決　勝

予　選　13組1着＋11

9組 10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 春日部 94 佐竹 蒼人(3) ｻﾀｹ ｱｵﾄ 3:27.16 1 5 花咲徳栄 4674 兒嶋 遥希(2) ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 3:25.57

112 野田 葵介(2) ﾉﾀﾞ ｷｽｹ Q 4666 松尾 俊希(3) ﾏﾂｵ ﾄｼｷ Q
96 長谷部 雄大(3) ﾊｾﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 4658 鈴木 志晏(2) ｽｽﾞｷ ｼｱﾝ
3 須藤 遼(3) ｽﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 4655 松崎 僚輝(3) ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ

2 4 越谷西 2565 堺 啓樹(2) ｻｶｲ ｹｲﾀﾂ 3:27.38 2 4 大宮東 4234 大庭 健太(3) ｵｵﾊﾞ ｹﾝﾀ 3:29.30

2558 武藤 和樹(3) ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ q 4259 大久保 直樹(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ q
2573 石原 颯泰(2) ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 4242 大瀧 司(1) ｵｵﾀｷ ﾂｶｻ
2579 菊地 康介(2) ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 4241 茂野 勇斗(2) ｼｹﾞﾉ ﾕｳﾄ

3 5 ふじみ野 3886 飯田 幸弘(3) ｲｲﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 3:30.51 3 7 深谷一 2523 浜川 大樹(2) ﾊﾏｶﾜ ﾀﾞｲｼﾞｭ 3:31.04

3880 稲垣 楓汰(3) ｲﾅｶﾞｷ ﾌｳﾀ 2540 尾幡 大地(3) ｵﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ
3879 ヴトランタン クイ(2) ｳﾞﾄﾗﾝﾀﾝ ｸｲ 2539 植井 陸斗(3) ｳｴｲ ﾘｸﾄ
26 末松 大季(3) ｽｴﾏﾂ ﾀｲｷ 2537 渡邉 颯(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｹﾙ

4 9 桶川 2204 島村 将伍(2) ｼﾏﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 3:35.07 4 6 本庄 244 豊田 雅文(3) ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 3:31.34

2198 宮田 侑歩(3) ﾐﾔﾀ ﾕｳﾄ 249 進藤 大翔(2) ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ
2197 宮嶋 航(3) ﾐﾔｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 241 大坂 将平(2) ｵｵｻｶ ｼｮｳﾍｲ
2219 上村 恭平(1) ｳｴﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 269 福田 直也(3) ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾔ

5 1 西武文理 5013 天野 空(3) ｱﾏﾉ ｿﾗ 3:35.82 5 9 与野 908 間宮 悠介(3) ﾏﾐﾔ ﾕｳｽｹ 3:34.34

5101 森 敦哉(3) ﾓﾘ ｱﾂﾔ 902 植田 恭典(3) ｳｴﾀﾞ ｷｮｳｽｹ
5031 金子 健仁(1) ｶﾈｺ ｹﾝﾄ 906 齊藤 涼太(3) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ
5017 浦辺 零生(3) ｳﾗﾍﾞ ﾚｲ 909 川口 璃士(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷｵ

6 7 所沢 976 橋本 真(2) ﾊｼﾓﾄ ｼﾝ 3:39.58 6 8 八潮南 5098 澁谷 優太(3) ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾀ 3:37.99

978 阿部 喜一朗(2) ｱﾍﾞ ｷｲﾁﾛｳ 5100 宇田川 蓮樹(3) ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾚﾝｼﾞｭ
971 上田 祥平(3) ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 5086 會田 陸斗(3) ｱｲﾀﾞ ﾘｸﾄ
963 松川 大悟(3) ﾏﾂｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 5099 小林 夢明(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾑｱ

7 3 川越工 488 田中 晃生(2) ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ 3:42.48 7 1 大宮武蔵野 3309 中山 春輝(3) ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｷ 3:47.42

489 石塚 陽大(2) ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾅﾀ 3315 菊地 りん(1) ｷｸﾁ ﾘﾝ
481 仲野 雅也(3) ﾅｶﾉ ﾏｻﾔ 3320 吉岡 歩(1) ﾖｼｵｶ ｱﾕﾑ
485 鈴木 弘剛(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 3311 上浦 健(2) ｶﾐｳﾗ ｹﾝ

8 2 本庄一 5559 斎藤 瞬(2) ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ 3:46.72 8 2 草加東 4165 矢田 貴大(2) ﾔﾀ ﾀｶﾋﾛ 3:52.73

5558 村上 里空(1) ﾑﾗｶﾐ ﾘｸ 4164 髙橋 咲也(2) ﾀｶﾊｼ ｻｸﾔ
5556 茂木 大和(2) ﾓﾃｷ ﾔﾏﾄ 4162 小野 拓充(2) ｵﾉ ﾀｸﾐ
5555 竹内 拓海(2) ﾀｹｳﾁ ﾀｸﾐ 4163 金森 優太(2) ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀ

8 蕨 1029 山内 友貴(3) ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓｷ DQ,R0 3 浦和麗明 DNS
1022 木村 優太(3) ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
1028 牧野 遥哉(3) ﾏｷﾉ ﾊﾙﾔ
1035 石川 遼(2) ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ

11組 12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 越ヶ谷 349 矢吹 直雅(2) ﾔﾌﾞｷ ﾅｵﾏｻ 3:28.07 1 7 東京農大三 5286 加藤 琢勇(3) ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 3:27.66

345 斎藤 光起(3) ｻｲﾄｳ ｺｳｷ Q 5285 喜多野 侑(2) ｷﾀﾉ ﾕｳ Q
344 土橋 拓和(3) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ 5287 岡野 哲太(3) ｵｶﾉ ﾃｯﾀ
341 坂上 遥祐(3) ｻｶｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ 5284 中川 空(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ

2 4 松山 140 神山 天汰(3) ｶﾐﾔﾏ ﾃﾝﾀ 3:29.42 2 5 城西大川越 2488 畑元 和葉(2) ﾊﾀﾓﾄ ｶｽﾞﾊ 3:29.28

134 髙橋 琢磨(2) ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾏ q 2467 原田 諒士(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾏｺﾄ q
50 田中 鷹併(3) ﾀﾅｶ ﾖｳﾍｲ 2479 小川 拓未(2) ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾐ
135 川上 柊優(2) ｶﾜｶﾐ ｼｭｳ 2469 中木 翔斗(2) ﾅｶｷ ｼｮｳﾄ

3 6 庄和 4136 高石 飛翔(3) ﾀｶｲｼ ﾂﾊﾞｻ 3:31.59 3 4 熊谷 40 今井 陽(3) ｲﾏｲ ﾋﾅﾀ 3:30.37

4133 赤崎 海斗(3) ｱｶｻｷ ｶｲﾄ 54 高荷 秀仁(2) ﾀｶﾆ ﾋﾃﾞﾋﾄ
4131 八島 一瑠(3) ﾔｼﾏ ｲﾂﾙ 52 髙橋 龍(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ
4134 阿佐美 和月(3) ｱｻﾐ ﾅﾂｷ 51 小池 修太(2) ｺｲｹ ｼｭｳﾀ

4 5 大宮南 4637 加藤 陽翔(3) ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ 3:36.87 4 6 鷲宮 3852 遠藤 聖也(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ 3:32.20

4641 畑埜 空以(3) ﾊﾀﾉ ｶｲ 3848 野呂 日向汰(3) ﾉﾛ ﾋﾅﾀ
4621 西崎 広望(2) ﾆｼｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 3843 舟木 優流(3) ﾌﾅｷ ﾕｳﾘ
4644 上野 翔平(2) ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ 3851 遠藤 昂大(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ

5 9 深谷商 561 石坂 拓大(2) ｲｼｻﾞｶ ﾀｸﾄ 3:37.98 5 9 上尾 1087 松本 響(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 3:33.37

562 根岸 良輔(2) ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 1090 石川 龍之介(3) ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ
543 髙橋 稜大(3) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 1089 安藤 佑一郎(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ
560 萩原 諒(2) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 1093 原 柊悠人(3) ﾊﾗ ｼｭｳﾄ

6 8 入間向陽 4785 武田 虎太朗(2) ﾀｹﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 3:42.56 6 8 朝霞 1645 澁谷 太雅(3) ｼﾌﾞﾔ ﾀｲｶﾞ 3:34.30

4797 高木 翼(1) ﾀｶｷﾞ ﾂﾊﾞｻ 1647 飯塚 一輝(3) ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞｷ
4774 川田 伊織(2) ｶﾜﾀﾞ ｲｵﾘ 1650 田中 葵(3) ﾀﾅｶ ｱｵｲ
4794 濱名 優斗(2) ﾊﾏﾅ ﾕｳﾄ 1643 小川 日向(3) ｵｶﾞﾜ ﾋｭｳｶﾞ

7 2 三郷 3332 境 ディラン(3) ｻｶｲ ﾃﾞｨﾗﾝ 3:43.76 7 3 星野 5745 田中 礼桜(2) ﾀﾅｶ ﾚｵ 3:44.26

3331 稲毛 子竜(3) ｲﾅｹﾞ ｼﾘｭｳ 27 豊田 峻輔(2) ﾄﾖﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
3334 高橋 竜大(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 5748 堀口 朝陽(2) ﾎﾘｸﾞﾁ ｱｻﾋ
3333 上村 奨造(3) ｶﾐﾑﾗ ｼｮｳｿﾞｳ 5740 橋本 海太(3) ﾊｼﾓﾄ ｶｲﾀ

8 3 北本 3453 村上 陽生(3) ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ 3:54.34 2 宮代 DNS
3457 畑 祐仁(2) ﾊﾀ ﾕｳﾄ
3454 太幡 大地(3) ﾀﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ
3456 島田 颯太(3) ｼﾏﾀ ｿｳﾀ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R0:(R170-14)オーバーゾーン



 男子4X400mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           3:08.32     苗木･山本･菅井･鈴木(千葉・成田)       2003 5月11日 15:55 予　選
埼玉県高校新記録(SH)       3:11.24     海野･飯崎･遠藤･山崎(埼玉・埼玉栄)     2010 5月12日 12:15 準決勝
大会記録(GR)               3:13.70     横野･内田・金子･佐藤(埼玉・埼玉栄)    1994 5月12日 15:30 決　勝

予　選　13組1着＋11

13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 5 立教新座 1427 戸梶 凌(2) ﾄｶｼﾞ ﾘｮｳ 3:28.44

1426 澤田 悠斗(2) ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ Q
1411 宮﨑 暉(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ
1429 三笠 雄大(2) ﾐｶｻ ﾕｳﾀﾞｲ

2 7 川越南 3443 小田 宏樹(3) ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ 3:30.79

3428 小林 倭人(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ
3446 井上 颯太(2) ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ
3444 阪本 歩生(2) ｻｶﾓﾄ ｱﾕﾑ

3 4 豊岡 792 森 恵太(2) ﾓﾘ ｹｲﾀ 3:31.17

787 須長 勇人(3) ｽﾅｶﾞ ﾕｳﾄ
799 桝田 光琉(2) ﾏｽﾀﾞ ﾋｶﾙ
798 福丸 朝日(2) ﾌｸﾏﾙ ｱｻﾋ

4 6 不動岡 211 日下部 功弥(3) ｸｻｶﾍﾞ ｺｳﾔ 3:31.97

239 森富 諒(2) ﾓﾘﾄﾞﾐ ﾘｮｳ
230 今丑 陽大(2) ｲﾏｳｼ ﾊﾙﾄ
228 小室 拳作(3) ｺﾑﾛ ｹﾝｻｸ

5 8 大宮工 1165 小山 真太郎(2) ｵﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 3:36.01

1157 百瀬 稜久(3) ﾓﾓｾ ﾘｸ
1152 大塚 瑠衣(3) ｵｵﾂｶ ﾙｲ
1162 加賀江 巧(2) ｶｶﾞｴ ﾀｸﾐ

6 9 越谷東 4515 小嶋 時秀(3) ｺｼﾞﾏ ﾄｷﾋﾃﾞ 3:42.94

4518 黒田 晴斗(3) ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ
4525 吉川 鉄郎(3) ﾖｼｶﾜ ﾃﾂﾛｳ
4528 矢島 遥介(3) ﾔｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ

7 2 栄北 6122 鈴木 翔真(3) ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ 3:44.77

6124 大西 健斗(2) ｵｵﾆｼ ｹﾝﾄ
6127 中谷 英司(2) ﾅｶﾔ ｴｲｼﾞ
6123 佐々木 信斗(3) ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾄ

8 3 和光 2221 山本 颯人(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 3:52.35

2224 米野 将史(2) ﾖﾈﾉ ﾏｻｼ
2220 岡島 侑大(3) ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ
2228 カムナヤン クラーク(3) ｶﾑﾅﾔﾝ ｸﾗｰｸ

準決勝　3組2着＋2

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 昌平 2812 鳩貝 相太(2) ﾊﾄｶﾞｲ ｿｳﾀ 3:21.10 1 6 川口市立 1224 小瀬 堅大(2) ｺｾ ｹﾝﾀ 3:18.96

2802 渡辺 大晟(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ Q 1201 佐倉 由樹(3) ｻｸﾗ ﾖｼｷ Q
2805 武石 翔太(3) ﾀｹｲｼ ｼｮｳﾀ 1223 原 悠貴(2) ﾊﾗ ﾕｳｷ
2809 万木 大夢(3) ﾏｷ ﾋﾛﾑ 1212 川尻 太一(2) ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ

2 4 坂戸西 2642 中嶋 勇輔(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 3:21.78 2 5 立教新座 1429 三笠 雄大(2) ﾐｶｻ ﾕｳﾀﾞｲ 3:20.95

2651 櫻井 玲望斗(2) ｻｸﾗｲ ﾚﾐﾄ Q 1425 塩味 奏来(2) ｼｵﾐ ｿﾗ Q
2654 関原 翔大(2) ｾｷﾊﾗ ｼｮｳﾀ 1427 戸梶 凌(2) ﾄｶｼﾞ ﾘｮｳ
2657 田中 佐昌(2) ﾀﾅｶ ｻｽｹ 1411 宮﨑 暉(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ

3 6 所沢北 3202 町田 達哉(2) ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ 3:22.78 3 4 春日部東 3603 黛 渓太(3) ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ 3:21.86

17 橋本 健太(2) ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀ 3612 草野 拓登(2) ｸｻﾉ ﾀｸﾄ q
3197 山口 侑輝(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 3605 染谷 捷太(3) ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ
3191 辻 啓太(3) ﾂｼﾞ ｹｲﾀ 3611 堤 大翔(2) ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ

4 9 浦和北 4009 岩田 悠吾(3) ｲﾜﾀ ﾕｳｺﾞ 3:24.86 4 7 狭山ヶ丘 1450 内海 新大(3) ｳﾁｳﾐ ｱﾗﾀ 3:22.51

4011 小鷹 瑞生(3) ｵﾀﾞｶ ﾐｽﾞｷ 1443 関口 堅太(3) ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ q
4010 石見 広輔(3) ｲﾜﾐ ｺｳｽｹ 1446 柴田 佳祐(3) ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ
4014 坂元 駿斗(3) ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 1452 德丸 颯馬(3) ﾄｸﾏﾙ ｿｳﾏ

5 8 川口北 3160 萩原 拓実(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 3:25.18 5 9 越谷西 2565 堺 啓樹(2) ｻｶｲ ｹｲﾀﾂ 3:23.73

3172 松澤 直希(2) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 2558 武藤 和樹(3) ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ
3153 綾 彪竜(3) ｱﾔ ﾀｹﾙ 2573 石原 颯泰(2) ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ
3163 山田 智輝(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ 2552 青葉 錬(3) ｱｵﾊﾞ ﾚﾝ

6 5 春日部 94 佐竹 蒼人(3) ｻﾀｹ ｱｵﾄ 3:25.97 6 8 浦和南 2107 今井 大翔(3) ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ 3:25.26

112 野田 葵介(2) ﾉﾀﾞ ｷｽｹ 2101 衣笠 匡哉(3) ｷﾇｶﾞｻ ﾏｻﾔ
96 長谷部 雄大(3) ﾊｾﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 2109 根本 樹(3) ﾈﾓﾄ ｲﾂｷ
3 須藤 遼(3) ｽﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 2105 志水 謙介(3) ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ

7 2 大宮 447 立沢 英臣(2) ﾀﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵﾐ 3:33.17 7 3 松山 142 森林 勇太(3) ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 3:28.33

441 石塚 一平(2) ｲｼﾂﾞｶ ｲｯﾍﾟｲ 50 田中 鷹併(3) ﾀﾅｶ ﾖｳﾍｲ
422 清水 歩(3) ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ 140 神山 天汰(3) ｶﾐﾔﾏ ﾃﾝﾀ
443 黒岩 洸大(2) ｸﾛｲﾜ ｺｳﾀﾞｲ 135 川上 柊優(2) ｶﾜｶﾐ ｼｭｳ

8 3 聖望 1352 小川 航平(2) ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 3:35.05 8 2 川越 71 松尾 海(3) ﾏﾂｵ ｶｲ 3:29.25

1367 仲 陸斗(2) ﾅｶ ﾘｸﾄ 63 猪谷 康介(3) ｲﾉﾀﾆ ｺｳｽｹ
1355 髙麗 大和(3) ｺﾏ ﾔﾏﾄ 64 金子 直真(3) ｶﾈｺ ﾅｵﾏ
1354 西成 寛太(3) ﾆｼﾅﾘ ｶﾝﾀ 68 中村 亮太(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R0:(R170-14)オーバーゾーン



 男子4X400mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           3:08.32     苗木･山本･菅井･鈴木(千葉・成田)       2003 5月11日 15:55 予　選
埼玉県高校新記録(SH)       3:11.24     海野･飯崎･遠藤･山崎(埼玉・埼玉栄)     2010 5月12日 12:15 準決勝
大会記録(GR)               3:13.70     横野･内田・金子･佐藤(埼玉・埼玉栄)    1994 5月12日 15:30 決　勝

準決勝　3組2着＋2

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 東京農大三 5286 加藤 琢勇(3) ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 3:21.33

5285 喜多野 侑(2) ｷﾀﾉ ﾕｳ Q
5287 岡野 哲太(3) ｵｶﾉ ﾃｯﾀ
5284 中川 空(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ

2 8 伊奈学園総合 5169 武正 琉生(3) ﾀｹﾏｻ ﾙｲ 3:22.59

5164 奥村 亮太(3) ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳﾀ Q
5163 山崎 颯太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ
5162 齊間 聖(3) ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ

3 4 花咲徳栄 4658 鈴木 志晏(2) ｽｽﾞｷ ｼｱﾝ 3:22.99

4666 松尾 俊希(3) ﾏﾂｵ ﾄｼｷ
4653 松本 剛(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ
4655 松崎 僚輝(3) ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ

4 9 越谷北 2075 小島 優哉(2) ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 3:23.44

2087 若林 爽太(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ
2072 門馬 武志(2) ﾓﾝﾏ ﾀｹｼ
2095 荒木 陸空(3) ｱﾗｷ ﾘｸ

5 6 早大本庄 5004 竹森 悠河(2) ﾀｹﾓﾘ ﾕｳｶﾞ 3:25.70

4996 森田 陽樹(2) ﾓﾘﾀ ﾊﾙｷ
4981 阿久澤 侑佑(2) ｱｸｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ
4100 吉良 真之介(3) ｷﾗ ｼﾝﾉｽｹ

6 5 越ヶ谷 344 土橋 拓和(3) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ 3:26.89

345 斎藤 光起(3) ｻｲﾄｳ ｺｳｷ
341 坂上 遥祐(3) ｻｶｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ
349 矢吹 直雅(2) ﾔﾌﾞｷ ﾅｵﾏｻ

7 2 大宮東 4234 大庭 健太(3) ｵｵﾊﾞ ｹﾝﾀ 3:27.26

4259 大久保 直樹(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ
4242 大瀧 司(1) ｵｵﾀｷ ﾂｶｻ
4241 茂野 勇斗(2) ｼｹﾞﾉ ﾕｳﾄ

8 3 城西大川越 2488 畑元 和葉(2) ﾊﾀﾓﾄ ｶｽﾞﾊ 3:28.09

2467 原田 諒士(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾏｺﾄ
2469 中木 翔斗(2) ﾅｶｷ ｼｮｳﾄ
2479 小川 拓未(2) ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 川口市立 1212 川尻 太一(2) ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ 3:18.34

1223 原 悠貴(2) ﾊﾗ ﾕｳｷ
1217 小山 颯達(2) ｺﾔﾏ ｿｳﾀﾂ
1201 佐倉 由樹(3) ｻｸﾗ ﾖｼｷ

2 6 立教新座 1429 三笠 雄大(2) ﾐｶｻ ﾕｳﾀﾞｲ 3:20.82

1411 宮﨑 暉(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ
1427 戸梶 凌(2) ﾄｶｼﾞ ﾘｮｳ
1425 塩味 奏来(2) ｼｵﾐ ｿﾗ

3 8 坂戸西 2642 中嶋 勇輔(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 3:21.21

2651 櫻井 玲望斗(2) ｻｸﾗｲ ﾚﾐﾄ
2654 関原 翔大(2) ｾｷﾊﾗ ｼｮｳﾀ
2657 田中 佐昌(2) ﾀﾅｶ ｻｽｹ

4 7 昌平 2808 楢本 雄貴(3) ﾅﾗﾓﾄ ﾕｳｷ 3:21.40

2792 野口 健太(3) ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ
2802 渡辺 大晟(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ
2809 万木 大夢(3) ﾏｷ ﾋﾛﾑ

5 5 東京農大三 5286 加藤 琢勇(3) ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 3:21.47

5287 岡野 哲太(3) ｵｶﾉ ﾃｯﾀ
5285 喜多野 侑(2) ｷﾀﾉ ﾕｳ
5284 中川 空(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ

6 9 伊奈学園総合 5169 武正 琉生(3) ﾀｹﾏｻ ﾙｲ 3:21.70

5164 奥村 亮太(3) ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
5163 山崎 颯太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ
5162 齊間 聖(3) ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ

7 2 春日部東 3603 黛 渓太(3) ﾏﾕｽﾞﾐ ｹｲﾀ 3:22.30

3612 草野 拓登(2) ｸｻﾉ ﾀｸﾄ
3605 染谷 捷太(3) ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ
3611 堤 大翔(2) ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾄ

8 3 狭山ヶ丘 1450 内海 新大(3) ｳﾁｳﾐ ｱﾗﾀ 3:22.68

1443 関口 堅太(3) ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ
1446 柴田 佳祐(3) ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ
1452 德丸 颯馬(3) ﾄｸﾏﾙ ｿｳﾏ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R0:(R170-14)オーバーゾーン



 男子走高跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)              2m23     戸辺　直人(千葉・専大松戸)            2009
埼玉県高校新記録(SH)          2m15     渡邊　高宏(埼玉・武南)                1988
埼玉県高校新記録(SH)          2m15     石井　孝治(埼玉・八潮)                1996
大会記録(GR)                  2m10     石井　孝治(埼玉・八潮)                1996 5月11日 11:30 決　勝

決　勝　

ﾖｺﾀ ｿｳﾀ － － ○ ○ ○ ○ ○ × ○

1 50 5505 横田 空羽太(3) 東野 × × × 2m02
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 52 4544 安藤 悠都(2) 宮代 1m99
ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳ － ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × ○ × × ×

3 51 2814 小野澤 佑(2) 昌平 1m99
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯｷ － ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

4 47 4756 渡邊 一輝(3) 草加西 1m99
ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙ － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 55 1726 中田 陽(2) 武南 1m96
ﾂﾉﾀﾞ ﾘｺ － － － ○ － × × ○ × × ×

6 54 2324 角田 リコ(3) 八潮 1m96
ｺﾔﾉ ｱﾂｷ － ○ ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ×

7 3 5014 小谷野 敦貴(3) 西武文理 1m96
ﾓﾘ ｺｳｷ － × ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

8 53 2052 森 滉生(3) 熊谷工 1m93
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｸ － ○ ○ ○ × × ×

9 45 968 小笠原 陸(3) 所沢 1m90
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾄ － ○ ○ × × ○ × × ×

10 46 2798 山下 優人(1) 昌平 1m90
ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ ○ × × ○ × ○ × × ○ × × ×

11 43 2803 橋本 峻(3) 昌平 1m90
ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ ○ ○ × ○ × × ×

12 49 1683 鈴木 陸人(2) いずみ 1m85
ｾﾉｳ ｼｭﾝｷ － ○ × × ×

13 4 3037 瀬能 駿希(3) 埼玉栄 1m80
ﾓﾘ ﾕｳﾘ － ○ × × ×

13 48 4669 森 悠利(2) 花咲徳栄 1m80
ｶﾈｺ ﾋﾛﾑ ○ × ○ × × ×

15 1 5011 金子 展武(3) 西武文理 1m80
ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾂｸﾞ ○ × ○ × × ×

15 2 5022 岡崎 勝嗣(2) 西武文理 1m80
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ ○ × ○ × × ×

15 24 2551 海老原 彦輝(3) 越谷西 1m80
ｻｻﾊﾗ ﾘｭｳｺﾞ ○ × ○ × × ×

15 31 2652 笹原 琉吾(3) 坂戸西 1m80
ｼﾞﾓｸﾗ ﾁｻﾄ ○ × ○ × × ×

15 38 5315 地木樂 千聖(3) 越谷総技 1m80
ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ － × ○ × × ×

15 41 5572 伊藤 健太郎(3) 本庄一 1m80
ﾎｯﾀ ﾕｳﾏ × ○ × ○ × × ×

21 29 5291 堀田 悠真(2) 東京農大三 1m80
ﾆｲｼﾞﾏ ﾓﾄｷ × ○ × ○ × × ×

21 36 45 新島 基(3) 熊谷 1m80
ﾑﾗｶﾀ ﾕｳﾄ ○ × × ×

23 16 5513 村形 優斗(3) 東野 1m75
ﾌｶｶﾞﾜ ﾅｵﾄ ○ × × ×

23 32 3856 深川 直人(1) 鷲宮 1m75
ｵｳ ﾄﾓﾔ ○ × × ×

23 35 1731 王 知己(1) 武南 1m75
ﾊﾘ ﾏｻｷ ○ × × ×

23 40 4982 播 昌樹(2) 早大本庄 1m75
ﾓﾘ ﾎｸﾄ × × ○ × × ×

27 22 1159 森 北翔(3) 大宮工 1m75
ｱｷﾖｼ ｷｮｳｽｹ × × ○ × × ×

27 37 1512 明吉 恭佑(1) 春日部工 1m75
ﾀﾅｶ ｼｭｳｴｲ × × ○ × × ×

27 42 5170 田中 萩瑛(1) 伊奈学園総合 1m75
ｾｷﾈ ｼｭｳﾄ × × ×

5 482 関根 修斗(3) 川越工 NM
ﾔﾏｼﾀ ﾓﾄﾔ × × ×

6 3817 山下 朔矢(2) 羽生一 NM
ｻｲﾄｳ ｼｭｳ × × ×

7 5552 齊藤 心勇(1) 本庄一 NM
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾃﾞ × × ×

8 5089 小林 慶秀(2) 八潮南 NM
ﾅｶﾉ ﾉｱ × × ×

9 122 中尾 昇阿(3) 松山 NM

2m02
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m80 1m85 1m90 1m93 1m96 1m99
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m75

2m06

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子走高跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)              2m23     戸辺　直人(千葉・専大松戸)            2009
埼玉県高校新記録(SH)          2m15     渡邊　高宏(埼玉・武南)                1988
埼玉県高校新記録(SH)          2m15     石井　孝治(埼玉・八潮)                1996
大会記録(GR)                  2m10     石井　孝治(埼玉・八潮)                1996 5月11日 11:30 決　勝

決　勝　

2m02
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m80 1m85 1m90 1m93 1m96 1m99
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m75

2m06

ｷﾑﾗ ﾅｵﾄ × × ×

10 50 木村 直人(2) 熊谷 NM
ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾋﾛ × × ×

11 3429 清水 雄大(3) 川越南 NM
ｼﾐｽﾞ ﾋｭｳｶﾞ × × ×

12 965 清水 日向(2) 所沢 NM
ﾀﾝﾉ ｹｲﾄ × × ×

14 1424 丹野 啓仁(2) 立教新座 NM
ﾜｶﾏﾂ ﾙｷｱ × × ×

15 4244 若松 琉来也(2) 大宮東 NM
ﾐﾓﾄ ｺｳﾍｲ × × ×

17 3765 三本 耕平(1) 埼玉栄 NM
ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾑ × × ×

18 1121 山下 希(2) 市立浦和 NM
ﾓﾘ ﾘｭｳｼﾛｳ × × ×

19 492 森 龍士楼(2) 川越工 NM
ｵｻﾞﾜ ﾘｸ × × ×

20 2214 小澤 陸久(1) 桶川 NM
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ × × ×

21 1727 中村 勇冴(2) 武南 NM
ｳﾒﾓﾄ ｹｲｽｹ × × ×

23 5 梅本 啓佑(3) 浦和 NM
ｸﾉﾘ ｺｳﾀ × × ×

26 1527 九法 恒太(3) 春日部工 NM
ｶﾝﾅﾐ ｺｳｽｹ × × ×

27 3165 神南 洸介(2) 川口北 NM
ｵｵﾊｼ ｿﾗ × × ×

28 111 大橋 空(2) 春日部 NM
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ × × ×

30 4013 小林 春斗(3) 浦和北 NM
ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾋﾛ × × ×

33 6068 川上 貴洋(3) 国際学院 NM
ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞﾝﾀﾛｳ × × ×

34 4516 町田 迅太朗(3) 越谷東 NM
ｻﾄｳ ﾕｳｷ × × ×

39 131 佐藤 佑樹(2) 松山 NM
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｹﾙ － × × ×

44 2537 渡邉 颯(3) 深谷一 NM
ｵｲｶﾜ ｺｳﾔ

13 5095 及川 昴哉(3) 八潮南 DNS
ｵｵｽｶ ﾄﾓｷ

25 41 大須賀 智紀(3) 熊谷 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子棒高跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)              5m51     古澤　一生(群馬・前橋育英)            2020
埼玉県高校新記録(SH)          5m20     橋岡　利行(埼玉・川口工業)            1981
大会記録(GR)                  5m11     草間　裕(埼玉・八潮)                  2001 5月9日 11:00 決　勝

決　勝　

ﾌﾙｻﾜ ｼｭﾝｽｹ － ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 14 3280 古澤 俊介(3) 越谷南 4m35
ｸﾗﾀ ｺｳｷ － ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 13 3585 倉田 恒輝(2) 草加南 4m30
ｺﾔﾏ ﾕｳﾄ － ○ ○ － × ○ × × ×

3 12 3631 小山 優人(2) 白岡 4m20
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾝ － ○ ○ × × ○ × × ×

4 11 3824 長谷川 史温(1) 羽生一 4m10
ｻﾄｳ ｱﾔﾄ － ○ ○ × × ×

5 10 139 佐藤 彩人(2) 松山 4m00
ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ ○ ○ × × ×

6 6 1651 坂本 陽亮(1) 久喜工 3m80
ﾊﾔｶﾜ ﾕｲ ○ × ○ × × ×

7 5 124 早川 唯(3) 松山 3m80
ｲﾏﾀﾞ ﾅｵ － × ○ × × ×

7 9 2319 今田 望天(3) 八潮 3m80
ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ ○ × × ×

9 3 3287 池田 夢叶(2) 越谷南 3m60
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ × × ×

2 3668 渡邉 寛貴(2) 杉戸 NM
ﾄｳﾔﾏ ﾊﾙｷ × × ×

4 3586 塔山 暖樹(2) 草加南 NM
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ × × ×

7 225 小林 稜(2) 不動岡 NM
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ r

8 3677 土屋 匠登(3) 杉戸 NM
ﾇﾏｻﾜ ﾀｸﾐ

1 4997 沼澤 拓未(2) 早大本庄 DNS

1位決定戦

ﾌﾙｻﾜ ｼｭﾝｽｹ × ○

3280 古澤 俊介(3) 越谷南
ｸﾗﾀ ｺｳｷ × ×

3585 倉田 恒輝(2) 草加南

4m10 4m20 4m30 4m40
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

3m60 4m50
記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
4m40 4m35

3m80 4m00

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子走幅跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)              8m12     藤原　孝輝(京都・洛南)                2019
埼玉県高校新記録(SH)          7m69     嘉山　大介(埼玉・深谷商)              2007
大会記録(GR)                  7m49     安田　慎治(埼玉・伊奈学園総合)        1990 5月9日 12:30 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

ﾖｼｵｶ ﾌｳﾏ 6m63 6m92 6m90 6m92 8 × 6m85 6m96 6m96
1 61 2663 吉岡 楓真(3) 坂戸西 -1.8 +1.3 -0.3 +1.3 -0.6 0.0 0.0

ﾁﾉ ｼｮｳﾀ 6m66 6m67 6m54 6m67 5 6m78 6m85 6m54 6m85
2 8 2666 地野 翔太(2) 坂戸西 +0.2 -0.9 +0.8 -0.9 -0.4 -0.4 +0.3 -0.4

ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ 6m54 6m80 6m81 6m81 7 6m61 6m69 6m65 6m81
3 57 1207 大野 滉平(3) 川口市立 -1.0 +0.4 -1.2 -1.2 -0.4 -1.3 +0.1 -1.2

ｲﾜｻｷ ﾕｳﾀ 6m49 × 6m61 6m61 3 6m79 6m60 6m61 6m79
4 63 2330 岩崎 裕太(2) 八潮 -3.2 -0.3 -0.3 -0.1 -0.5 -0.5 -0.1

ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 6m71 6m40 × 6m71 6 － － － 6m71
5 52 1114 櫻井 翔(3) 市立浦和 +0.3 +0.3 +0.3 +0.3

ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ × 6m47 6m65 6m65 4 6m44 6m48 × 6m65
6 55 4259 大久保 直樹(3) 大宮東 -1.2 -0.1 -0.1 0.0 -0.4 -0.1

ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓｷ 6m46 × 6m59 6m59 2 6m50 6m61 6m09 6m61
7 56 1029 山内 友貴(3) 蕨 -0.8 -0.9 -0.9 +0.1 +0.2 -1.1 +0.2

ﾀﾅｲ ﾏｻｷ 6m57 6m48 × 6m57 1 × × 6m29 6m57
8 54 1240 棚井 将輝(3) 大宮北 +0.2 +0.4 +0.2 -1.2 +0.2

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 6m02 × 6m56 6m56 6m56
9 44 3814 ワタナベ 太一(3) 羽生一 -0.7 +2.0 +2.0 +2.0

ﾊｸﾀﾞ ｱﾕﾑ × × 6m56 6m56 6m56
10 62 3041 白田 歩夢(3) 埼玉栄 +0.5 +0.5 +0.5

ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾀ 6m44 6m10 6m37 6m44 6m44
11 14 5098 澁谷 優太(3) 八潮南 -0.7 -2.3 -0.1 -0.7 -0.7

ｵｵﾉ ﾘｸ × 6m43 6m37 6m43 6m43
12 2 5021 大野 凌空(2) 西武文理 -0.5 +1.7 -0.5 -0.5

ｶﾜｼﾏ ﾑｸ 6m39 6m41 6m40 6m41 6m41
13 42 2801 川嶋 椋(3) 昌平 -0.7 -0.2 +0.1 -0.2 -0.2

ﾓﾘﾓﾄ ﾃﾙ 6m39 6m37 6m16 6m39 6m39
14 50 711 森本 輝琉(3) 杉戸農 +0.2 +0.5 +0.2 +0.2 +0.2

ﾊﾏﾉ ﾘｷﾔ 6m32 6m19 6m36 6m36 6m36
15 47 5277 濱野 力也(2) 狭山経済 +0.2 +0.1 +2.0 +2.0 +2.0

ｲﾁﾑﾗ ｿｳﾏ 6m36 6m01 6m04 6m36 6m36
16 58 16 市村 颯麻(2) 浦和 +0.2 -0.8 -0.7 +0.2 +0.2

ﾉﾐﾔﾏ ﾀｹﾙ 6m29 6m11 6m34 6m34 6m34
17 35 1092 野見山 丈琉(3) 上尾 -1.2 -0.8 +0.1 +0.1 +0.1

ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ 6m26 6m33 × 6m33 6m33
18 53 3605 染谷 捷太(3) 春日部東 0.0 -0.9 -0.9 -0.9

ﾔｷﾞ ﾘｭｳｷ 6m32 6m23 6m17 6m32 6m32
19 40 5573 八木 隆希(3) 本庄一 -1.4 -0.7 +0.1 -1.4 -1.4

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 5m74 6m00 6m32 6m32 6m32
20 19 4998 齊藤 拓巳(2) 早大本庄 -1.4 -1.9 -0.1 -0.1 -0.1

ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 6m30 6m24 × 6m30 6m30
21 59 1458 前田 日向(3) 狭山ヶ丘 +0.1 -0.2 +0.1 +0.1

ｱﾔ ﾀｹﾙ 6m28 6m17 6m20 6m28 6m28
22 33 3153 綾 彪竜(3) 川口北 -0.4 +0.4 0.0 -0.4 -0.4

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳ 6m16 6m28 6m07 6m28 6m28
23 4 1206 藤原 陽(2) 川口市立 -2.0 -0.5 -0.1 -0.5 -0.5

ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 6m04 － 6m28 6m28 6m28
24 49 2792 野口 健太(3) 昌平 +0.1 0.0 0.0 0.0

ﾎｼﾉ ｹﾞﾝｷ 6m26 6m02 6m06 6m26 6m26
25 46 5171 星野 元希(1) 伊奈学園総合 +0.3 +0.4 -0.3 +0.3 +0.3

ﾀｹﾏｻ ﾙｲ × × 6m26 6m26 6m26
26 48 5169 武正 琉生(3) 伊奈学園総合 +1.7 +1.7 +1.7

ﾀﾅｶ ｶｲﾄ × 6m19 6m25 6m25 6m25
27 18 1365 田中 海人(1) 聖望 -1.6 -0.7 -0.7 -0.7

ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 6m19 × 6m08 6m19 6m19
28 27 1112 金子 周平(3) 市立浦和 -1.2 -0.1 -1.2 -1.2

ｻｶｳｴ ﾃﾝﾏ 5m99 6m03 6m19 6m19 6m19
29 28 3487 坂上 天馬(2) 滑川総合 -1.0 -0.4 -1.5 -1.5 -1.5

ｶﾐﾔ ﾊﾙｵ 5m69 6m15 6m07 6m15 6m15
30 30 1640 紙谷 春生(3) 朝霞 -2.1 +0.5 0.0 +0.5 +0.5

ｸﾘﾔﾏ ｼｭﾝｶﾞ 6m15 6m05 × 6m15 6m15
31 24 2800 栗山 隼河(3) 昌平 -1.7 +0.3 -1.7 -1.7

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 6m09 5m87 6m13 6m13 6m13
32 36 2087 若林 爽太(3) 越谷北 -0.2 0.0 +0.2 +0.2 +0.2

ｶﾐｶﾐﾔ ﾄﾑ 5m84 5m89 6m13 6m13 6m13
33 29 4656 上神谷 登夢(3) 花咲徳栄 -2.4 +0.4 +0.7 +0.7 +0.7

ｳｽｲ ﾖｳﾍｲ 5m96 6m12 × 6m12 6m12
34 20 14 薄井 陽平(2) 浦和 -1.1 -0.4 -0.4 -0.4

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子走幅跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)              8m12     藤原　孝輝(京都・洛南)                2019
埼玉県高校新記録(SH)          7m69     嘉山　大介(埼玉・深谷商)              2007
大会記録(GR)                  7m49     安田　慎治(埼玉・伊奈学園総合)        1990 5月9日 12:30 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

ﾌﾀﾞ ﾏｻｷ 6m11 × × 6m11 6m11
35 51 3042 布田 真基(3) 埼玉栄 +0.8 +0.8 +0.8

ｱﾗｲ ﾄｳﾀ 6m04 6m03 6m10 6m10 6m10
36 31 2673 新井 登大(3) 所沢西 -1.6 +1.1 0.0 0.0 0.0

ｱｵｷ ｸｳﾄ 6m10 5m82 5m76 6m10 6m10
37 45 3727 青木 空斗(2) 上尾南 -0.5 -0.2 -0.8 -0.5 -0.5

ｶﾝﾉ ｼﾄﾞｳﾔｽｸﾆ × 6m10 × 6m10 6m10
38 26 5689 菅野 舜童靖国(3) 大宮開成 +1.0 +1.0 +1.0

ｺﾐﾅﾐ ｹｲﾏ 6m06 6m08 5m83 6m08 6m08
39 41 43 小南 慧馬(3) 熊谷 -1.3 -1.0 +1.3 -1.0 -1.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾀ 6m07 5m75 5m89 6m07 6m07
40 11 2200 渡邉 陽太(3) 桶川 +0.7 -1.4 -0.2 +0.7 +0.7

ｸﾗ ｲｯｾｷ 5m78 5m73 6m05 6m05 6m05
41 21 5677 倉 一石(2) 大宮開成 -1.5 -2.2 +1.1 +1.1 +1.1

ｲｲﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ × 5m87 6m04 6m04 6m04
42 23 3044 飯田 寛太郎(3) 埼玉栄 -2.0 -0.7 -0.7 -0.7

ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 6m02 6m00 5m89 6m02 6m02
43 34 1415 松村 直輝(3) 立教新座 -1.0 -0.3 -1.4 -1.0 -1.0

ﾑﾗﾏﾂ ｼｭｳ 5m89 5m98 － 5m98 5m98
44 16 3640 村松 嵩(3) 白岡 -1.4 -0.5 -0.5 -0.5

ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｷ 5m97 5m58 5m86 5m97 5m97
45 43 3541 宮﨑 倖希(3) 富士見 -1.3 -1.4 -1.0 -1.3 -1.3

ﾏﾂｵ ﾅｵﾄ 5m97 5m83 5m79 5m97 5m97
46 13 2474 松尾 直人(3) 城西大川越 +0.1 -1.7 -0.4 +0.1 +0.1

ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 5m97 5m83 × 5m97 5m97
47 15 340 伊澤 和真(3) 越ヶ谷 -1.6 -1.3 -1.6 -1.6

ﾉｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 5m83 5m79 5m69 5m83 5m83
48 7 374 野川 大翔(3) 小川 -1.4 -1.1 -2.6 -1.4 -1.4

ﾀｹｲｼ ﾄｳﾏ 5m78 5m60 － 5m78 5m78
49 37 4146 武石 斗真(3) 草加東 -0.9 -0.1 -0.9 -0.9

ﾌﾙｶﾜ ﾁﾊﾙ 5m77 5m56 5m77 5m77 5m77
50 5 2195 古川 千晴(3) 桶川 -1.8 -0.9 +0.1 -1.8 -1.8

ｱｵｷ ｶｽﾞｼ × 5m75 5m47 5m75 5m75
51 22 5203 青木 和史(2) 川越東 -1.5 +0.1 -1.5 -1.5

ｵﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 5m52 5m67 － 5m67 5m67
52 9 2540 尾幡 大地(3) 深谷一 0.0 -1.2 -1.2 -1.2

ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 5m27 5m60 5m08 5m60 5m60
53 6 671 植田 淳生(3) 熊谷農 -2.3 -1.7 +0.5 -1.7 -1.7

ｲｼﾂﾞｶ ｶｽﾞﾅﾘ × 5m47 － 5m47 5m47
54 17 4851 石塚 一成(3) 新座総合 -2.0 -2.0 -2.0

ｲﾇﾂﾞｶ ｶｲﾄ × 5m28 5m26 5m28 5m28
55 1 5020 犬塚 開登(2) 西武文理 -1.7 +0.2 -1.7 -1.7

ｸｻﾉ ｶｲﾄ × 4m64 5m21 5m21 5m21
56 3 5035 草野 魁斗(1) 西武文理 -1.4 +0.5 +0.5 +0.5

ﾀｶﾊｼ ﾘｸ × × ×
25 4651 髙橋 利空(1) 花咲徳栄 NM

ﾄﾍﾞ ﾋﾛﾋﾄ × × ×
32 5484 戸邉 洋仁(2) 和光国際 NM

ﾉｸﾞﾁ ﾘｸ × × －
38 129 野口 陸(3) 松山 NM

ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳﾀ × × ×
60 5164 奥村 亮太(3) 伊奈学園総合 NM

ｵｵｻｶ ｼｮｳﾍｲ

10 241 大坂 将平(2) 本庄 DNS
ｱｻﾞﾐ ﾕｳﾔ

12 643 浅見 有哉(3) 秩父農工科学 DNS
ｻﾄｳ ﾀｲｼ

39 4508 佐藤 汰祉(2) 越谷東 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子三段跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             15m84     渡辺　容史(愛媛・松山北)              1997
埼玉県高校新記録(SH)         15m61     大野　正(埼玉・松山)                  1988
大会記録(GR)                 15m26     中西　正美(埼玉・聖望)                1976 5月12日 13:30 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

ﾀﾅｲ ﾏｻｷ 14m24 14m02 － 14m24 8 14m40 － × 14m40
1 60 1240 棚井 将輝(3) 大宮北 -1.0 +1.4 -1.0 -0.1 -0.1

ﾓﾘ ﾕｳﾘ 13m45 13m46 13m98 13m98 7 － － 13m10 13m98
2 62 4669 森 悠利(2) 花咲徳栄 +0.4 +0.5 +2.1 +2.1 +1.7 +2.1

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 13m29 × 13m42 13m42 2 13m45 13m77 12m31 13m77
3 59 2804 中村 拓翔(3) 昌平 -0.3 +1.5 +1.5 +0.4 +1.8 0.0 +1.8

ﾉｸﾞﾁ ﾘｸ 12m97 × 13m44 13m44 4 13m53 13m71 × 13m71
4 54 129 野口 陸(3) 松山 +1.3 +1.0 +1.0 +1.6 +1.4 +1.4

ﾉﾐﾔﾏ ﾀｹﾙ 13m42 13m57 13m68 13m68 6 13m60 × 13m57 13m68
5 57 1092 野見山 丈琉(3) 上尾 +0.2 +1.5 +0.4 +0.4 -0.5 +1.5 +0.4

ｲﾜｻｷ ﾕｳﾀ 13m67 13m42 11m56 13m67 5 13m25 13m19 － 13m67
6 61 2330 岩崎 裕太(2) 八潮 0.0 -0.9 +0.8 0.0 +2.2 +1.2 0.0

ﾂﾉﾀﾞ ﾘｺ 13m43 13m13 13m28 13m43 3 12m00 13m38 13m34 13m43
7 56 2324 角田 リコ(3) 八潮 -1.5 +1.4 +0.2 -1.5 +1.7 +0.5 -0.9 -1.5

ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ × 13m42 13m14 13m42 1 13m12 × × 13m42
8 48 1683 鈴木 陸人(2) いずみ +0.9 +0.5 +0.9 +0.9 +0.9

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｸ 13m18 13m27 13m38 13m38 13m38
9 53 968 小笠原 陸(3) 所沢 +1.0 +1.5 +0.3 +0.3 +0.3

ｸﾉﾘ ｺｳﾀ 13m37 13m33 13m13 13m37 13m37
10 52 1527 九法 恒太(3) 春日部工 -1.7 +0.4 +1.6 -1.7 -1.7

ｻｶｲ ｹｲｼｭｳ 13m34 × 13m19 13m34 13m34
11 47 5168 堺 圭秀(3) 伊奈学園総合 -0.9 -0.2 -0.9 -0.9

ｷｸﾞﾚ ﾕｳﾍｲ 11m99 13m12 13m33 13m33 13m33
12 58 1562 木暮 結平(3) 草加 +1.4 +0.3 +2.1 +2.1 +2.1

ｾﾉｳ ｼｭﾝｷ × 13m13 12m86 13m13 13m13
13 51 3037 瀬能 駿希(3) 埼玉栄 +0.2 -1.6 +0.2 +0.2

ﾌﾙｶﾜ ﾁﾊﾙ 12m98 × × 12m98 12m98
14 40 2195 古川 千晴(3) 桶川 +1.9 +1.9 +1.9

ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 12m95 12m56 12m32 12m95 12m95
15 35 2884 阿部 燎平(3) 獨協埼玉 +1.7 +1.8 +1.0 +1.7 +1.7

ﾈｷﾞｼ ｺｳﾀ 12m44 12m90 12m69 12m90 12m90
16 50 3410 根岸 倖大(3) 熊谷西 +0.3 +1.4 -0.5 +1.4 +1.4

ｱﾗｲ ﾄｳﾀ 11m70 12m30 12m86 12m86 12m86
17 17 2673 新井 登大(3) 所沢西 +1.2 -0.7 +0.5 +0.5 +0.5

ｲﾜｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 12m82 × 12m03 12m82 12m82
18 45 2797 岩澤 昇吾(3) 昌平 +1.7 -2.2 +1.7 +1.7

ﾐｶﾐ ｺｳｼﾛｳ 12m81 12m53 12m29 12m81 12m81
19 27 77 三上 高志郎(2) 川越 0.0 -1.0 +0.6 0.0 0.0

ｱﾗｲ ｹﾝﾀ 12m81 12m28 12m18 12m81 12m81
20 41 2852 新井 謙大(3) 春日部共栄 +1.7 -0.9 -1.3 +1.7 +1.7

ﾔﾏﾀﾞﾃ ｱﾗｼ 12m40 12m43 12m79 12m79 12m79
21 31 3889 山館 嵐(3) ふじみ野 -1.2 +1.4 +2.0 +2.0 +2.0

ｵｵﾀﾆ ｲｯｻ 12m67 11m60 12m74 12m74 12m74
22 55 231 大谷 一心(3) 不動岡 0.0 +1.6 +0.7 +0.7 +0.7

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 12m74 12m31 12m33 12m74 12m74
23 38 4013 小林 春斗(3) 浦和北 +1.3 +0.7 -0.7 +1.3 +1.3

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 12m68 12m01 × 12m68 12m68
24 24 55 中澤 裕太(2) 熊谷 +1.1 -0.5 +1.1 +1.1

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 12m65 12m64 11m78 12m65 12m65
25 14 1356 高柳 諒太朗(3) 聖望 +2.5 +1.7 +1.1 +2.5 +2.5

ｼｮｳﾀﾞ ｿｳﾏ 12m21 12m65 12m61 12m65 12m65
26 46 2405 正田 蒼馬(3) 浦和麗明 +1.6 +1.6 +1.6 +1.6 +1.6

ｺﾐﾅﾐ ｹｲﾏ 12m59 12m65 11m90 12m65 12m65
27 25 43 小南 慧馬(3) 熊谷 +0.3 +1.0 +1.7 +1.0 +1.0

ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 12m61 12m51 12m34 12m61 12m61
28 22 1364 田中 駿佑(1) 聖望 +0.5 0.0 +0.6 +0.5 +0.5

ﾖｺﾀ ｿｳﾀ 12m61 12m34 11m97 12m61 12m61
29 39 5505 横田 空羽太(3) 東野 +1.2 -0.1 +2.7 +1.2 +1.2

ｳﾗﾍﾞ ﾚｲ 12m07 12m57 12m25 12m57 12m57
30 2 5017 浦辺 零生(3) 西武文理 +0.5 -1.0 +0.5 -1.0 -1.0

ﾕｱｻ ﾏｷ 12m51 12m55 11m18 12m55 12m55
31 42 3606 湯浅 磨規(3) 春日部東 +1.9 +0.6 -1.9 +0.6 +0.6

ｲｼﾀﾞ ｿﾗ 12m49 12m37 12m53 12m53 12m53
32 49 88 石田 空(2) 川越 0.0 +0.6 -0.3 -0.3 -0.3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ × 12m46 11m90 12m46 12m46
33 33 3814 ワタナベ 太一(3) 羽生一 +0.2 +1.3 +0.2 +0.2

ﾊｷﾞｸﾗ ﾕｳｼﾞ 12m45 11m33 12m18 12m45 12m45
34 34 4246 萩倉 祐二(2) 大宮東 +1.9 -0.4 -1.9 +1.9 +1.9

凡例  DNS:欠場



 男子三段跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             15m84     渡辺　容史(愛媛・松山北)              1997
埼玉県高校新記録(SH)         15m61     大野　正(埼玉・松山)                  1988
大会記録(GR)                 15m26     中西　正美(埼玉・聖望)                1976 5月12日 13:30 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

ﾔﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 12m41 12m33 11m94 12m41 12m41
35 13 1351 栁川 翔太(2) 聖望 +1.6 -1.5 +0.4 +1.6 +1.6

ｻｻｷ ﾋｶﾙ 12m35 × × 12m35 12m35
36 32 445 佐々木 輝(2) 大宮 -1.0 -1.0 -1.0

ﾜﾀﾍﾞ ｶﾝﾀ 12m34 11m98 11m86 12m34 12m34
37 43 4671 渡部 勘太(2) 花咲徳栄 +1.5 -1.9 -0.5 +1.5 +1.5

ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ × 11m92 12m33 12m33 12m33
38 44 1233 加藤 滉一(3) 大宮北 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3

ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾂｸﾞ × 12m31 12m22 12m31 12m31
39 3 5022 岡崎 勝嗣(2) 西武文理 +0.8 -2.7 +0.8 +0.8

ｶﾐﾔ ﾊﾙｵ 12m04 12m31 11m95 12m31 12m31
40 29 1640 紙谷 春生(3) 朝霞 -0.6 +2.1 0.0 +2.1 +2.1

ﾏﾂﾑﾗ ｲﾌﾞｷ × 12m01 12m25 12m25 12m25
41 20 3451 松村 萌芽(3) 北本 +0.2 +0.4 +0.4 +0.4

ｹｶﾞｻﾜ ｱﾗｼ 12m20 × 12m22 12m22 12m22
42 36 2332 氣賀澤 嵐(2) 八潮 +0.5 -1.0 -1.0 -1.0

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ × 12m14 12m21 12m21 12m21
43 4 5731 飯島 悠翔(3) 星野 -1.5 -1.6 -1.6 -1.6

ﾈｷﾞｼ ﾕｳｷ 12m19 11m83 11m13 12m19 12m19
44 8 5603 根岸 優希(3) 成徳深谷 +1.9 +1.8 +1.0 +1.9 +1.9

ﾊﾅﾀﾆ ｺｳｽｹ 12m15 11m81 12m16 12m16 12m16
45 18 3432 花谷 洸輔(2) 川越南 +0.1 +1.1 -0.6 -0.6 -0.6

ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ 12m16 11m85 － 12m16 12m16
46 30 4622 渋谷 昂生(2) 大宮南 0.0 +1.2 0.0 0.0

ﾊﾏｶﾜ ﾀﾞｲｼﾞｭ × 12m10 × 12m10 12m10
47 12 2523 浜川 大樹(2) 深谷一 0.0 0.0 0.0

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ × 12m09 × 12m09 12m09
48 9 1115 中村 友哉(3) 市立浦和 +2.2 +2.2 +2.2

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾀ 11m82 11m22 12m08 12m08 12m08
49 6 2200 渡邉 陽太(3) 桶川 +2.1 -0.7 -1.1 -1.1 -1.1

ﾎｼﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 11m59 12m08 × 12m08 12m08
50 21 3082 干場 涼太(3) 志木 -0.6 -1.8 -1.8 -1.8

ｼﾐｽﾞ ﾋｭｳｶﾞ 11m89 11m86 12m01 12m01 12m01
51 16 965 清水 日向(2) 所沢 -0.2 +1.1 +1.5 +1.5 +1.5

ｲｼﾂﾞｶ ｶｽﾞﾅﾘ 11m95 × 11m97 11m97 11m97
52 28 4851 石塚 一成(3) 新座総合 -1.9 -0.1 -0.1 -0.1

ｶﾈｺ ﾋﾛﾑ 11m96 × × 11m96 11m96
53 1 5011 金子 展武(3) 西武文理 +0.2 +0.2 +0.2

ﾖｼﾑﾗ ﾚｵﾝ × 11m67 11m92 11m92 11m92
54 19 3050 吉村 礼恩(2) 埼玉栄 -1.5 +1.0 +1.0 +1.0

ｵﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 11m92 11m60 11m66 11m92 11m92
55 23 2540 尾幡 大地(3) 深谷一 -1.2 -0.4 +1.0 -1.2 -1.2

ｼｶｸﾎﾞ ｺｳﾀ × × 11m89 11m89 11m89
56 11 3308 鹿久保 孝大(3) 大宮武蔵野 +0.6 +0.6 +0.6

ｶﾐｶﾐﾔ ﾄﾑ × 11m76 11m65 11m76 11m76
57 26 4656 上神谷 登夢(3) 花咲徳栄 -0.4 -1.3 -0.4 -0.4

ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ 11m62 × × 11m62 11m62
58 15 1209 安藤 海翔(3) 川口市立 -1.4 -1.4 -1.4

ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ 11m11 11m55 11m06 11m55 11m55
59 5 2196 松浦 大明(3) 桶川 +2.7 -0.3 -1.7 -0.3 -0.3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｹﾙ

7 2537 渡邉 颯(3) 深谷一 DNS
ｻﾄｳ ﾕｳｷ

10 131 佐藤 佑樹(2) 松山 DNS
ｻｸﾗｲ ｼｮｳ

37 1114 櫻井 翔(3) 市立浦和 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             19m28     ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ(大阪・大阪桐蔭)         2020
埼玉県高校新記録(SH)         17m03     奥野　風摩(埼玉・西武台)              2012
大会記録(GR)                 16m99     奥野　風摩(埼玉・西武台)              2012 5月10日 10:30 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

ｱﾅﾝ ｼｮｳﾏ

1 59 573 阿南 渉真(3) 羽生実 × 14m33 14m14 14m33 7 15m48 15m09 15m31 15m48
ﾏｽｲ ﾊﾙｷ

2 57 4686 益井 晴輝(2) 西武台 14m58 14m46 14m47 14m58 8 13m91 13m83 15m02 15m02
ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾗﾀ

3 56 1221 長谷川 新太(2) 川口市立 13m20 13m86 13m13 13m86 5 13m80 14m12 14m07 14m12
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ

4 58 2646 木島 暖斗(3) 坂戸西 13m26 14m10 13m93 14m10 6 13m98 13m74 13m88 14m10
ｱﾀﾞﾁ ｿｳﾀ

5 55 3871 安達 颯太(3) ふじみ野 13m38 13m01 13m48 13m48 4 13m18 13m35 13m24 13m48
ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ

6 51 3761 橋本 空楽(1) 埼玉栄 12m98 12m75 13m35 13m35 3 11m88 13m08 × 13m35
ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ

7 53 3363 小山 皓幹(3) 栗橋北彩 13m02 12m05 10m36 13m02 2 12m68 12m68 11m77 13m02
ﾎｼ ﾖｼｷﾐ

8 52 4695 星 慶君(1) 西武台 10m98 12m26 12m40 12m40 1 12m80 12m41 12m36 12m80
ｲｼｵｶ ﾘｭｳｾｲ 〇

9 54 4261 石岡 琉聖(3) 桶川西 11m42 12m35 12m35 12m35
ｱﾗｲ ﾏｷｼ

10 49 1657 新井 真輝心(3) 久喜工 × 12m11 12m23 12m23 12m23
ﾅｶﾞｻｷ ﾘｮｳｺﾞ 〇

11 50 3753 永崎 亮伍(3) 埼玉栄 12m05 11m35 12m05 12m05
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 〇

12 46 5318 小林 聖也(3) 越谷総技 11m95 11m60 11m95 11m95
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 〇 〇

13 42 1158 中澤 良太(3) 大宮工 11m88 11m88 11m88
ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ 〇 〇

14 47 2659 長谷川 智(3) 坂戸西 11m85 11m85 11m85
ﾋﾗｵｶ ﾀﾂﾔ 〇

15 1 5025 平岡 達也(2) 西武文理 10m42 11m12 11m12 11m12
ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 〇

16 43 3364 鈴木 晃誠(3) 栗橋北彩 10m60 10m90 10m90 10m90
ｶﾜｾ ﾏｻﾔ

17 44 3882 河瀬 将也(2) ふじみ野 9m49 10m65 10m83 10m83 10m83
ﾊﾞﾝ ﾕｳﾀﾛｳ 〇

18 48 70 伴 祐太郎(3) 川越 10m36 10m83 10m83 10m83
ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾔ

19 27 2588 杉山 智哉(3) 朝霞西 10m65 10m59 × 10m65 10m65
ﾆｼｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 〇 〇

20 34 2689 西澤 慎太郎(2) 所沢西 10m61 10m61 10m61
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｱｷ 〇 〇

21 30 3579 山﨑 利明(3) 草加南 10m56 10m56 10m56
ｸﾘﾔ ｷｮｳｽｹ

22 22 3370 栗谷 響介(2) 栗橋北彩 9m57 10m53 10m54 10m54 10m54
ﾅｶﾊﾗ ｿｳﾀ

23 20 5504 中原 颯太(3) 東野 × 8m86 10m47 10m47 10m47
ﾋﾛｻﾜ ﾕｳﾏ 〇

24 33 319 広沢 悠馬(3) 飯能 9m69 10m44 10m44 10m44
ｲﾜﾉ ｶｹﾙ 〇

25 39 2589 岩野 駆(3) 朝霞西 10m17 10m38 10m38 10m38
ｻﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 〇

26 26 3435 佐元 大希(3) 川越南 9m96 10m36 10m36 10m36
ｴﾋﾞﾊﾗ ｼﾞﾝ 〇

27 29 2300 海老原 仁(2) 蓮田松韻 9m88 10m36 10m36 10m36
ﾌｼﾞｲ ｳﾂｷ 〇 〇

28 14 5521 藤井 鼓樹(3) 鳩ヶ谷 10m35 10m35 10m35
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 〇

29 28 4238 桑原 優希(3) 大宮東 9m67 10m29 10m29 10m29
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾝ

30 18 4648 山田 梓温(2) 大宮南 9m28 9m70 10m23 10m23 10m23
ﾖｼﾉ ﾀﾞｲｷ

31 37 2064 吉野 大輝(3) 熊谷工 9m99 10m02 10m17 10m17 10m17
ｸﾆﾐ ｺｳｼﾞ 〇 〇

32 25 732 國見 光司(3) 川越総合 10m10 10m10 10m10
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ

33 40 5438 山本 愛斗(3) 久喜北陽 9m26 10m08 × 10m08 10m08
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｷﾗ 〇

34 45 894 榊原 晶(1) 進修館 9m70 10m05 10m05 10m05

凡例  DNS:欠場



 男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             19m28     ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ(大阪・大阪桐蔭)         2020
埼玉県高校新記録(SH)         17m03     奥野　風摩(埼玉・西武台)              2012
大会記録(GR)                 16m99     奥野　風摩(埼玉・西武台)              2012 5月10日 10:30 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

ｺｶﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 〇

35 35 3459 古賀 一成(2) 北本 9m56 10m05 10m05 10m05
ﾔﾏｼﾛ ｹﾝﾀ

36 31 3061 山城 健太(2) 埼玉栄 × 9m67 10m03 10m03 10m03
ﾋﾑｶｲ ｹﾝﾀ

37 38 2538 日向 健太(3) 深谷一 9m42 × 9m93 9m93 9m93
ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ

38 24 896 倉林 輝(1) 進修館 8m90 9m88 × 9m88 9m88
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 〇

39 2 5643 小林 啓人(1) 川口市立 9m55 9m69 9m69 9m69
ｵｸﾞﾗ ﾕｳｷ 〇

40 12 895 小倉 優輝(1) 進修館 9m58 9m50 9m58 9m58
ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾉﾌﾞ 〇 〇

41 19 5435 鈴木 輝信(3) 久喜北陽 9m55 9m55 9m55
ｲｼｲ ﾚｲ

42 32 4179 石井 零(3) 三郷北 × 9m34 9m45 9m45 9m45
ｶｻｲ ﾕｳｽｹ

43 21 1031 笠井 勇佑(3) 蕨 × 9m32 9m37 9m37 9m37
ｽｽﾞｷ ｼﾝ 〇

44 7 3890 鈴木 新(1) ふじみ野 8m78 9m36 9m36 9m36
ｽﾞｯｼ ﾚｵ

45 23 3669 ズッシ 怜旺(3) 杉戸 6m68 7m41 9m21 9m21 9m21
ｱｽﾞﾏ ﾕｳｽｹ 〇

46 11 1956 東 宥佑(1) 本庄東 8m95 9m16 9m16 9m16
ｻﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 〇

47 8 2886 澤田 圭佑(3) 獨協埼玉 8m99 9m09 9m09 9m09
ﾖｼﾀﾞ ｿｳｼﾞｭ 〇

48 15 3462 吉田 壮樹(3) 北本 8m97 9m08 9m08 9m08
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｷ

49 6 1504 杉本 泰生(2) 春日部工 9m07 9m07 × 9m07 9m07
ｵｲｶﾜ ｲｯｾｲ 〇

50 10 1163 及川 一聖(2) 大宮工 8m28 9m07 9m07 9m07
ﾀｶﾞｼﾗ ｹｲｺﾞ 〇 〇

51 16 2562 田頭 恵悟(3) 越谷西 9m01 9m01 9m01
ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞｵｷ 〇

52 9 5605 林 忠興(2) 成徳深谷 8m78 9m00 9m00 9m00
ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾞｳｷ

53 13 2205 中川 剛輝(2) 桶川 8m43 8m84 × 8m84 8m84
ｺﾝ ｶﾝﾀ 〇 〇

54 4 514 昆 冠汰(3) 川口工 8m83 8m83 8m83
ﾄﾗﾝﾐﾝ ﾆｬﾝ 〇

55 3 5523 トランミン ニャン(3) 鳩ヶ谷 8m69 8m71 8m71 8m71
ｳｼﾔﾏ ｴｲｼﾞ 〇 〇

56 5 5352 牛山 瑛二(2) 大宮光陵 8m09 8m09 8m09
ｱﾗｲ ｼｮｳｼﾞﾛｳ

17 245 新井 正二郎(2) 本庄 DNS
ﾑﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

36 3205 武藤 大空(2) 所沢北 DNS
ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

41 4662 松村 祥吾(3) 花咲徳栄 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             58m02     山下　航生(岐阜・市岐阜商)            2018
埼玉県高校新記録(SH)         51m10     近藤　廉(埼玉・川口総合)              2012
大会記録(GR)                 49m01     小林　寛雅(埼玉・宮代)                2010 5月12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

ﾏｽｲ ﾊﾙｷ

1 61 4686 益井 晴輝(2) 西武台 42m52 40m79 39m25 42m52 8 40m58 42m88 × 42m88
ﾐｶﾐ ﾘｸ

2 60 2660 三上 陸(2) 坂戸西 39m87 × 37m14 39m87 7 34m16 38m90 37m91 39m87
ｱﾀﾞﾁ ｿｳﾀ

3 58 3871 安達 颯太(3) ふじみ野 39m14 × × 39m14 6 × 37m49 30m59 39m14
ｱﾅﾝ ｼｮｳﾏ

4 59 573 阿南 渉真(3) 羽生実 × 36m21 36m52 36m52 5 × 30m92 36m30 36m52
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ

5 56 511 木村 優人(3) 川口工 36m18 36m43 34m93 36m43 4 34m31 35m36 34m74 36m43
ｽﾞｯｼ ﾚｵ

6 54 3669 ズッシ 怜旺(3) 杉戸 34m95 × 35m18 35m18 3 × 27m29 × 35m18
ﾑﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

7 53 3205 武藤 大空(2) 所沢北 35m07 31m60 × 35m07 2 31m83 32m68 30m16 35m07
ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ

8 55 3363 小山 皓幹(3) 栗橋北彩 × 34m95 × 34m95 1 × × × 34m95
ﾋﾛｻﾜ ﾕｳﾏ 〇

9 45 319 広沢 悠馬(3) 飯能 34m25 32m39 34m25 34m25
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ

10 47 5318 小林 聖也(3) 越谷総技 × 34m04 × 34m04 34m04
ｸﾆﾐ ｺｳｼﾞ 〇

11 51 732 國見 光司(3) 川越総合 × 33m48 33m48 33m48
ﾀｹｳﾁ ﾄｳﾏ 〇

12 50 2677 竹内 柊馬(3) 所沢西 32m36 × 32m36 32m36
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 〇 〇

12 57 2646 木島 暖斗(3) 坂戸西 32m36 32m36 32m36
ﾋﾑｶｲ ｹﾝﾀ 〇

14 35 2538 日向 健太(3) 深谷一 32m11 24m34 32m11 32m11
ｻﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 〇

15 41 3435 佐元 大希(3) 川越南 29m92 30m99 30m99 30m99
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｱｷ 〇

16 48 3579 山﨑 利明(3) 草加南 30m22 30m86 30m86 30m86
ｶﾜｾ ﾏｻﾔ

17 49 3882 河瀬 将也(2) ふじみ野 × × 30m34 30m34 30m34
ﾖｼﾉ ﾀﾞｲｷ 〇 〇

18 40 2064 吉野 大輝(3) 熊谷工 30m24 30m24 30m24
ｵｶﾉ ｼｮｳﾀ 〇 〇

19 17 3427 岡野 翔太(2) 川越南 30m21 30m21 30m21
ﾔﾀﾍﾞ ﾀｸﾏ 〇

20 25 2436 谷田部 巧真(3) 越生 28m53 30m01 30m01 30m01
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾝ 〇

21 43 4648 山田 梓温(2) 大宮南 29m89 29m93 29m93 29m93
ｿﾒﾔ ﾀｸﾐ 〇 〇

22 34 3679 染谷 拓海(3) 杉戸 29m83 29m83 29m83
ﾊﾞﾝ ﾕｳﾀﾛｳ

23 52 70 伴 祐太郎(3) 川越 × 29m77 × 29m77 29m77
ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 〇

24 44 3821 多田 和弘(2) 羽生一 × 29m07 29m07 29m07
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｷﾗ

25 9 894 榊原 晶(1) 進修館 × 28m95 × 28m95 28m95
ｳｽｲ ﾘｮｳﾏ

26 27 49 臼井 龍馬(2) 熊谷 × 28m74 × 28m74 28m74
ﾔﾏｶｹﾞ ﾙｶ 〇

27 39 3578 山影 瑠風(3) 草加南 25m93 28m71 28m71 28m71
ﾆｼｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 〇

28 42 2689 西澤 慎太郎(2) 所沢西 28m06 × 28m06 28m06
ﾔｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 〇

29 33 904 矢口 秀一郎(3) 与野 27m31 27m95 27m95 27m95
ﾊｯﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 〇

30 28 73 八田 健太郎(3) 川越 × 27m19 27m19 27m19
ｱﾘｻｶ ﾀｸﾏ

31 38 1220 有坂 匠真(2) 川口市立 26m83 27m14 27m17 27m17 27m17
ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲ

32 32 100 中川 澪(3) 春日部 × 27m08 × 27m08 27m08
ﾌｾ ﾘｮｳｲﾁ

33 26 4642 布施 凌一(3) 大宮南 25m69 26m79 26m06 26m79 26m79
ｶｻｲ ﾕｳｽｹ

34 29 1031 笠井 勇佑(3) 蕨 26m38 × × 26m38 26m38

凡例  NM:記録なし



 男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             58m02     山下　航生(岐阜・市岐阜商)            2018
埼玉県高校新記録(SH)         51m10     近藤　廉(埼玉・川口総合)              2012
大会記録(GR)                 49m01     小林　寛雅(埼玉・宮代)                2010 5月12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

ｺﾝ ｶﾝﾀ 〇

35 19 514 昆 冠汰(3) 川口工 25m91 26m18 26m18 26m18
ｴﾋﾞﾊﾗ ｼﾞﾝ

36 31 2300 海老原 仁(2) 蓮田松韻 26m11 × × 26m11 26m11
ﾉﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 〇

37 11 1117 野邊 和弘(3) 市立浦和 23m49 25m82 25m82 25m82
ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾗ

38 10 886 片山 爽(2) 進修館 23m46 24m16 25m81 25m81 25m81
ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｷ

39 16 351 宮原 昂希(2) 越ヶ谷 25m20 24m95 24m55 25m20 25m20
ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ

40 6 3761 橋本 空楽(1) 埼玉栄 19m73 × 25m19 25m19 25m19
ｲｹﾀﾞ ﾄｳｲ 〇 〇

41 1 5015 池田 到生(3) 西武文理 25m04 25m04 25m04
ｿﾉﾍﾞ ｶｲﾄ 〇

42 30 5264 園部 カイト(2) 狭山経済 × 24m98 24m98 24m98
ﾆｼﾀﾞ ﾙｲ 〇

43 18 574 西田 留唯(3) 羽生実 22m78 24m80 24m80 24m80
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｽｹ

44 23 753 武本 友介(3) 幸手桜 15m81 24m65 × 24m65 24m65
ｲｲｼﾞﾏ ｶﾝﾀ

45 36 247 飯島 乾太(3) 本庄 24m56 × × 24m56 24m56
ｱｻﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 〇 〇

46 7 5157 浅水 智也(3) 川口青陵 24m48 24m48 24m48
ｶﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ

46 20 5258 川田 正都(2) 狭山経済 × × 24m48 24m48 24m48
ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 〇

48 24 4639 佐藤 祐哉(3) 大宮南 24m47 × 24m47 24m47
ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ

49 12 2659 長谷川 智(3) 坂戸西 × 23m05 24m41 24m41 24m41
ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 〇

50 15 896 倉林 輝(1) 進修館 22m21 24m14 24m14 24m14
ｺｶﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

51 37 3459 古賀 一成(2) 北本 × × 23m99 23m99 23m99
ｱﾗｲ ｼｮｳｼﾞﾛｳ

52 22 245 新井 正二郎(2) 本庄 22m19 23m97 × 23m97 23m97
ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾄ

53 21 220 吉田 一翔(3) 不動岡 23m91 23m23 × 23m91 23m91
ﾌｶｻﾞﾜ ｶｲﾄ 〇

54 2 5741 深澤 海翔 星野 23m49 23m72 23m72 23m72
ﾌﾙﾐ ｼｮｳﾀﾞｲ

55 4 4 古海 晶大(3) 浦和 23m40 × × 23m40 23m40
ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾞｳｷ

56 14 2205 中川 剛輝(2) 桶川 × × 23m18 23m18 23m18
ﾖｼﾀﾞ ｿｳｼﾞｭ

57 8 3462 吉田 壮樹(3) 北本 × 22m32 22m80 22m80 22m80
ﾀｼﾞﾏ ｶｲ

58 5 136 田島 快(2) 松山 × × 20m94 20m94 20m94
ｸﾓﾑﾗ ﾕｳﾀ

59 3 672 雲村 裕太(2) 熊谷農 20m59 × × 20m59 20m59
ｵｲｶﾜ ｲｯｾｲ 〇

60 13 1163 及川 一聖(2) 大宮工 × 19m70 19m70 19m70
ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾔ

46 3609 西田 尚也(3) 春日部東 × × × NM

凡例  NM:記録なし



 男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             68m33     柏村　亮太(鳥取・倉吉北)              2009
埼玉県高校新記録(SH)         63m83     保坂　雄志郎(埼玉・松山)              2009
大会記録(GR)                 60m95     保坂　雄志郎(埼玉・松山)              2009 5月9日 14:00 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

ｱﾅﾝ ｼｮｳﾏ

1 50 573 阿南 渉真(3) 羽生実 × 50m10 54m66 54m66 8 55m76 51m05 50m43 55m76
ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ

2 49 2659 長谷川 智(3) 坂戸西 × 50m44 52m23 52m23 7 50m51 × 53m38 53m38
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ

3 48 2646 木島 暖斗(3) 坂戸西 46m92 46m86 47m34 47m34 6 × 43m11 47m07 47m34
ｲｲｼﾞﾏ ｶﾝﾀ

4 5 247 飯島 乾太(3) 本庄 × 40m79 42m14 42m14 1 45m85 × × 45m85
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ

5 47 511 木村 優人(3) 川口工 42m44 × × 42m44 2 42m75 44m28 45m44 45m44
ﾆｼﾀﾞ ﾙｲ

6 42 574 西田 留唯(3) 羽生実 × 41m18 43m42 43m42 4 × 44m72 42m04 44m72
ﾀｶﾞｼﾗ ｹｲｺﾞ

7 46 2562 田頭 恵悟(3) 越谷西 43m66 × 42m90 43m66 5 41m89 42m80 41m08 43m66
ﾌｼﾞｲ ｳﾂｷ

8 43 5521 藤井 鼓樹(3) 鳩ヶ谷 41m28 43m36 × 43m36 3 × × × 43m36
ｶﾐﾔﾏ ｿｳﾀ

9 40 137 神山 颯太(2) 松山 × × 40m64 40m64 40m64
ﾐｶﾐ ﾘｸ

10 44 2660 三上 陸(2) 坂戸西 36m76 × 38m98 38m98 38m98
ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 〇

11 39 3364 鈴木 晃誠(3) 栗橋北彩 38m24 × 38m24 38m24
ﾋﾑｶｲ ｹﾝﾀ

12 37 2538 日向 健太(3) 深谷一 × 37m30 37m15 37m30 37m30
ﾊｲｼﾞﾏ ﾘｵ 〇

13 2 5019 蓜島 理央(3) 西武文理 × 36m23 36m23 36m23
ｱﾗｲ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 〇 〇

14 41 245 新井 正二郎(2) 本庄 35m96 35m96 35m96
ﾅｶﾞｼﾏ ｱｷﾄ

15 38 3367 長島 輝斗(3) 栗橋北彩 × 35m88 × 35m88 35m88
ｲｹﾀﾞ ﾄｳｲ

16 4 5015 池田 到生(3) 西武文理 34m98 × × 34m98 34m98
ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲﾄ 〇

17 36 2555 岡田 大翔(3) 越谷西 33m96 34m11 34m11 34m11
ｽｽﾞｷ ｺｳﾊ 〇

18 34 318 鈴木 洸晴(3) 飯能 32m98 33m24 33m24 33m24
ｴﾋﾞﾊﾗ ｼﾞﾝ 〇 〇

19 31 2300 海老原 仁(2) 蓮田松韻 31m74 31m74 31m74
ﾌｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 〇 〇

20 32 135 福田 翼(2) 松山 31m58 31m58 31m58
ﾖｺﾀ ﾔｽﾊﾙ

21 30 1243 横田 靖遥(2) 大宮北 × 29m96 31m27 31m27 31m27
ﾀｼﾞﾏ ｶｲ 〇

22 25 136 田島 快(2) 松山 30m24 31m15 31m15 31m15
ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 〇

23 28 1221 長谷川 新太(2) 川口市立 30m92 × 30m92 30m92
ﾎﾝﾏ ｶｲﾄ

24 23 2767 本間 海都(3) 妻沼 30m78 × × 30m78 30m78
ｳｼﾔﾏ ｴｲｼﾞ

25 20 5352 牛山 瑛二(2) 大宮光陵 27m85 30m50 × 30m50 30m50
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

26 1 5018 鈴木 雄斗(3) 西武文理 × 27m36 28m98 28m98 28m98
ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ

27 33 3363 小山 皓幹(3) 栗橋北彩 × × 28m67 28m67 28m67
ﾏﾂｲ ｼｭﾝ 〇

28 26 898 松井 俊(2) 進修館 24m26 28m64 28m64 28m64
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 〇

29 3 5643 小林 啓人(1) 川口市立 27m08 28m55 28m55 28m55
ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲ 〇

30 22 100 中川 澪(3) 春日部 25m70 28m23 28m23 28m23
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｽｹ

31 27 753 武本 友介(3) 幸手桜 28m22 × × 28m22 28m22
ﾅﾝﾊﾞ ﾏﾅﾄ

32 13 103 難波 真叶(2) 春日部 28m19 × × 28m19 28m19
ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾀ 〇 〇

33 21 5155 後藤 隆太(3) 川口青陵 27m81 27m81 27m81
ｲｻｼﾞ ｱｵｲ 〇

34 29 48 伊佐地 葵生(2) 熊谷 26m45 27m56 27m56 27m56

凡例  NM:記録なし



 男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             68m33     柏村　亮太(鳥取・倉吉北)              2009
埼玉県高校新記録(SH)         63m83     保坂　雄志郎(埼玉・松山)              2009
大会記録(GR)                 60m95     保坂　雄志郎(埼玉・松山)              2009 5月9日 14:00 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

ｶﾈｺ ﾅｵｷ

35 16 882 金子 直樹(2) 進修館 × 23m61 25m40 25m40 25m40
ﾀﾅｶ ｶｹﾙ

36 24 3841 田中 翔(3) 鷲宮 × 24m63 × 24m63 24m63
ﾌｸﾓﾄ ｶｹﾙ 〇

37 8 5278 福本 颯流(2) 狭山経済 × 24m42 24m42 24m42
ｺﾝ ｶﾝﾀ 〇

38 19 514 昆 冠汰(3) 川口工 21m36 23m14 23m14 23m14
ﾔｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 〇

39 17 904 矢口 秀一郎(3) 与野 21m51 22m73 22m73 22m73
ﾊﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ

40 14 5347 濵本 真灯(2) 大宮光陵 21m75 22m53 × 22m53 22m53
ｵｸﾞﾗ ﾕｳｷ

41 11 895 小倉 優輝(1) 進修館 19m28 20m71 22m49 22m49 22m49
ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾞｳｷ 〇

42 10 2205 中川 剛輝(2) 桶川 19m02 22m40 22m40 22m40
ｶﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 〇

43 15 5258 川田 正都(2) 狭山経済 20m83 × 20m83 20m83
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｲｷ

44 12 5527 安藤 愛唯輝(2) 鳩ヶ谷 × × 19m22 19m22 19m22
ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾔ

45 9 2588 杉山 智哉(3) 朝霞西 13m52 16m79 × 16m79 16m79
ｲﾜﾉ ｶｹﾙ 〇

46 6 2589 岩野 駆(3) 朝霞西 16m74 × 16m74 16m74
ｲﾊﾔｻｶ ｾｲｷ 〇

47 7 248 伊早坂 聖希(1) 本庄 14m90 15m19 15m19 15m19
ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ

18 2104 小川 真毅(3) 浦和南 × × × NM
ﾄﾗﾝﾐﾝ ﾆｬﾝ

35 5523 トランミン ニャン(3) 鳩ヶ谷 × × × NM
ｳｽｲ ﾘｮｳﾏ

45 49 臼井 龍馬(2) 熊谷 × × × NM

凡例  NM:記録なし



 男子やり投(800g)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             76m54     村上　幸史(愛媛・今治明徳)            1997
埼玉県高校新記録(SH)         70m01     中嶋　善寛(埼玉・杉戸)                2010
大会記録(GR)                 70m01     中嶋　善寛(埼玉・杉戸)                2010 5月11日 13:30 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

ｻﾉ ﾌﾐﾔ

1 60 1211 佐野 文哉(3) 川口市立 53m01 × 54m26 54m26 7 55m11 55m81 57m90 57m90
ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

2 59 4662 松村 祥吾(3) 花咲徳栄 55m33 56m27 52m25 56m27 8 54m29 55m06 47m98 56m27
ｵｸﾞﾛ ﾕｳﾀ

3 58 4681 小黒 悠太(3) 西武台 47m42 × 51m27 51m27 5 × 52m86 × 52m86
ｲｹﾀﾞ ﾄｳｲ

4 3 5015 池田 到生(3) 西武文理 46m87 45m18 49m04 49m04 1 47m74 45m50 52m82 52m82
ｷﾄﾞ ﾘｸ

5 57 3059 城戸 陸(3) 埼玉栄 × 51m90 × 51m90 6 52m69 50m61 52m54 52m69
ｵｻﾞﾜ ﾖｼｷ

6 4 5093 小澤 嘉葵(3) 八潮南 50m55 × － 50m55 3 46m19 50m05 51m46 51m46
ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ

7 52 3156 鈴木 結人(3) 川口北 50m72 50m99 47m62 50m99 4 45m87 45m06 49m64 50m99
ﾀﾅｶ ｶｹﾙ

8 51 3841 田中 翔(3) 鷲宮 48m51 47m75 50m27 50m27 2 46m37 50m48 47m94 50m48
ﾉﾀﾞ ﾕｳﾎ

9 55 2667 野田 遊歩(3) 坂戸西 44m41 48m81 × 48m81 48m81
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜﾄ 〇

10 47 2860 山口 わと(3) 春日部共栄 43m66 48m21 48m21 48m21
ﾎｼﾅ ｷｽﾞﾅ

11 53 2626 星名 創那(3) 川越西 47m81 47m62 48m00 48m00 48m00
ｷﾀｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 〇

12 56 5735 北沢 和也(3) 星野 42m21 46m65 46m65 46m65
ﾋﾗｵｶ ﾀﾂﾔ 〇

13 2 5025 平岡 達也(2) 西武文理 42m29 46m64 46m64 46m64
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ 〇

14 50 4106 鈴木 陵馬(3) 早大本庄 44m87 46m12 46m12 46m12
ｶﾜｾ ｼｮｳﾀ 〇

15 54 5734 川瀬 翔大(3) 星野 36m40 45m81 45m81 45m81
ﾍﾞﾂｲ ｼｭｳﾔ 〇

16 45 3850 別井 柊哉(3) 鷲宮 44m26 × 44m26 44m26
ｶﾜﾉ ｺｳﾀ 〇

17 49 1091 河野 康太(3) 上尾 42m52 44m07 44m07 44m07
ｺﾃﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ

18 48 4696 小寺 俊輔(1) 西武台 39m85 42m52 43m84 43m84 43m84
ｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ

19 41 3887 江川 雄騎(3) ふじみ野 39m38 42m95 43m29 43m29 43m29
ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾗ 〇

20 27 886 片山 爽(2) 進修館 40m72 43m05 43m05 43m05
ｱｽﾞﾏ ﾕｳｽｹ 〇

21 24 1956 東 宥佑(1) 本庄東 42m61 × 42m61 42m61
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 〇 〇

22 46 3420 小林 遼平(3) 熊谷西 42m03 42m03 42m03
ｺｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 〇

23 34 2795 小久保 秀紀(3) 昌平 40m50 41m73 41m73 41m73
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝｺﾞ 〇 〇

24 15 4105 中澤 駿吾(3) 早大本庄 41m36 41m36 41m36
ﾑﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

25 39 3205 武藤 大空(2) 所沢北 36m95 × 41m32 41m32 41m32
ｺﾊﾞﾔｼ ﾑｱ 〇

26 43 5099 小林 夢明(3) 八潮南 × 41m24 41m24 41m24
ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 〇 〇

27 36 83 邑田 真人(2) 川越 41m18 41m18 41m18
ﾄﾀﾞ ﾊﾙｷ 〇

28 33 2472 戸田 春輝(3) 城西大川越 37m47 41m16 41m16 41m16
ﾉｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 〇

29 40 712 野口 生(3) 杉戸農 34m94 41m10 41m10 41m10
ｻｲﾊﾗ ﾊﾔﾄ

30 14 4239 才原 隼斗(3) 大宮東 × 33m15 40m82 40m82 40m82
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 〇

31 30 3601 高橋 海来(3) 春日部東 40m40 40m54 40m54 40m54
ｸﾘﾔ ｷｮｳｽｹ 〇

32 25 3370 栗谷 響介(2) 栗橋北彩 39m86 40m20 40m20 40m20
ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 〇

33 28 3190 佐藤 拓人(3) 所沢北 37m90 39m62 39m62 39m62
ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 〇 〇

34 35 1531 坂本 光翼(3) 岩槻 39m27 39m27 39m27

凡例  DNS:欠場



 男子やり投(800g)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             76m54     村上　幸史(愛媛・今治明徳)            1997
埼玉県高校新記録(SH)         70m01     中嶋　善寛(埼玉・杉戸)                2010
大会記録(GR)                 70m01     中嶋　善寛(埼玉・杉戸)                2010 5月11日 13:30 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

ｸﾛｻﾜ ｶｽﾞｷ 〇 〇

35 17 2463 黒澤 和希(3) 城西大川越 39m24 39m24 39m24
ｲﾜﾉ ｶｹﾙ

36 29 2589 岩野 駆(3) 朝霞西 31m81 37m54 × 37m54 37m54
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

37 31 1312 中村 一稀(3) 寄居城北 33m09 35m74 37m52 37m52 37m52
ｼｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ 〇

38 13 3060 鴫原 悠人(3) 埼玉栄 32m15 37m48 37m48 37m48
ﾔﾅｷﾞ ﾐｵ 〇

39 22 1120 柳 海臣(3) 市立浦和 × 36m88 36m88 36m88
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 〇

40 20 4675 小林 勇飛(2) 花咲徳栄 35m97 36m35 36m35 36m35
ｴﾋﾞﾊﾗ ｿﾗ

41 9 1111 海老原 蒼良(3) 市立浦和 × 33m74 35m55 35m55 35m55
ﾐﾔｻﾄ ｺｳｾｲ 〇 〇

42 21 977 宮里 晃晴(2) 所沢 35m08 35m08 35m08
ﾐｽﾞﾑﾗ ﾀﾛｳ 〇

43 32 4015 水村 太郎(3) 浦和北 33m98 33m35 33m98 33m98
ｶﾐｵ ｱﾂﾔ 〇

44 26 2670 神尾 篤哉(2) 坂戸西 32m48 33m63 33m63 33m63
ﾊﾙﾔﾏ ﾏｻﾅｵ

45 16 1455 春山 雅尚(3) 狭山ヶ丘 33m32 33m23 32m60 33m32 33m32
ｼﾞﾓｸﾗ ﾁｻﾄ

46 42 5315 地木樂 千聖(3) 越谷総技 27m59 28m74 33m17 33m17 33m17
ﾂｼﾞ ｶﾅｳ 〇

47 10 5154 辻 叶生(3) 川口青陵 32m03 33m09 33m09 33m09
ｷｸﾁ ﾘﾝ

48 8 3315 菊地 りん(1) 大宮武蔵野 30m36 30m12 33m09 33m09 33m09
ｾｲﾉ ｿｳﾏ 〇

49 18 4178 清野 蒼磨(3) 三郷北 33m00 32m57 33m00 33m00
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 〇

50 5 1544 柳田 悠雅(2) 岩槻 29m40 32m73 32m73 32m73
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

51 1 5018 鈴木 雄斗(3) 西武文理 × 32m13 32m57 32m57 32m57
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ 〇

52 12 1309 山許 翔(2) 寄居城北 32m30 31m90 32m30 32m30
ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 〇

53 38 2104 小川 真毅(3) 浦和南 × 32m18 32m18 32m18
ﾌﾙﾐ ｼｮｳﾀﾞｲ

54 37 4 古海 晶大(3) 浦和 25m82 31m57 31m93 31m93 31m93
ｶﾈｺ ﾅｵｷ 〇 〇

55 7 882 金子 直樹(2) 進修館 31m41 31m41 31m41
ﾄﾐﾀﾞ ｲﾂｷ

6 472 富田 一嘉(2) 小鹿野 DNS
ｱｷｲｹ ﾃﾂﾔ

11 3407 秋池 徹也(3) 熊谷西 DNS
ｲﾜｻﾜ ｼｮｳｺﾞ

19 2797 岩澤 昇吾(3) 昌平 DNS
ｼｶﾞ ｼﾘｭｳ

23 1301 志賀 紫龍(3) 寄居城北 DNS
ｲﾁﾊﾗ ｶﾝﾀ

44 3416 市原 幹大(3) 熊谷西 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子八種競技
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)              6097     田上　　駿(京都・洛南)                2015
埼玉県高校新記録(SH)          5597     北村　一真(埼玉・昌平)                2017
大会記録(GR)                  5146     ムーア・アレクサンダー海(埼玉・昌平)  2016

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100m 走幅跳 砲丸投 400m 110mH やり投 走高跳 1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ

11.66 6m15 10m66 52.00 16.37 45m99 1m71 4:51.91

1 2669 -0.5 +1.0 +2.1 4968
(719) (619) (525) (725) (692) (529) (552) (607)
11.69 5m99 10m25 51.76 16.03 34m17 1m77 4:49.84

2 2792 -0.5 +1.1 +1.5 4842
(713) (584) (501) (735) (729) (358) (602) (620)
11.76 5m95 10m66 53.10 16.34 36m56 1m77 5:02.63

3 5165 -0.5 +2.3 +1.9 4712
(699) (576) (525) (677) (695) (393) (602) (545)
11.35 6m22 7m59 52.67 15.71 36m11 1m65 4:57.66

4 4624 -0.5 -0.1 +1.9 4686
(784) (635) (342) (696) (766) (386) (504) (573)
11.76 5m96 7m96 51.91 17.05 36m25 1m74 4:43.73

5 2648 -0.5 +1.3 +1.5 4611
(699) (578) (364) (729) (619) (388) (577) (657)
11.70 6m19 8m33 52.71 17.45 35m46 1m71 5:05.49

6 5179 -0.5 +0.9 +2.1 4455
(711) (628) (386) (694) (578) (377) (552) (529)
11.87 6m17 8m80 53.09 18.37 36m22 1m65 4:48.78

7 2105 -0.5 +0.9 +1.5 4400
(677) (624) (414) (678) (489) (388) (504) (626)
12.06 6m08 7m68 51.81 18.05 28m48 1m60 4:35.09

8 2107 -0.5 +1.0 +2.1 4296
(639) (604) (347) (733) (519) (278) (464) (712)
11.83 5m66 7m87 54.62 17.79 40m27 1m60 4:55.96

9 2795 -0.5 -0.5 +2.1 4209
(685) (514) (359) (614) (544) (446) (464) (583)
11.40 6m11 7m82 54.37 16.90 32m04 1m68 5:51.96

10 3822 -0.5 +1.1 +1.9 4153
(774) (610) (356) (624) (635) (328) (528) (298)
12.02 5m32 6m76 53.21 19.14 35m37 1m71 4:39.72

11 3616 -0.5 +0.7 +1.5 4087
(647) (445) (293) (673) (420) (375) (552) (682)
11.90 5m56 11m29 55.07 19.97 33m97 1m60 4:57.29

12 3070 -0.5 -1.3 +1.5 4070
(671) (494) (563) (596) (352) (355) (464) (575)
11.99 5m83 9m12 56.59 19.02 34m36 1m71 5:07.79

13 2586 -0.5 0.0 +1.9 4032
(653) (550) (433) (536) (431) (361) (552) (516)
11.52 5m62 6m56 52.73 17.98 20m10 1m45 4:48.30

14 3332 -0.5 +1.4 +2.1 3898
(748) (506) (281) (693) (526) (163) (352) (629)
11.84 5m67 6m50 53.39 20.32 29m84 1m35 4:43.55

15 4663 -0.5 +0.8 +1.5 3704
(683) (516) (278) (665) (324) (297) (283) (658)
11.95 5m52 7m41 55.97 21.09 25m15 1m50 5:05.54

16 2652 -0.5 -0.1 +1.9 3454
(661) (485) (331) (560) (268) (232) (389) (528)
11.96 5m04 7m22 55.86 24.83 26m30 1m45 5:09.93

17 4242 -0.5 +1.1 +2.1 3106
(659) (390) (320) (565) (69) (247) (352) (504)
12.81 4m69 6m47 58.47 22.27 32m94 1m35 4:50.67

18 145 -0.5 +1.4 +1.5 2999
(501) (324) (276) (467) (192) (341) (283) (615)

DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
3604 DNS

(3)

(2)

太田 蒼志 春日部東

(2)

マッカーシー 朝陽 松山

(1)

廣 優一翔 大宮東

(2)

平野 夏音 坂戸西

(3)

蛭田 公輔 花咲徳栄

(3)

境 ディラン 三郷

(3)

松島 佳汰 朝霞西

(2)

大曽根 健太 志木

(2)

新井 颯真 春日部東

(3)

栁本 裕貴 羽生一

(3)

小久保 秀紀 昌平

(3)

今井 大翔 浦和南

(3)

志水 謙介 浦和南

(3)

上村 晃誠 伊奈学園総合

(3)

小林 聖人 坂戸西

(2)

石川 翔 大宮南

(3)

三枝 隼士 伊奈学園総合

(2)

野口 健太 昌平

氏名 所属

竹島 祐人 坂戸西

凡例  DNS:欠場



 男子八種競技 100m
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月9日 09:40 決　勝

1組 (風:-0.5) 2組 (風:-0.5)

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

1 9 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一 11.40 774 1 9 3332 境 ディラン(3) 三郷 11.52 748

2 4 2792 野口 健太(3) 昌平 11.69 713 2 6 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合 11.70 711

3 5 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合 11.76 699 3 4 2648 小林 聖人(3) 坂戸西 11.76 699

4 8 2652 平野 夏音(1) 坂戸西 11.95 661 4 5 2795 小久保 秀紀(3) 昌平 11.83 685

5 6 2586 松島 佳汰(3) 朝霞西 11.99 653 5 8 2105 志水 謙介(3) 浦和南 11.87 677

7 3604 太田 蒼志(3) 春日部東 DNS 6 7 3616 新井 颯真(2) 春日部東 12.02 647

3組 (風:-0.5)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1 4 4624 石川 翔(3) 大宮南 11.35 784

2 6 2669 竹島 祐人(2) 坂戸西 11.66 719

3 9 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄 11.84 683

4 5 3070 大曽根 健太(3) 志木 11.90 671

5 3 4242 廣 優一翔(2) 大宮東 11.96 659

6 7 2107 今井 大翔(3) 浦和南 12.06 639

7 8 145 マッカーシー 朝陽(2) 松山 12.81 501

凡例  DNS:欠場



 男子八種競技 走幅跳
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月9日 11:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

1 7 4624 石川 翔(3) 大宮南

2 15 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合

3 4 2105 志水 謙介(3) 浦和南

4 12 2669 竹島 祐人(2) 坂戸西

5 1 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一

6 18 2107 今井 大翔(3) 浦和南

7 14 2792 野口 健太(3) 昌平

8 5 2648 小林 聖人(3) 坂戸西

9 8 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合

10 10 2586 松島 佳汰(3) 朝霞西

11 19 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄

12 6 2795 小久保 秀紀(3) 昌平

13 2 3332 境 ディラン(3) 三郷

14 16 3070 大曽根 健太(3) 志木

15 9 2652 平野 夏音(1) 坂戸西

16 13 3616 新井 颯真(2) 春日部東

17 17 4242 廣 優一翔(2) 大宮東

18 11 145 マッカーシー 朝陽(2) 松山

3 3604 太田 蒼志(3) 春日部東 DNS

-1.4 -0.1 +1.9 -0.1 635

1回目 2回目 3回目 記録 得点

-0.8 +0.9 +0.9 628

6m08 6m22 5m77 6m22

+0.9 0.0 -0.2 +0.9 624

6m17 × 6m19 6m19

-1.5 +0.4 +1.0 +1.0 619

6m17 5m88 5m72 6m17

+0.4 +1.1 +1.1 610

5m99 5m79 6m15 6m15

-2.0 +0.9 +1.0 +1.0 604

3m03 × 6m11 6m11

-1.7 +0.6 +1.1 +1.1 584

5m66 5m83 6m08 6m08

-0.1 -0.6 +1.3 +1.3 578

5m01 3m80 5m99 5m99

-1.5 -1.4 +2.3 +2.3 576

5m49 5m75 5m96 5m96

-1.3 0.0 0.0 550

5m94 5m61 5m95 5m95

+0.8 +0.8 516

5m75 × 5m83 5m83

-0.7 -0.5 +1.3 -0.5 514

× 5m67 × 5m67

-1.1 +1.4 +1.4 506

5m59 5m66 5m59 5m66

-1.3 +1.6 +0.2 -1.3 494

× 5m42 5m62 5m62

+0.9 -0.1 -0.1 485

5m56 5m36 5m44 5m56

-1.9 -0.1 +0.7 +0.7 445

× 5m43 5m52 5m52

+1.1 +1.1 390

5m22 4m58 5m32 5m32

-1.7 +1.4 -0.9 +1.4 324

× 5m04 × 5m04

4m41 4m69 4m65 4m69

凡例  DNS:欠場



 男子八種競技 砲丸投(6.000kg)
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月9日 14:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

1 13 3070 大曽根 健太(3) 志木

2 12 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合

3 9 2669 竹島 祐人(2) 坂戸西

4 10 2792 野口 健太(3) 昌平

5 11 2586 松島 佳汰(3) 朝霞西

6 14 2105 志水 謙介(3) 浦和南

7 2 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合

8 18 2648 小林 聖人(3) 坂戸西

9 7 2795 小久保 秀紀(3) 昌平

10 15 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一

11 3 2107 今井 大翔(3) 浦和南

12 19 4624 石川 翔(3) 大宮南

13 16 2652 平野 夏音(1) 坂戸西

14 17 4242 廣 優一翔(2) 大宮東

15 6 3616 新井 颯真(2) 春日部東

16 5 3332 境 ディラン(3) 三郷

17 1 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄

18 4 145 マッカーシー 朝陽(2) 松山

8 3604 太田 蒼志(3) 春日部東 DNS

1回目 2回目 3回目 記録 得点

9m68 11m29 11m29 563

10m31 × 10m66 10m66 525

10m20 10m66 × 10m66 525

9m90 10m25 10m25 501

8m36 8m72 9m12 9m12 433

8m53 8m80 8m80 414

8m33 × × 8m33 386

7m88 7m96 7m96 364

7m87 7m87 359

7m48 7m64 7m82 7m82 356

6m90 7m68 7m68 347

7m20 7m59 7m59 342

7m41 7m41 331

6m96 7m22 7m22 320

6m68 6m76 6m76 293

5m99 × 6m56 6m56 281

6m49 × 6m50 6m50 278

6m47 6m47 276

凡例  DNS:欠場



 男子八種競技 400m
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月9日 16:15 決　勝

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

1 8 4624 石川 翔(3) 大宮南 52.67 696 1 8 2792 野口 健太(3) 昌平 51.76 735

2 6 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合 53.10 677 2 9 2648 小林 聖人(3) 坂戸西 51.91 729

3 5 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一 54.37 624 3 7 2105 志水 謙介(3) 浦和南 53.09 678

4 9 2652 平野 夏音(1) 坂戸西 55.97 560 4 4 3616 新井 颯真(2) 春日部東 53.21 673

5 4 2586 松島 佳汰(3) 朝霞西 56.59 536 5 3 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄 53.39 665

7 3604 太田 蒼志(3) 春日部東 DNS 6 6 3070 大曽根 健太(3) 志木 55.07 596

7 5 145 マッカーシー 朝陽(2) 松山 58.47 467

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1 8 2107 今井 大翔(3) 浦和南 51.81 733

2 9 2669 竹島 祐人(2) 坂戸西 52.00 725

3 6 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合 52.71 694

4 4 3332 境 ディラン(3) 三郷 52.73 693

5 5 2795 小久保 秀紀(3) 昌平 54.62 614

6 7 4242 廣 優一翔(2) 大宮東 55.86 565

凡例  DNS:欠場



 男子八種競技 110mH(1.067m)
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月10日 09:30 決　勝

1組 (風:+1.9) 2組 (風:+1.5)

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

1 8 4624 石川 翔(3) 大宮南 15.71 766 1 3 2792 野口 健太(3) 昌平 16.03 729

2 9 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合 16.34 695 2 8 2648 小林 聖人(3) 坂戸西 17.05 619

3 4 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一 16.90 635 3 7 2105 志水 謙介(3) 浦和南 18.37 489

4 6 2586 松島 佳汰(3) 朝霞西 19.02 431 4 5 3616 新井 颯真(2) 春日部東 19.14 420

5 5 2652 平野 夏音(1) 坂戸西 21.09 268 5 4 3070 大曽根 健太(3) 志木 19.97 352

7 3604 太田 蒼志(3) 春日部東 DNS 6 6 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄 20.32 324

7 9 145 マッカーシー 朝陽(2) 松山 22.27 192

3組 (風:+2.1)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1 6 2669 竹島 祐人(2) 坂戸西 16.37 692

2 4 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合 17.45 578

3 5 2795 小久保 秀紀(3) 昌平 17.79 544

4 7 3332 境 ディラン(3) 三郷 17.98 526

5 8 2107 今井 大翔(3) 浦和南 18.05 519

6 9 4242 廣 優一翔(2) 大宮東 24.83 69

凡例  DNS:欠場



 男子八種競技 やり投(800g)
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月10日 11:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

1 3 2669 竹島 祐人(2) 坂戸西

2 13 2795 小久保 秀紀(3) 昌平

3 17 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合

4 8 2648 小林 聖人(3) 坂戸西

5 10 2105 志水 謙介(3) 浦和南

6 12 4624 石川 翔(3) 大宮南

7 4 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合

8 15 3616 新井 颯真(2) 春日部東

9 6 2586 松島 佳汰(3) 朝霞西

10 2 2792 野口 健太(3) 昌平

11 5 3070 大曽根 健太(3) 志木

12 19 145 マッカーシー 朝陽(2) 松山

13 9 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一

14 18 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄

15 7 2107 今井 大翔(3) 浦和南

16 1 4242 廣 優一翔(2) 大宮東

17 16 2652 平野 夏音(1) 坂戸西

18 14 3332 境 ディラン(3) 三郷

11 3604 太田 蒼志(3) 春日部東 DNS

163

232

14m25 20m10
〇

20m10

247

24m76 25m15
〇

25m15

278

× 23m38 26m30 26m30

297

23m82 28m48
〇

28m48

328

29m33
〇

29m84 29m84

341

32m04
〇 〇

32m04

355

32m94
〇 〇

32m94

358

33m97 ×

〇

33m97

361

34m17 － － 34m17

375

31m28 33m65 34m36 34m36

377

× 32m57 35m37 35m37

386

35m46
〇

× 35m46

388

32m38 35m12 36m11 36m11

388

36m22
〇 〇

36m22

393

36m25
〇 〇

36m25

446

× 35m12 36m56 36m56

529

× 40m27
〇

40m27

43m74 45m99
〇

45m99

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場



 男子八種競技 走高跳
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月10日 13:30  1組

－ － － － － ○ ○ × ○

1 13 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合 ○ ○ × × × 1m77 602
－ － － － ○ ○ × ○ × ○

2 10 2792 野口 健太(3) 昌平 × ○ × × ○ × × × 1m77 602
－ － － － × ○ ○ ○ × ○

3 16 2648 小林 聖人(3) 坂戸西 × × ○ × × × 1m74 577
－ － － － ○ ○ ○ ○

4 5 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合 × × × 1m71 552
－ － － － ○ ○ ○ ○

4 9 2669 竹島 祐人(2) 坂戸西 × × × 1m71 552
－ － － － ○ ○ × × ○ × ○

6 4 3616 新井 颯真(2) 春日部東 × × × 1m71 552
－ － － － × ○ ○ × ○ × × ○

7 6 2586 松島 佳汰(3) 朝霞西 × × × 1m71 552
－ － － － ○ ○ × ○ × × ×

8 15 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一 1m68 528
－ － － － ○ × ○ × × ×

9 1 4624 石川 翔(3) 大宮南 1m65 504
－ － － － × ○ × ○ × × ×

10 19 2105 志水 謙介(3) 浦和南 1m65 504
－ － － － ○ × × ×

11 12 3070 大曽根 健太(3) 志木 1m60 464
－ － ○ ○ × ○ × × ×

12 14 2107 今井 大翔(3) 浦和南 1m60 464
○ × ○ × × ○ × ○ × ○ × × ×

13 18 2795 小久保 秀紀(3) 昌平 1m60 464
○ × ○ × × ○ × × ×

14 3 2652 平野 夏音(1) 坂戸西 1m50 389
○ ○ × × ×

15 8 4242 廣 優一翔(2) 大宮東 1m45 352
○ × × ○ × × ×

16 17 3332 境 ディラン(3) 三郷 1m45 352
○ × × ×

17 2 145 マッカーシー 朝陽(2) 松山 1m35 283
○ × × ×

17 11 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄 1m35 283

7 3604 太田 蒼志(3) 春日部東 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m35

1m74

1m45

1m77

1m50

1m80

1m55 1m60 1m65 1m68 1m71
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

凡例  DNS:欠場



 男子八種競技 1500m
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月10日 17:00 決　勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1 10 2107 今井 大翔(3) 浦和南 4:35.09 712

2 13 3616 新井 颯真(2) 春日部東 4:39.72 682

3 15 4663 蛭田 公輔(2) 花咲徳栄 4:43.55 658

4 5 2648 小林 聖人(3) 坂戸西 4:43.73 657

5 14 3332 境 ディラン(3) 三郷 4:48.30 629

6 8 2105 志水 謙介(3) 浦和南 4:48.78 626

7 2 2792 野口 健太(3) 昌平 4:49.84 620

8 18 145 マッカーシー 朝陽(2) 松山 4:50.67 615

9 1 2669 竹島 祐人(2) 坂戸西 4:51.91 607

10 9 2795 小久保 秀紀(3) 昌平 4:55.96 583

11 12 3070 大曽根 健太(3) 志木 4:57.29 575

12 4 4624 石川 翔(3) 大宮南 4:57.66 573

13 3 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合 5:02.63 545

14 6 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合 5:05.49 529

15 16 2652 平野 夏音(1) 坂戸西 5:05.54 528

16 11 2586 松島 佳汰(3) 朝霞西 5:07.79 516

17 17 4242 廣 優一翔(2) 大宮東 5:09.93 504

18 7 3822 栁本 裕貴(2) 羽生一 5:51.96 298



 女子100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 5月10日 12:25 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 5月10日 14:05 準決勝
大会記録(GR)                 11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 5月10日 15:55 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:+1.5) 2組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ ｼﾉ ｶﾚﾝ

1 5 4236 山崎 結子(3) 大宮東 12.16 Q 1 7 4231 篠 かれん(2) 大宮東 12.23 Q
ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ ﾔﾏｷ ﾐﾕ

2 6 3601 後藤 智南(3) 春日部東 12.42 Q 2 4 265 八巻 実優(3) 不動岡 12.77 Q
ﾓﾘﾀ ﾉｱ ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ

3 9 1140 森田 乃愛(1) 聖望 12.79 Q 3 8 6083 本多 咲輝(2) 国際学院 13.00 Q
ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾅ ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ

4 2 3076 長沢 結菜(3) 志木 12.84 4 6 3571 栗原 碧咲(3) 草加南 13.12
ｼｵﾉ ﾕﾅ ｵｶ ﾐﾔﾋﾞ

5 1 5016 塩野 由奈(2) 西武文理 12.94 5 2 3127 岡 雅(3) 深谷 13.24
ｷﾀ ﾂｶｻ ｺｼﾞﾏ ﾒｲ

6 4 5292 北 月咲(2) 東京農大三 13.02 6 3 1383 小島 芽依(3) 星野 13.53
ﾄｸﾅｶﾞ ﾉﾄﾞｶ ｵｶﾉ ﾐｷ

7 8 1636 徳永 和(2) 浦和南 13.26 7 1 5014 岡野 美希(2) 西武文理 14.72
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾐ ﾅｶﾞｲ ﾕｷ

8 3 6121 渡辺 楓美(3) 栄北 13.58 5 5169 永井 有紀(2) 伊奈学園総合 DNS
ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ

7 2810 カン メヘナズ(1) 昌平 DNS 9 5010 小林 清香(3) 早大本庄 DNS

3組 (風:+2.2) 4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
ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ

1 5 3032 大谷 くる美(3) 埼玉栄 11.97 Q 1 5 4235 土田 涼夏(3) 大宮東 12.18 Q
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ

2 6 4662 岡田 裕佳(2) 花咲徳栄 12.48 Q 2 6 5162 桑原 明菜(3) 伊奈学園総合 12.39 Q
ｺﾔﾏ ﾕｳｶ ﾀﾃｲｼ ﾋﾖﾘ

3 4 257 小山 優香(3) 不動岡 12.58 Q 3 9 1115 立石 ひより(3) 聖望 12.57 Q
ｲﾘｱﾍﾞ ｴﾝｼﾞｪﾙﾅｵﾐ ｻｲﾄｳ ｲﾁｶ

4 8 65 イリアベ エンジェル菜生実(3) 川越女 12.78 4 4 3850 斉藤 苺香(2) 鷲宮 12.68 q
ｼﾌﾞﾔ ｱｲ ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ

5 7 3604 澁谷 愛(3) 春日部東 13.00 5 8 4983 鈴木 彩夏(1) 早大本庄 12.75 q
ｺｼｶﾜ ﾋﾅ ｻﾄｳ ﾘﾘｶ

6 1 5463 越川 陽菜(3) 和光国際 13.15 6 7 491 佐藤 凜々香(3) 大宮 12.96
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲｶ

7 3 903 山岸 ゆい(2) 市立浦和 13.20 7 3 1268 山田 結夏(1) 寄居城北 13.21
ｺﾆｼ ﾆｲﾅ ﾅｶｲ ﾘｻ

8 2 5054 小西 新奈(3) 秋草 13.21 8 2 193 中井 里咲(3) 深谷一 13.22
ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ ｽｽﾞｷ ﾕｳ

9 296 大久保 灯(3) 本庄 DNS 9 1 5012 鈴木 優羽(3) 西武文理 13.26

5組 (風:+1.9) 6組 (風:+2.3)

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
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ｻｶﾓﾄ ﾕｳ

1 4 2819 髙橋 侑希(3) 昌平 12.31 Q 1 7 4653 坂本 優(3) 花咲徳栄 12.27 Q
ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ ﾖﾈﾔﾏ ﾐｽｽﾞ

2 6 5161 寺園 華(3) 伊奈学園総合 12.32 Q 2 4 20 米山 実鈴(2) 浦和一女 12.69 Q
ｵｸﾞﾗ ﾘｶ ﾑﾗｺｼ ﾐﾔｺ

3 7 3036 小倉 緑風(3) 埼玉栄 12.72 Q 3 5 6086 村越 京(2) 国際学院 12.71 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ ﾓﾘﾔ ﾋﾏﾘ

4 5 415 山口 るい(2) 久喜 12.98 4 9 3190 守谷 日茉里(2) 所沢北 12.72 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

5 8 1635 谷口 もも(2) 浦和南 13.08 5 6 3605 飯久保 南美(3) 春日部東 12.79
ｶｷﾞﾀ ﾕﾘｱ ｾﾞﾆﾔ ﾏﾉｶ

6 3 2663 鍵田 有莉亜(1) 坂戸西 13.09 6 8 492 銭谷 茉乃香(3) 大宮 12.94
ﾓﾘﾀ ｱﾔﾅ ﾄﾐｵｶ ｱﾔﾒ

7 9 2511 森田 純奈(3) 深谷商 13.79 7 3 2655 冨岡 彩愛(2) 坂戸西 13.16
ｱﾍﾞ ﾕﾗ ﾊｼﾓﾄ ｲﾉﾘ

2 1121 阿部 優良(2) 聖望 DNS 8 2 41 橋本 祈(1) 熊谷女 13.31

凡例  DNS:欠場



 女子100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 5月10日 12:25 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 5月10日 14:05 準決勝
大会記録(GR)                 11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 5月10日 15:55 決　勝

予　選　7組3着＋3

7組 (風:+2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ

1 7 3033 中本 葵(3) 埼玉栄 11.94 Q
ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾂﾞｷ

2 4 696 吉永 葉月(2) 豊岡 12.28 Q
ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ

3 6 4658 小澤 ののか(3) 花咲徳栄 12.74 Q
ﾓﾄﾖｼ ﾘｴ

4 9 9 元吉 梨絵(3) 浦和一女 12.84
ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

5 5 883 齊藤 奈々美(1) 川口市立 12.84
ｶｻﾞﾏ ｱｽﾞﾐ

6 8 196 風間 杏実(2) 深谷一 13.01
ｳﾄ ｱﾝﾘ

7 1 80 宇都 杏莉(2) 川越女 13.36
ﾃﾂﾞｶ ﾕｶﾘ

8 2 34 手塚 由(3) 熊谷女 13.48
ﾈｷﾞｼ ﾘﾎ

3 294 根岸 里保(3) 本庄 DNS

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:+3.4) 2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
ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ

1 5 3032 大谷 くる美(3) 埼玉栄 11.84 Q 1 7 4236 山崎 結子(3) 大宮東 12.17 Q
ｼﾉ ｶﾚﾝ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

2 4 4231 篠 かれん(2) 大宮東 12.03 Q 2 6 2819 髙橋 侑希(3) 昌平 12.33 Q
ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ

3 6 3601 後藤 智南(3) 春日部東 12.25 q 3 4 5162 桑原 明菜(3) 伊奈学園総合 12.36
ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾂﾞｷ ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ

4 7 696 吉永 葉月(2) 豊岡 12.30 q 4 5 4662 岡田 裕佳(2) 花咲徳栄 12.67
ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ ﾖﾈﾔﾏ ﾐｽｽﾞ

5 2 4658 小澤 ののか(3) 花咲徳栄 12.61 5 9 20 米山 実鈴(2) 浦和一女 12.71
ﾔﾏｷ ﾐﾕ ｵｸﾞﾗ ﾘｶ

6 8 265 八巻 実優(3) 不動岡 12.65 6 8 3036 小倉 緑風(3) 埼玉栄 12.73
ﾑﾗｺｼ ﾐﾔｺ ﾓﾘﾔ ﾋﾏﾘ

7 9 6086 村越 京(2) 国際学院 12.66 7 2 3190 守谷 日茉里(2) 所沢北 12.80
ﾓﾘﾀ ﾉｱ ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ

3 1140 森田 乃愛(1) 聖望 DNS 8 3 4983 鈴木 彩夏(1) 早大本庄 12.89

3組 (風:-2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ

1 5 3033 中本 葵(3) 埼玉栄 12.13 Q
ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ

2 7 4235 土田 涼夏(3) 大宮東 12.28 Q
ｻｶﾓﾄ ﾕｳ

3 4 4653 坂本 優(3) 花咲徳栄 12.41
ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ

4 6 5161 寺園 華(3) 伊奈学園総合 12.49
ｺﾔﾏ ﾕｳｶ

5 8 257 小山 優香(3) 不動岡 12.84
ｻｲﾄｳ ｲﾁｶ

6 2 3850 斉藤 苺香(2) 鷲宮 12.89
ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ

7 3 6083 本多 咲輝(2) 国際学院 13.09
ﾀﾃｲｼ ﾋﾖﾘ

9 1115 立石 ひより(3) 聖望 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 5月10日 12:25 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 5月10日 14:05 準決勝
大会記録(GR)                 11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 5月10日 15:55 決　勝

決　勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ

1 4 3032 大谷 くる美(3) 埼玉栄 11.91
ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ

2 7 3033 中本 葵(3) 埼玉栄 11.92
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ

3 6 4236 山崎 結子(3) 大宮東 12.11
ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ

4 9 4235 土田 涼夏(3) 大宮東 12.15
ｼﾉ ｶﾚﾝ

5 5 4231 篠 かれん(2) 大宮東 12.21
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

6 8 2819 髙橋 侑希(3) 昌平 12.29
ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ

7 2 3601 後藤 智南(3) 春日部東 12.32
ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾂﾞｷ

8 3 696 吉永 葉月(2) 豊岡 12.37

凡例  DNS:欠場



 女子200m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             23.48     中村　宝子(静岡・浜松西)              2006 5月11日 10:10 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         23.71     高橋　萌木子(埼玉・埼玉栄)            2006 5月11日 12:55 準決勝
大会記録(GR)                 23.83     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 5月11日 15:00 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:+2.0) 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
ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

1 6 3032 大谷 くる美(3) 埼玉栄 25.64 Q 1 5 2819 髙橋 侑希(3) 昌平 25.72 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ

2 4 4236 山崎 結子(3) 大宮東 25.83 Q 2 4 4232 長島 ありさ(2) 大宮東 25.91 Q
ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ ｶﾄｳ ﾘﾐ

3 5 296 大久保 灯(3) 本庄 26.88 Q 3 7 38 加藤 璃美(2) 熊谷女 27.10 Q
ｳｽｲ ﾕｳﾘ ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾅ

4 8 3 碓井 夕莉(3) 浦和一女 26.94 q 4 3 3076 長沢 結菜(3) 志木 27.23
ｲｸﾞﾁ ﾐｻｷ ﾀﾅｶ ｻｸﾗ

5 7 1124 井口 美咲希(2) 聖望 27.06 q 5 8 2581 田中 咲良(3) 朝霞西 27.90
ｵｵﾂﾛﾊｽ ﾊﾅｶｲﾘｰ ｶｻﾞﾏ ｱｽﾞﾐ

6 3 5066 オオツロハス 花カイリー(2) 秋草 27.24 6 9 196 風間 杏実(2) 深谷一 27.91
ﾀﾝﾉ ｶﾘﾝ ﾈｷﾞｼ ﾘﾎ

7 1 1385 丹野 夏鈴(3) 星野 27.32 7 2 294 根岸 里保(3) 本庄 28.11
ﾓﾘﾔ ﾋﾏﾘ ﾅｶﾞｲ ﾕｷ

8 9 3190 守谷 日茉里(2) 所沢北 27.61 6 5169 永井 有紀(2) 伊奈学園総合 DNS
ﾀｶﾊｼ ﾙｱﾝ

9 2 198 高橋 瑠杏(2) 深谷一 27.96

3組 (風:+0.9) 4組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶﾓﾄ ﾕｳ ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ

1 6 4653 坂本 優(3) 花咲徳栄 26.17 Q 1 5 3033 中本 葵(3) 埼玉栄 25.99 Q
ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ ﾓﾄﾖｼ ﾘｴ

2 2 5161 寺園 華(3) 伊奈学園総合 26.45 Q 2 4 9 元吉 梨絵(3) 浦和一女 26.81 Q
ﾔﾏｷ ﾐﾕ ｼｵﾉ ﾕﾅ

3 4 265 八巻 実優(3) 不動岡 26.58 Q 3 1 5016 塩野 由奈(2) 西武文理 27.11 Q
ｺﾓﾘﾔ ﾚｲ ｵｶﾞﾜ ﾏﾎ

4 5 4260 小森谷 麗(3) 大宮東 26.78 q 4 3 880 小川 真歩(2) 川口市立 27.26
ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾐ

5 7 2893 南部 和奏(2) 獨協埼玉 27.41 5 8 6187 小川 優心(3) 叡明 27.34
ｲﾘｱﾍﾞ ｴﾝｼﾞｪﾙﾅｵﾐ ｲｼｲ ﾊﾅ

6 8 65 イリアベ エンジェル菜生実(3) 川越女 27.55 6 7 4654 石井 花奈(2) 花咲徳栄 27.57
ﾅｶｲ ﾘｻ ｵｶ ﾐﾔﾋﾞ

7 3 193 中井 里咲(3) 深谷一 27.84 7 9 3127 岡 雅(3) 深谷 27.58
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｷ ｼﾌﾞﾔ ｱｲ

8 9 1291 宮崎 眞希(3) 草加 28.06 8 6 3604 澁谷 愛(3) 春日部東 27.64
ｲｼｲ ﾐｳ

9 2 4202 石井 美羽(2) 所沢中央 28.40

5組 (風:+1.3) 6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
ﾀﾃｲｼ ﾋﾖﾘ ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾂﾞｷ

1 5 1115 立石 ひより(3) 聖望 26.27 Q 1 7 696 吉永 葉月(2) 豊岡 25.99 Q
ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ ｵｶﾉ ﾋﾏﾘ

2 6 5162 桑原 明菜(3) 伊奈学園総合 26.29 Q 2 4 3185 岡野 陽茉莉(2) 所沢北 26.75 Q
ｻﾄｳ ｱﾔﾉ ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾐ

3 7 5068 佐藤 彩乃(2) 秋草 26.96 Q 3 1 1400 馬場 優美(2) 星野 26.79 Q
ｵｸﾞﾗ ﾘｶ ｵｶﾞﾜ ｶｵﾘ

4 3 3036 小倉 緑風(3) 埼玉栄 27.20 4 6 5432 小川 夏穂梨(2) 久喜北陽 27.22
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ ｵｵﾀｹ ﾋｻｷ

5 8 1635 谷口 もも(2) 浦和南 27.25 5 8 2804 大竹 陽咲(3) 昌平 27.60
ｵｶﾞﾀ ﾓﾓｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ

6 9 4784 緒方 萌々花(2) 入間向陽 27.42 6 9 4163 小林 七菜(2) 草加東 27.94
ﾓﾘﾀ ｱﾔﾅ ｵｵｸﾛ ｱｲ

2 2511 森田 純奈(3) 深谷商 DNS 7 2 2194 大黒 亜衣(2) 桶川 28.47
ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ

4 3571 栗原 碧咲(3) 草加南 DNS 3 1624 木村 美乃里(3) 浦和南 DNS
ｱﾍﾞ ﾕﾗ

5 1121 阿部 優良(2) 聖望 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子200m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             23.48     中村　宝子(静岡・浜松西)              2006 5月11日 10:10 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         23.71     高橋　萌木子(埼玉・埼玉栄)            2006 5月11日 12:55 準決勝
大会記録(GR)                 23.83     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 5月11日 15:00 決　勝

予　選　7組3着＋3

7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
ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

1 4 3605 飯久保 南美(3) 春日部東 26.52 Q
ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ

2 7 4658 小澤 ののか(3) 花咲徳栄 26.70 Q
ｷﾀ ﾂｶｻ

3 6 5292 北 月咲(2) 東京農大三 26.75 Q
ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ

4 9 6083 本多 咲輝(2) 国際学院 27.25
ﾜｰﾄﾝ ｱｲﾗ

5 5 5431 ワートン 愛良(3) 久喜北陽 27.45
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｺﾐ

6 8 89 山口 心海(2) 川越女 27.63
ｽｽﾞｷ ﾕｳ

7 1 5012 鈴木 優羽(3) 西武文理 29.15
ﾖｼｵｶ ﾘｻ

2 3418 吉岡 里彩(2) 熊谷西 DNS
ｺﾀｶ ﾁｽﾞﾙ

3 169 小高 千鶴(2) 松山女 DNS

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-0.4) 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
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ

1 5 4236 山崎 結子(3) 大宮東 25.57 Q 1 4 3033 中本 葵(3) 埼玉栄 25.18 Q
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾂﾞｷ

2 6 2819 髙橋 侑希(3) 昌平 25.69 Q 2 7 696 吉永 葉月(2) 豊岡 25.28 Q
ｻｶﾓﾄ ﾕｳ ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ

3 7 4653 坂本 優(3) 花咲徳栄 25.76 3 5 4232 長島 ありさ(2) 大宮東 25.53 q
ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ

4 4 5161 寺園 華(3) 伊奈学園総合 26.03 4 6 5162 桑原 明菜(3) 伊奈学園総合 25.69 q
ﾓﾄﾖｼ ﾘｴ ﾔﾏｷ ﾐﾕ

5 8 9 元吉 梨絵(3) 浦和一女 26.49 5 8 265 八巻 実優(3) 不動岡 26.41
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾐ ｷﾀ ﾂｶｻ

6 9 1400 馬場 優美(2) 星野 26.55 6 9 5292 北 月咲(2) 東京農大三 26.61
ｲｸﾞﾁ ﾐｻｷ ｳｽｲ ﾕｳﾘ

7 2 1124 井口 美咲希(2) 聖望 27.27 7 2 3 碓井 夕莉(3) 浦和一女 26.80
ｶﾄｳ ﾘﾐ ｼｵﾉ ﾕﾅ

8 3 38 加藤 璃美(2) 熊谷女 27.33 8 3 5016 塩野 由奈(2) 西武文理 27.41

3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
ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ

1 4 3032 大谷 くる美(3) 埼玉栄 25.91 Q
ﾀﾃｲｼ ﾋﾖﾘ

2 6 1115 立石 ひより(3) 聖望 25.96 Q
ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

3 7 3605 飯久保 南美(3) 春日部東 26.20
ｺﾓﾘﾔ ﾚｲ

4 3 4260 小森谷 麗(3) 大宮東 26.38
ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ

5 5 4658 小澤 ののか(3) 花咲徳栄 26.55
ｵｶﾉ ﾋﾏﾘ

6 8 3185 岡野 陽茉莉(2) 所沢北 26.71
ｻﾄｳ ｱﾔﾉ

7 2 5068 佐藤 彩乃(2) 秋草 26.77
ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ

8 9 296 大久保 灯(3) 本庄 26.81

凡例  DNS:欠場



 女子200m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             23.48     中村　宝子(静岡・浜松西)              2006 5月11日 10:10 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         23.71     高橋　萌木子(埼玉・埼玉栄)            2006 5月11日 12:55 準決勝
大会記録(GR)                 23.83     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012 5月11日 15:00 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
ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ

1 5 3032 大谷 くる美(3) 埼玉栄 25.05
ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ

2 7 3033 中本 葵(3) 埼玉栄 25.27
ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾂﾞｷ

3 6 696 吉永 葉月(2) 豊岡 25.54
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ

4 4 4236 山崎 結子(3) 大宮東 25.68
ﾀﾃｲｼ ﾋﾖﾘ

5 9 1115 立石 ひより(3) 聖望 25.71
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

6 8 2819 髙橋 侑希(3) 昌平 25.76
ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ

7 2 4232 長島 ありさ(2) 大宮東 25.80
ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ

8 3 5162 桑原 明菜(3) 伊奈学園総合 25.86

凡例  DNS:欠場



 女子400m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             53.45     柿沼　和恵(埼玉・埼玉栄)              1992 5月9日 09:55 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         53.45     柿沼　和恵(埼玉・埼玉栄)              1992 5月9日 12:10 準決勝
大会記録(GR)                 54.46     徳田　由美子(埼玉・埼玉栄)            1991 5月9日 15:55 決　勝

予　選　7組3着＋3

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

ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ ﾓﾄﾊｼ ﾘｺ

1 5 4659 柿﨑 眸(3) 花咲徳栄 1:00.31 Q 1 5 695 本橋 璃子(2) 豊岡 1:00.64 Q
ﾂｶﾀﾞ ｾﾅ ﾅｶﾉ ﾐｷ

2 4 498 塚田 世奈(3) 大宮 1:00.92 Q 2 4 5163 中野 美貴(3) 伊奈学園総合 1:00.67 Q
ｶﾄｳ ﾕｳ ｲｼｲ ｱｽﾞｻ

3 7 5168 加藤 優(2) 伊奈学園総合 1:01.17 Q 3 6 4248 石井 梓(3) 大宮東 1:01.14 Q
ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ ｵｶﾞﾀ ﾓﾓｶ

4 6 2893 南部 和奏(2) 獨協埼玉 1:01.32 q 4 8 4784 緒方 萌々花(2) 入間向陽 1:02.73
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｷ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾐﾕ

5 9 1291 宮崎 眞希(3) 草加 1:01.55 q 5 3 3887 東山 実夢(2) ふじみ野 1:04.11
ｵｵﾊﾞ ｱﾔｶ ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾐ

6 2 83 大場 彩花(2) 川越女 1:04.85 6 7 4664 小杉 友美(2) 花咲徳栄 1:04.41
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ

7 3 2531 高橋 瞳(2) 本庄東 1:06.99 7 2 296 大久保 灯(3) 本庄 1:04.43
ﾊﾘｭｳ ﾏﾄﾞｶ ｲｼｸﾗ ﾚｲ

8 3614 羽龍 円(2) 春日部東 DNS 8 1 5013 石倉 怜(2) 西武文理 1:05.91
ｶﾄｳ ﾚｲﾗ

9 3609 加藤 玲来(3) 春日部東 DNS

3組 4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

ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ ｵｵﾀｹ ﾋｻｷ

1 7 3034 タネル 舞璃乃(3) 埼玉栄 58.09 Q 1 6 2804 大竹 陽咲(3) 昌平 1:01.40 Q
ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｴｲﾐ ｱﾗｲ ﾅﾂｷ

2 2 1023 エドワード 永美(2) 蕨 1:00.75 Q 2 5 2676 新井 夏妃(2) 所沢西 1:01.52 Q
ｵｶﾉ ﾋﾏﾘ ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ

3 6 3185 岡野 陽茉莉(2) 所沢北 1:01.47 Q 3 4 903 山岸 ゆい(2) 市立浦和 1:02.09 Q
ｱｶｻﾞﾜ ﾊﾅｴ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ

4 9 1303 赤澤 花苗(2) 草加 1:01.64 4 7 1635 谷口 もも(2) 浦和南 1:02.73
ﾀｶﾊｼ ﾙｱﾝ ｱﾜﾔ ﾐｵ

5 4 198 高橋 瑠杏(2) 深谷一 1:02.82 5 8 241 粟屋 澪(3) 不動岡 1:03.36
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ ﾀｶｷﾞ ﾋﾅ

6 8 3846 遠藤 春奈(3) 鷲宮 1:03.82 6 9 256 高木 妃菜(2) 本庄一 1:04.64
ﾀﾅｶ ｴﾅ ｽﾅｶﾞ ﾏﾋﾛ

7 3 2163 田中 恵那(3) 坂戸 1:05.09 7 2 6210 須永 真尋(3) 叡明 1:04.97
ﾀﾃｲｼ ﾋﾖﾘ ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ

5 1115 立石 ひより(3) 聖望 DNS 3 2534 田中 優里奈(2) 本庄東 DNS

5組 6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

ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ ｱﾗｲ ﾎﾜﾅ

1 4 4233 山内 そよ(2) 大宮東 59.97 Q 1 9 2791 新井 保和菜(3) 昌平 1:00.45 Q
ｱﾗｲ ﾐｳ ｸｽ ｱｶﾘ

2 5 2641 荒井 美音(3) 坂戸西 1:00.46 Q 2 4 5171 楠 明莉(2) 伊奈学園総合 1:00.83 Q
ｴﾋﾞﾊﾗ ｾｲｶ ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ

3 7 2801 海老原 聖花(3) 昌平 1:00.66 Q 3 5 3037 松田 菜帆(3) 埼玉栄 1:00.98 Q
ﾉｸﾞﾁ ﾐﾊﾔ ｻﾄｳ ｱﾔﾉ

4 6 3048 野口 美颯(2) 埼玉栄 1:01.61 4 8 5068 佐藤 彩乃(2) 秋草 1:01.00 q
ｵｵｸﾛ ｱｲ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘﾉ

5 8 2194 大黒 亜衣(2) 桶川 1:02.01 5 7 1623 柏原 梨乃(2) 浦和南 1:02.48
ﾖｼｵｶ ﾘｻ ﾀﾝﾉ ｶﾘﾝ

6 9 3418 吉岡 里彩(2) 熊谷西 1:04.46 6 6 1385 丹野 夏鈴(3) 星野 1:02.55
ﾎｿﾉ ﾕﾉﾝ ﾎｿﾉ ｼｵﾘ

7 3 4686 細野 夢音(2) 西武台 1:04.71 7 3 2192 細野 汐利(3) 桶川 1:03.98
ﾅｶﾔﾏ ﾒｲ ｵｵｷ ﾋﾗﾘ

8 2 174 中山 芽衣(3) 松山女 1:05.56 8 2 165 大木 陽良吏(2) 松山女 1:04.98

凡例  DNS:欠場



 女子400m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             53.45     柿沼　和恵(埼玉・埼玉栄)              1992 5月9日 09:55 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         53.45     柿沼　和恵(埼玉・埼玉栄)              1992 5月9日 12:10 準決勝
大会記録(GR)                 54.46     徳田　由美子(埼玉・埼玉栄)            1991 5月9日 15:55 決　勝

予　選　7組3着＋3

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂﾉ ｺｳﾒ

1 7 4258 松野 小梅(2) 大宮東 1:00.87 Q
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾐ

2 6 1400 馬場 優美(2) 星野 1:01.40 Q
ｳｽｲ ﾕｳﾘ

3 5 3 碓井 夕莉(3) 浦和一女 1:02.92 Q
ｶﾄｳ ﾘﾐ

4 8 38 加藤 璃美(2) 熊谷女 1:04.27
ｾｷﾉ ｱﾝ

5 9 5043 関野 杏(1) 秋草 1:04.73
ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ

6 4 3156 田中 綺音(2) 川口北 1:04.99
ﾌﾙﾀ ﾋﾖﾘ

7 2 2662 古田 陽梨(1) 坂戸西 1:05.92
ﾏﾂﾓﾄ ｱｽﾞﾐ

8 3 2541 松本 愛澄(1) 本庄東 1:07.74

準決勝　3組2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

ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ

1 6 4659 柿﨑 眸(3) 花咲徳栄 58.94 Q 1 4 3034 タネル 舞璃乃(3) 埼玉栄 57.88 Q
ﾅｶﾉ ﾐｷ ﾏﾂﾉ ｺｳﾒ

2 5 5163 中野 美貴(3) 伊奈学園総合 59.08 Q 2 7 4258 松野 小梅(2) 大宮東 59.40 Q
ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｴｲﾐ ｵｶﾉ ﾋﾏﾘ

3 4 1023 エドワード 永美(2) 蕨 59.52 q 3 2 3185 岡野 陽茉莉(2) 所沢北 1:00.36
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾐ

4 8 3037 松田 菜帆(3) 埼玉栄 1:01.32 4 9 1400 馬場 優美(2) 星野 1:00.44
ｱﾗｲ ﾎﾜﾅ ｵｵﾀｹ ﾋｻｷ

5 7 2791 新井 保和菜(3) 昌平 1:01.33 5 6 2804 大竹 陽咲(3) 昌平 1:00.88
ｲｼｲ ｱｽﾞｻ ﾂｶﾀﾞ ｾﾅ

6 9 4248 石井 梓(3) 大宮東 1:01.87 6 5 498 塚田 世奈(3) 大宮 1:01.42
ｻﾄｳ ｱﾔﾉ ｶﾄｳ ﾕｳ

7 2 5068 佐藤 彩乃(2) 秋草 1:01.97 7 8 5168 加藤 優(2) 伊奈学園総合 1:01.62
ｳｽｲ ﾕｳﾘ ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｷ

8 3 3 碓井 夕莉(3) 浦和一女 1:02.11 8 3 1291 宮崎 眞希(3) 草加 1:04.43

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ

1 5 4233 山内 そよ(2) 大宮東 59.09 Q
ｸｽ ｱｶﾘ

2 7 5171 楠 明莉(2) 伊奈学園総合 59.58 Q
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ

3 3 903 山岸 ゆい(2) 市立浦和 59.70 q
ｱﾗｲ ﾐｳ

4 6 2641 荒井 美音(3) 坂戸西 1:00.35
ﾓﾄﾊｼ ﾘｺ

5 4 695 本橋 璃子(2) 豊岡 1:00.93
ｴﾋﾞﾊﾗ ｾｲｶ

6 9 2801 海老原 聖花(3) 昌平 1:00.97
ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ

7 2 2893 南部 和奏(2) 獨協埼玉 1:02.61
ｱﾗｲ ﾅﾂｷ

8 2676 新井 夏妃(2) 所沢西 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子400m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             53.45     柿沼　和恵(埼玉・埼玉栄)              1992 5月9日 09:55 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         53.45     柿沼　和恵(埼玉・埼玉栄)              1992 5月9日 12:10 準決勝
大会記録(GR)                 54.46     徳田　由美子(埼玉・埼玉栄)            1991 5月9日 15:55 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ

1 6 3034 タネル 舞璃乃(3) 埼玉栄 55.07
ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ

2 5 4233 山内 そよ(2) 大宮東 57.50
ﾏﾂﾉ ｺｳﾒ

3 9 4258 松野 小梅(2) 大宮東 58.57
ﾅｶﾉ ﾐｷ

4 7 5163 中野 美貴(3) 伊奈学園総合 58.77
ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ

5 4 4659 柿﨑 眸(3) 花咲徳栄 58.82
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ

6 3 903 山岸 ゆい(2) 市立浦和 59.19
ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｴｲﾐ

7 2 1023 エドワード 永美(2) 蕨 59.41
ｸｽ ｱｶﾘ

8 8 5171 楠 明莉(2) 伊奈学園総合 59.65

凡例  DNS:欠場



 女子800m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           2:02.57     塩見　綾乃(京都・京都文教)            2017 5月10日 14:35 予　選
埼玉県高校新記録(SH)       2:05.22     真下　まなみ(埼玉・深谷商)            2009 5月11日 11:20 準決勝
大会記録(GR)               2:08.79     五町　夕起(埼玉・埼玉栄)              1987 5月11日 15:20 決　勝

予　選　7組3着＋3

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

ｵｵﾉ ﾕｲ ﾆﾜ ﾊﾙﾅ

1 4 30 大野 結以(3) 市立浦和 2:22.30 Q 1 7 3 丹羽 遥奈(3) 昌平 2:21.55 Q
ﾀｶｷﾞ ﾋﾅ ｱﾗｲ ﾅﾂｷ

2 5 45 高木 妃菜(2) 本庄一 2:23.10 Q 2 6 16 新井 夏妃(2) 所沢西 2:21.87 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ ｸｽﾞﾇｷ ﾕｲｶ

3 7 34 小林 優花(2) 浦和一女 2:24.66 Q 3 8 5 葛貫 由花(3) 開智未来 2:22.55 Q
ｲｼﾜﾀﾘ ﾐｶ ｺｲﾉ ｱｲ

4 6 38 石渡 未夏(3) 埼玉栄 2:26.99 4 5 33 濃野 愛(2) 大宮東 2:22.70 q
ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ ﾄﾀﾞ ｻｸﾗ

5 8 22 髙橋 采那(2) 川越女 2:28.50 5 9 6 戸田 さくら(3) 獨協埼玉 2:23.39 q
ﾔﾉ ｷｮｳﾊ ｶﾄﾞﾀ ｴﾐﾘ

6 9 23 矢野 杏羽(2) 坂戸西 2:30.52 6 3 26 門田 えみり(2) 西武台 2:29.55
ｵｵｼﾏ ｱｶﾈ ﾓﾄﾔﾏ ﾏﾅﾐ

7 2 57 大島 朱音(3) 熊谷西 2:31.04 7 4 43 元山 茉奈美(2) 大宮 2:31.19
ﾄｸﾀﾞ ｴﾘ ﾔｼﾅ ﾊﾙｶ

8 3 55 徳田 英里(2) 東京農大三 2:31.85 8 2 12 八品 遥(1) 春日部女 2:36.50
ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾔｶ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾅ

9 1 58 岩淵 彩華(2) 西武文理 2:49.01 9 1 14 中川 優菜(3) 越谷北 2:37.39

3組 4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

ｽｽﾞｷ ﾋﾅ ｻｶｲ ﾏｲ

1 4 4 鈴木 陽渚(2) 昌平 2:24.32 Q 1 4 7 境 真衣(3) 昌平 2:25.52 Q
ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ ﾉﾜｷ ﾅｵ

2 5 2 大橋 雪奈(1) 不動岡 2:24.56 Q 2 7 17 野脇 菜央(3) 川越女 2:25.89 Q
ｵｵｳﾁ ｶﾅｴ ｶﾅﾔ ﾐｻｷ

3 6 41 大内 奏愛(2) 川口北 2:24.56 Q 3 6 15 金屋 美紗紀(2) 山村国際 2:26.00 Q
ﾖｼﾉ ﾘﾅ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘﾉ

4 7 47 吉野 莉菜(3) 本庄東 2:25.05 4 5 40 柏原 梨乃(2) 浦和南 2:27.25
ｶﾜｻｷ ﾁﾊﾅ ｾｷﾉ ｱﾝ

5 8 21 河﨑 千巴奈(2) 川越女 2:25.58 5 8 25 関野 杏(1) 秋草 2:28.08
ﾅｶﾞﾏﾂ ﾏｵ ｻﾄｳ ﾙﾅ

6 2 52 永松 真央(2) 早大本庄 2:30.26 6 2 28 佐藤 瑠捺(1) 坂戸西 2:30.19
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾊ ﾏｺﾞｼ ﾎﾉｶ

7 9 24 中山 優羽(2) 川越南 2:30.41 7 9 19 馬越 帆風(3) 所沢北 2:30.96
ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｱ ｻｼﾃﾞ ｲｽﾞﾐ

8 3 10 川本 有亜(3) 越谷西 2:30.63 8 3 11 指出 いずみ(3) 鷲宮 2:35.68

5組 6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

ｵｶﾞﾜ ﾘｺ ｵｸﾔﾏ ﾓﾓｶ

1 5 18 小川 璃子(1) 川越南 2:25.23 Q 1 4 29 奥山 桃花(2) 埼玉栄 2:25.80 Q
ﾀﾅｶ ｻｵﾘ ﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶ

2 6 31 田中 彩織(3) 蕨 2:25.50 Q 2 7 37 田辺 楓果(3) 大宮東 2:25.80 Q
ｺﾔﾉ ﾓﾓｶ ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ

3 4 36 古谷野 百香(2) 川口市立 2:25.52 Q 3 8 49 田中 優里奈(2) 本庄東 2:26.57 Q
ｵｵｸﾛ ｱｲ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｶ

4 3 53 大黒 亜衣(2) 桶川 2:26.93 4 5 46 松田 有加(1) 本庄一 2:26.74
ｲﾄｳ ﾘｵ ﾏｽﾀﾞ ﾐｳ

5 2 9 伊藤 凛央(2) 越谷北 2:28.53 5 9 20 益田 望羽(3) 朝霞 2:28.84
ﾗﾌﾏﾝ ｼﾌｧ ﾀﾓﾘ ｸﾙﾐ

6 9 8 ラフマン シファ(2) 久喜北陽 2:28.79 6 6 39 田森 胡桃(2) 上尾 2:29.19
ｲﾜｻｷ ﾌﾐ ｻｶｲ ﾊｽﾞｷ

7 8 50 岩崎 文美(3) 熊谷女 2:29.40 7 2 54 酒井 葉月(3) 松山女 2:29.46
ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ ﾕﾓﾄ ﾚｲﾅ

7 1 柿﨑 眸(3) 花咲徳栄 DNS 8 3 56 湯本 令菜(3) 東京農大三 2:35.39
ﾋﾗﾉ ｽｽﾞﾊ

9 1 59 平野 鈴葉(1) 西武文理 2:44.08

凡例  DNS:欠場



 女子800m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           2:02.57     塩見　綾乃(京都・京都文教)            2017 5月10日 14:35 予　選
埼玉県高校新記録(SH)       2:05.22     真下　まなみ(埼玉・深谷商)            2009 5月11日 11:20 準決勝
大会記録(GR)               2:08.79     五町　夕起(埼玉・埼玉栄)              1987 5月11日 15:20 決　勝

予　選　7組3着＋3

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵｼﾏ ﾋﾅｺ

1 9 48 大島 陽菜子(2) 本庄東 2:23.91 Q
ｽｴﾅｶﾞ ﾕｲ

2 6 32 末永 結唯(2) 川口市立 2:24.36 Q
ｵｶ ﾉﾄﾞｶ

3 5 35 岡 和花(3) 武南 2:24.43 Q
ﾌｼﾞｻｷ ｺｺﾅ

4 3 27 藤咲 心菜(2) 豊岡 2:24.67 q
ﾔﾏﾅｶ ﾒｸﾞﾐ

5 8 51 山中 恵(1) 東京農大三 2:27.93
ｼﾗｲ ﾐﾕ

6 2 13 白井 心優(2) 不動岡 2:32.29
ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ

7 4 42 鈴木 明花(3) 大宮東 2:33.97
ﾊﾏﾉ ﾋｶﾙ

7 44 浜野 光(3) 本庄一 DNS

準決勝　3組2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

ｻｶｲ ﾏｲ ｽｽﾞｷ ﾋﾅ

1 7 7 境 真衣(3) 昌平 2:17.52 Q 1 6 4 鈴木 陽渚(2) 昌平 2:21.03 Q
ｵｵﾉ ﾕｲ ﾀｶｷﾞ ﾋﾅ

2 4 30 大野 結以(3) 市立浦和 2:18.05 Q 2 5 45 高木 妃菜(2) 本庄一 2:21.82 Q
ｱﾗｲ ﾅﾂｷ ｶﾅﾔ ﾐｻｷ

3 5 16 新井 夏妃(2) 所沢西 2:18.92 q 3 2 15 金屋 美紗紀(2) 山村国際 2:22.53
ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ ｽｴﾅｶﾞ ﾕｲ

4 6 2 大橋 雪奈(1) 不動岡 2:19.83 q 4 7 32 末永 結唯(2) 川口市立 2:23.29
ﾉﾜｷ ﾅｵ ｵｶ ﾉﾄﾞｶ

5 8 17 野脇 菜央(3) 川越女 2:21.89 5 8 35 岡 和花(3) 武南 2:23.46
ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ ｺｲﾉ ｱｲ

6 2 49 田中 優里奈(2) 本庄東 2:24.17 6 3 33 濃野 愛(2) 大宮東 2:24.20
ｵｵｳﾁ ｶﾅｴ ｸｽﾞﾇｷ ﾕｲｶ

7 9 41 大内 奏愛(2) 川口北 2:26.34 7 9 5 葛貫 由花(3) 開智未来 2:24.43
ﾄﾀﾞ ｻｸﾗ ｵｵｼﾏ ﾋﾅｺ

8 3 6 戸田 さくら(3) 獨協埼玉 2:27.61 8 4 48 大島 陽菜子(2) 本庄東 2:26.94

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾆﾜ ﾊﾙﾅ

1 4 3 丹羽 遥奈(3) 昌平 2:24.61 Q
ｵｸﾔﾏ ﾓﾓｶ

2 7 29 奥山 桃花(2) 埼玉栄 2:24.62 Q
ｵｶﾞﾜ ﾘｺ

3 6 18 小川 璃子(1) 川越南 2:25.99
ﾀﾅｶ ｻｵﾘ

4 5 31 田中 彩織(3) 蕨 2:26.21
ﾌｼﾞｻｷ ｺｺﾅ

5 3 27 藤咲 心菜(2) 豊岡 2:27.60
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ

6 9 34 小林 優花(2) 浦和一女 2:27.61
ｺﾔﾉ ﾓﾓｶ

7 2 36 古谷野 百香(2) 川口市立 2:27.99
ﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶ

8 8 37 田辺 楓果(3) 大宮東 2:29.06

凡例  DNS:欠場



 女子800m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           2:02.57     塩見　綾乃(京都・京都文教)            2017 5月10日 14:35 予　選
埼玉県高校新記録(SH)       2:05.22     真下　まなみ(埼玉・深谷商)            2009 5月11日 11:20 準決勝
大会記録(GR)               2:08.79     五町　夕起(埼玉・埼玉栄)              1987 5月11日 15:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆﾜ ﾊﾙﾅ

1 6 3 丹羽 遥奈(3) 昌平 2:11.76
ｽｽﾞｷ ﾋﾅ

2 4 4 鈴木 陽渚(2) 昌平 2:15.31
ｻｶｲ ﾏｲ

3 7 7 境 真衣(3) 昌平 2:15.96
ｵｵﾉ ﾕｲ

4 5 30 大野 結以(3) 市立浦和 2:16.27
ｵｸﾔﾏ ﾓﾓｶ

5 9 29 奥山 桃花(2) 埼玉栄 2:17.59
ｱﾗｲ ﾅﾂｷ

6 2 16 新井 夏妃(2) 所沢西 2:19.21
ﾀｶｷﾞ ﾋﾅ

7 8 45 高木 妃菜(2) 本庄一 2:24.26
ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ

8 3 2 大橋 雪奈(1) 不動岡 2:25.29

凡例  DNS:欠場



 女子1500m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           4:07.86     小林　祐梨子(兵庫・須磨学園)          2006
埼玉県高校新記録(SH)       4:19.12     鈴木　真紀(埼玉・埼玉栄)              1990 5月9日 10:55 予　選
大会記録(GR)               4:28.98     冨岡　美幸(埼玉・埼玉栄)              2005 5月9日 15:20 決　勝

予　選　4組3着＋3

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

ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞﾅ ﾅｶｻﾞﾜ ｻｴｺ

1 3 15 木下 紗那(3) 昌平 4:43.24 Q 1 7 34 中澤 咲絵子(3) 埼玉栄 4:52.34 Q
ﾊﾏﾉ ﾋｶﾙ ｻｶｲ ﾏｲ

2 2 42 浜野 光(3) 本庄一 4:43.38 Q 2 1 1 境 真衣(3) 昌平 4:52.35 Q
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ ﾏﾂｵｶ ﾏｷ

3 5 20 山本 沙來(2) 川越南 4:44.29 Q 3 3 45 松岡 真姫(2) 本庄東 4:52.48 Q
ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾅ ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙｶ

4 15 30 松田 亜季奈(3) 大宮東 4:44.32 q 4 4 36 黒田 遥(3) 川口 4:53.34
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ ｽｴﾅｶﾞ ﾕｲ

5 13 16 小林 愛理(3) 川越女 4:47.26 q 5 2 32 末永 結唯(2) 川口市立 4:54.27
ﾊｽﾐ ﾎﾉﾊ ﾉﾜｷ ﾅｵ

6 4 3 蓮實 芳乃葉(3) 越谷北 4:48.12 q 6 8 23 野脇 菜央(3) 川越女 4:55.50
ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ ｶﾀﾉ ｱｵｲ

7 7 4 大橋 雪奈(1) 不動岡 4:56.37 7 11 38 片野 碧(1) 伊奈学園総合 4:57.02
ﾎﾀﾆ ﾒｲ ｺｲｹ ﾘﾝｶ

8 14 21 保谷 芽生(2) 坂戸西 4:56.69 8 9 17 小池 凛花(3) 坂戸西 5:00.88
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｺﾏｷ ｵｵﾀ ﾅﾅ

9 12 9 高根澤 小牧(3) 花咲徳栄 4:57.26 9 14 24 太田 菜々(3) 所沢北 5:04.20
ﾄｸﾀﾞ ｴﾘ ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ

10 11 49 徳田 英里(2) 東京農大三 5:00.49 10 6 6 鈴木 若菜(1) 草加南 5:08.56
ｱﾀﾐ ﾐｸ ｻｶｲ ﾊｽﾞｷ

11 10 53 熱海 美空(2) 松山女 5:06.93 11 12 54 酒井 葉月(3) 松山女 5:13.11
ﾈｷﾞｼ ｱｲﾐ ｶﾈｺ ﾐｳ

12 9 52 根岸 愛実(2) 本庄 5:11.69 12 10 56 金子 美羽(3) 本庄 5:19.88
ﾌｶﾉ ﾓｴ ｶﾝﾀﾞ ﾐｻｷ

13 1 55 深野 萌絵(3) 熊谷女 5:13.77 13 13 13 神田 美咲(3) 久喜 5:22.10
ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲﾗ ｲｼｻﾞｷ ﾅｵ

14 8 14 藤原 星来(3) 越谷西 5:24.93 5 25 石﨑 七緒(3) 川越南 DNS
ｵｸﾔﾏ ﾓﾓｶ

6 28 奥山 桃花(2) 埼玉栄 DNS

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

ｽｽﾞｷ ﾘﾅ ｻｲﾄｳ ﾋﾌﾐ

1 13 43 鈴木 理菜(3) 本庄一 4:50.35 Q 1 9 44 齊藤 日歩美(3) 本庄東 4:50.02 Q
ﾈｷﾞｼ ｽｽﾞｶ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ

2 8 31 根岸 涼香(2) 埼玉栄 4:50.39 Q 2 8 2 神林 由乃(3) 昌平 4:50.19 Q
ｵｵﾉ ﾕｲ ﾎｼﾉ ｱｲ

3 2 29 大野 結以(3) 市立浦和 4:50.53 Q 3 1 46 星野 愛(2) 東京農大三 4:50.81 Q
ｼﾛｿﾞﾉ ﾊﾙｶ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｶ

4 4 33 四郎園 悠花(3) 浦和一女 4:50.90 4 14 47 松田 有加(1) 本庄一 4:50.86
ｲｼｲ ﾚﾅ ｵｶﾞﾜ ﾘｺ

5 11 48 石井 伶奈(2) 東京農大三 4:53.34 5 10 22 小川 璃子(1) 川越南 4:56.54
ﾊﾗ ﾕﾒﾉ ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾅ

6 7 37 原 夢乃(2) 川口市立 4:54.34 6 12 51 内山 はる菜(3) 熊谷女 5:02.53
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ ﾏﾂｵ ﾁｱｷ

7 10 26 清水 優花(3) ふじみ野 4:54.59 7 7 5 松尾 智亜希(2) 越谷北 5:02.74
ｴﾅｶ ｻﾔ ｶﾅﾔ ﾐｻｷ

8 3 41 江中 咲彩(2) 上尾 4:59.22 8 4 18 金屋 美紗紀(2) 山村国際 5:03.59
ｵｶ ﾉﾄﾞｶ ﾔｼﾞﾏ ｻｴ

9 12 40 岡 和花(3) 武南 5:02.01 9 5 39 矢嶋 彩恵(3) 伊奈学園総合 5:07.00
ﾆｼﾑﾗ ｺﾅﾂ ﾗﾌﾏﾝ ｼﾌｧ

10 14 19 西村 小夏(2) 坂戸西 5:04.15 10 2 7 ラフマン シファ(2) 久喜北陽 5:09.05
ﾅｶﾔ ｶﾉ ｺﾔﾉ ﾓﾓｶ

11 5 50 中谷 佳乃(2) 本庄東 5:05.19 11 6 35 古谷野 百香(2) 川口市立 5:09.72
ﾄﾀﾞ ｻｸﾗ ﾆｲﾇﾏ ﾐﾕ

12 1 8 戸田 さくら(3) 獨協埼玉 5:18.03 12 13 11 新沼 心優(2) 越谷西 5:17.68
ｼﾗｲ ﾐﾕ ｲﾄｳ ﾕﾒ

13 6 10 白井 心優(2) 不動岡 5:18.28 13 3 12 伊藤 由芽(3) 越谷南 5:19.09
ｵｵｼﾏ ｱｶﾈ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ

14 9 57 大島 朱音(3) 熊谷西 5:19.68 14 11 27 渡邉 葵(1) 東野 5:22.66
ﾋﾗﾉ ｽｽﾞﾊ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾐ

15 15 58 平野 鈴葉(3) 西武文理 5:33.80 15 59 藤本 侑実(3) 西武文理 DNS

凡例  DNS:欠場 GR:大会記録



 女子1500m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           4:07.86     小林　祐梨子(兵庫・須磨学園)          2006
埼玉県高校新記録(SH)       4:19.12     鈴木　真紀(埼玉・埼玉栄)              1990 5月9日 10:55 予　選
大会記録(GR)               4:28.98     冨岡　美幸(埼玉・埼玉栄)              2005 5月9日 15:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾏﾉ ﾋｶﾙ

1 2 42 浜野 光(3) 本庄一 4:26.31 GR
ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞﾅ

2 5 15 木下 紗那(3) 昌平 4:26.83 GR
ｽｽﾞｷ ﾘﾅ

3 6 43 鈴木 理菜(3) 本庄一 4:30.35
ｻｶｲ ﾏｲ

4 9 1 境 真衣(3) 昌平 4:31.59
ｻｲﾄｳ ﾋﾌﾐ

5 11 44 齊藤 日歩美(3) 本庄東 4:34.17
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ

6 8 2 神林 由乃(3) 昌平 4:38.59
ｵｵﾉ ﾕｲ

7 3 29 大野 結以(3) 市立浦和 4:39.10
ﾏﾂｵｶ ﾏｷ

8 15 45 松岡 真姫(2) 本庄東 4:43.72
ﾈｷﾞｼ ｽｽﾞｶ

9 1 31 根岸 涼香(2) 埼玉栄 4:45.73
ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾅ

10 14 30 松田 亜季奈(3) 大宮東 4:48.22
ﾊｽﾐ ﾎﾉﾊ

11 7 3 蓮實 芳乃葉(3) 越谷北 4:50.18
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ

12 13 20 山本 沙來(2) 川越南 4:52.12
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ

13 10 16 小林 愛理(3) 川越女 4:53.16
ﾎｼﾉ ｱｲ

14 12 46 星野 愛(2) 東京農大三 4:53.98
ﾅｶｻﾞﾜ ｻｴｺ

15 4 34 中澤 咲絵子(3) 埼玉栄 5:10.84

凡例  DNS:欠場 GR:大会記録



 女子3000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           8:52.33     小林　祐梨子(兵庫・須磨学園)          2005
埼玉県高校新記録(SH)       9:08.12     橋本　知子(埼玉・埼玉栄)              1997 5月10日 16:10 予　選
大会記録(GR)               9:14.60     田中　梨沙(埼玉・埼玉栄)              1997 5月12日 12:45 決　勝

予　選　3組5着＋5

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

ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞﾅ

1 18 41 田中 希実(2) 埼玉栄 10:24.10 Q 1 2 1 木下 紗那(3) 昌平 10:17.39 Q
ﾊﾏﾉ ﾋｶﾙ ｻｲﾄｳ ﾋﾌﾐ

2 10 43 浜野 光(3) 本庄一 10:24.19 Q 2 4 57 齊藤 日歩美(3) 本庄東 10:17.57 Q
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ ｽｽﾞｷ ﾘﾅ

3 2 3 清水 杏夏(3) 昌平 10:24.21 Q 3 15 44 鈴木 理菜(3) 本庄一 10:17.90 Q
ﾏﾂｵｶ ﾏｷ ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ

4 20 45 松岡 真姫(2) 本庄東 10:24.31 Q 4 13 40 前田 七海(2) 埼玉栄 10:18.27 Q
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ ﾊｽﾐ ﾎﾉﾊ

5 12 16 山本 沙來(2) 川越南 10:32.07 Q 5 9 4 蓮實 芳乃葉(3) 越谷北 10:18.71 Q
ﾎｼﾉ ｱｲ ｲｼｲ ﾚﾅ

6 7 47 星野 愛(2) 東京農大三 10:40.68 q 6 14 46 石井 伶奈(2) 東京農大三 10:21.94 q
ｼﾛｿﾞﾉ ﾊﾙｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ

7 16 30 四郎園 悠花(3) 浦和一女 10:44.41 7 6 17 小林 愛理(3) 川越女 10:32.78 q
ﾊﾗ ﾕﾒﾉ ｲｼｻﾞｷ ﾅｵ

8 9 34 原 夢乃(2) 川口市立 10:47.73 8 10 20 石﨑 七緒(3) 川越南 10:43.97
ｺﾜ ﾅﾅﾐ ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙｶ

9 5 38 古和 七海(3) 大宮北 10:54.29 9 16 33 黒田 遥(3) 川口 10:48.09
ﾎﾀﾆ ﾒｲ ﾆｼﾑﾗ ｺﾅﾂ

10 13 18 保谷 芽生(2) 坂戸西 10:54.86 10 8 21 西村 小夏(2) 坂戸西 10:53.18
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ

11 8 25 清水 優花(3) ふじみ野 10:55.57 11 11 35 鈴木 心結(2) 大宮 10:54.49
ﾔｼﾞﾏ ｻｴ ｵｵｻｶ ﾓｴ

12 3 37 矢嶋 彩恵(3) 伊奈学園総合 11:09.88 12 3 36 大坂 百嶺(2) 浦和一女 10:55.50
ｲﾉｳｴ ﾘﾝ ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｺﾏｷ

13 14 27 井上 凜(2) 山村国際 11:15.93 13 18 6 高根澤 小牧(3) 花咲徳栄 10:59.82
ﾑﾗﾀ ｻﾗ ｵｵﾀ ﾅﾅ

14 19 54 村田 咲華(1) 松山女 11:26.20 14 19 26 太田 菜々(3) 所沢北 11:17.00
ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲﾗ ｻｶｲ ﾊｽﾞｷ

15 17 10 藤原 星来(3) 越谷西 11:29.14 15 21 53 酒井 葉月(3) 松山女 11:36.39
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ ｸｼﾞﾗｲ ﾊﾙﾅ

16 6 56 吉田 羽那(1) 早大本庄 11:30.39 16 12 59 鯨井 晴菜(2) 熊谷女 11:39.43
ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ ｲｼｲ ｶﾉﾝ

17 4 9 鈴木 杏理(3) 春日部東 11:33.26 17 17 8 石井 歌恩(3) 春日部女 11:39.88
ﾂｶﾊﾗ ﾅﾂ ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾉ

18 1 61 塚原 なつ(3) 星野 12:02.90 18 5 13 高橋 佑衣乃(2) 八潮南 11:59.90
ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾘ ﾔﾏｼﾀ ｱｲｶ

19 15 14 坂口 友理(3) 獨協埼玉 12:29.61 1 62 山下 愛加(3) 星野 DNS
ﾔｼﾅ ﾊﾙｶ ﾌｼﾞｻｷ ｺｺﾅ

11 15 八品 遥(1) 春日部女 DNS 7 23 藤咲 心菜(2) 豊岡 DNS
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾐ ﾈｷﾞｼ ｱｲﾐ

21 60 藤本 侑実(3) 西武文理 DNS 20 50 根岸 愛実(2) 本庄 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子3000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           8:52.33     小林　祐梨子(兵庫・須磨学園)          2005
埼玉県高校新記録(SH)       9:08.12     橋本　知子(埼玉・埼玉栄)              1997 5月10日 16:10 予　選
大会記録(GR)               9:14.60     田中　梨沙(埼玉・埼玉栄)              1997 5月12日 12:45 決　勝

予　選　3組5着＋5

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｽｷﾞﾔﾏ ｴｲ

1 15 42 椙山 恵衣(2) 埼玉栄 10:25.74 Q
ﾅｶﾆｼ ﾘﾝｶ

2 19 2 仲西 梨花(2) 昌平 10:25.86 Q
ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾅ

3 2 28 松田 亜季奈(3) 大宮東 10:29.80 Q
ﾏﾂｵ ﾁｱｷ

4 21 5 松尾 智亜希(2) 越谷北 10:29.80 Q
ｸﾛﾀﾞ ｱﾔﾉ

5 18 58 黒田 彩乃(2) 本庄一 10:32.78 Q
ｺｲｹ ﾘﾝｶ

6 7 19 小池 凛花(3) 坂戸西 10:39.80 q
ｶﾀﾉ ｱｵｲ

7 14 32 片野 碧(1) 伊奈学園総合 10:41.37 q
ﾌｼﾞﾐﾔ ﾐﾉﾘ

8 5 31 藤宮 美乃里(3) 浦和学院 10:51.64
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ

9 13 22 西村 雅(2) 川越女 10:52.96
ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾅ

10 4 48 内山 はる菜(3) 熊谷女 11:00.52
ｼﾝｶﾞｷﾞ ﾘﾑ

11 17 24 新垣 璃夢(2) 川越南 11:01.26
ｱｷﾓﾄ ﾓｴﾘ

12 8 39 秋本 萌里(3) 浦和一女 11:09.70
ﾆｲﾇﾏ ﾐﾕ

13 12 7 新沼 心優(2) 越谷西 11:14.55
ｱﾀﾐ ﾐｸ

14 16 55 熱海 美空(2) 松山女 11:22.42
ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ

15 10 52 齊藤 羽奏(3) 東京農大三 11:27.88
ｵｵｶﾜ ﾐｷ

16 6 29 大川 美紀(2) 川口市立 11:42.93
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾒｲ

17 9 11 谷口 愛依(2) 不動岡 11:52.52
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ

18 3 12 渡辺 理子(2) 花咲徳栄 12:10.84
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾊ

19 1 63 渡辺 思羽(3) 星野 14:22.27
ｶﾈｺ ﾐｳ

11 51 金子 美羽(3) 本庄 DNS
ﾉｼﾞ ﾘﾘﾅ

20 49 野地 琳々星(3) 本庄東 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子3000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           8:52.33     小林　祐梨子(兵庫・須磨学園)          2005
埼玉県高校新記録(SH)       9:08.12     橋本　知子(埼玉・埼玉栄)              1997 5月10日 16:10 予　選
大会記録(GR)               9:14.60     田中　梨沙(埼玉・埼玉栄)              1997 5月12日 12:45 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾏﾉ ﾋｶﾙ

1 2 43 浜野 光(3) 本庄一 9:34.29
ｽｽﾞｷ ﾘﾅ

2 11 44 鈴木 理菜(3) 本庄一 9:35.57
ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞﾅ

3 1 1 木下 紗那(3) 昌平 9:36.21
ﾅｶﾆｼ ﾘﾝｶ

4 16 2 仲西 梨花(2) 昌平 9:36.95
ｻｲﾄｳ ﾋﾌﾐ

5 19 57 齊藤 日歩美(3) 本庄東 9:37.47
ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ

6 4 41 田中 希実(2) 埼玉栄 9:43.36
ﾏﾂｵｶ ﾏｷ

7 9 45 松岡 真姫(2) 本庄東 9:49.18
ｽｷﾞﾔﾏ ｴｲ

8 15 42 椙山 恵衣(2) 埼玉栄 9:50.03
ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ

9 10 40 前田 七海(2) 埼玉栄 9:55.48
ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾅ

10 13 28 松田 亜季奈(3) 大宮東 10:05.74
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ

11 14 3 清水 杏夏(3) 昌平 10:06.39
ﾊｽﾐ ﾎﾉﾊ

12 5 4 蓮實 芳乃葉(3) 越谷北 10:11.21
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ

13 6 16 山本 沙來(2) 川越南 10:16.77
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ

14 18 17 小林 愛理(3) 川越女 10:19.46
ｲｼｲ ﾚﾅ

15 20 46 石井 伶奈(2) 東京農大三 10:22.15
ﾎｼﾉ ｱｲ

16 8 47 星野 愛(2) 東京農大三 10:29.83
ｸﾛﾀﾞ ｱﾔﾉ

17 17 58 黒田 彩乃(2) 本庄一 10:30.39
ﾏﾂｵ ﾁｱｷ

18 7 5 松尾 智亜希(2) 越谷北 10:33.43
ｺｲｹ ﾘﾝｶ

19 3 19 小池 凛花(3) 坂戸西 10:50.06
ｶﾀﾉ ｱｵｲ

20 12 32 片野 碧(1) 伊奈学園総合 10:56.38

凡例  DNS:欠場



 女子100mH(0.840m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             13.39     寺田　明日香(北海道・恵庭北)          2007 5月12日 09:45 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         13.44     森本　明子(埼玉・埼玉栄)              1994 5月12日 13:05 準決勝
大会記録(GR)                 13.70     森本　明子(埼玉・埼玉栄)              1994 5月12日 14:30 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:+1.9) 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
ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ

1 5 3601 後藤 智南(3) 春日部東 14.90 Q 1 3 3035 田口 真悠(3) 埼玉栄 14.05 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ ｲｼﾀﾞ ｻﾕﾐ

2 7 2811 小林 穂花(1) 昌平 15.28 Q 2 5 1116 石田 紗弓(3) 聖望 15.70 Q
ｺﾀｶ ﾁｽﾞﾙ ｻﾀｹ ｶﾅ

3 6 169 小高 千鶴(2) 松山女 16.04 Q 3 7 2672 佐竹 歌菜(3) 所沢西 16.43 Q
ｽﾄｳ ｱｲｶ ﾔﾀﾍﾞ ｱﾔｶ

4 4 2671 須藤 愛香(3) 所沢西 16.89 4 8 504 矢田部 彩夏(2) 大宮 17.63
ﾐﾂｲ ﾓﾓｶ ｺﾆｼ ﾋﾋﾞｷ

5 8 4792 三井 萌々華(3) 入間向陽 17.30 5 1 5011 小西 響(3) 西武文理 20.68
ｾｷ ｽｽﾞ ｲｼｶﾜ ﾘｺ

6 3 1025 関 鈴(2) 蕨 18.65 2 2538 石川 莉子(1) 本庄東 DNS
ﾎｯﾀ ｱﾔﾒ ｱﾍﾞ ﾕｳ

7 9 4685 堀田 あやめ(3) 西武台 19.60 4 178 阿部 友(2) 松山女 DNS
ｲｲﾉ ﾐﾂｷ ﾏｽﾀﾞ ｺﾓﾓ

2 1392 飯野 光希 星野 DNS 6 242 増田 小桃(2) 不動岡 DNS
ｲﾏｲ ｺﾄﾐ

9 293 今井 ことみ(3) 本庄 DNS

3組 (風:+0.9) 4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
ｶﾄｳ ﾚｲﾗ ｱｶｻﾞﾜｱｺｽｱ ﾊﾅ

1 4 3609 加藤 玲来(3) 春日部東 15.48 Q 1 6 2792 赤沢アコスア はな(2) 昌平 15.71 Q
ﾋﾗｺ ﾊﾙｶ ｻｻｷ ｱﾔﾉ

2 5 3054 平子 遙夏(1) 埼玉栄 15.48 Q 2 7 5174 佐々木 彩乃(1) 伊奈学園総合 16.86 Q
ﾓﾘﾀ ﾜｶﾅ ｷｼ ﾏﾕ

3 6 31 森田 和香菜(3) 熊谷女 17.12 Q 3 2 770 岸 真佑(2) 大宮商 17.80 Q
ｳｫﾙｼｭ ｳﾅ ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ

4 7 1026 ウォルシュ 雲那(2) 蕨 17.29 4 5 3676 山﨑 芽生(3) 杉戸 17.84
ｿﾘﾏﾁ ﾐｳﾅ ｶﾜﾅﾍﾞ ﾊﾅﾉ

5 9 289 反町 美羽菜(2) 本庄 18.04 5 8 363 川鍋 花奈乃(2) 越ヶ谷 18.04
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝｶ ﾅｶｺﾞﾐ ﾘﾘｶ

6 8 553 髙橋 凛花(3) 秩父農工科学 18.31 6 1 1398 中込 璃里華(2) 星野 19.21
ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾂﾞｷ ﾉｸﾞﾁ ﾓﾓｶ

7 3 6182 水上 賀月(1) 叡明 18.89 7 9 1301 野口 桃佳(2) 草加 19.43
ｲｼｸﾗ ﾚｲ ﾌｼﾞﾀ ﾅﾂﾐ

8 1 5013 石倉 怜(2) 西武文理 19.04 8 3 493 藤田 菜摘(3) 大宮 20.58
ﾂﾂｲ ﾅﾂｷ ｻｶﾓﾄ ﾌｳｺ

2 1304 筒井 夏希(2) 草加 DNS 4 692 坂本 風詩子(3) 豊岡 DNS

5組 (風:+0.2) 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
ｽｽﾞｷ ﾘﾝ ｼﾝﾄ ﾚﾈ

1 5 36 鈴木 凛(2) 熊谷女 15.64 Q 1 6 4651 新戸 怜音(3) 花咲徳栄 15.36 Q
ｾｷﾀ ｱﾔﾅ ﾂﾁﾔ ﾕｽﾞｶ

2 1 2911 関田 彩那(3) 埼玉平成 15.98 Q 2 7 2820 土屋 柚歌(3) 昌平 15.69 Q
ﾄﾐｵｶ ｱﾔﾒ ﾀｶﾉ ﾕｲ

3 6 2655 冨岡 彩愛(2) 坂戸西 16.20 Q 3 4 3041 高野 結(3) 埼玉栄 16.32 Q
ｻﾄｳ ｷﾗﾗ ｷｸﾁ ﾅﾂｷ

4 8 1137 佐藤 希星(1) 聖望 16.55 q 4 8 1136 菊池 捺葵(1) 聖望 16.76 q
ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾅ ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔ

5 4 1681 高橋 礼奈(3) 浦和実 16.63 q 5 5 4993 小野寺 彩(2) 早大本庄 17.21
ｺｼｵ ﾘｻ ﾅｶｼﾞﾏ ｻｱﾔ

6 9 4760 小塩 梨紗(3) 草加西 17.73 6 9 3813 中島 沙綾(2) 羽生一 19.53
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

7 3 175 中村 葵(1) 松山女 19.08 2 3610 安達 妃菜(2) 春日部東 DNS
ｸﾆｲ ｱｽﾞﾐ ｵｵｸﾎﾞ ｾｲﾗ

8 2 5095 國井 梓美(2) 八潮南 20.27 3 2539 大久保 静羅(1) 本庄東 DNS
ﾐﾂﾊｼ ﾋﾅ

7 700 三橋 陽菜(2) 豊岡 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



 女子100mH(0.840m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             13.39     寺田　明日香(北海道・恵庭北)          2007 5月12日 09:45 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         13.44     森本　明子(埼玉・埼玉栄)              1994 5月12日 13:05 準決勝
大会記録(GR)                 13.70     森本　明子(埼玉・埼玉栄)              1994 5月12日 14:30 決　勝

予　選　7組3着＋3

7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
ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ

1 4 1711 岡田 萌花(3) 武南 14.95 Q
ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ

2 5 5187 ワジェロ サラ(3) 伊奈学園総合 14.96 Q
ﾐﾈ ﾕﾒｶ

3 6 3189 峯 夢花(2) 所沢北 15.88 Q
ﾄｸｵｶ ﾏｲ

4 9 4789 徳岡 麻衣(3) 入間向陽 17.58
ｲｼｶﾜ ｶｴﾃﾞ

5 7 2886 石川 楓(2) 獨協埼玉 17.95
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｶ

6 8 4936 樋口 秀華(2) 浦和東 18.55
ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗﾉ

7 3 1682 清水 桜乃(2) 浦和実 18.68
ﾄﾐﾀ ﾋﾅｺ

1 1396 富田 陽向子(2) 星野 DQ,T10

ﾊﾅﾐ ﾅﾅ

2 772 花見 奈茄(2) 大宮商 DNS

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-0.7) 2組 (風:-2.9)

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 ﾁﾅﾐ ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ

1 6 3601 後藤 智南(3) 春日部東 14.78 Q 1 5 3035 田口 真悠(3) 埼玉栄 14.61 Q
ｼﾝﾄ ﾚﾈ ｱｶｻﾞﾜｱｺｽｱ ﾊﾅ

2 5 4651 新戸 怜音(3) 花咲徳栄 15.39 Q 2 7 2792 赤沢アコスア はな(2) 昌平 15.01 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ ｲｼﾀﾞ ｻﾕﾐ

3 4 2811 小林 穂花(1) 昌平 15.41 q 3 6 1116 石田 紗弓(3) 聖望 15.82
ﾋﾗｺ ﾊﾙｶ ｾｷﾀ ｱﾔﾅ

4 7 3054 平子 遙夏(1) 埼玉栄 15.45 q 4 8 2911 関田 彩那(3) 埼玉平成 16.10
ﾐﾈ ﾕﾒｶ ｻﾀｹ ｶﾅ

5 8 3189 峯 夢花(2) 所沢北 15.98 5 2 2672 佐竹 歌菜(3) 所沢西 16.37
ｺﾀｶ ﾁｽﾞﾙ ｻｻｷ ｱﾔﾉ

6 9 169 小高 千鶴(2) 松山女 16.17 6 9 5174 佐々木 彩乃(1) 伊奈学園総合 16.37
ｻﾄｳ ｷﾗﾗ ｽｽﾞｷ ﾘﾝ

7 3 1137 佐藤 希星(1) 聖望 16.36 7 4 36 鈴木 凛(2) 熊谷女 16.44
ｷｼ ﾏﾕ ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾅ

8 2 770 岸 真佑(2) 大宮商 16.89 8 3 1681 高橋 礼奈(3) 浦和実 16.91

3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
ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ

1 5 1711 岡田 萌花(3) 武南 14.94 Q
ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ

2 6 5187 ワジェロ サラ(3) 伊奈学園総合 15.38 Q
ﾂﾁﾔ ﾕｽﾞｶ

3 4 2820 土屋 柚歌(3) 昌平 15.56
ｶﾄｳ ﾚｲﾗ

4 7 3609 加藤 玲来(3) 春日部東 15.89
ﾄﾐｵｶ ｱﾔﾒ

5 8 2655 冨岡 彩愛(2) 坂戸西 16.03
ﾀｶﾉ ﾕｲ

6 9 3041 高野 結(3) 埼玉栄 16.56
ﾓﾘﾀ ﾜｶﾅ

7 2 31 森田 和香菜(3) 熊谷女 17.09
ｷｸﾁ ﾅﾂｷ

8 3 1136 菊池 捺葵(1) 聖望 17.24

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



 女子100mH(0.840m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             13.39     寺田　明日香(北海道・恵庭北)          2007 5月12日 09:45 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         13.44     森本　明子(埼玉・埼玉栄)              1994 5月12日 13:05 準決勝
大会記録(GR)                 13.70     森本　明子(埼玉・埼玉栄)              1994 5月12日 14:30 決　勝

決　勝　

(風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ

1 5 3035 田口 真悠(3) 埼玉栄 14.07
ｱｶｻﾞﾜｱｺｽｱ ﾊﾅ

2 7 2792 赤沢アコスア はな(2) 昌平 14.62
ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ

3 4 1711 岡田 萌花(3) 武南 14.64
ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ

4 6 3601 後藤 智南(3) 春日部東 14.65
ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ

5 9 5187 ワジェロ サラ(3) 伊奈学園総合 14.95
ｼﾝﾄ ﾚﾈ

6 8 4651 新戸 怜音(3) 花咲徳栄 15.28
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

7 2 2811 小林 穂花(1) 昌平 15.46
ﾋﾗｺ ﾊﾙｶ

8 3 3054 平子 遙夏(1) 埼玉栄 15.73

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



女子400mH(0.762m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             57.09     石塚　晴子(大阪・東大阪大敬愛)        2015 5月10日 10:55 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         57.73     大野　瑞奈(埼玉・埼玉栄)              2020 5月10日 13:25 準決勝
大会記録(GR)               1:00.07     安楽　桂子(埼玉・埼玉栄)              2002 5月11日 14:40 決　勝

予　選　6組3着＋6

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

ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ ﾂﾁﾔ ﾕｽﾞｶ

1 6 3034 タネル 舞璃乃(3) 埼玉栄 1:02.37 Q 1 4 2820 土屋 柚歌(3) 昌平 1:05.76 Q
ﾎｿﾉ ｼｵﾘ ｺﾀｶ ﾁｽﾞﾙ

2 3 2192 細野 汐利(3) 桶川 1:09.63 Q 2 5 169 小高 千鶴(2) 松山女 1:07.22 Q
ﾓﾘﾀ ﾜｶﾅ ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

3 7 31 森田 和香菜(3) 熊谷女 1:09.66 Q 3 1 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 1:09.16 Q
ｻｶﾓﾄ ﾌｳｺ ﾐﾂﾊｼ ﾋﾅ

4 5 692 坂本 風詩子(3) 豊岡 1:10.80 q 4 7 700 三橋 陽菜(2) 豊岡 1:10.06 q
ﾄｸｵｶ ﾏｲ ﾀｹﾀﾞ ﾁｻﾄ

5 4 4789 徳岡 麻衣(3) 入間向陽 1:14.91 5 8 3723 武田 千怜(3) 上尾南 1:14.75
ｾｷ ｽｽﾞ ﾐﾂｲ ﾓﾓｶ

6 9 1025 関 鈴(2) 蕨 1:15.01 6 9 4792 三井 萌々華(3) 入間向陽 1:15.52
ｺｼｵ ﾘｻ ｿｳﾏ ﾕｳｶ

7 8 4760 小塩 梨紗(3) 草加西 1:15.17 7 2 4752 相馬 悠花(3) 草加西 1:18.88
ｱﾍﾞ ﾘﾝ ｺｸﾞﾚ ｻﾂｷ

8 2 11 阿部 凜(2) 浦和一女 1:25.20 8 3 1630 小暮 咲月(3) 浦和南 1:18.99
ｽｽﾞｷ ﾘﾝ

6 36 鈴木 凛(2) 熊谷女 DQ,T10

3組 4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

ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ ｼﾝﾄ ﾚﾈ

1 7 1624 木村 美乃里(3) 浦和南 1:08.76 Q 1 4 4651 新戸 怜音(3) 花咲徳栄 1:04.68 Q
ｶﾏﾀ ﾅｺﾞﾐ ｶﾀｷﾞﾘ ｻｷ

2 5 5186 鎌田 和(3) 伊奈学園総合 1:09.95 Q 2 6 1117 片桐 咲希(3) 聖望 1:09.52 Q
ｷｸﾁ ﾅﾂｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｺ

3 4 1136 菊池 捺葵(1) 聖望 1:10.12 Q 3 7 3151 小林 瞳子(3) 川口北 1:10.01 Q
ｷｼｶﾐ ｱｵｲ ﾔﾀﾍﾞ ｱﾔｶ

4 9 5465 岸上 葵(3) 和光国際 1:13.37 q 4 8 504 矢田部 彩夏(2) 大宮 1:12.91 q
ｼﾛﾏ ｿｳﾜ ﾎｿｶﾜ ｶﾉﾝ

5 8 3271 城間 奏羽(2) 越谷南 1:16.21 5 5 3613 細川 夏音(2) 春日部東 1:13.46 q
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾐﾕ ﾌｶﾉ ﾏｵ

6 6 3887 東山 実夢(2) ふじみ野 1:16.25 6 9 3448 深野 真央(2) 川越南 1:15.45
ﾀｹｲ ﾅｵｺ ｲｼｸﾗ ﾚｲ

7 3 591 竹井 菜緒子(3) 熊谷農 1:19.33 7 1 5013 石倉 怜(2) 西武文理 1:16.11
ﾉｸﾞﾁ ﾓﾓｶ ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｶ

8 2 1301 野口 桃佳(2) 草加 1:20.35 8 2 4936 樋口 秀華(2) 浦和東 1:20.41
ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ

3 3035 田口 真悠(3) 埼玉栄 DNS

5組 6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

ｶﾄｳ ﾚｲﾗ ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ

1 6 3609 加藤 玲来(3) 春日部東 1:07.49 Q 1 6 3037 松田 菜帆(3) 埼玉栄 1:08.82 Q
ｲｼｲ ﾅﾂﾐ ｲｼﾀﾞ ｻﾕﾐ

2 7 3181 石井 夏海(3) 所沢北 1:10.66 Q 2 4 1116 石田 紗弓(3) 聖望 1:10.11 Q
ﾊﾅｵｶ ﾘｵ ﾋｴｲ ｽｽﾞﾅ

3 9 79 花岡 莉央(3) 川越女 1:14.62 Q 3 7 3603 樋江井 鈴夏(3) 春日部東 1:11.49 Q
ﾏｽﾀﾞ ｺﾓﾓ ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ

4 4 242 増田 小桃(2) 不動岡 1:15.85 4 3 3676 山﨑 芽生(3) 杉戸 1:12.64 q
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ ﾂﾂｲ ﾅﾂｷ

5 8 121 髙橋 萌乃叶(3) 春日部女 1:18.92 5 2 1304 筒井 夏希(2) 草加 1:15.87
ｶﾅｲ ﾘﾝ ｵｵﾊｼ ﾕｲ

6 2 416 金井 凛(2) 久喜 1:21.28 6 9 2643 大橋 優結(3) 坂戸西 1:16.42
ｺｲﾇﾏ ｱｶﾈ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾏｷ

7 3 1299 小井沼 茜(2) 草加 1:26.61 5 6 安藤 珠希(3) 浦和一女 DNS
ｲﾏｲ ｺﾄﾐ ｿﾘﾏﾁ ﾐｳﾅ

5 293 今井 ことみ(3) 本庄 DNS 8 289 反町 美羽菜(2) 本庄 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



女子400mH(0.762m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             57.09     石塚　晴子(大阪・東大阪大敬愛)        2015 5月10日 10:55 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         57.73     大野　瑞奈(埼玉・埼玉栄)              2020 5月10日 13:25 準決勝
大会記録(GR)               1:00.07     安楽　桂子(埼玉・埼玉栄)              2002 5月11日 14:40 決　勝

準決勝　3組2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

ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ ｼﾝﾄ ﾚﾈ

1 7 3034 タネル 舞璃乃(3) 埼玉栄 1:02.06 Q 1 5 4651 新戸 怜音(3) 花咲徳栄 1:04.21 Q
ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ ｲｼｲ ﾅﾂﾐ

2 6 1624 木村 美乃里(3) 浦和南 1:05.22 Q 2 6 3181 石井 夏海(3) 所沢北 1:07.01 Q
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ ﾓﾘﾀ ﾜｶﾅ

3 9 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 1:05.28 q 3 8 31 森田 和香菜(3) 熊谷女 1:07.94
ｺﾀｶ ﾁｽﾞﾙ ｻｶﾓﾄ ﾌｳｺ

4 5 169 小高 千鶴(2) 松山女 1:05.64 q 4 2 692 坂本 風詩子(3) 豊岡 1:08.73
ｲｼﾀﾞ ｻﾕﾐ ｶﾀｷﾞﾘ ｻｷ

5 4 1116 石田 紗弓(3) 聖望 1:09.11 5 7 1117 片桐 咲希(3) 聖望 1:09.16
ﾐﾂﾊｼ ﾋﾅ ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ

6 2 700 三橋 陽菜(2) 豊岡 1:09.38 6 4 3037 松田 菜帆(3) 埼玉栄 1:10.46
ﾊﾅｵｶ ﾘｵ ﾋｴｲ ｽｽﾞﾅ

7 8 79 花岡 莉央(3) 川越女 1:12.86 7 9 3603 樋江井 鈴夏(3) 春日部東 1:11.87
ﾎｿｶﾜ ｶﾉﾝ ｷｼｶﾐ ｱｵｲ

8 3 3613 細川 夏音(2) 春日部東 1:14.81 8 3 5465 岸上 葵(3) 和光国際 1:14.44

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾄｳ ﾚｲﾗ

1 5 3609 加藤 玲来(3) 春日部東 1:03.55 Q
ﾂﾁﾔ ﾕｽﾞｶ

2 7 2820 土屋 柚歌(3) 昌平 1:06.01 Q
ｶﾏﾀ ﾅｺﾞﾐ

3 4 5186 鎌田 和(3) 伊奈学園総合 1:07.89
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｺ

4 8 3151 小林 瞳子(3) 川口北 1:09.71
ﾎｿﾉ ｼｵﾘ

5 6 2192 細野 汐利(3) 桶川 1:10.03
ｷｸﾁ ﾅﾂｷ

6 9 1136 菊池 捺葵(1) 聖望 1:11.27
ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ

7 2 3676 山﨑 芽生(3) 杉戸 1:15.03
ﾔﾀﾍﾞ ｱﾔｶ

8 3 504 矢田部 彩夏(2) 大宮 1:15.07

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ

1 4 3034 タネル 舞璃乃(3) 埼玉栄 1:00.32
ｼﾝﾄ ﾚﾈ

2 6 4651 新戸 怜音(3) 花咲徳栄 1:01.87
ｶﾄｳ ﾚｲﾗ

3 5 3609 加藤 玲来(3) 春日部東 1:02.35
ﾂﾁﾔ ﾕｽﾞｶ

4 9 2820 土屋 柚歌(3) 昌平 1:03.74
ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ

5 7 1624 木村 美乃里(3) 浦和南 1:04.45
ｲｼｲ ﾅﾂﾐ

6 8 3181 石井 夏海(3) 所沢北 1:04.64
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

7 3 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 1:04.71
ｺﾀｶ ﾁｽﾞﾙ

8 2 169 小高 千鶴(2) 松山女 1:05.21

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



 女子5000mW
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)          21:33.44     藤井　菜々子(福岡・北九州市立)        2017
埼玉県高校新記録(SH)      21:45.09     岡田　久美子(埼玉・熊谷女)            2009
大会記録(GR)              23:44.48     松本 みなみ(埼玉・熊谷女)             2018 5月9日 16:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾉｼﾞ ﾘﾘﾅ

1 1 14 野地 琳々星(3) 本庄東 25:19.76
ｺｼﾞﾏ ｴﾅ

2 2 15 小島 恵奈(2) 本庄東 26:06.10
ｵｵﾀﾆ ﾅﾂﾐ

3 4 17 大谷 南津美(3) 熊谷女 26:11.14
ﾀﾅｶ ｶﾘﾝ

4 6 18 田中 花鈴(3) 本庄東 26:12.00
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｶ

5 3 16 柏原 優花(2) 熊谷女 26:41.47
ｶﾅﾔ ｻｷﾅ

6 5 1 金谷 咲奈(3) 不動岡 27:33.44
ﾏｷ ｲﾙｶ

7 7 19 牧 依瑠香(3) 早大本庄 28:17.92
ｱｿﾏ ｱﾕﾊ

8 8 2 遊馬 歩翔(2) 久喜 29:22.94
ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾘ

9 12 3 坂口 友理(3) 獨協埼玉 31:34.12
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ

10 11 12 小林 愛樺(3) 伊奈学園総合 31:35.94
ﾋﾛｻﾜ ｶｽﾞﾊ

11 15 10 廣澤 和葉(3) 秋草 32:02.92
ｽﾄｳ ﾐｷ

12 16 20 須藤 美姫(3) 本庄一 33:00.33
ｳﾘｳ ﾘﾝｶ

13 14 9 瓜生 綸花(3) 飯能 33:00.82
ﾀｶﾄﾞｲ ﾐｷ

14 18 4 高土居 美貴(2) 春日部女 33:10.00
ｵｻﾞﾜ ｶﾅ

15 13 13 小澤 花奈(3) 浦和一女 33:38.20
ﾀﾊﾞﾀ ｺﾄｺ

16 20 11 田畑 琴瑚(2) 川越女 35:01.10
ﾀｼﾞﾏ ｷｺ

17 17 21 田島 妃子(2) 本庄一 35:23.47
ﾊｼﾓﾄ ｿﾅ

18 22 22 橋本 蒼七(2) 本庄一 35:36.35
ﾀｶﾄﾞｲ ｱﾐ

19 19 5 高土居 彩美(2) 春日部女 35:36.80
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾅｺ

9 7 丸山 日菜子(3) 所沢西 DQ,W3

ｾｷｶﾜ ﾚｲ

10 8 関川 礼(2) 所沢西 DQ,W3

ﾀﾅｱﾐ ﾁｴ

21 6 田名網 知恵(1) 春日部女 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 W3:(R230-1)接地不良及び屈膝



 女子4X100mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             44.49     斉田・福田・上村・エドバー(東京・東京)2015 5月9日 13:20 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         45.23     初見・阿部・吉田・土井(埼玉・埼玉栄)  2013 5月9日 17:10 準決勝
大会記録(GR)                 46.50     梅宮・鈴木・大野・菊池(埼玉・埼玉栄)  2018 5月10日 17:10 決　勝

予　選　10組1着＋14

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 大宮東 4232 長島 ありさ(2) ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ 47.69 1 6 聖望 1140 森田 乃愛(1) ﾓﾘﾀ ﾉｱ 48.39
4236 山崎 結子(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ Q 1115 立石 ひより(3) ﾀﾃｲｼ ﾋﾖﾘ Q
4231 篠 かれん(2) ｼﾉ ｶﾚﾝ 1121 阿部 優良(2) ｱﾍﾞ ﾕﾗ
4235 土田 涼夏(3) ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ 1113 鈴木 絢子(3) ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ

2 6 所沢北 3189 峯 夢花(2) ﾐﾈ ﾕﾒｶ 50.77 2 7 秋草 5055 小澤 光葵(3) ｺｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 50.41
3185 岡野 陽茉莉(2) ｵｶﾉ ﾋﾏﾘ q 5054 小西 新奈(3) ｺﾆｼ ﾆｲﾅ q
3188 玉井 友菜(2) ﾀﾏｲ ﾄﾓﾅ 5066 オオツロハス 花カイリー(2) ｵｵﾂﾛﾊｽ ﾊﾅｶｲﾘｰ

3190 守谷 日茉里(2) ﾓﾘﾔ ﾋﾏﾘ 5068 佐藤 彩乃(2) ｻﾄｳ ｱﾔﾉ
3 5 草加南 3574 山崎 結美(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾐ 51.26 3 5 鷲宮 3850 斉藤 苺香(2) ｻｲﾄｳ ｲﾁｶ 50.60

3572 五味 樹梨亜(2) ｺﾞﾐ ｼﾞｭﾘｱ q 3846 遠藤 春奈(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ q
3573 河原 瑚晏(2) ｶﾜﾊﾗ ｺﾊﾙ 3842 谷之口 美唯(3) ﾀﾆﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ
3571 栗原 碧咲(3) ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ 3843 黒田 理桜(3) ｸﾛﾀﾞ ﾘｵ

4 7 朝霞西 2584 本多 愛実(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅﾐ 51.77 4 4 草加 1295 伊藤 さな(2) ｲﾄｳ ｻﾅ 53.48
2582 馬場 麻里菜(3) ﾊﾞﾊﾞ ﾏﾘﾅ 1304 筒井 夏希(2) ﾂﾂｲ ﾅﾂｷ
2583 小峯 果歩(2) ｺﾐﾈ ｶﾎ 1294 豊田 楓華(3) ﾄﾖﾀﾞ ﾌｳｶ
2581 田中 咲良(3) ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 1303 赤澤 花苗(2) ｱｶｻﾞﾜ ﾊﾅｴ

5 3 本庄東 2531 高橋 瞳(2) ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ 52.80 5 8 大宮南 4626 渡辺 実海(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｳ 53.52
2529 小出 琳子(2) ｺｲﾃﾞ ﾘｺ 4624 小田 夏子(2) ｵﾀﾞ ﾅﾂｺ
2530 伊東 里笑(2) ｲﾄｳ ｻﾄｴ 4623 森田 瑠菜(2) ﾓﾘﾀ ﾙﾅ
2538 石川 莉子(1) ｲｼｶﾜ ﾘｺ 4621 渡邉 瑞希(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ

6 8 草加東 4164 内藤 美空(2) ﾅｲﾄｳ ﾐｸ 52.91 6 2 叡明 6187 小川 優心(3) ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾐ 53.56
4161 齋藤 愛理(3) ｻｲﾄｳ ｱｲﾘ 6210 須永 真尋(3) ｽﾅｶﾞ ﾏﾋﾛ
4163 小林 七菜(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ 6184 寺島 聖奈(1) ﾃﾗｼﾞﾏ ﾐﾅ
4162 相川 夏季(2) ｱｲｶﾜ ﾅﾂｷ 6191 亀田 美佐子(2) ｶﾒﾀﾞ ﾐｻｺ

7 9 春日部共栄 2851 加藤 綾菜(3) ｶﾄｳ ｱﾔﾅ 55.46 7 3 久喜北陽 5432 小川 夏穂梨(2) ｵｶﾞﾜ ｶｵﾘ 54.00
2854 関口 優香(2) ｾｷｸﾞﾁ ﾕｶ 5431 ワートン 愛良(3) ﾜｰﾄﾝ ｱｲﾗ
2853 星田 みのり(3) ﾎｼﾀﾞ ﾐﾉﾘ 5433 菊池 美香(2) ｷｸﾁ ﾐｶ
2852 鈴木 詩歩(3) ｽｽﾞｷ ｼﾎ 5434 ラフマン シファ(2) ﾗﾌﾏﾝ ｼﾌｧ

8 2 熊谷商 846 長谷部 愛美(3) ﾊｾﾍﾞ ｱﾐ 56.79 9 松伏 4414 浦山 来未(2) ｳﾗﾔﾏ ｸﾙﾐ DQ,R3

851 関川 怜里(2) ｾｷｶﾜ ﾚｲﾘ 4415 川村 えみ(2) ｶﾜﾑﾗ ｴﾐ
850 山本 三貴(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 4411 霜村 日菜(3) ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅ
849 丹 友里(2) ﾀﾝ ﾕｻﾄ 4416 田中 悠紗(1) ﾀﾅｶ ﾕｳｻ

1 岩槻 1842 片桐 遥海(3) ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾙｶ DQ,R1

1844 磯田 千夏(1) ｲｿﾀﾞ ﾁﾅﾂ
1843 渡沼 くるみ(2) ﾜﾀﾇﾏ ｸﾙﾐ
1841 齋藤 優貴(3) ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

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 5 伊奈学園総合 5176 木村 愛(3) ｷﾑﾗ ｱｲ 47.75 1 4 浦和一女 3 碓井 夕莉(3) ｳｽｲ ﾕｳﾘ 49.28
5162 桑原 明菜(3) ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ Q 20 米山 実鈴(2) ﾖﾈﾔﾏ ﾐｽｽﾞ Q
5161 寺園 華(3) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ 9 元吉 梨絵(3) ﾓﾄﾖｼ ﾘｴ
5187 ワジェロ サラ(3) ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ 15 今野 碧衣(2) ｺﾝﾉ ｱｵｲ

2 7 星野 1383 小島 芽依(3) ｺｼﾞﾏ ﾒｲ 50.79 2 7 国際学院 6083 本多 咲輝(2) ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ 49.76
1385 丹野 夏鈴(3) ﾀﾝﾉ ｶﾘﾝ q 6086 村越 京(2) ﾑﾗｺｼ ﾐﾔｺ q
1382 木村 海里生(3) ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 6087 橋本 結空(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ
1400 馬場 優美(2) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾐ 6088 田口 侑楽(1) ﾀｸﾞﾁ ﾕﾗ

3 4 本庄 294 根岸 里保(3) ﾈｷﾞｼ ﾘﾎ 52.08 3 5 深谷一 196 風間 杏実(2) ｶｻﾞﾏ ｱｽﾞﾐ 51.25
296 大久保 灯(3) ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ 193 中井 里咲(3) ﾅｶｲ ﾘｻ q
297 矢嶋 薫乃(3) ﾔｼﾞﾏ ﾕｷﾉ 194 矢島 萌々果(3) ﾔｼﾞﾏ ﾓﾓｶ
289 反町 美羽菜(2) ｿﾘﾏﾁ ﾐｳﾅ 199 佐藤 瑠南(2) ｻﾄｳ ﾙﾅ

4 9 坂戸 2190 山本 小夏(3) ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾂ 53.01 4 3 市立浦和 902 森田 咲妃(3) ﾓﾘﾀ ｻｷ 53.53
2163 田中 恵那(3) ﾀﾅｶ ｴﾅ 907 原田 京花(1) ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳｶ
2161 中村 悠(3) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 901 佐藤 李音(3) ｻﾄｳ ﾘｵﾝ
2188 西森 結衣(3) ﾆｼﾓﾘ ﾕｲ 912 伊藤 真奈美(1) ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ

5 6 所沢中央 4202 石井 美羽(2) ｲｼｲ ﾐｳ 53.02 5 9 八潮南 5085 岩﨑 菜緒(3) ｲﾜｻｷ ﾅｵ 54.32
4223 清水 銘子(3) ｼﾐｽﾞ ﾒｲｺ 5095 國井 梓美(2) ｸﾆｲ ｱｽﾞﾐ
4224 国府田 萌(3) ｺｳﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 5090 吉野 百花(3) ﾖｼﾉ ﾓﾓｶ
4201 福井 華奈(2) ﾌｸｲ ﾊﾅ 5098 戸田 遥香(2) ﾄﾀﾞ ﾊﾙｶ

6 8 開智中高 5847 椛田 真彩(2) ｶﾊﾞﾀ ﾏｱﾔ 54.99 6 8 川越西 2620 斎藤 涼夏(2) ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 55.61
5846 渡邉 京佳(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｶ 2615 栗原 未来(3) ｸﾘﾊﾞﾗ ﾐｸ
5843 今野 双葉(2) ｺﾝﾉ ﾌﾀﾊﾞ 2612 石川 優(3) ｲｼｶﾜ ﾕｳ
5837 大島 小牧(1) ｵｵｼﾏ ｺﾏｷ 2616 小山 琴乃(3) ｺﾔﾏ ｺﾄﾉ

7 1 大宮武蔵野 3315 紺野 鈴香(3) ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 56.36 6 志木 3066 大橋 加鈴(3) ｵｵﾊｼ ｶﾘﾝ DQ,R2

3319 門井 紗来(2) ｶﾄﾞｲ ｻﾗ 3076 長沢 結菜(3) ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾅ
3316 櫻井 花音(3) ｻｸﾗｲ ｶﾉﾝ 3065 吉田 久瑠美(3) ﾖｼﾀﾞ ｸﾙﾐ
3310 小松 令奈(2) ｺﾏﾂ ﾚﾅ 3061 田代 らら(2) ﾀｼﾛ ﾗﾗ

8 3 三郷北 4177 工藤 萌乃佳(2) ｸﾄﾞｳ ﾎﾉｶ 57.81 2 ふじみ野 DNS
4179 ??場 穂乃翔(1) ﾖｼﾊﾞ ﾎﾉｶ
4178 佐藤 ゆい(1) ｻﾄｳ ﾕｲ
4180 福岡 玲那(3) ﾌｸｵｶ ﾚｲﾅ

2 白岡 3633 小川 芹菜(1) ｵｶﾞﾜ ｾﾘﾅ DNS
3631 山口 悠来(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾗ
3632 塚山 咲来(2) ﾂｶﾔﾏ ｻｸﾗ
3642 濵田 愛生(3) ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾐ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバー
ゾーン ３→４
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予　選　10組1着＋14

5組 6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 花咲徳栄 4662 岡田 裕佳(2) ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ 48.37 1 6 昌平 2793 猪股 佑衣(2) ｲﾉﾏﾀ ﾕｲ 48.71
4651 新戸 怜音(3) ｼﾝﾄ ﾚﾈ Q 2819 髙橋 侑希(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ Q
4653 坂本 優(3) ｻｶﾓﾄ ﾕｳ 2795 鈴木 麻衣香(2) ｽｽﾞｷ ﾏｲｶ 
4658 小澤 ののか(3) ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 2810 カン メヘナズ(1) ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ

2 9 大宮 491 佐藤 凜々香(3) ｻﾄｳ ﾘﾘｶ 50.92 2 5 浦和南 1636 徳永 和(2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾉﾄﾞｶ 50.79
492 銭谷 茉乃香(3) ｾﾞﾆﾔ ﾏﾉｶ q 1635 谷口 もも(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ q
503 平松 鈴(2) ﾋﾗﾏﾂ ﾘﾝ 1624 木村 美乃里(3) ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ
494 佐藤 舞佳(3) ｻﾄｳ ﾏｲｶ 1622 猪狩 みなみ(2) ｲｶﾞﾘ ﾐﾅﾐ

3 7 川越女 89 山口 心海(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｺﾐ 51.88 3 7 早大本庄 4985 稲森 ももこ(1) ｲﾅﾓﾘ ﾓﾓｺ 51.42
80 宇都 杏莉(2) ｳﾄ ｱﾝﾘ 5010 小林 清香(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
79 花岡 莉央(3) ﾊﾅｵｶ ﾘｵ 4983 鈴木 彩夏(1) ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ
66 鈴木 ことみ(3) ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 4993 小野寺 彩(2) ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔ

4 4 朝霞 1556 生井 紗貴(3) ﾅﾏｲ ｻｷ 52.75 4 4 浦和東 4922 阿部 未來(3) ｱﾍﾞ ﾐｸ 53.40
1544 滝澤 凜音(2) ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｵﾝ 4921 諏訪 結香(3) ｽﾜ ﾕｳｶ
1559 阿部 美友(3) ｱﾍﾞ ﾐﾕ 4929 河合 莉乃愛(2) ｶﾜｲ ﾘﾉｱ
1551 菊地 芽衣(3) ｷｸﾁ ﾒｲ 4936 樋口 秀華(2) ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｶ

5 5 熊谷女 40 加藤 有純(1) ｶﾄｳ ｱｽﾐ 53.55 5 2 越谷東 4501 北迫 瑠琉(1) ｷﾀｻｺ ﾙﾙ 55.43
36 鈴木 凛(2) ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 4512 矢作 凜子(3) ﾔﾊｷﾞ ﾘﾝｺ
31 森田 和香菜(3) ﾓﾘﾀ ﾜｶﾅ 4505 古川 真衣(1) ﾌﾙｶﾜ ﾏｲ
38 加藤 璃美(2) ｶﾄｳ ﾘﾐ 4502 濱田 志妃(2) ﾊﾏﾀﾞ ｼｷ

6 8 越谷西 2560 深澤 梨央(1) ﾌｶｻﾞﾜ ﾘｵ 53.59 6 9 秩父 477 島田 波奈(3) ｼﾏﾀﾞ ﾊﾅ 56.13
2556 石井 暖乃(3) ｲｼｲ ﾉﾝﾉ 475 浅見 和花(1) ｱｻﾞﾐ ﾉﾄﾞｶ
2555 松尾 鈴音(3) ﾏﾂｵ ｽｽﾞﾈ 479 福島 里奈(2) ﾌｸｼﾏ ﾘﾅ
2553 川本 有亜(3) ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｱ 470 柴﨑 優奈(3) ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳﾅ

7 3 武南 1712 林 愛華(3) ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 54.80 7 3 淑徳与野 1193 安田 結依(2) ﾔｽﾀﾞ ﾕｲ 56.28
1715 木浪 翔南(3) ｷﾅﾐ ｶﾅﾝ 1195 中島 彩華(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ
1717 倉林 真歩(2) ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 1194 高田 夏希(3) ﾀｶﾀﾞ ﾅﾂｷ
1722 ラスルイサ ロサリオ(1) ﾗｽﾙｲｻ ﾛｻﾘｵ 1192 香川 素菜(2) ｶｶﾞﾜ ｿﾅ

8 2 東野 5517 鈴木 萌乃佳(2) ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 57.45 8 細田 1786 大塚 双葉(3) ｵｵﾂｶ ﾌﾀﾊﾞ DQ,R3

5515 入澤 瑞紀(3) ｲﾘｻﾜ ﾐｽﾞｷ 1785 宮森 絢愛(3) ﾐﾔﾓﾘ ｱﾔﾅ
5516 木村 愛未(3) ｷﾑﾗ ｱﾐ 1779 柳 玉桜(2) ﾘｭｳ ﾕｲﾝ
5511 松本 ひなた(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 1777 田口 璃音(2) ﾀｸﾞﾁ ﾘｵ

9 1 本庄一 1160 笹井 莉奈(1) ｻｻｲ ﾘﾅ 1:00.17

1159 加藤 みなみ(1) ｶﾄｳ ﾐﾅﾐ
1168 宮島 涼浬(1) ﾐﾔｼﾞﾏ ｽｽﾞﾘ
1158 綿貫 理生(1) ﾜﾀﾇｷ ﾘｳ

7組 8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 春日部東 3604 澁谷 愛(3) ｼﾌﾞﾔ ｱｲ 48.60 1 7 不動岡 257 小山 優香(3) ｺﾔﾏ ﾕｳｶ 49.37
3601 後藤 智南(3) ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ Q 265 八巻 実優(3) ﾔﾏｷ ﾐﾕ Q
3606 小沼 凜音(3) ｵﾇﾏ ﾘﾝﾈ 270 大塚 彩南(3) ｵｵﾂｶ ｱﾔﾅ
3605 飯久保 南美(3) ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 261 町井 佳純(3) ﾏﾁｲ ｶｽﾐ

2 6 坂戸西 2641 荒井 美音(2) ｱﾗｲ ﾐｳ 51.37 2 5 松山女 173 雨宮 さくら(3) ｱﾏﾐﾔ ｻｸﾗ 50.13
2655 冨岡 彩愛(2) ﾄﾐｵｶ ｱﾔﾒ q 178 阿部 友(2) ｱﾍﾞ ﾕｳ q
2658 三上 結子(2) ﾐｶﾐ ﾕｲｺ 163 山副 杏和(2) ﾔﾏｿﾞｴ ｱｵ
2663 鍵田 有莉亜(1) ｶｷﾞﾀ ﾕﾘｱ 177 田中 美憂(2) ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ

3 7 和光国際 5463 越川 陽菜(3) ｺｼｶﾜ ﾋﾅ 51.65 3 6 春日部女 125 中庭 愛美(3) ﾅｶﾆﾜ ﾏﾅﾐ 52.49
5469 中川 優那(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾅ 132 大関 優華(2) ｵｵｾﾞｷ ﾕｳｶ
5468 森元 知里(3) ﾓﾘﾓﾄ ﾁｻﾄ 126 廣田 夢(3) ﾋﾛﾀ ﾉｿﾞﾐ
5472 高武 未来(2) ｺｳﾀｹ ﾐｸ 122 塩谷 文音(3) ｼｵﾀﾆ ｱﾔﾈ

4 4 所沢西 2672 佐竹 歌菜(3) ｻﾀｹ ｶﾅ 52.40 4 4 入間向陽 4799 松尾 由奈(3) ﾏﾂｵ ﾕｳﾅ 52.67
2671 須藤 愛香(3) ｽﾄｳ ｱｲｶ 4784 緒方 萌々花(2) ｵｶﾞﾀ ﾓﾓｶ
2678 松本 凛花(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝｶ 4797 小熊 佑季(2) ｵｸﾞﾏ ﾕｳｷ
2684 髙橋 咲希(1) ﾀｶﾊｼ ｻｷ 4792 三井 萌々華(3) ﾐﾂｲ ﾓﾓｶ

5 9 八潮 2316 空閑 咲(1) ｸｶﾞ ｻｷ 53.79 5 8 川口東 4026 小林 真璃亜(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｱ 52.86
2313 中村 愛百美(3) ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾐ 4021 山本 美侑里(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕﾘ
2318 高堰 芽依(1) ﾀｶｾｷ ﾒｲ 4023 橋本 菜々実(3) ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅﾐ
2317 高堰 真依(1) ﾀｶｾｷ ﾏｲ 4025 増井 恋秋(3) ﾏｽｲ ｺｱｷ

6 2 蕨 1021 小滝 みなつ(3) ｵﾀﾞｷ ﾐﾅﾂ 53.93 6 9 草加西 4747 川口 夏鈴(2) ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 53.87
1025 関 鈴(2) ｾｷ ｽｽﾞ 4764 野村 綺楽(3) ﾉﾑﾗ ｷﾗ
1028 増子 渚紗(2) ﾏｼｺ ﾅｷﾞｻ 4760 小塩 梨紗(3) ｺｼｵ ﾘｻ
1024 篠田 和叶(3) ｼﾉﾀﾞ ﾜｶﾅ 4756 大塚 百華(3) ｵｵﾂｶ ﾓﾓｶ

7 3 上尾南 3721 吉田 夢奈(3) ﾖｼﾀﾞ ﾕﾒﾅ 54.19 7 3 鴻巣女 1600 三宮 菜央(1) ｻﾝﾉﾐﾔ ﾅｵ 55.52
3723 武田 千怜(3) ﾀｹﾀﾞ ﾁｻﾄ 1597 小路 千尋(3) ｺｳｼﾞ ﾁﾋﾛ
3722 西村 夏南(3) ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾐ 1608 櫻庭 知乃(2) ｻｸﾗﾊﾞ ﾄﾓﾉ
3724 佐野 綾香(2) ｻﾉ ｱﾔｶ 1601 舟戸 千尋(3) ﾌﾅﾄ ﾁﾋﾛ

8 8 埼玉平成 2918 竹下 美咲(2) ﾀｹｼﾀ ﾐｻｷ 55.71 2 桶川 DNS
2916 加賀美 詩乃(2) ｶｶﾞﾐ ｼﾉ
2920 吉田 朱里(2) ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ
2917 眞野 柚葉(2) ﾏﾉ ﾕｽﾞﾊ

9 1 熊谷農 574 矢島 彩夏(1) ﾔｼﾞﾏ ｱﾔｶ 57.96
573 青木 優空(1) ｱｵｷ ﾕｱ
575 横田 菜月(1) ﾖｺﾀ ﾅﾂｷ
591 竹井 菜緒子(3) ﾀｹｲ ﾅｵｺ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバー
ゾーン ３→４
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予　選　10組1着＋14

9組 10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 埼玉栄 3036 小倉 緑風(3) ｵｸﾞﾗ ﾘｶ 47.40 1 4 川口市立 873 佐藤 遥空(3) ｻﾄｳ ｿﾗ 49.46
3034 タネル 舞璃乃(3) ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ Q 872 馬場 彩香(3) ﾊﾞﾊﾞ ｻﾔｶ Q
3033 中本 葵(3) ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ 871 阪井 文音(3) ｻｶｲ ｱﾔﾈ
3032 大谷 くる美(3) ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ 883 齊藤 奈々美(1) ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

2 6 東京農大三 5293 立石 陽菜乃(2) ﾀﾃｲｼ ﾋﾅﾉ 51.29 2 6 豊岡 692 坂本 風詩子(3) ｻｶﾓﾄ ﾌｳｺ 50.31
5292 北 月咲(2) ｷﾀ ﾂｶｻ q 696 吉永 葉月(2) ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾂﾞｷ q
5395 岡田 夢菜(1) ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 697 遠藤 彩華(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ
5297 鈴木 彩夏(1) ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 700 三橋 陽菜(2) ﾐﾂﾊｼ ﾋﾅ

3 5 久喜 414 藤井 香怜(2) ﾌｼﾞｲ ｶﾚﾝ 51.44 3 2 西武文理 5012 鈴木 優羽(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳ 50.82
415 山口 るい(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ 5016 塩野 由奈(2) ｼｵﾉ ﾕﾅ q
416 金井 凛(2) ｶﾅｲ ﾘﾝ 5013 石倉 怜(2) ｲｼｸﾗ ﾚｲ
393 加茂 ひなの(3) ｶﾓ ﾋﾅﾉ 5025 佐藤 久良々(2) ｻﾄｳ ｸﾗﾗ

4 4 越谷南 3272 北坂 美渚(2) ｷﾀｻｶ ﾐｵ 53.63 4 5 獨協埼玉 2888 内山 京香(2) ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｶ 52.46
3271 城間 奏羽(2) ｼﾛﾏ ｿｳﾜ 2893 南部 和奏(2) ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ
3275 北坂 美莉(2) ｷﾀｻｶ ﾐﾘ 2881 樋泉 里奈子(3) ﾄｲｽﾞﾐ ﾘﾅｺ
3295 德山 実桜(3) ﾄｸﾔﾏ ﾐｵ 2886 石川 楓(2) ｲｼｶﾜ ｶｴﾃﾞ

5 9 上尾 1060 小林 遥珂(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 53.71 5 7 熊谷西 3404 鈴木 のの(2) ｽｽﾞｷ ﾉﾉ 52.84
1053 國嶋 美月(3) ｸﾆｼﾏ ﾐﾂﾞｷ 3418 吉岡 里彩(2) ﾖｼｵｶ ﾘｻ
1059 石関 麻衣(2) ｲｼｾﾞｷ ﾏｲ 3407 藤澤 祐香(2) ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｶ
1055 櫻澤 千里(3) ｻｸﾗｻﾜ ﾁｻﾄ 3406 中田 陽菜(2) ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ

6 2 川越南 3436 佐藤 里緒(1) ｻﾄｳ ﾘｵ 55.49 6 8 栄北 6126 五十嵐 爽香(3) ｲｶﾞﾗｼ ｻﾔｶ 53.11
3448 深野 真央(2) ﾌｶﾉ ﾏｵ 6122 茂木 萌笑(3) ﾓﾃｷ ﾓｴ
3432 松尾 こゆき(1) ﾏﾂｵ ｺﾕｷ 6125 折原 綾(3) ｵﾘﾊﾗ ｱﾔ
3437 坂本 華厘(1) ｻｶﾓﾄ ｶﾘﾝ 6121 渡辺 楓美(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾐ

7 1 大宮商 768 手柄 歩花(2) ﾃｶﾞﾗ ﾎﾉｶ 56.93 7 9 所沢 825 山口 直(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵ 53.31
770 岸 真佑(2) ｷｼ ﾏﾕ 827 川口 裕美子(3) ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾐｺ
772 花見 奈茄(2) ﾊﾅﾐ ﾅﾅ 824 伊藤 倫(2) ｲﾄｳ ﾘﾝ
773 杉本 凜紅(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｸ 826 小高 優貴美(3) ｵﾀﾞｶ ﾕｷﾐ

8 寄居城北 1269 金澤 百花(1) ｶﾈｻﾞﾜ ﾓﾓｶ DQ,T1 8 3 深谷 3129 高橋 万尋(3) ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾛ 55.32
1268 山田 結夏(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲｶ 3127 岡 雅(3) ｵｶ ﾐﾔﾋﾞ
1267 太田 凛香(1) ｵｵﾀ ﾘﾝｶ 3128 黒澤 尚美(3) ｸﾛｻﾜ ﾅｵﾐ
1270 笠原 綾花(1) ｶｻﾊﾗ ｱﾔｶ 3126 倉上 恭(3) ｸﾗｶﾐ ｷｮｳ

3 滑川総合 DNS

準決勝　3組2着＋2

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 大宮東 4232 長島 ありさ(2) ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ 47.55 1 7 埼玉栄 3035 田口 真悠(3) ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 46.99
4236 山崎 結子(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ Q 3034 タネル 舞璃乃(3) ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ Q
4231 篠 かれん(2) ｼﾉ ｶﾚﾝ 3033 中本 葵(3) ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ
4235 土田 涼夏(3) ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ 3032 大谷 くる美(3) ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ

2 5 聖望 1140 森田 乃愛(1) ﾓﾘﾀ ﾉｱ 49.18 2 6 昌平 2793 猪股 佑衣(2) ｲﾉﾏﾀ ﾕｲ 48.44
1115 立石 ひより(3) ﾀﾃｲｼ ﾋﾖﾘ Q 2819 髙橋 侑希(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ Q
1121 阿部 優良(2) ｱﾍﾞ ﾕﾗ 2795 鈴木 麻衣香(2) ｽｽﾞｷ ﾏｲｶ 
1113 鈴木 絢子(3) ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 2810 カン メヘナズ(1) ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ

3 6 浦和一女 3 碓井 夕莉(3) ｳｽｲ ﾕｳﾘ 49.51 3 5 春日部東 3604 澁谷 愛(3) ｼﾌﾞﾔ ｱｲ 48.64
20 米山 実鈴(2) ﾖﾈﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 3601 後藤 智南(3) ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ q
9 元吉 梨絵(3) ﾓﾄﾖｼ ﾘｴ 3606 小沼 凜音(3) ｵﾇﾏ ﾘﾝﾈ
6 安藤 珠希(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾏｷ 3605 飯久保 南美(3) ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

4 7 国際学院 6083 本多 咲輝(2) ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ 50.30 4 4 松山女 173 雨宮 さくら(3) ｱﾏﾐﾔ ｻｸﾗ 49.70
6086 村越 京(2) ﾑﾗｺｼ ﾐﾔｺ 178 阿部 友(2) ｱﾍﾞ ﾕｳ
6087 橋本 結空(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ 163 山副 杏和(2) ﾔﾏｿﾞｴ ｱｵ
6088 田口 侑楽(1) ﾀｸﾞﾁ ﾕﾗ 177 田中 美憂(2) ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ

5 8 秋草 5055 小澤 光葵(3) ｺｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 50.80 5 8 豊岡 692 坂本 風詩子(3) ｻｶﾓﾄ ﾌｳｺ 49.96
5054 小西 新奈(3) ｺﾆｼ ﾆｲﾅ 696 吉永 葉月(2) ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾂﾞｷ
5066 オオツロハス 花カイリー(2) ｵｵﾂﾛﾊｽ ﾊﾅｶｲﾘｰ 695 本橋 璃子(2) ﾓﾄﾊｼ ﾘｺ
5068 佐藤 彩乃(2) ｻﾄｳ ｱﾔﾉ 700 三橋 陽菜(2) ﾐﾂﾊｼ ﾋﾅ

6 9 浦和南 1636 徳永 和(2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾉﾄﾞｶ 51.32 6 3 坂戸西 2641 荒井 美音(2) ｱﾗｲ ﾐｳ 50.40
1635 谷口 もも(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ 2655 冨岡 彩愛(2) ﾄﾐｵｶ ｱﾔﾒ
1624 木村 美乃里(3) ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ 2658 三上 結子(2) ﾐｶﾐ ﾕｲｺ
1622 猪狩 みなみ(2) ｲｶﾞﾘ ﾐﾅﾐ 2663 鍵田 有莉亜(1) ｶｷﾞﾀ ﾕﾘｱ

7 2 東京農大三 5293 立石 陽菜乃(2) ﾀﾃｲｼ ﾋﾅﾉ 51.54 7 2 西武文理 5012 鈴木 優羽(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳ 50.54
5292 北 月咲(2) ｷﾀ ﾂｶｻ 5016 塩野 由奈(2) ｼｵﾉ ﾕﾅ
5395 岡田 夢菜(1) ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 5013 石倉 怜(2) ｲｼｸﾗ ﾚｲ
5297 鈴木 彩夏(1) ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 5025 佐藤 久良々(2) ｻﾄｳ ｸﾗﾗ

8 3 大宮 491 佐藤 凜々香(3) ｻﾄｳ ﾘﾘｶ 52.69 8 9 星野 1383 小島 芽依(3) ｺｼﾞﾏ ﾒｲ 50.67
492 銭谷 茉乃香(3) ｾﾞﾆﾔ ﾏﾉｶ 1385 丹野 夏鈴(3) ﾀﾝﾉ ｶﾘﾝ
503 平松 鈴(2) ﾋﾗﾏﾂ ﾘﾝ 1382 木村 海里生(3) ｷﾑﾗ ﾐｻｷ
494 佐藤 舞佳(3) ｻﾄｳ ﾏｲｶ 1400 馬場 優美(2) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾐ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバー
ゾーン ３→４



 女子4X100mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             44.49     斉田・福田・上村・エドバー(東京・東京)2015 5月9日 13:20 予　選
埼玉県高校新記録(SH)         45.23     初見・阿部・吉田・土井(埼玉・埼玉栄)  2013 5月9日 17:10 準決勝
大会記録(GR)                 46.50     梅宮・鈴木・大野・菊池(埼玉・埼玉栄)  2018 5月10日 17:10 決　勝

準決勝　3組2着＋2

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 伊奈学園総合 5176 木村 愛(3) ｷﾑﾗ ｱｲ 47.71
5162 桑原 明菜(3) ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ Q
5161 寺園 華(3) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ
5187 ワジェロ サラ(3) ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ

2 7 花咲徳栄 4662 岡田 裕佳(2) ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ 47.91
4651 新戸 怜音(3) ｼﾝﾄ ﾚﾈ Q
4653 坂本 優(3) ｻｶﾓﾄ ﾕｳ
4658 小澤 ののか(3) ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ

3 4 不動岡 257 小山 優香(3) ｺﾔﾏ ﾕｳｶ 49.05
265 八巻 実優(3) ﾔﾏｷ ﾐﾕ q
270 大塚 彩南(3) ｵｵﾂｶ ｱﾔﾅ
261 町井 佳純(3) ﾏﾁｲ ｶｽﾐ

4 5 川口市立 873 佐藤 遥空(3) ｻﾄｳ ｿﾗ 49.30
872 馬場 彩香(3) ﾊﾞﾊﾞ ｻﾔｶ
871 阪井 文音(3) ｻｶｲ ｱﾔﾈ
883 齊藤 奈々美(1) ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

5 9 所沢北 3189 峯 夢花(2) ﾐﾈ ﾕﾒｶ 50.67
3185 岡野 陽茉莉(2) ｵｶﾉ ﾋﾏﾘ
3188 玉井 友菜(2) ﾀﾏｲ ﾄﾓﾅ
3190 守谷 日茉里(2) ﾓﾘﾔ ﾋﾏﾘ

6 8 鷲宮 3850 斉藤 苺香(2) ｻｲﾄｳ ｲﾁｶ 50.86
3846 遠藤 春奈(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ
3842 谷之口 美唯(3) ﾀﾆﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ
3843 黒田 理桜(3) ｸﾛﾀﾞ ﾘｵ

7 3 草加南 3574 山崎 結美(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾐ 51.25
3572 五味 樹梨亜(2) ｺﾞﾐ ｼﾞｭﾘｱ
3573 河原 瑚晏(2) ｶﾜﾊﾗ ｺﾊﾙ
3571 栗原 碧咲(3) ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ

8 2 深谷一 196 風間 杏実(2) ｶｻﾞﾏ ｱｽﾞﾐ 51.40
193 中井 里咲(3) ﾅｶｲ ﾘｻ
194 矢島 萌々果(3) ﾔｼﾞﾏ ﾓﾓｶ
199 佐藤 瑠南(2) ｻﾄｳ ﾙﾅ

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 埼玉栄 3035 田口 真悠(3) ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 46.98
3034 タネル 舞璃乃(3) ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ
3033 中本 葵(3) ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ
3032 大谷 くる美(3) ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ

2 4 大宮東 4232 長島 ありさ(2) ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ 47.09
4236 山崎 結子(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ
4231 篠 かれん(2) ｼﾉ ｶﾚﾝ
4235 土田 涼夏(3) ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ

3 7 伊奈学園総合 5176 木村 愛(3) ｷﾑﾗ ｱｲ 47.77
5162 桑原 明菜(3) ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ
5161 寺園 華(3) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ
5187 ワジェロ サラ(3) ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ

4 6 花咲徳栄 4662 岡田 裕佳(2) ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ 48.18
4651 新戸 怜音(3) ｼﾝﾄ ﾚﾈ
4653 坂本 優(3) ｻｶﾓﾄ ﾕｳ
4658 小澤 ののか(3) ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ

5 2 春日部東 3604 澁谷 愛(3) ｼﾌﾞﾔ ｱｲ 48.94
3601 後藤 智南(3) ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ
3606 小沼 凜音(3) ｵﾇﾏ ﾘﾝﾈ
3605 飯久保 南美(3) ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

6 9 聖望 1140 森田 乃愛(1) ﾓﾘﾀ ﾉｱ 49.14
1115 立石 ひより(3) ﾀﾃｲｼ ﾋﾖﾘ
1121 阿部 優良(2) ｱﾍﾞ ﾕﾗ
1113 鈴木 絢子(3) ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ

7 8 昌平 2793 猪股 佑衣(2) ｲﾉﾏﾀ ﾕｲ 49.36
2819 髙橋 侑希(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ
2795 鈴木 麻衣香(2) ｽｽﾞｷ ﾏｲｶ 
2810 カン メヘナズ(1) ｶﾝ ﾒﾍﾅｽﾞ

8 3 不動岡 257 小山 優香(3) ｺﾔﾏ ﾕｳｶ 49.76
265 八巻 実優(3) ﾔﾏｷ ﾐﾕ
270 大塚 彩南(3) ｵｵﾂｶ ｱﾔﾅ
261 町井 佳純(3) ﾏﾁｲ ｶｽﾐ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバー
ゾーン ３→４



 女子4X400mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           3:37.86     筬島･新宮･高橋･三木(大阪・東大阪大敬愛)2009
埼玉県高校新記録(SH)       3:43.23     タネル　吉田　大野　塩味(埼玉・埼玉栄)2019 5月12日 11:05 予　選
大会記録(GR)               3:46.56     芝田・鬼塚・池田・鈴木(埼玉・埼玉栄)  2014 5月12日 15:20 決　勝

予　選　8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 豊岡 692 坂本 風詩子(3) ｻｶﾓﾄ ﾌｳｺ 4:03.13 1 5 埼玉栄 3037 松田 菜帆(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ 3:57.45

696 吉永 葉月(2) ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾂﾞｷ q 3032 大谷 くる美(3) ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ q
700 三橋 陽菜(2) ﾐﾂﾊｼ ﾋﾅ 3033 中本 葵(3) ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ
695 本橋 璃子(2) ﾓﾄﾊｼ ﾘｺ 3034 タネル 舞璃乃(3) ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ

2 4 川口市立 880 小川 真歩(2) ｵｶﾞﾜ ﾏﾎ 4:08.86 2 1 星野 1385 丹野 夏鈴(3) ﾀﾝﾉ ｶﾘﾝ 4:08.83

871 阪井 文音(3) ｻｶｲ ｱﾔﾈ 1381 磯部 みこと(3) ｲｿﾍﾞ ﾐｺﾄ
873 佐藤 遥空(3) ｻﾄｳ ｿﾗ 1383 小島 芽依(3) ｺｼﾞﾏ ﾒｲ
872 馬場 彩香(3) ﾊﾞﾊﾞ ｻﾔｶ 1400 馬場 優美(2) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾐ

3 5 大宮 498 塚田 世奈(3) ﾂｶﾀﾞ ｾﾅ 4:10.07 3 7 所沢北 3185 岡野 陽茉莉(2) ｵｶﾉ ﾋﾏﾘ 4:10.14

491 佐藤 凜々香(3) ｻﾄｳ ﾘﾘｶ 3181 石井 夏海(3) ｲｼｲ ﾅﾂﾐ
500 小野 栞奈(2) ｵﾉ ｶﾝﾅ 3184 馬越 帆風(3) ﾏｺﾞｼ ﾎﾉｶ
505 元山 茉奈美(2) ﾓﾄﾔﾏ ﾏﾅﾐ 3190 守谷 日茉里(2) ﾓﾘﾔ ﾋﾏﾘ

4 6 熊谷女 31 森田 和香菜(3) ﾓﾘﾀ ﾜｶﾅ 4:12.79 4 4 獨協埼玉 2893 南部 和奏(2) ﾅﾝﾌﾞ ﾜｶﾅ 4:16.26

38 加藤 璃美(2) ｶﾄｳ ﾘﾐ 2882 戸田 さくら(3) ﾄﾀﾞ ｻｸﾗ
33 本島 芽衣子(3) ﾓﾄｼﾞﾏ ﾒｲｺ 2881 樋泉 里奈子(3) ﾄｲｽﾞﾐ ﾘﾅｺ
40 加藤 有純(1) ｶﾄｳ ｱｽﾐ 2888 内山 京香(2) ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｶ

5 8 入間向陽 4784 緒方 萌々花(2) ｵｶﾞﾀ ﾓﾓｶ 4:25.29 5 6 川越女 83 大場 彩花(2) ｵｵﾊﾞ ｱﾔｶ 4:18.06

4797 小熊 佑季(2) ｵｸﾞﾏ ﾕｳｷ 79 花岡 莉央(3) ﾊﾅｵｶ ﾘｵ
4792 三井 萌々華(3) ﾐﾂｲ ﾓﾓｶ 66 鈴木 ことみ(3) ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ
4789 徳岡 麻衣(3) ﾄｸｵｶ ﾏｲ 68 立花 未妃(3) ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐｷ

6 9 越谷西 2553 川本 有亜(3) ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｱ 4:26.23 6 9 川口東 4024 井上 美月(3) ｲﾉｳｴ ﾐﾂﾞｷ 4:23.61

2555 松尾 鈴音(3) ﾏﾂｵ ｽｽﾞﾈ 4021 山本 美侑里(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕﾘ
2557 増茂 未来(3) ﾏｼﾓ ﾐｸ 4023 橋本 菜々実(3) ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅﾐ
2556 石井 暖乃(3) ｲｼｲ ﾉﾝﾉ 4025 増井 恋秋(3) ﾏｽｲ ｺｱｷ

7 1 西武文理 5013 石倉 怜(2) ｲｼｸﾗ ﾚｲ 4:27.10 7 3 滑川総合 3497 稲垣 里咲(3) ｲﾅｶﾞｷ ﾘｻ 4:31.16

5016 塩野 由奈(2) ｼｵﾉ ﾕﾅ 3496 田中 佑希乃(3) ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ
5014 岡野 美希(2) ｵｶﾉ ﾐｷ 3498 中村 未夢(3) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ
5022 平野 鈴葉(1) ﾋﾗﾉ ｽｽﾞﾊ 3489 町田 優花(2) ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳｶ

8 3 早大本庄 5007 岩見 碧(3) ｲﾜﾐ ｱｵｲ 4:34.53 8 8 松伏 4411 霜村 日菜(3) ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅ 4:37.16

4982 吉田 羽那(1) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ 4414 浦山 来未(2) ｳﾗﾔﾏ ｸﾙﾐ
5002 水野 文萌(3) ﾐｽﾞﾉ ｱﾔﾒ 4412 田畑 愛海(3) ﾀﾊﾞﾀ ｱﾐﾝ
4992 永松 真央(2) ﾅｶﾞﾏﾂ ﾏｵ 4415 川村 えみ(2) ｶﾜﾑﾗ ｴﾐ

2 鴻巣女 DNS 9 2 開智中高 5847 椛田 真彩(2) ｶﾊﾞﾀ ﾏｱﾔ 4:39.87

5845 武内 彩夏(2) ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ
5846 渡邉 京佳(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｶ
5836 郡司 まや(1) ｸﾞﾝｼﾞ ﾏﾔ

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 伊奈学園総合 5176 木村 愛(3) ｷﾑﾗ ｱｲ 4:01.81 1 6 大宮東 4232 長島 ありさ(2) ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ 3:56.02

5171 楠 明莉(2) ｸｽ ｱｶﾘ q 4258 松野 小梅(2) ﾏﾂﾉ ｺｳﾒ q
5179 内田 実咲(2) ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 4248 石井 梓(3) ｲｼｲ ｱｽﾞｻ
5163 中野 美貴(3) ﾅｶﾉ ﾐｷ 4233 山内 そよ(2) ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ

2 4 秋草 5055 小澤 光葵(3) ｺｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 4:15.38 2 5 蕨 1023 エドワード 永美(3) ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｴｲﾐ 4:10.02

5066 オオツロハス 花カイリー(2) ｵｵﾂﾛﾊｽ ﾊﾅｶｲﾘｰ 1022 田中 彩織(3) ﾀﾅｶ ｻｵﾘ
5043 関野 杏(1) ｾｷﾉ ｱﾝ 1021 小滝 みなつ(3) ｵﾀﾞｷ ﾐﾅﾂ
5068 佐藤 彩乃(2) ｻﾄｳ ｱﾔﾉ 1024 篠田 和叶(3) ｼﾉﾀﾞ ﾜｶﾅ

3 9 上尾 1059 石関 麻衣(2) ｲｼｾﾞｷ ﾏｲ 4:19.40 3 7 坂戸西 2641 荒井 美音(2) ｱﾗｲ ﾐｳ 4:16.58

1061 江中 咲彩(2) ｴﾅｶ ｻﾔ 2643 大橋 優結(2) ｵｵﾊｼ ﾕｲ
1054 小萩 咲来(3) ｺﾊｷﾞ ｻｸ 2656 生田目 実采(2) ﾅﾏﾀﾒ ﾐｺﾄ
1055 櫻澤 千里(3) ｻｸﾗｻﾜ ﾁｻﾄ 2660 矢野 杏羽(2) ﾔﾉ ｷｮｳﾊ

4 6 坂戸 2190 山本 小夏(3) ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾂ 4:21.01 4 4 和光国際 5463 越川 陽菜(3) ｺｼｶﾜ ﾋﾅ 4:17.91

2163 田中 恵那(3) ﾀﾅｶ ｴﾅ 5469 中川 優那(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾅ
2168 今井 凛(2) ｲﾏｲ ﾘﾝ 5466 小林 玲菜(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾅ
2188 西森 結衣(3) ﾆｼﾓﾘ ﾕｲ 5465 岸上 葵(3) ｷｼｶﾐ ｱｵｲ

5 3 大宮南 4623 森田 瑠菜(2) ﾓﾘﾀ ﾙﾅ 4:28.53 5 9 熊谷西 3404 鈴木 のの(2) ｽｽﾞｷ ﾉﾉ 4:22.98

4621 渡邉 瑞希(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 3418 吉岡 里彩(2) ﾖｼｵｶ ﾘｻ
4624 小田 夏子(2) ｵﾀﾞ ﾅﾂｺ 3401 折原 友華(3) ｵﾘﾊﾗ ﾕｳｶ
4642 長崎 真也花(2) ﾅｶﾞｻｷ ﾏﾔｶ 57 大島 朱音(3) ｵｵｼﾏ ｱｶﾈ

6 8 春日部女 121 髙橋 萌乃叶(3) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 4:32.94 6 2 ふじみ野 3887 東山 実夢(2) ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾐﾕ 4:24.14

136 山上 穂乃佳(2) ﾔﾏｶﾞﾐ ﾎﾉｶ 3890 阿部 初音(1) ｱﾍﾞ ﾊﾂﾈ
135 三橋 香奈(2) ﾐﾂﾊｼ ｶﾅ 3886 田島 実波(2) ﾀｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ
125 中庭 愛美(3) ﾅｶﾆﾜ ﾏﾅﾐ 25 清水 優花(3) ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ

7 2 草加東 4164 内藤 美空(2) ﾅｲﾄｳ ﾐｸ 4:33.13 7 1 栄北 6126 五十嵐 爽香(3) ｲｶﾞﾗｼ ｻﾔｶ 4:27.46

4161 齋藤 愛理(3) ｻｲﾄｳ ｱｲﾘ 6127 大谷 彩友(3) ｵｵﾀﾆ ｱﾕ
4162 相川 夏季(2) ｱｲｶﾜ ﾅﾂｷ 6125 折原 綾(3) ｵﾘﾊﾗ ｱﾔ
4163 小林 七菜(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ 6122 茂木 萌笑(3) ﾓﾃｷ ﾓｴ

8 1 秩父 474 山中 伶維(2) ﾔﾏﾅｶ ﾚｲ 4:45.98 8 8 浦和東 4921 諏訪 結香(3) ｽﾜ ﾕｳｶ 4:28.66

473 黒沢 麗(2) ｸﾛｻﾜ ﾚｲ 4922 阿部 未來(3) ｱﾍﾞ ﾐｸ
472 向井 七海(1) ﾑｶｲ ﾅﾅﾐ 4936 樋口 秀華(2) ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｶ
471 関口 立椛(1) ｾｷｸﾞﾁ ﾘｶ 4924 遠藤 双葉(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾀﾊﾞ

5 草加南 DNS 3 与野 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



 女子4X400mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           3:37.86     筬島･新宮･高橋･三木(大阪・東大阪大敬愛)2009
埼玉県高校新記録(SH)       3:43.23     タネル　吉田　大野　塩味(埼玉・埼玉栄)2019 5月12日 11:05 予　選
大会記録(GR)               3:46.56     芝田・鬼塚・池田・鈴木(埼玉・埼玉栄)  2014 5月12日 15:20 決　勝

予　選　8組0着＋8

5組 6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 花咲徳栄 4658 小澤 ののか(3) ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 4:01.78 1 6 昌平 2804 大竹 陽咲(3) ｵｵﾀｹ ﾋｻｷ 3:58.60

4659 柿﨑 眸(3) ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ q 2801 海老原 聖花(3) ｴﾋﾞﾊﾗ ｾｲｶ q
4664 小杉 友美(2) ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾐ 3 丹羽 遥奈(3) ﾆﾜ ﾊﾙﾅ
4651 新戸 怜音(3) ｼﾝﾄ ﾚﾈ 2791 新井 保和菜(3) ｱﾗｲ ﾎﾜﾅ

2 5 鷲宮 3843 黒田 理桜(3) ｸﾛﾀﾞ ﾘｵ 4:15.80 2 7 市立浦和 903 山岸 ゆい(2) ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ 4:09.06

3846 遠藤 春奈(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 905 大野 結以(3) ｵｵﾉ ﾕｲ
3842 谷之口 美唯(3) ﾀﾆﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ 901 佐藤 李音(3) ｻﾄｳ ﾘｵﾝ
3849 指出 いずみ(3) ｻｼﾃﾞ ｲｽﾞﾐ 902 森田 咲妃(3) ﾓﾘﾀ ｻｷ

3 8 本庄東 2526 吉野 莉菜(3) ﾖｼﾉ ﾘﾅ 4:18.34 3 5 深谷一 194 矢島 萌々果(3) ﾔｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 4:15.26

2537 大島 陽菜子(2) ｵｵｼﾏ ﾋﾅｺ 197 平井 涼葉(2) ﾋﾗｲ ｽｽﾞﾊ
2541 松本 愛澄(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱｽﾞﾐ 193 中井 里咲(3) ﾅｶｲ ﾘｻ
2534 田中 優里奈(2) ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ 198 高橋 瑠杏(2) ﾀｶﾊｼ ﾙｱﾝ

4 6 東京農大三 5293 立石 陽菜乃(2) ﾀﾃｲｼ ﾋﾅﾉ 4:18.35 4 8 本庄 296 大久保 灯(3) ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ 4:20.92

5292 北 月咲(2) ｷﾀ ﾂｶｻ 289 反町 美羽菜(2) ｿﾘﾏﾁ ﾐｳﾅ
5395 岡田 夢菜(1) ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 297 矢嶋 薫乃(3) ﾔｼﾞﾏ ﾕｷﾉ
5297 鈴木 彩夏(1) ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 294 根岸 里保(3) ﾈｷﾞｼ ﾘﾎ

5 7 松山女 173 雨宮 さくら(3) ｱﾏﾐﾔ ｻｸﾗ 4:24.14 5 4 越谷南 3272 北坂 美渚(2) ｷﾀｻｶ ﾐｵ 4:21.29

54 酒井 葉月(3) ｻｶｲ ﾊｽﾞｷ 3297 伊藤 由芽(3) ｲﾄｳ ﾕﾒ
171 高橋 愛(3) ﾀｶﾊｼ ｱｲ 3275 北坂 美莉(2) ｷﾀｻｶ ﾐﾘ
174 中山 芽衣(3) ﾅｶﾔﾏ ﾒｲ 3271 城間 奏羽(2) ｼﾛﾏ ｿｳﾜ

6 9 八潮南 5085 岩﨑 菜緒(3) ｲﾜｻｷ ﾅｵ 4:25.79 6 1 久喜北陽 5432 小川 夏穂梨(2) ｵｶﾞﾜ ｶｵﾘ 4:26.95

5091 飼田 明日香(3) ｶｲﾀﾞ ｱｽｶ 5434 ラフマン シファ(2) ﾗﾌﾏﾝ ｼﾌｧ
5090 吉野 百花(3) ﾖｼﾉ ﾓﾓｶ 5433 菊池 美香(2) ｷｸﾁ ﾐｶ
5093 高橋 佑衣乃(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾉ 5431 ワートン 愛良(3) ﾜｰﾄﾝ ｱｲﾗ

7 1 朝霞西 2584 本多 愛実(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅﾐ 4:38.36 7 3 東野 5516 木村 愛未(3) ｷﾑﾗ ｱﾐ 4:35.66

2582 馬場 麻里菜(3) ﾊﾞﾊﾞ ﾏﾘﾅ 5518 松田 里彩子(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻｺ
2585 阿部 楓恋(2) ｱﾍﾞ ｶﾚﾝ 5514 鈴木 結衣(2) ｽｽﾞｷ ﾕｲ
2581 田中 咲良(3) ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 5515 入澤 瑞紀(3) ｲﾘｻﾜ ﾐｽﾞｷ

8 3 寄居城北 1280 塚本 華恋(2) ﾂｶﾓﾄ ｶﾚﾝ 5:13.97 8 9 草加西 4752 相馬 悠花(3) ｿｳﾏ ﾕｳｶ 4:36.74

1273 中澤 花音(3) ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 4764 野村 綺楽(3) ﾉﾑﾗ ｷﾗ
1268 山田 結夏(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲｶ 4747 川口 夏鈴(2) ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾘﾝ
1271 駒井 理緒(2) ｺﾏｲ ﾘｵ 4741 中村 愛未(2) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ

2 春日部共栄 DNS 9 2 埼玉平成 2918 竹下 美咲(2) ﾀｹｼﾀ ﾐｻｷ 4:44.04

2913 山影 咲枝(3) ﾔﾏｶｹﾞ ｻｴ
2916 加賀美 詩乃(2) ｶｶﾞﾐ ｼﾉ
2920 吉田 朱里(2) ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ

7組 8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 聖望 1113 鈴木 絢子(3) ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 4:05.08 1 7 浦和一女 3 碓井 夕莉(3) ｳｽｲ ﾕｳﾘ 4:05.25

1115 立石 ひより(3) ﾀﾃｲｼ ﾋﾖﾘ q 9 元吉 梨絵(3) ﾓﾄﾖｼ ﾘｴ q
1121 阿部 優良(2) ｱﾍﾞ ﾕﾗ 6 安藤 珠希(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾏｷ
1117 片桐 咲希(3) ｶﾀｷﾞﾘ ｻｷ 20 米山 実鈴(2) ﾖﾈﾔﾏ ﾐｽｽﾞ

2 5 浦和南 1635 谷口 もも(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ 4:07.01 2 4 草加 1303 赤澤 花苗(2) ｱｶｻﾞﾜ ﾊﾅｴ 4:14.37

1623 柏原 梨乃(2) ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘﾉ 1291 宮崎 眞希(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｷ
1624 木村 美乃里(3) ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ 1304 筒井 夏希(2) ﾂﾂｲ ﾅﾂｷ
1621 佐々木 乃愛(3) ｻｻｷ ﾉｱ 1292 前田 向日葵(3) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ

3 6 春日部東 3603 樋江井 鈴夏(3) ﾋｴｲ ｽｽﾞﾅ 4:08.71 3 5 川口北 3151 小林 瞳子(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｺ 4:14.76

3605 飯久保 南美(3) ｲｲｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 3155 大内 奏愛(2) ｵｵｳﾁ ｶﾅｴ
3604 澁谷 愛(3) ｼﾌﾞﾔ ｱｲ 3157 福富 彩夢(2) ﾌｸﾄﾐ ｱﾑ
3606 小沼 凜音(3) ｵﾇﾏ ﾘﾝﾈ 3156 田中 綺音(2) ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ

4 7 所沢 826 小高 優貴美(3) ｵﾀﾞｶ ﾕｷﾐ 4:27.08 4 3 桶川 2192 細野 汐利(3) ﾎｿﾉ ｼｵﾘ 4:26.90

828 川村 凜乃(1) ｶﾜﾑﾗ ﾘﾉ 2194 大黒 亜衣(2) ｵｵｸﾛ ｱｲ
830 松長 美奈(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾅ 2198 鈴木 澄香(1) ｽｽﾞｷ ｽﾐｶ
824 伊藤 倫(2) ｲﾄｳ ﾘﾝ 2193 吉田 千夏(3) ﾖｼﾀﾞ ﾁｶ

5 8 川口 5673 池田 暖菜(3) ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾅ 4:29.65 5 6 所沢西 2678 松本 凛花(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝｶ 4:28.29

5672 川名 成実(3) ｶﾜﾅ ﾅﾙﾐ 2676 新井 夏妃(2) ｱﾗｲ ﾅﾂｷ
5674 三本木 奈生(2) ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ﾅｵ 2682 田中 咲子(1) ﾀﾅｶ ｻｷｺ
5671 石田 新子(3) ｲｼﾀﾞ ﾜｶｺ 2685 広野 果南子(1) ﾋﾛﾉ ｶﾅｺ

6 9 本庄一 1148 小林 志穂(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾎ 4:37.85 6 9 所沢中央 4201 福井 華奈(2) ﾌｸｲ ﾊﾅ 4:29.64

1147 須藤 美姫(3) ｽﾄｳ ﾐｷ 4224 国府田 萌(3) ｺｳﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
1149 萩原 朱莉愛(3) ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭﾘｱ 4229 山田 香蘭(3) ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ
1157 神谷 寧々佳(3) ｶﾐﾀﾆ ﾈﾈｶ 4222 藤井 実由(3) ﾌｼﾞｲ ﾐﾕ

7 1 武南 1714 岡 和花(3) ｵｶ ﾉﾄﾞｶ 4:41.55 7 8 朝霞 1556 生井 紗貴(3) ﾅﾏｲ ｻｷ 4:33.54

1717 倉林 真歩(2) ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 1552 益田 望羽(3) ﾏｽﾀﾞ ﾐｳ
1713 阿部 舞花(3) ｱﾍﾞ ﾏｲｶ 1559 阿部 美友(3) ｱﾍﾞ ﾐﾕ
1712 林 愛華(3) ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 1555 小津 亜希子(3) ｵｽﾞ ｱｷｺ

3 国際学院 DNS 8 2 上尾南 3721 吉田 夢奈(3) ﾖｼﾀﾞ ﾕﾒﾅ 4:38.69

3724 佐野 綾香(2) ｻﾉ ｱﾔｶ
3722 西村 夏南(3) ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾐ
3723 武田 千怜(3) ﾀｹﾀﾞ ﾁｻﾄ

4 不動岡 DNS 9 1 大宮商 770 岸 真佑(2) ｷｼ ﾏﾕ 4:59.64

773 杉本 凜紅(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｸ
771 山﨑 優菜(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ
775 福原 桃香(1) ﾌｸﾊﾗ ﾓﾓｶ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



 女子4X400mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)           3:37.86     筬島･新宮･高橋･三木(大阪・東大阪大敬愛)2009
埼玉県高校新記録(SH)       3:43.23     タネル　吉田　大野　塩味(埼玉・埼玉栄)2019 5月12日 11:05 予　選
大会記録(GR)               3:46.56     芝田・鬼塚・池田・鈴木(埼玉・埼玉栄)  2014 5月12日 15:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 埼玉栄 3037 松田 菜帆(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ 3:51.71

3032 大谷 くる美(3) ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ
3033 中本 葵(3) ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ
3034 タネル 舞璃乃(3) ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ

2 5 大宮東 4232 長島 ありさ(2) ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ 3:51.99

4258 松野 小梅(2) ﾏﾂﾉ ｺｳﾒ
4248 石井 梓(3) ｲｼｲ ｱｽﾞｻ
4233 山内 そよ(2) ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ

3 6 花咲徳栄 4658 小澤 ののか(3) ｵｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 3:52.18

4659 柿﨑 眸(3) ｶｷｻﾞｷ ﾋﾄﾐ
4653 坂本 優(3) ｻｶﾓﾄ ﾕｳ
4651 新戸 怜音(3) ｼﾝﾄ ﾚﾈ

4 7 昌平 2804 大竹 陽咲(3) ｵｵﾀｹ ﾋｻｷ 3:55.21

2801 海老原 聖花(3) ｴﾋﾞﾊﾗ ｾｲｶ
3 丹羽 遥奈(3) ﾆﾜ ﾊﾙﾅ

2791 新井 保和菜(3) ｱﾗｲ ﾎﾜﾅ
5 8 伊奈学園総合 5176 木村 愛(3) ｷﾑﾗ ｱｲ 3:55.30

5171 楠 明莉(2) ｸｽ ｱｶﾘ
5179 内田 実咲(2) ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ
5163 中野 美貴(3) ﾅｶﾉ ﾐｷ

6 9 豊岡 692 坂本 風詩子(3) ｻｶﾓﾄ ﾌｳｺ 4:00.97

696 吉永 葉月(2) ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾂﾞｷ
700 三橋 陽菜(2) ﾐﾂﾊｼ ﾋﾅ
695 本橋 璃子(2) ﾓﾄﾊｼ ﾘｺ

7 3 聖望 1116 石田 紗弓(3) ｲｼﾀﾞ ｻﾕﾐ 4:04.17

1115 立石 ひより(3) ﾀﾃｲｼ ﾋﾖﾘ
1121 阿部 優良(2) ｱﾍﾞ ﾕﾗ
1117 片桐 咲希(3) ｶﾀｷﾞﾘ ｻｷ

2 浦和一女 3 碓井 夕莉(3) ｳｽｲ ﾕｳﾘ DQ,T1

9 元吉 梨絵(3) ﾓﾄﾖｼ ﾘｴ
20 米山 実鈴(2) ﾖﾈﾔﾏ ﾐｽｽﾞ
6 安藤 珠希(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾏｷ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



 女子走高跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)              1m90     佐藤　恵(新潟・沼垂)                  1983
埼玉県高校新記録(SH)          1m80     船越　紀子(埼玉・埼玉栄)              1988
大会記録(GR)                  1m75     竹内　萌(埼玉・本庄一)                2016 5月9日 11:00 決　勝

決　勝　

ｵｶﾉ ﾐｻｷ － － － － － － ○ × ○

1 56 3031 岡野 弥幸(3) 埼玉栄 × ○ ○ × × × 1m73
ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ － － － － ○ ○ ○ × ○

2 55 1711 岡田 萌花(3) 武南 × × ○ × × × 1m70
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ － － － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

3 54 2646 渡辺 彩希(3) 坂戸西 1m64
ｱﾍﾞ ﾕｳ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

4 52 178 阿部 友(2) 松山女 1m61
ﾅｶﾑﾗ ﾆｺ － ○ ○ × ○ × × ○ ○ × × ×

5 49 3192 中村 仁胡(1) 所沢北 1m61
ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ － － － × × ○ × × ○ ○ × × ×

6 50 1112 榎本 リサ(3) 聖望 1m61
ｻｸﾗｲ ｶﾉﾝ － － ○ × × ○ ○ × ○ × × ×

7 53 2802 櫻井 架希(3) 昌平 1m61
ｵｵｸﾎﾞ ｾｲﾗ － ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

8 51 2539 大久保 静羅(1) 本庄東 1m61
ｶﾜｾ ﾆｺ － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

9 44 4981 川瀬 仁香(1) 早大本庄 1m58
ｱｷﾓﾄ ｻｴ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

10 48 3055 秋元 彩詠(1) 埼玉栄 1m58
ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾕｳ － ○ ○ × × ×

11 3 3880 杉山 きゆう(3) ふじみ野 1m50
ｱｲﾀﾞ ﾕﾗ ○ ○ ○ × × ×

11 38 1138 相田 優良(1) 聖望 1m50
ｵｵﾀｶ ｱﾔｶ － ○ × ○ × × ×

13 36 5180 大高 文華(2) 伊奈学園総合 1m50
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕｽﾞｷ ○ ○ × ○ × × ×

13 42 5178 長濱 柚葵(3) 伊奈学園総合 1m50
ｽｽﾞｷ ﾓﾈ － － × ○ × × ×

13 45 5182 鈴木 百音(2) 伊奈学園総合 1m50
ｵｶﾞﾜ ﾘﾝｶ ○ × ○ × ○ × × ×

16 41 3608 小川 梨夏(3) 春日部東 1m50
ﾖｼｵｶ ﾌｳｶ ○ ○ × × ○ × × ×

17 39 5372 吉岡 楓花(1) 自由の森 1m50
ﾏｴﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ ○ ○ × × ○ × × ×

17 46 1292 前田 向日葵(3) 草加 1m50
ｶﾈｺ ﾆｲﾅ － ○ × × ×

19 4 2807 金子 新菜(3) 昌平 1m45
ｼｼｸﾗ ｺﾕｷ ○ ○ × × ×

19 20 2677 獅子倉 心雪(2) 所沢西 1m45
ｵｸﾞﾗ ﾘﾝ ○ ○ × × ×

19 24 3852 小倉 凛(2) 鷲宮 1m45
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓﾓｶ ○ ○ × × ×

19 30 4748 水口 萌々香(2) 草加西 1m45
ｼﾝﾀﾆ ｱﾐ ○ ○ × × ×

19 33 32 新谷 彩未(3) 熊谷女 1m45
ｶﾄｳ ｼﾎ ○ ○ × × ×

19 35 1720 加藤 志歩(2) 武南 1m45
ﾆｼﾀﾞ ｴﾘｲ ○ ○ × × ×

19 43 1057 西田 恵梨衣(3) 上尾 1m45
ﾀﾊﾞﾀ ｱﾐﾝ × ○ ○ × × ×

26 29 4412 田畑 愛海(3) 松伏 1m45
ﾉｼﾞﾏ ﾐｻｷ × ○ ○ × × ×

26 32 180 野島 彩希(3) 松山女 1m45
ﾋﾗｺ ﾊﾙｶ ○ × ○ × × ×

28 28 3054 平子 遙夏(1) 埼玉栄 1m45
ｲﾘｻﾜ ﾐｽﾞｷ ○ × ○ × × ×

28 47 5515 入澤 瑞紀(3) 東野 1m45
ｽﾄｳ ｲｽﾞﾐ ○ × × ○ × × ×

30 31 3607 須藤 和泉(3) 春日部東 1m45
ﾏﾁﾀﾞ ﾙﾘｶ ○ × × ○ × × ×

30 37 251 町田 瑠璃華(1) 不動岡 1m45
ｱﾗｲ ﾁﾊﾙ × ○ × × ○ × × ×

32 26 127 新井 千晴(3) 春日部女 1m45
ｳﾁﾀﾞ ﾓﾅﾐ × ○ × × ○ × × ×

32 34 1170 内田 苺那美(1) 本庄一 1m45
ｲｲﾉ ﾐﾂｷ ○ × × ×

34 1 1392 飯野 光希 星野 1m40

1m61 1m64 1m67
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m45

1m73

1m50

1m76

1m55 1m58
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m40

1m70

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 女子走高跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)              1m90     佐藤　恵(新潟・沼垂)                  1983
埼玉県高校新記録(SH)          1m80     船越　紀子(埼玉・埼玉栄)              1988
大会記録(GR)                  1m75     竹内　萌(埼玉・本庄一)                2016 5月9日 11:00 決　勝

決　勝　

1m61 1m64 1m67
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m45

1m73

1m50

1m76

1m55 1m58
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m40

1m70

ｼﾅｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ ○ × × ×

34 18 1027 品川 夏実(2) 蕨 1m40
ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾈ ○ × × ×

34 21 5042 森田 捺音(1) 秋草 1m40
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳｶ ○ × × ×

34 40 2075 水上 侑香(2) 越谷北 1m40
ﾔﾏﾉ ｷｮｳｶ × × ○ × × ×

38 13 4931 山野 杏果(2) 浦和東 1m40
ｲｼｲ ﾉﾝﾉ × × ○ × × ×

38 22 2556 石井 暖乃(3) 越谷西 1m40
ｵｶﾉ ﾐｷ × × ×

2 5014 岡野 美希(2) 西武文理 NM
ｶｲﾊﾞﾗ ﾅﾂﾒ × × ×

6 3152 貝原 夏芽(3) 川口北 NM
ﾊﾔｼ ﾅﾅﾊ × × ×

9 39 林 奈々葉(2) 熊谷女 NM
ｼﾗｲ ﾕﾐ × × ×

10 5058 白井 裕美(3) 秋草 NM
ｻﾄｳ ﾕﾅ × × ×

14 655 佐藤 優凪(3) 川越総合 NM
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾕｶ × × ×

16 3441 丸山 歩華(1) 川越南 NM
ﾐﾈ ｱﾔﾈ × × ×

19 2088 峯 彩寧(3) 越谷北 NM
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｺ × × ×

23 1820 宮﨑 莉子(3) 山村 NM
ｲｼｲ ﾗﾝｺ × × ×

25 3888 石井 覽子(2) ふじみ野 NM
ﾔﾀｶﾞｲ ﾋﾅ

5 3616 谷田貝 日南(2) 春日部東 DNS
ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ

7 5395 岡田 夢菜(1) 東京農大三 DNS
ﾏﾂｲ ｻﾖｺ

8 5004 松井 小夜子(3) 早大本庄 DNS
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾒｲｺ

11 33 本島 芽衣子(3) 熊谷女 DNS
ﾖﾈﾔﾏ ﾐｽｽﾞ

12 20 米山 実鈴(2) 浦和一女 DNS
ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾐ

15 2313 中村 愛百美(3) 八潮 DNS
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

17 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南 DNS
ﾔﾏｶﾞ ｲﾛﾊ

27 3885 山賀 彩葉(2) ふじみ野 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 女子棒高跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)              4m13     古林　愛理(兵庫・明石商)              2020
埼玉県高校新記録(SH)          3m85     橋本　直(埼玉・越谷南)                2017
大会記録(GR)                  3m71     橋本　直(埼玉・越谷南)                2017 5月10日 11:00 決　勝

決　勝　

ｾｷｸﾞﾁ ｻｷ － － － － － － ○ ○

1 14 248 関口 彩貴(3) 不動岡 × ○ ○ ○ × × × 3m60
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲﾘ － － × ○ － ○ × ○ ○ r

2 13 4243 渡邊 冴璃(1) 大宮東 3m20
ﾀﾊﾞﾀ ｱｽﾐ － － － － × ○ ○ × ○ × r

3 10 5732 田畠 杏純(3) いずみ 3m20
ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｶ － － － ○ ○ ○ × × ×

4 12 128 松村 遥香(3) 春日部女 3m10
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾗ － － × ○ × ○ ○ ○ × × ×

5 11 3631 山口 悠来(2) 白岡 3m10
ﾈﾓﾄ ﾓｴ － ○ ○ ○ ○ × × ×

6 9 3274 根本 萌衣(2) 越谷南 3m00
ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾅﾀ × ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

7 8 3576 馬場 ひなた(1) 草加南 2m90
ｼﾏﾀﾞ ｻｸﾗ － ○ × ○ × × ×

8 1 3575 島田 咲良(1) 草加南 2m80
ｲﾜﾀ ｷﾖｶ ○ ○ × × ×

9 7 402 岩田 淑美(1) 久喜 2m60
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾈ × ○ ○ × × ×

10 4 244 小林 彩音(3) 不動岡 2m60
ｱｻﾔﾏ ﾕｳｶ × × ○ ○ × × ×

11 6 2312 浅山 優花(3) 八潮 2m60
ﾘｭｳﾁ ﾐﾂﾞｷ ○ × × ×

12 5 250 龍地 美月(3) 不動岡 2m40
ﾊﾟｶﾞﾉｯﾃｨ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾗｻﾄ × × ×

2 2912 パガノッティ ガブリエラサト(3) 埼玉平成 NM
ﾔﾏｶｹﾞ ｻｴ × × ×

3 2913 山影 咲枝(3) 埼玉平成 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m40

3m40

2m60

3m50

2m80

3m60

2m90

3m72

3m00 3m10 3m20 3m30
記録 ｺﾒﾝﾄ

凡例  NM:記録なし



 女子走幅跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)              6m44     中野　瞳(兵庫・長田)                  2007
日本高校記録(HR)              6m44     高良　彩花(兵庫・園田学園)            2018
埼玉県高校新記録(SH)          6m38     高松　仁美(埼玉・春日部東)            1992
大会記録(GR)                  6m18     城島　直美(埼玉・埼玉栄)              1985 5月11日 10:30 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

ﾊﾞﾊﾞ ｻﾔｶ 5m72 × 5m75 5m75 8 × 5m73 5m68 5m75
1 59 872 馬場 彩香(3) 川口市立 -0.5 -0.9 -0.9 -0.7 -1.6 -0.9

ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ 5m49 5m47 5m39 5m49 4 5m45 × 5m70 5m70
2 61 6087 橋本 結空(2) 国際学院 -0.9 -0.5 -1.1 -0.9 -1.7 -1.0 -1.0

ｷﾑﾗ ｱｲ 5m31 5m62 5m18 5m62 7 5m36 5m29 5m27 5m62
3 54 5176 木村 愛(3) 伊奈学園総合 -0.7 -1.3 -0.4 -1.3 -1.1 +1.1 +0.5 -1.3

ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ × 5m57 × 5m57 6 5m59 × × 5m59
4 60 5179 内田 実咲(2) 伊奈学園総合 -0.9 -0.9 -0.3 -0.3

ｻｶｲ ｱﾔﾈ × × 5m53 5m53 5 5m27 5m09 × 5m53
5 58 871 阪井 文音(3) 川口市立 -1.2 -1.2 -0.9 -0.7 -1.2

ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ × 5m25 5m25 5m25 1 × × 5m45 5m45
6 55 1113 鈴木 絢子(3) 聖望 -0.8 -0.4 -0.8 -0.2 -0.2

ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ × 5m21 5m41 5m41 3 5m37 5m31 5m42 5m42
7 50 177 田中 美憂(2) 松山女 -0.5 -0.6 -0.6 -1.1 -1.3 -0.3 -0.3

ｻﾄｳ ｿﾗ × 5m37 5m31 5m37 2 5m30 5m37 5m32 5m37
8 56 873 佐藤 遥空(3) 川口市立 -1.1 -0.8 -1.1 -1.2 -0.9 -1.1 -1.1

ｶｲﾄｳ ﾅﾂｷ 5m14 5m24 5m16 5m24 5m24
9 57 2806 海藤 夏姫(3) 昌平 -0.8 -1.3 -0.8 -1.3 -1.3

ﾑﾗｺｼ ﾐﾔｺ 5m22 5m20 4m93 5m22 5m22
10 47 6086 村越 京(2) 国際学院 -0.8 -1.3 -0.8 -0.8 -0.8

ﾑｷﾞﾀﾆ ﾏﾋﾛ 5m17 × × 5m17 5m17
11 53 5183 麦谷 茉優(2) 伊奈学園総合 -0.4 -0.4 -0.4

ｵｵｸﾞﾁ ﾐﾕｶ × 5m15 4m92 5m15 5m15
12 36 4663 大口 未結花(2) 花咲徳栄 -0.9 -0.8 -0.9 -0.9

ｵﾇﾏ ﾘﾝﾈ 5m14 × 4m84 5m14 5m14
13 42 3606 小沼 凜音(3) 春日部東 -1.3 -1.1 -1.3 -1.3

ﾓﾘﾓﾄ ﾁｻﾄ 4m98 × 5m11 5m11 5m11
14 18 5468 森元 知里(3) 和光国際 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1

ｶｸﾀ ｼｽﾞｸ 5m08 5m03 4m86 5m08 5m08
15 39 4250 角田 穏紅(3) 大宮東 -0.9 -0.5 -1.0 -0.9 -0.9

ｻﾄｳ ﾙﾅ 4m66 5m03 × 5m03 5m03
16 31 199 佐藤 瑠南(2) 深谷一 -1.3 -0.5 -0.5 -0.5

ｲｼｶﾜ ﾘｺ × 3m68 5m02 5m02 5m02
17 41 2538 石川 莉子(1) 本庄東 -1.0 0.0 0.0 0.0

ｶﾈｺ ｻﾕ 4m86 4m96 × 4m96 4m96
18 27 3186 金子 紗夕(2) 所沢北 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7

ｲﾄｳ ｻﾄｴ 4m57 4m96 4m82 4m96 4m96
19 22 2530 伊東 里笑(2) 本庄東 -1.4 0.0 +0.7 0.0 0.0

ｲｼｲ ﾅｺﾞﾐ 4m94 4m95 4m76 4m95 4m95
20 8 162 石井 なごみ(3) 松山女 -1.2 -2.1 -0.8 -2.1 -2.1

ｽｽﾞｷ ﾏｲｶ × 4m95 4m91 4m95 4m95
21 52 2795 鈴木 麻衣香(2) 昌平 -0.7 -1.1 -0.7 -0.7

ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 4m77 4m95 4m86 4m95 4m95
22 34 697 遠藤 彩華(2) 豊岡 -0.7 -0.5 -0.9 -0.5 -0.5

ｲﾜﾀ ﾎﾉｶ 4m95 × × 4m95 4m95
23 32 1627 岩田 歩花(3) 浦和南 +0.3 +0.3 +0.3

ｻﾄﾞ ｸﾚﾊ × 4m94 × 4m94 4m94
24 44 1716 佐渡 紅葉(3) 武南 -0.8 -0.8 -0.8

ｻﾄｳ ﾏｲｶ 4m82 4m77 4m92 4m92 4m92
25 43 494 佐藤 舞佳(3) 大宮 -0.7 -1.4 -0.5 -0.5 -0.5

ｽﾄｳ ｱｲｶ × 4m85 4m84 4m85 4m85
26 30 2671 須藤 愛香(3) 所沢西 -1.0 -0.8 -1.0 -1.0

ｿﾘﾏﾁ ﾐｳﾅ 4m85 4m53 4m37 4m85 4m85
27 11 289 反町 美羽菜(2) 本庄 -0.5 -0.9 -0.3 -0.5 -0.5

ﾀｶｵｶ ﾘﾅ 4m81 4m84 4m74 4m84 4m84
28 28 1403 高岡 里奈(1) 星野 -0.5 -0.8 -1.2 -0.8 -0.8

ｶﾄｳ ｱｽﾐ × 4m84 4m70 4m84 4m84
29 33 40 加藤 有純(1) 熊谷女 -1.8 -0.8 -1.8 -1.8

ﾋﾛﾀ ﾉｿﾞﾐ 4m82 × 4m69 4m82 4m82
30 37 126 廣田 夢(3) 春日部女 -0.6 -1.1 -0.6 -0.6

ｼﾐｽﾞ ﾒｲｺ 4m61 4m79 4m69 4m79 4m79
31 35 4223 清水 銘子(3) 所沢中央 -1.3 -0.4 -0.8 -0.4 -0.4

ｸﾆｼﾏ ﾐﾂﾞｷ 4m68 4m77 × 4m77 4m77
32 17 1053 國嶋 美月(3) 上尾 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾅ × 4m74 4m76 4m76 4m76
33 29 5469 中川 優那(3) 和光国際 -0.4 -0.8 -0.8 -0.8

ﾖｼﾉ ｱﾔｶ 4m76 4m58 4m52 4m76 4m76
34 24 4251 吉野 彩花(3) 大宮東 -0.9 -0.7 -0.4 -0.9 -0.9

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 女子走幅跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)              6m44     中野　瞳(兵庫・長田)                  2007
日本高校記録(HR)              6m44     高良　彩花(兵庫・園田学園)            2018
埼玉県高校新記録(SH)          6m38     高松　仁美(埼玉・春日部東)            1992
大会記録(GR)                  6m18     城島　直美(埼玉・埼玉栄)              1985 5月11日 10:30 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

ｼﾛﾉ ｶﾅｴ × 4m72 4m74 4m74 4m74
35 20 3044 城野 伽奈恵(3) 埼玉栄 -0.5 -1.2 -1.2 -1.2

ﾀｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ × × 4m74 4m74 4m74
36 48 3886 田島 実波(2) ふじみ野 -0.6 -0.6 -0.6

ｲﾏｲ ｻｸﾗｺ 4m60 4m72 4m63 4m72 4m72
37 19 5673 今井 桜子(3) 川口 -0.6 -1.4 -0.7 -1.4 -1.4

ﾌｸｲ ﾊﾅ × 4m72 4m61 4m72 4m72
38 23 4201 福井 華奈(2) 所沢中央 0.0 -0.6 0.0 0.0

ｾｷｸﾞﾁ ﾕｶ × 4m50 4m69 4m69 4m69
39 10 2854 関口 優香(2) 春日部共栄 -1.1 -0.4 -0.4 -0.4

ﾔﾏｼﾀ ｱﾐ 4m52 × 4m67 4m67 4m67
40 7 195 山下 愛未(3) 深谷一 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾈ 4m46 × 4m66 4m66 4m66
41 16 669 山口 綾音(2) 幸手桜 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2

ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ 4m64 4m57 4m57 4m64 4m64
42 21 3406 中田 陽菜(2) 熊谷西 -0.2 -0.9 +0.3 -0.2 -0.2

ﾔﾏｿﾞｴ ｱｵ 4m37 4m60 × 4m60 4m60
43 26 163 山副 杏和(2) 松山女 -1.3 -0.1 -0.1 -0.1

ﾔｼﾞﾏ ﾕｷﾉ 4m59 × × 4m59 4m59
44 4 297 矢嶋 薫乃(3) 本庄 -1.1 -1.1 -1.1

ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ 4m52 4m50 4m51 4m52 4m52
45 9 691 齊藤 わかな(3) 豊岡 -1.0 -0.7 -0.6 -1.0 -1.0

ﾅﾏｲ ﾕｳｷ × 4m36 4m49 4m49 4m49
46 5 3363 生井 優希(2) 栗橋北彩 -0.8 -1.0 -1.0 -1.0

ｾﾉｳ ﾓﾓｶ 4m21 4m37 4m45 4m45 4m45
47 15 3602 瀬能 百香(3) 春日部東 -0.7 -0.4 -1.4 -1.4 -1.4

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ × × 4m43 4m43 4m43
48 13 1239 小林 未佳(3) 狭山ヶ丘 -0.9 -0.9 -0.9

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵ × 4m33 × 4m33 4m33
49 12 825 山口 直(3) 所沢 -0.6 -0.6 -0.6

ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｶ 4m22 4m26 4m26 4m26 4m26
50 3 3407 藤澤 祐香(2) 熊谷西 -1.1 -1.0 -0.8 -1.0 -1.0

ﾓﾘｼﾀ ｷｷ 4m14 4m01 4m21 4m21 4m21
51 6 4749 森下 葵喜(2) 草加西 -0.6 -2.0 -1.3 -1.3 -1.3

ｺﾆｼ ﾋﾋﾞｷ × × 3m71 3m71 3m71
52 1 5011 小西 響(3) 西武文理 -0.6 -0.6 -0.6

ｵｶﾉ ﾐｷ 3m43 3m45 3m50 3m50 3m50
53 2 5014 岡野 美希(2) 西武文理 -0.9 -1.7 -0.4 -0.4 -0.4

ｸﾛﾀﾞ ﾘｵ × × ×
46 3843 黒田 理桜(3) 鷲宮 NM

ｽｷﾞｸﾞﾁ ﾐﾗｲ

14 5296 杉口 みらい(3) 東京農大三 DNS
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

25 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 DNS
ﾀｸﾞﾁ ﾕﾗ

38 6088 田口 侑楽(1) 国際学院 DNS
ﾀﾅｶ ﾜｶﾊﾞ

40 2 田中 若葉(3) 浦和一女 DNS
ｼｵﾀﾆ ｱﾔﾈ

45 122 塩谷 文音(3) 春日部女 DNS
ﾆｼﾀﾞ ﾚｲﾅ 

49 4253 西田 礼菜(2) 大宮東 DNS
ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾚﾅ

51 3039 パトリック レナ(3) 埼玉栄 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 女子三段跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             12m96     河添　千秋(愛媛・松山北)              2018
埼玉県高校新記録(SH)         12m57     藤田　弥生(埼玉・久喜)                1991
大会記録(GR)                 12m27     斉藤　萌乃(埼玉・伊奈学園総合)        2014 5月12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

ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ 12m10 11m51 × 12m10 8 12m07 × × 12m10
1 1 177 田中 美憂(2) 松山女 +0.2 +0.2 +0.2 +0.3 +0.2

ｶｲﾄｳ ﾅﾂｷ 11m84 × × 11m84 7 11m62 × 11m50 11m84
2 54 2806 海藤 夏姫(3) 昌平 +0.1 +0.1 +1.0 +0.7 +0.1

ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾚﾅ 10m97 11m35 10m56 11m35 6 10m99 10m92 10m93 11m35
3 53 3039 パトリック レナ(3) 埼玉栄 -0.6 +0.5 -1.6 +0.5 +0.6 -1.0 +1.0 +0.5

ﾀﾅｶ ﾜｶﾊﾞ × 11m34 11m06 11m34 5 11m11 11m07 11m33 11m34
4 52 2 田中 若葉(3) 浦和一女 +1.1 -1.8 +1.1 -0.8 -0.7 +1.1 +1.1

ｽｷﾞｳﾁ ﾐﾗｲ 11m12 10m95 × 11m12 4 10m18 × 10m45 11m12
5 2 5296 杉内 みらい(3) 東京農大三 +1.6 -2.0 +1.6 -2.3 -1.3 +1.6

ｱｶﾏﾂ ﾐｸ 10m87 10m76 10m46 10m87 3 10m58 10m41 10m96 10m96
6 47 5175 赤松 美空(3) 伊奈学園総合 +1.3 0.0 -2.1 +1.3 +1.1 -2.3 -0.1 -0.1

ｽﾄｳ ｲｽﾞﾐ 10m83 10m62 10m54 10m83 2 × 10m51 10m26 10m83
7 46 3607 須藤 和泉(3) 春日部東 +2.0 +0.8 -1.0 +2.0 +0.4 -2.5 +2.0

ｽﾅﾀﾞ ﾕﾒｺ 10m79 10m55 10m46 10m79 1 10m36 × 10m69 10m79
8 40 67 砂田 優萌子(3) 川越女 +1.5 0.0 +0.5 +1.5 -0.4 -1.4 +1.5

ｲｼｲ ﾅｺﾞﾐ 10m79 10m46 10m42 10m79 10m79
9 49 162 石井 なごみ(3) 松山女 +0.7 -0.7 -1.5 +0.7 +0.7

ｼｵﾀﾆ ｱﾔﾈ × 10m58 10m77 10m77 10m77
10 50 122 塩谷 文音(3) 春日部女 +0.1 -0.4 -0.4 -0.4

ｸﾆｼﾏ ﾐﾂﾞｷ 10m30 10m69 10m62 10m69 10m69
11 42 1053 國嶋 美月(3) 上尾 +0.7 0.0 +1.8 0.0 0.0

ｵｶﾞﾜ ﾏﾘﾙ 10m53 10m64 10m64 10m64 10m64
12 45 5181 小川 真里瑠(2) 伊奈学園総合 +0.3 +1.5 -1.5 +1.5 +1.5

ｶﾈｺ ｻﾕ × 10m53 10m59 10m59 10m59
13 38 3186 金子 紗夕(2) 所沢北 +1.1 0.0 0.0 0.0

ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 10m56 10m54 10m19 10m56 10m56
14 48 697 遠藤 彩華(2) 豊岡 +1.7 +0.9 -1.2 +1.7 +1.7

ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ 10m17 10m55 10m12 10m55 10m55
15 35 3406 中田 陽菜(2) 熊谷西 -0.4 0.0 +0.1 0.0 0.0

ﾖｼﾉ ｱﾔｶ 10m34 10m39 10m45 10m45 10m45
16 44 4251 吉野 彩花(3) 大宮東 +1.3 +1.3 -0.1 -0.1 -0.1

ﾏﾂｵ ﾕｳﾅ 10m17 10m45 9m54 10m45 10m45
17 36 4799 松尾 由奈(3) 入間向陽 -0.3 +0.8 +0.6 +0.8 +0.8

ｻﾄｳ ﾏｲｶ 10m04 × 10m43 10m43 10m43
18 37 494 佐藤 舞佳(3) 大宮 +0.2 +0.5 +0.5 +0.5

ｻｶﾈ ｷｮｳｶ 10m23 10m09 10m36 10m36 10m36
19 41 5731 坂根 杏佳(3) いずみ +0.9 +0.5 +1.6 +1.6 +1.6

ｲﾜﾀ ﾎﾉｶ 10m05 10m34 10m19 10m34 10m34
20 33 1627 岩田 歩花(3) 浦和南 +0.3 +0.9 -1.5 +0.9 +0.9

ｵｵｸﾞﾁ ﾐﾕｶ 10m33 10m20 9m98 10m33 10m33
21 51 4663 大口 未結花(2) 花咲徳栄 +0.6 +2.1 -1.1 +0.6 +0.6

ﾔﾏｿﾞｴ ｱｵ 10m19 × 10m32 10m32 10m32
22 43 163 山副 杏和(2) 松山女 +0.8 -0.3 -0.3 -0.3

ｺｳﾀｹ ﾐｸ 10m25 10m03 9m96 10m25 10m25
23 39 5472 高武 未来(2) 和光国際 +1.0 +0.3 0.0 +1.0 +1.0

ﾂﾖｼ ﾕﾂﾞｷ 10m17 × × 10m17 10m17
24 32 70 津吉 悠月(3) 川越女 -0.2 -0.2 -0.2

ﾓﾄｼﾞﾏ ﾒｲｺ 10m12 9m32 10m12 10m12
25 25 33 本島 芽衣子(3) 熊谷女 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

ﾏﾂｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 10m06 9m63 9m80 10m06 10m06
26 29 4252 松﨑 奈々美(3) 大宮東 -0.2 +1.2 -0.1 -0.2 -0.2

ﾋﾀﾞｶ ﾕﾒﾊ 9m93 9m96 9m30 9m96 9m96
27 28 6067 日髙 夢羽(2) 国際学院 -0.1 +0.3 -1.0 +0.3 +0.3

ﾋﾛﾀ ﾉｿﾞﾐ 9m81 9m95 9m81 9m95 9m95
28 23 126 廣田 夢(3) 春日部女 +1.1 +1.4 +0.3 +1.4 +1.4

ﾅｶﾑﾗ ｼｱﾝ 9m66 9m86 × 9m86 9m86
29 26 5170 中村 汐杏(2) 伊奈学園総合 +0.7 +1.6 +1.6 +1.6

ﾔｻﾞﾜ ﾅﾙﾅ 9m85 9m79 9m74 9m85 9m85
30 22 4833 谷澤 花菜(3) 新座総合 +1.9 +1.0 +1.3 +1.9 +1.9

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾘ 9m81 9m75 9m58 9m81 9m81
31 24 131 大久保 佑莉(2) 春日部女 +0.9 +0.5 +0.5 +0.9 +0.9

ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｶ × 9m76 9m72 9m76 9m76
32 18 3407 藤澤 祐香(2) 熊谷西 0.0 +0.3 0.0 0.0

ｸﾛﾀﾞ ﾁｶｺ 9m75 9m59 9m57 9m75 9m75
33 15 253 黒田 実子(3) 不動岡 +1.4 +1.7 +0.2 +1.4 +1.4

ﾖｼﾀﾞ ｸﾙﾐ × 9m70 9m70 9m70 9m70
34 21 3065 吉田 久瑠美(3) 志木 +3.6 +0.7 +3.6 +0.7

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 女子三段跳
審 判 長：中里　和義
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             12m96     河添　千秋(愛媛・松山北)              2018
埼玉県高校新記録(SH)         12m57     藤田　弥生(埼玉・久喜)                1991
大会記録(GR)                 12m27     斉藤　萌乃(埼玉・伊奈学園総合)        2014 5月12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

ｲｶﾞﾘ ﾐﾅﾐ × 9m41 9m70 9m70 9m70
35 10 1622 猪狩 みなみ(2) 浦和南 -1.0 -0.4 -0.4 -0.4

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵ 9m12 9m65 9m62 9m65 9m65
36 34 825 山口 直(3) 所沢 -0.1 +0.9 -1.9 +0.9 +0.9

ﾔﾏｼﾀ ｱﾐ × 9m45 9m54 9m54 9m54
37 20 195 山下 愛未(3) 深谷一 +1.6 +1.7 +1.7 +1.7

ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ 9m52 9m53 9m41 9m53 9m53
38 9 691 齊藤 わかな(3) 豊岡 +0.7 -0.9 -0.6 -0.9 -0.9

ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 9m42 9m53 9m45 9m53 9m53
39 17 1553 安藤 千紘(3) 朝霞 +1.8 +1.4 -1.0 +1.4 +1.4

ﾓﾘｼﾀ ｷｷ × 9m30 9m47 9m47 9m47
40 14 4749 森下 葵喜(2) 草加西 -1.0 -0.2 -0.2 -0.2

ﾔﾀ ﾏｻｷ 9m32 × 9m09 9m32 9m32
41 12 2420 矢田 雅姫(3) 浦和麗明 +1.6 -0.1 +1.6 +1.6

ﾃｼﾏ ﾓｴｶ 9m29 9m19 9m26 9m29 9m29
42 7 5008 手嶋 萌香(3) 早大本庄 +0.8 -0.1 +0.5 +0.8 +0.8

ﾊﾔｼ ﾅﾅﾊ 9m23 9m05 9m25 9m25 9m25
43 11 39 林 奈々葉(2) 熊谷女 +1.6 -2.3 +0.8 +0.8 +0.8

ﾃﾂﾞｶ ﾕｶﾘ × × 9m22 9m22 9m22
44 5 34 手塚 由(3) 熊谷女 -0.1 -0.1 -0.1

ﾄｸﾔﾏ ﾐｵ 9m17 × × 9m17 9m17
45 13 3295 德山 実桜(3) 越谷南 +1.2 +1.2 +1.2

ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ × × ×
3 1162 山崎 彩矢(3) 本庄一 NM

ﾅﾂｺﾞｴ ﾐﾉﾘ × × ×
6 4838 夏越 穂(2) 新座総合 NM

ｼﾏﾀﾞ ﾏｵ × × ×
19 4667 島田 麻央(2) 花咲徳栄 NM

ｷｸﾁ ﾒｲ × × ×
27 1551 菊地 芽衣(3) 朝霞 NM

ﾅﾏｲ ﾕｳｷ × × ×
30 3363 生井 優希(2) 栗橋北彩 NM

ﾀｹｲ ﾅｵｺ

4 591 竹井 菜緒子(3) 熊谷農 DNS
ｽｽﾞｷ ﾉﾉ

8 3404 鈴木 のの(2) 熊谷西 DNS
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｶ

16 2854 関口 優香(2) 春日部共栄 DNS
ｵﾇﾏ ﾘﾝﾈ

31 3606 小沼 凜音(3) 春日部東 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             15m70     郡　菜々佳(大阪・東大阪大敬愛)        2015
埼玉県高校新記録(SH)         15m27     大野　史佳(埼玉・西武台)              2018
大会記録(GR)                 14m63     市川　貴子(埼玉・埼玉栄)              1993 5月12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

ｵｵｻﾜ ﾕｷﾉ

1 52 4681 大澤 雪乃(3) 西武台 11m71 11m50 11m67 11m71 8 11m58 11m53 12m03 12m03
ｸﾘﾀ ﾐｻｷ

2 49 1984 栗田 美咲(3) 進修館 10m55 10m32 10m97 10m97 7 9m98 11m42 11m61 11m61
ｶｻﾊﾗ ﾘｵ

3 51 4683 笠原 梨緒(3) 西武台 9m84 10m57 10m64 10m64 5 10m83 10m54 11m15 11m15
ｻﾄｳ ﾐｳ

4 50 2674 佐藤 美雨(3) 所沢西 10m15 × × 10m15 1 11m15 10m42 10m72 11m15
ｺｲﾃﾞ ﾘｺ

5 48 2529 小出 琳子(2) 本庄東 10m25 8m90 10m20 10m25 2 10m48 10m97 10m58 10m97
ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ

6 44 699 小泉 穂夏(2) 豊岡 9m04 10m48 10m05 10m48 4 9m54 10m52 10m92 10m92
ﾀﾐﾔ ﾊﾙﾅ

7 46 2679 民谷 遥菜(2) 所沢西 9m74 10m13 10m74 10m74 6 9m77 10m56 10m31 10m74
ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾚﾅ

8 47 3039 パトリック レナ(3) 埼玉栄 9m37 9m89 10m29 10m29 3 10m50 10m72 10m28 10m72
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ

9 45 405 田中 水樹(3) 久喜 9m50 10m11 10m04 10m11 10m11
ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ

10 43 4689 田中 夏海(1) 西武台 9m08 9m75 10m04 10m04 10m04
ｻﾄｳ ｸﾗﾗ 〇

11 1 5025 佐藤 久良々(2) 西武文理 9m18 9m58 9m58 9m58
ﾆｼﾉﾔ ﾄﾓｶ

12 41 3881 西ノ谷 朋香(3) ふじみ野 9m45 9m10 8m76 9m45 9m45
ｱﾍｺﾞ ｵﾘﾋﾞｱ ﾃﾞﾃﾞ 〇

13 39 124 アヘゴ オリビア デデ(3) 春日部女 8m66 9m11 9m11 9m11
ｲｲﾉ ｱｲﾘ 〇

14 34 158 飯野 碧梨(1) 松山女 8m56 8m81 8m81 8m81
ｷﾉｼﾀ ﾘｵﾅ 〇

15 36 4831 木下 璃音菜(2) 新座総合 8m46 8m68 8m68 8m68
ｼｮｳﾉｳ ｼﾎ

16 25 4669 正能 椎帆(3) 花咲徳栄 7m80 8m54 8m59 8m59 8m59
ﾀﾅｶ ﾕﾗ 〇

17 40 3361 田中 夢桜(2) 栗橋北彩 8m00 8m59 8m59 8m59
ｱｲﾀﾞ ﾐｽﾞﾘ

18 38 5067 會田 美水里(2) 秋草 7m82 8m36 8m50 8m50 8m50
ﾏﾂｳﾗ ｱｲﾘ

19 30 2286 松浦 愛理(2) 蓮田松韻 8m24 8m42 8m48 8m48 8m48
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｴ 〇

20 32 254 原田 美恵(2) 不動岡 8m13 8m42 8m42 8m42
ｵｵｶﾜ ﾘｺ

21 35 1681 大川 璃子(3) 浦和実 8m07 8m16 8m34 8m34 8m34
ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾐｺ 〇

22 29 827 川口 裕美子(3) 所沢 6m93 8m34 8m34 8m34
ﾖｼｵｶ ｼｵﾐ 〇 〇

23 37 151 吉岡 汐海(3) 松山女 8m29 8m29 8m29
ﾀｹｲ ﾘｻ 〇

24 27 4 武井 里紗(3) 浦和一女 7m74 8m19 8m19 8m19
ﾌｶﾔ ｱﾕﾐ 〇 〇

25 26 4849 深谷 あゆみ(2) 新座総合 8m18 8m18 8m18
ｵｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 〇

26 18 2889 小澤 和花(2) 獨協埼玉 7m89 8m15 8m15 8m15
ﾄﾐﾀ ﾐｻｷ

27 33 3435 富田 美咲(3) 川越南 7m55 7m53 7m97 7m97 7m97
ﾒｸﾞﾛ ﾅｷﾞ 〇 〇

28 28 2645 目黒 凪(3) 坂戸西 7m88 7m88 7m88
ｾﾉｳ ﾓﾓｶ 〇

29 31 3602 瀬能 百香(3) 春日部東 7m38 7m78 7m78 7m78
ﾋﾗﾔﾏ ﾕﾘ 〇

30 20 1322 平山 友梨(3) 岩槻商 7m47 7m59 7m59 7m59
ｺﾐﾈ ﾕｲﾅ 〇

31 21 3071 小峯 由衣那(2) 志木 7m24 7m52 7m52 7m52
ﾖｼﾉ ｱｲﾘ 〇

32 22 2521 吉野 愛梨(3) 本庄東 7m12 7m48 7m48 7m48
ﾓﾁﾀﾞ ﾜｶﾅ 〇 〇

33 23 592 持田 和奏(3) 熊谷農 7m46 7m46 7m46
ﾅｶ ｱｽﾞﾐ 〇

34 17 5048 仲 杏扇(1) 秋草 × 7m45 7m45 7m45

凡例  DNS:欠場



 女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             15m70     郡　菜々佳(大阪・東大阪大敬愛)        2015
埼玉県高校新記録(SH)         15m27     大野　史佳(埼玉・西武台)              2018
大会記録(GR)                 14m63     市川　貴子(埼玉・埼玉栄)              1993 5月12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

ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ 〇 〇

34 24 2531 高橋 瞳(2) 本庄東 7m45 7m45 7m45
ｸﾛﾀﾞ ｶｺ 〇

36 9 2892 黒田 夏瑚(2) 獨協埼玉 7m02 7m24 7m24 7m24
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ

37 19 362 松本 彩(2) 越ヶ谷 6m70 6m74 7m20 7m20 7m20
ｶﾀｷﾞｼ ﾏﾕｶ 〇 〇

38 11 5065 片岸 万結佳(1) 秋草 7m20 7m20 7m20
ﾖｼﾊﾞ ﾎﾉｶ 〇

39 10 4179 吉場 穂乃翔(1) 三郷北 6m89 7m04 7m04 7m04
ﾂｶｺﾞｼ ﾌｳｶ 〇 〇

40 8 3405 塚越 風香(2) 熊谷西 7m04 7m04 7m04
ﾆｲﾉ ﾐﾂﾞｷ

41 12 4660 新野 美月(3) 花咲徳栄 6m61 6m71 6m81 6m81 6m81
ｸﾄﾞｳ ﾎﾉｶ 〇

42 14 4177 工藤 萌乃佳(2) 三郷北 6m76 6m79 6m79 6m79
ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 〇

43 7 256 鈴木 彩夏(3) 不動岡 6m53 6m73 6m73 6m73
ｲｲﾂﾞｶ ｻｱﾔ 〇

44 6 292 飯塚 紗彩(3) 本庄 × 6m65 6m65 6m65
ﾎﾝﾏ ﾓﾓｶ 〇

45 4 4925 本間 百花(2) 浦和東 4m73 6m37 6m37 6m37
ｵｵﾉ ﾊｽﾐ 〇

46 2 478 大野 葉澄(2) 秩父 6m12 6m25 6m25 6m25
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾘ

47 16 35 伊藤 樹梨(3) 熊谷女 5m92 5m98 6m07 6m07 6m07
ﾋｻﾀｹ ｸﾙﾐ

48 3 590 久武 胡桃(3) 熊谷農 5m85 5m92 5m96 5m96 5m96
ｶｻﾊﾗ ﾋｲﾛ 〇

49 5 285 笠原 陽彩(2) 本庄 5m63 5m91 5m91 5m91
ｵｵﾂｶ ﾕﾐ

13 698 大塚 祐海(2) 豊岡 DNS
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ

15 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄 DNS
ｽｷﾞﾉ ﾐﾔﾋﾞ

42 619 杉野 雅(3) 杉戸農 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             54m00     齋藤　真希(山形・鶴岡工)              2019
埼玉県高校新記録(SH)         48m54     中西　美代子(埼玉・埼玉栄)            1994
大会記録(GR)                 47m14     中西　美代子(埼玉・埼玉栄)            1992 5月10日 14:00 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

ﾆｼﾑﾗ ﾐｵｳ

1 54 4684 西村 実桜(3) 西武台 30m09 36m67 × 36m67 8 37m08 37m39 33m26 37m39
ｸﾘﾀ ﾐｻｷ

2 53 1984 栗田 美咲(3) 進修館 34m60 31m88 32m53 34m60 7 × 34m09 × 34m60
ﾀﾐﾔ ﾊﾙﾅ

3 50 2679 民谷 遥菜(2) 所沢西 30m40 30m28 29m04 30m40 1 34m56 34m12 32m25 34m56
ｵｵｻﾜ ﾕｷﾉ

4 55 4681 大澤 雪乃(3) 西武台 32m82 × 32m50 32m82 5 34m19 31m88 33m59 34m19
ｵｵﾇﾏ ﾕﾅ

5 56 4682 大沼 結菜(3) 西武台 31m82 × 33m73 33m73 6 33m75 32m07 26m61 33m75
ｻﾄｳ ﾐｳ

6 52 2674 佐藤 美雨(3) 所沢西 29m47 27m73 31m92 31m92 4 33m69 28m02 30m95 33m69
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｴ

7 43 254 原田 美恵(2) 不動岡 26m40 27m92 30m57 30m57 2 × 26m40 31m50 31m50
ﾓﾁﾀﾞ ﾜｶﾅ

8 46 592 持田 和奏(3) 熊谷農 30m92 26m11 29m11 30m92 3 × 25m92 30m62 30m92
ﾊﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ

9 48 3443 羽田 瑞穂(3) 川越南 × 28m91 30m34 30m34 30m34
ﾔﾏｵｶ ｱﾝ

10 49 5185 山岡 杏(3) 伊奈学園総合 28m02 29m65 28m17 29m65 29m65
ｸｻﾉ ﾊﾙ

11 51 5184 草野 晴(2) 伊奈学園総合 22m57 29m65 24m13 29m65 29m65
ﾆｼﾉﾔ ﾄﾓｶ

12 47 3881 西ノ谷 朋香(3) ふじみ野 × 29m12 × 29m12 29m12
ｻﾄｳ ｸﾗﾗ

13 1 5025 佐藤 久良々(2) 西武文理 × × 27m86 27m86 27m86
ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾐｺ

14 44 827 川口 裕美子(3) 所沢 24m09 27m27 × 27m27 27m27
ｷﾉｼﾀ ﾘｵﾅ

15 42 4831 木下 璃音菜(2) 新座総合 26m94 × × 26m94 26m94
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 〇

16 39 405 田中 水樹(3) 久喜 × 26m24 26m24 26m24
ﾖｼﾉ ｱｲﾘ

17 35 2521 吉野 愛梨(3) 本庄東 × × 26m03 26m03 26m03
ｷｸﾁ ﾏﾅﾐ 〇 〇

18 34 129 菊池 まなみ(3) 春日部女 25m99 25m99 25m99
ﾀｹｲ ﾘｻ

19 37 4 武井 里紗(3) 浦和一女 24m04 25m30 25m36 25m36 25m36
ｺｼﾞﾏ ﾒｲ 〇 〇

20 32 1383 小島 芽依(3) 星野 25m10 25m10 25m10
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾘ 〇

21 41 35 伊藤 樹梨(3) 熊谷女 24m92 × 24m92 24m92
ﾄﾐﾀ ﾐｻｷ 〇

22 36 3435 富田 美咲(3) 川越南 23m24 24m73 24m73 24m73
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 〇 〇

23 21 266 宇田川 那月(3) 不動岡 24m44 24m44 24m44
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔｶ 〇

24 40 1985 松村 彩果(3) 進修館 20m61 24m26 24m26 24m26
ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ 〇

25 18 3413 齋藤 美咲(2) 熊谷西 14m31 21m61 21m61 21m61
ｱｷﾔﾏ ﾘﾘｱ

26 29 3812 秋山 りりあ(2) 羽生一 20m87 21m54 × 21m54 21m54
ﾋﾛｲｹ ﾘﾝ 〇

27 25 1058 広池 凜(3) 上尾 20m32 21m34 21m34 21m34
ﾏﾂｳﾗ ｱｲﾘ

28 38 2286 松浦 愛理(2) 蓮田松韻 × × 21m33 21m33 21m33
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ

29 24 362 松本 彩(2) 越ヶ谷 × 18m12 20m80 20m80 20m80
ﾋｻﾀｹ ｸﾙﾐ 〇

30 20 590 久武 胡桃(3) 熊谷農 20m27 20m55 20m55 20m55
ｳﾂﾐ ﾐｸ 〇 〇

31 22 5614 内海 美来(2) 川越工 20m24 20m24 20m24
ｱｲﾀﾞ ﾐｽﾞﾘ 〇

32 27 5067 會田 美水里(2) 秋草 20m11 × 20m11 20m11
ｷｸﾊﾗ ﾚｲｶ

33 31 4159 菊原 麗華(3) 草加東 × 19m78 × 19m78 19m78
ｸﾘﾊﾗ ﾋﾅ

34 13 1987 栗原 妃菜(2) 進修館 18m03 × 19m41 19m41 19m41

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             54m00     齋藤　真希(山形・鶴岡工)              2019
埼玉県高校新記録(SH)         48m54     中西　美代子(埼玉・埼玉栄)            1994
大会記録(GR)                 47m14     中西　美代子(埼玉・埼玉栄)            1992 5月10日 14:00 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

ｼｮｳﾉｳ ｼﾎ

35 30 4669 正能 椎帆(3) 花咲徳栄 19m01 × × 19m01 19m01
ｻｸﾗｲ ｶﾉﾝ

36 16 3316 櫻井 花音(3) 大宮武蔵野 × 18m46 19m00 19m00 19m00
ﾑﾗﾏﾂ ｷﾗﾗ 〇

37 28 735 村松 希桜(2) 浦和商 18m77 × 18m77 18m77
ﾊｾﾍﾞ ｱﾐ 〇 〇

38 19 846 長谷部 愛美(3) 熊谷商 17m44 17m44 17m44
ﾖｼﾑﾗ ﾕﾗ 〇

39 15 5263 吉村 唯良(2) 狭山経済 16m97 17m26 17m26 17m26
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 〇

40 9 2768 田中 愛美(3) 妻沼 16m41 × 16m41 16m41
ﾅﾂｺﾞｴ ﾐﾉﾘ 〇

41 14 4838 夏越 穂(2) 新座総合 16m14 16m17 16m17 16m17
ｵﾀﾞｶ ﾕｽﾞﾈ 〇 〇

42 4 1501 尾髙 柚音(1) 羽生実 15m42 15m42 15m42
ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝ

43 10 5051 村上 凜(3) 秋草 × 14m13 15m41 15m41 15m41
ﾀｶｷﾞ ｱｷﾎ 〇

44 5 734 髙木 暁萠(2) 浦和商 13m26 15m11 15m11 15m11
ｶﾝﾉ ﾁｱﾘ 〇

45 11 2653 菅野 ちあり(2) 坂戸西 14m70 × 14m70 14m70
ﾎｿﾉ ﾘﾗ

46 3 3160 細野 倫良(2) 川口北 12m39 12m67 13m78 13m78 13m78
ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 〇

47 7 3156 田中 綺音(2) 川口北 13m48 13m70 13m70 13m70
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾅ 〇

48 2 2733 山田 綺菜(1) 春日部工 12m25 × 12m25 12m25
ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｵﾝ

17 3063 長島 凜音(2) 志木 × × × NM
ﾌｶﾔ ｱﾕﾐ

26 4849 深谷 あゆみ(2) 新座総合 × × × NM
ﾖｼﾀﾞ ﾏｵ

6 1210 吉田 真桜(3) 正智深谷 DNS
ｲｼｲ ﾙﾅ

8 1891 石井 瑠奈(3) 成徳深谷 DNS
ｲｲﾂﾞｶ ｻｱﾔ

12 292 飯塚 紗彩(3) 本庄 DNS
ｶｻﾊﾗ ﾋｲﾛ

23 285 笠原 陽彩(2) 本庄 DNS
ﾖｼｵｶ ｼｵﾐ

33 151 吉岡 汐海(3) 松山女 DNS
ｽｷﾞﾉ ﾐﾔﾋﾞ

45 619 杉野 雅(3) 杉戸農 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             61m02     村上　来花(青森・弘前実)              2020
埼玉県高校新記録(SH)         56m84     関口　清乃(埼玉・進修館)              2015
大会記録(GR)                 54m60     勝山　眸美(埼玉・進修館)              2012 5月11日 10:30 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

ｶｻﾊﾗ ﾘｵ

1 26 4683 笠原 梨緒(3) 西武台 44m57 44m72 × 44m72 7 46m05 47m16 48m20 48m20
ｸﾘﾀ ﾐｻｷ

2 25 1984 栗田 美咲(3) 進修館 44m79 45m31 45m85 45m85 8 47m10 47m41 47m17 47m41
ｵｵﾀ ｱｲﾐ

3 24 4234 太田 愛美(3) 大宮東 39m73 40m71 40m21 40m71 6 39m97 39m59 41m37 41m37
ﾖｼｵｶ ｼｵﾐ

4 23 151 吉岡 汐海(3) 松山女 36m46 35m46 37m68 37m68 5 37m92 × 29m06 37m92
ｸﾘﾊﾗ ﾋﾅ

5 21 1987 栗原 妃菜(2) 進修館 35m22 × × 35m22 4 × 28m61 32m35 35m22
ﾆｼﾑﾗ ﾐｵｳ

6 20 4684 西村 実桜(3) 西武台 21m27 23m92 28m88 28m88 3 × × 21m73 28m88
ｲｲﾂﾞｶ ｻｱﾔ

7 19 292 飯塚 紗彩(3) 本庄 27m78 26m67 × 27m78 2 24m80 25m26 × 27m78
ﾏﾂｳﾗ ｱｲﾘ

8 12 2286 松浦 愛理(2) 蓮田松韻 × × 26m78 26m78 1 25m03 24m22 24m22 26m78
ｵｵﾇﾏ ﾕﾅ

9 16 4682 大沼 結菜(3) 西武台 × 26m31 × 26m31 26m31
ｶｻﾊﾗ ﾋｲﾛ

10 18 285 笠原 陽彩(2) 本庄 24m10 25m41 24m94 25m41 25m41
ｵﾀﾞｶ ﾕｽﾞﾈ

11 6 1501 尾髙 柚音(1) 羽生実 23m45 × 24m57 24m57 24m57
ｱﾍｺﾞ ｵﾘﾋﾞｱ ﾃﾞﾃﾞ

12 15 124 アヘゴ オリビア デデ(3) 春日部女 23m77 × 23m07 23m77 23m77
ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 〇

13 13 130 石川 琴心(3) 春日部女 23m66 23m19 23m66 23m66
ﾌｾ ﾘﾝｶ 〇 〇

14 9 2224 布施 凛香(3) 和光 23m33 23m33 23m33
ｲﾅｶﾞｷ ﾘｻ

15 22 3497 稲垣 里咲(3) 滑川総合 × 22m87 × 22m87 22m87
ﾊﾏﾅｶ ﾕｲ

16 17 2914 濱中 優衣(3) 埼玉平成 22m75 × × 22m75 22m75
ﾌｶﾔ ｱﾕﾐ

17 11 4849 深谷 あゆみ(2) 新座総合 × 18m79 21m00 21m00 21m00
ｷｸﾁ ﾏﾅﾐ

18 14 129 菊池 まなみ(3) 春日部女 × 18m25 19m32 19m32 19m32
ｻｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 〇

19 10 4810 齊藤 瞳(3) 川越初雁 18m29 18m06 18m29 18m29
ｱﾗｲ ﾕｳ

20 4 1161 新井 優(3) 本庄一 15m68 17m73 × 17m73 17m73
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 〇 〇

21 3 2768 田中 愛美(3) 妻沼 14m91 14m91 14m91
ｲﾄｳ ﾅﾙﾐ

22 5 3499 伊藤 成美(1) 滑川総合 × 13m53 14m81 14m81 14m81
ﾖｼﾑﾗ ﾕﾗ 〇 〇

23 2 5263 吉村 唯良(2) 狭山経済 13m29 13m29 13m29
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 〇 〇

24 1 1162 山崎 彩矢(3) 本庄一 7m74 7m74 7m74
ﾀﾅｶ ﾕﾗ

7 3361 田中 夢桜(2) 栗橋北彩 DNS
ｾｷﾀ ｱﾔﾅ

8 2911 関田 彩那(3) 埼玉平成 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子やり投(600g)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             58m90     北口　榛花(北海道・旭川東)            2015
埼玉県高校新記録(SH)         48m70     古川　杏奈(埼玉・本庄東)              2016
大会記録(GR)                 48m63     平岡　麻由美(埼玉・本庄東)            2014 5月9日 10:30 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

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾏｷ

1 59 6 安藤 珠希(3) 浦和一女 42m49 36m59 39m70 42m49 8 38m93 38m14 37m88 42m49
ｷｸﾊﾗ ﾚｲｶ

2 4 4159 菊原 麗華(3) 草加東 33m64 38m04 34m51 38m04 5 39m75 36m08 39m50 39m75
ｼﾛﾉ ｶﾅｴ

3 55 3044 城野 伽奈恵(3) 埼玉栄 34m13 38m88 33m14 38m88 7 35m84 36m38 38m63 38m88
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ

4 58 6124 松澤 柚希(3) 栄北 × × 38m45 38m45 6 36m24 33m38 38m73 38m73
ｸﾛｻﾜ ﾕｲ

5 52 476 黒澤 優衣(3) 秩父 32m52 33m86 37m20 37m20 4 31m53 35m81 36m99 37m20
ﾒｸﾞﾛ ﾅｷﾞ

6 53 2645 目黒 凪(3) 坂戸西 33m95 30m60 34m41 34m41 3 31m88 32m25 35m84 35m84
ﾋﾗﾔﾏ ﾕﾘ

7 48 1322 平山 友梨(3) 岩槻商 32m72 31m63 34m23 34m23 2 35m02 35m53 35m73 35m73
ﾀﾊﾗ ｶﾎﾘ

8 56 3246 田原 薫(3) 開智未来 29m07 33m88 32m73 33m88 1 26m46 31m75 32m30 33m88
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔｶ

9 57 1985 松村 彩果(3) 進修館 31m20 33m37 33m87 33m87 33m87
ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｵﾝ

10 46 3063 長島 凜音(2) 志木 32m21 33m67 31m20 33m67 33m67
ﾀﾅｶ ﾕﾗ

11 51 3361 田中 夢桜(2) 栗橋北彩 30m50 32m14 33m53 33m53 33m53
ｻｸﾀﾞ ﾉﾜ

12 49 3045 佐久田 和愛(3) 埼玉栄 32m70 31m48 33m33 33m33 33m33
ｾﾉｳ ﾓﾓｶ

13 54 3602 瀬能 百香(3) 春日部東 33m05 30m41 31m99 33m05 33m05
ｺﾆｼ ﾋﾋﾞｷ

14 1 5011 小西 響(3) 西武文理 × 25m24 32m33 32m33 32m33
ﾆｼﾀﾞﾃ ﾏｵ

15 39 2191 西舘 茉央(3) 桶川 26m31 29m81 31m83 31m83 31m83
ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾐ

16 50 2313 中村 愛百美(3) 八潮 26m63 28m95 31m29 31m29 31m29
ｱﾍｺﾞ ｵﾘﾋﾞｱ ﾃﾞﾃﾞ 〇

17 33 124 アヘゴ オリビア デデ(3) 春日部女 27m86 30m43 30m43 30m43
ｱｷﾔﾏ ﾘﾘｱ 〇

18 47 3812 秋山 りりあ(2) 羽生一 29m13 29m95 29m95 29m95
ｺｲｹ ﾎﾉｶ 〇

19 43 342 小池 穂乃香(2) 飯能 × 29m72 29m72 29m72
ｾﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾉ 〇

20 41 5672 仙道 妃奈乃(3) 川口 28m24 29m59 29m59 29m59
ﾊﾏﾅｶ ﾕｲ

21 44 2914 濱中 優衣(3) 埼玉平成 18m65 29m06 × 29m06 29m06
ｲｼｲ ﾙﾅ 〇

22 35 1891 石井 瑠奈(3) 成徳深谷 28m62 × 28m62 28m62
ｷﾉｼﾀ ﾘｵﾅ 〇 〇

23 40 4831 木下 璃音菜(2) 新座総合 28m48 28m48 28m48
ｸｻﾉ ﾊﾙ 〇 〇

24 42 5184 草野 晴(2) 伊奈学園総合 28m42 28m42 28m42
ﾀﾅﾍﾞ ｶｵ 〇

25 28 2885 田辺 佳桜(3) 獨協埼玉 26m24 28m08 28m08 28m08
ﾎｼﾉ ﾕｳﾐ 〇

26 27 3046 星野 優美(3) 埼玉栄 26m27 27m96 27m96 27m96
ｻﾄｳ ﾄﾓｴ

27 32 343 佐藤 巴(2) 飯能 × 24m36 27m22 27m22 27m22
ｱｻﾞﾐ ﾊﾅｶ 〇

28 37 156 阿佐美 華伽(3) 松山女 26m22 27m18 27m18 27m18
ｻﾄｳ ｸﾗﾗ

29 2 5025 佐藤 久良々(2) 西武文理 24m97 26m92 26m92 26m92
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾘ 〇 〇

30 45 35 伊藤 樹梨(3) 熊谷女 26m87 26m87 26m87
ｲﾄｳ ｻﾄｴ 〇 〇

31 29 2530 伊東 里笑(2) 本庄東 26m39 26m39 26m39
ﾅﾘﾀ ﾏｳ 〇 〇

32 36 1389 成田 真生(3) 星野 26m29 26m29 26m29
ｵｵﾂｶ ﾕﾐ

33 21 698 大塚 祐海(2) 豊岡 23m01 24m08 26m28 26m28 26m28
ﾂｶｺﾞｼ ﾌｳｶ 〇

34 20 3405 塚越 風香(2) 熊谷西 26m22 24m79 26m22 26m22

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 女子やり投(600g)
審 判 長：川田　俊樹
記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)             58m90     北口　榛花(北海道・旭川東)            2015
埼玉県高校新記録(SH)         48m70     古川　杏奈(埼玉・本庄東)              2016
大会記録(GR)                 48m63     平岡　麻由美(埼玉・本庄東)            2014 5月9日 10:30 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

ｶﾜﾑﾗ ﾘｻ 〇

35 38 2891 川村 璃咲(2) 獨協埼玉 24m94 26m10 26m10 26m10
ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ 〇

36 34 3413 齋藤 美咲(2) 熊谷西 25m49 25m89 25m89 25m89
ｶﾝﾉ ﾁｱﾘ 〇 〇

37 24 2653 菅野 ちあり(2) 坂戸西 25m87 25m87 25m87
ﾅﾘﾀ ｱﾔﾅ 〇 〇

38 18 1989 成田 彩菜(1) 進修館 25m07 25m07 25m07
ｺｸﾞﾚ ｻﾂｷ

39 30 1630 小暮 咲月(3) 浦和南 23m71 24m19 × 24m19 24m19
ﾆｲﾉ ﾐﾂﾞｷ 〇

40 15 4660 新野 美月(3) 花咲徳栄 23m11 23m95 23m95 23m95
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾅ 〇

41 12 2733 山田 綺菜(1) 春日部工 20m50 23m92 23m92 23m92
ｶﾈｺ ﾋｽｲ 〇

42 19 2613 金子 妃穂(3) 川越西 23m63 × 23m63 23m63
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 〇 〇

43 13 2768 田中 愛美(3) 妻沼 23m51 23m51 23m51
ｸﾗｼｹﾞ ｻｷ

44 17 401 倉重 早来(2) 久喜 21m18 × 23m50 23m50 23m50
ｺｲﾃﾞ ﾘｺ

45 25 2529 小出 琳子(2) 本庄東 × 23m38 × 23m38 23m38
ﾊﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 〇 〇

46 31 3443 羽田 瑞穂(3) 川越南 23m08 23m08 23m08
ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 〇 〇

47 22 699 小泉 穂夏(2) 豊岡 23m02 23m02 23m02
ｵﾘﾊﾗ ｱﾔ

48 7 6125 折原 綾(3) 栄北 × × 22m33 22m33 22m33
ｶﾈﾀ ﾅﾅﾐ 〇 〇

49 9 1628 金田 七海(2) 浦和南 22m04 22m04 22m04
ﾖｼﾉ ﾓﾓｶ

50 10 5090 吉野 百花(3) 八潮南 17m34 19m09 21m52 21m52 21m52
ｲﾜﾐ ｱｵｲ 〇 〇

51 23 5007 岩見 碧(3) 早大本庄 20m72 20m72 20m72
ｱﾏﾇﾏ ｻｴ 〇

52 14 603 天沼 沙恵(2) 杉戸農 16m40 20m19 20m19 20m19
ﾅﾂｺﾞｴ ﾐﾉﾘ

53 26 4838 夏越 穂(2) 新座総合 × 17m69 19m04 19m04 19m04
ﾋﾛｲｹ ﾘﾝ

54 16 1058 広池 凜(3) 上尾 17m49 17m51 18m12 18m12 18m12
ﾎｼﾀﾞ ﾐﾉﾘ 〇

55 8 2853 星田 みのり(3) 春日部共栄 17m80 17m46 17m80 17m80
ﾌｼﾞｲ ﾐｿﾗ

56 11 1296 藤井 美空(2) 草加 × 16m34 × 16m34 16m34
ｽｷﾞﾉ ﾐﾔﾋﾞ

3 619 杉野 雅(3) 杉戸農 － × － NM
ﾀﾅﾊｼ ﾐｺﾄ

6 4020 棚橋 尊(2) 浦和北 × × × NM
ｱﾘﾖｼ ｱﾔﾉ

5 10 有吉 彩乃(2) 浦和一女 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 女子七種競技
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

日本高校記録(HR)              5519     ヘンプヒル　恵(京都・京都文教)        2014
埼玉県高校新記録(SH)          5009     平河　香(埼玉・埼玉栄)                1999
大会記録(GR)                  4781     奥村　彩音(埼玉・聖望)                2015

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ

14.77 1m58 8m91 26.33 5m28 21m22 2:24.22

1 178 +1.2 -1.0 +1.3 4527
(872) (712) (458) (769) (637) (312) (767)
16.36 1m49 7m59 26.82 5m61 25m09 2:24.98

2 6087 +0.8 -1.8 +1.2 4254
(671) (610) (373) (727) (732) (384) (757)
15.42 1m55 7m80 27.54 4m97 19m07 2:31.45

3 2799 +0.8 -1.8 -0.3 4017
(787) (678) (386) (668) (551) (272) (675)
16.75 1m30 8m72 27.34 4m84 35m79 2:36.12

4 5164 +1.2 -1.0 -1.0 3885
(625) (409) (446) (684) (516) (587) (618)
16.49 1m43 7m52 29.05 5m01 27m19 2:42.63

5 2807 +1.2 -1.0 +1.5 3647
(655) (544) (368) (551) (562) (424) (543)
15.88 1m30 6m15 27.36 4m65 22m04 2:28.38

6 4652 +0.8 -1.8 +0.2 3607
(729) (409) (281) (682) (466) (327) (713)
15.87 1m40 6m65 27.60 4m56 21m42 2:42.69

7 3610 +1.2 -1.0 +0.2 3518
(730) (512) (313) (663) (443) (315) (542)
16.97 1m40 10m75 28.63 4m61 25m40 2:58.27

8 2529 +0.8 -1.0 +1.8 3500
(600) (512) (579) (582) (456) (390) (381)
16.94 1m49 7m03 27.27 4m68 16m91 2:49.80

9 5166 +1.2 -1.0 +0.7 3412
(603) (610) (337) (690) (474) (232) (466)
16.34 1m35 7m81 29.37 4m42 21m69 2:36.87

10 5165 +0.8 -1.8 +0.3 3384
(673) (460) (387) (527) (408) (320) (609)
17.40 1m35 6m56 28.81 4m78 25m59 2:40.37

11 2530 +1.2 -1.8 +0.9 3349
(552) (460) (307) (568) (500) (393) (569)
18.39 1m30 7m93 28.57 4m66 32m33 2:46.00

12 2191 +0.8 -1.8 +2.1 3336
(449) (409) (395) (587) (469) (521) (506)
16.17 1m25 7m15 28.32 4m61 16m34 2:39.56

13 3051 +1.2 -1.8 +0.6 3259
(694) (359) (345) (606) (456) (221) (578)
17.18 1m35 6m21 28.61 4m62 23m39 2:43.87

14 1637 +0.8 -1.0 +1.8 3245
(576) (460) (285) (584) (459) (352) (529)
17.49 1m25 8m17 29.20 4m22 27m23 2:47.68

15 71 +0.8 -1.8 -0.6 3121
(542) (359) (410) (539) (359) (424) (488)
17.78 1m10 7m39 29.04 4m06 22m37 2:51.15

16 2531 +0.8 -1.8 +0.5 2751
(511) (222) (360) (551) (322) (333) (452)
20.79 1m46 5m19 30.75 4m28 17m95 2:49.60

17 2677 +1.2 -1.0 +0.9 2561
(240) (577) (220) (431) (374) (251) (468)
18.98 1m35 6m76 29.59 4m10 15m48 3:10.62

18 2583 +1.2 -1.0 +1.3 2492
(392) (460) (320) (511) (331) (205) (273)(2)

(2)
ｺﾐﾈ ｶﾎ

小峯 果歩 朝霞西

(2)
ｼｼｸﾗ ｺﾕｷ

獅子倉 心雪 所沢西

(3)
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ

高橋 瞳 本庄東

(2)
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｲ

東城 舞 川越女

(2)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

吉澤 里咲 浦和南

(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ

中嶋 愛佳 埼玉栄

(2)
ﾆｼﾀﾞﾃ ﾏｵ

西舘 茉央 桶川

(2)
ｲﾄｳ ｻﾄｴ

伊東 里笑 本庄東

(3)
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ

榊原 美結 伊奈学園総合

(2)
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ

南屋 芹名 伊奈学園総合

(2)
ｺｲﾃﾞ ﾘｺ

小出 琳子 本庄東

(3)
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

安達 妃菜 春日部東

(3)
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

横塚 栞 花咲徳栄

(2)
ｶﾈｺ ﾆｲﾅ

金子 新菜 昌平

(1)
ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ

水野 泰葉 伊奈学園総合

(2)
ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

赤堀 空来 昌平

(2)
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

橋本 結空 国際学院

氏名 所属

ｱﾍﾞ ﾕｳ

阿部 友 松山女

凡例 



 女子七種競技 100mH(0.838m)
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月11日 09:30 決　勝

1組 (風:+1.2) 2組 (風:+0.8)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾍﾞ ﾕｳ ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

1 2 178 阿部 友(2) 松山女 14.77 872 1 7 2799 赤堀 空来(1) 昌平 15.42 787
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

2 7 3610 安達 妃菜(2) 春日部東 15.87 730 2 4 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 15.88 729
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ

3 1 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄 16.17 694 3 5 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合 16.34 673
ｶﾈｺ ﾆｲﾅ ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

4 6 2807 金子 新菜(3) 昌平 16.49 655 4 8 6087 橋本 結空(2) 国際学院 16.36 671
ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ ｺｲﾃﾞ ﾘｺ

5 5 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合 16.75 625 5 9 2529 小出 琳子(2) 本庄東 16.97 600
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

6 4 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合 16.94 603 6 1 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南 17.18 576
ｲﾄｳ ｻﾄｴ ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｲ

7 8 2530 伊東 里笑(2) 本庄東 17.40 552 7 2 71 東城 舞(3) 川越女 17.49 542
ｺﾐﾈ ｶﾎ ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ

8 3 2583 小峯 果歩(2) 朝霞西 18.98 392 8 6 2531 高橋 瞳(2) 本庄東 17.78 511
ｼｼｸﾗ ｺﾕｷ ﾆｼﾀﾞﾃ ﾏｵ

9 9 2677 獅子倉 心雪(2) 所沢西 20.79 240 9 3 2191 西舘 茉央(3) 桶川 18.39 449



 女子七種競技 走高跳
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月11日 10:40  1組

ｱﾍﾞ ﾕｳ － － － － － － － －

1 1 178 阿部 友(2) 松山女 × ○ ○ × ○ × ○ × × × 1m58 712
ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ － － － － － － ○ ○

2 12 2799 赤堀 空来(1) 昌平 ○ × ○ × ○ × × × 1m55 678
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ － － － － ○ × ○ ○ ○

3 2 6087 橋本 結空(2) 国際学院 × ○ × × × 1m49 610
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ － － － ○ ○ ○ ○ × ○

4 14 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合 × × ○ × × × 1m49 610
ｼｼｸﾗ ｺﾕｷ － － － － － ○ × ○ × ○

5 13 2677 獅子倉 心雪(2) 所沢西 × × × 1m46 577
ｶﾈｺ ﾆｲﾅ － － － － － － × × ○ × × ×

6 15 2807 金子 新菜(3) 昌平 1m43 544
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ － － － ○ ○ ○ × × ×

7 16 3610 安達 妃菜(2) 春日部東 1m40 512
ｺｲﾃﾞ ﾘｺ － － － ○ ○ × ○ × × ×

8 3 2529 小出 琳子(2) 本庄東 1m40 512
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ － － － ○ ○ × × ×

9 6 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南 1m35 460
ｺﾐﾈ ｶﾎ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

9 18 2583 小峯 果歩(2) 朝霞西 1m35 460
ｲﾄｳ ｻﾄｴ － ○ ○ ○ × ○ × × ×

11 11 2530 伊東 里笑(2) 本庄東 1m35 460
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ － － ○ ○ × × ○ × × ×

12 17 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合 1m35 460
ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ － － ○ ○ × × ×

13 10 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合 1m30 409
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ ○ ○ × ○ ○ × × ×

14 7 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 1m30 409
ﾆｼﾀﾞﾃ ﾏｵ ○ ○ ○ × ○ × × ×

15 4 2191 西舘 茉央(3) 桶川 1m30 409
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ － － ○ × × ×

16 5 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄 1m25 359
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｲ ○ ○ ○ × × ×

16 9 71 東城 舞(3) 川越女 1m25 359
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ ○ × × ×

18 8 2531 高橋 瞳(2) 本庄東 1m10 222

得点 ｺﾒﾝﾄ
1m35

1m61

1m40 1m43 1m46
記録

1m20

1m52

1m25

1m55

1m30

1m58
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m10

1m49



 女子七種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月11日 13:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｺｲﾃﾞ ﾘｺ

1 5 2529 小出 琳子(2) 本庄東
ｱﾍﾞ ﾕｳ

2 6 178 阿部 友(2) 松山女
ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ

3 2 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｲ

4 14 71 東城 舞(3) 川越女
ﾆｼﾀﾞﾃ ﾏｵ

5 11 2191 西舘 茉央(3) 桶川
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ

6 1 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合
ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

7 3 2799 赤堀 空来(1) 昌平
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

8 8 6087 橋本 結空(2) 国際学院
ｶﾈｺ ﾆｲﾅ

9 9 2807 金子 新菜(3) 昌平
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ

10 13 2531 高橋 瞳(2) 本庄東
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ

11 7 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ

12 17 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合
ｺﾐﾈ ｶﾎ

13 18 2583 小峯 果歩(2) 朝霞西
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

14 16 3610 安達 妃菜(2) 春日部東
ｲﾄｳ ｻﾄｴ

15 4 2530 伊東 里笑(2) 本庄東
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

16 10 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

17 12 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄
ｼｼｸﾗ ｺﾕｷ

18 15 2677 獅子倉 心雪(2) 所沢西

1回目 2回目 3回目 記録 得点

10m75
〇 〇

10m75 579

8m68 8m91
〇

8m91 458

8m37
〇

8m72 8m72 446

6m87 × 8m17 8m17 410

7m10 7m88 7m93 7m93 395

6m79 7m30 7m81 7m81 387

7m44 7m74 7m80 7m80 386

7m59
〇 〇

7m59 373

7m33 7m52
〇

7m52 368

7m39
〇 〇

7m39 360

7m15
〇 〇

7m15 345

7m03
〇

× 7m03 337

6m22 6m76 6m66 6m76 320

6m04 6m65
〇

6m65 313

6m32
〇

6m56 6m56 307

6m01 6m08 6m21 6m21 285

5m96 6m12 6m15 6m15

220

281

5m03 5m19
〇

5m19



 女子七種競技 200m
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月11日 15:40 決　勝

1組 (風:-1.8) 2組 (風:-1.0)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ ｱﾍﾞ ﾕｳ

1 8 6087 橋本 結空(2) 国際学院 26.82 727 1 1 178 阿部 友(2) 松山女 26.33 769
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ

2 9 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 27.36 682 2 6 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合 27.27 690
ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ

3 2 2799 赤堀 空来(1) 昌平 27.54 668 3 9 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合 27.34 684
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

4 1 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄 28.32 606 4 3 3610 安達 妃菜(2) 春日部東 27.60 663
ﾆｼﾀﾞﾃ ﾏｵ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

5 3 2191 西舘 茉央(3) 桶川 28.57 587 5 5 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南 28.61 584
ｲﾄｳ ｻﾄｴ ｺｲﾃﾞ ﾘｺ

6 4 2530 伊東 里笑(2) 本庄東 28.81 568 6 4 2529 小出 琳子(2) 本庄東 28.63 582
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ ｶﾈｺ ﾆｲﾅ

7 7 2531 高橋 瞳(2) 本庄東 29.04 551 7 8 2807 金子 新菜(3) 昌平 29.05 551
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｲ ｺﾐﾈ ｶﾎ

8 5 71 東城 舞(3) 川越女 29.20 539 8 7 2583 小峯 果歩(2) 朝霞西 29.59 511
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ ｼｼｸﾗ ｺﾕｷ

9 6 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合 29.37 527 9 2 2677 獅子倉 心雪(2) 所沢西 30.75 431



 女子七種競技 走幅跳
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月12日 10:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

1 10 6087 橋本 結空(2) 国際学院
ｱﾍﾞ ﾕｳ

2 11 178 阿部 友(2) 松山女
ｶﾈｺ ﾆｲﾅ

3 4 2807 金子 新菜(3) 昌平
ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

4 18 2799 赤堀 空来(1) 昌平
ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ

5 1 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合
ｲﾄｳ ｻﾄｴ

6 8 2530 伊東 里笑(2) 本庄東
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ

7 12 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合
ﾆｼﾀﾞﾃ ﾏｵ

8 13 2191 西舘 茉央(3) 桶川
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

9 17 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

10 15 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ

11 14 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄
ｺｲﾃﾞ ﾘｺ

12 3 2529 小出 琳子(2) 本庄東
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

13 6 3610 安達 妃菜(2) 春日部東
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ

14 5 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合
ｼｼｸﾗ ｺﾕｷ

15 9 2677 獅子倉 心雪(2) 所沢西
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｲ

16 2 71 東城 舞(3) 川越女
ｺﾐﾈ ｶﾎ

17 16 2583 小峯 果歩(2) 朝霞西
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ

18 7 2531 高橋 瞳(2) 本庄東

4m81 5m01 4m91 5m01

4m95 4m97 × 4m97

4m87 4m97 5m28 5m28

4m84 4m79 4m55 4m84

5m52 5m61 × 5m61

4m72 4m78 4m67 4m78

1回目 2回目 3回目 記録 得点

× × 4m68 4m68

+0.5 +1.2 +1.2 732

4m61 × 4m66 4m66

+0.1 +0.1 +1.3 +1.3 637

4m65 4m04 4m43 4m65

-1.5 +1.5 +1.6 +1.5 562

4m26 4m62 4m32 4m62

+1.5 -0.3 -0.3 551

4m42 4m61 4m60 4m61

-1.0 +1.3 -1.3 -1.0 516

4m35 4m60 4m61 4m61

-0.3 +0.9 +1.0 +0.9 500

4m56 4m23 4m45 4m56

+0.7 +0.7 474

4m37 × 4m42 4m42

+1.2 +2.1 +2.1 469

3m80 4m23 4m28 4m28

+0.2 +0.7 +1.0 +0.2 466

3m93 3m03 4m22 4m22

+1.7 +1.8 +1.5 +1.8 459

3m99 3m96 4m10 4m10

-0.1 +0.6 +1.6 +0.6 456

4m06 3m49 3m99 4m06

-0.5 +0.5 +1.8 +1.8 456

+0.5 +0.1 +0.3 +0.5 322

+0.2 +1.3 -0.3 +0.2 443

+0.4 +1.3 +1.3 +1.3 331

-1.6 +0.3 +0.3 408

-0.6 +1.0 -0.6 -0.6 359

+0.1 +1.2 +0.9 +0.9 374



 女子七種競技 やり投(600g)
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月12日 13:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ

1 5 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合
ﾆｼﾀﾞﾃ ﾏｵ

2 18 2191 西舘 茉央(3) 桶川
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｲ

3 6 71 東城 舞(3) 川越女
ｶﾈｺ ﾆｲﾅ

4 11 2807 金子 新菜(3) 昌平
ｲﾄｳ ｻﾄｴ

5 15 2530 伊東 里笑(2) 本庄東
ｺｲﾃﾞ ﾘｺ

6 17 2529 小出 琳子(2) 本庄東
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

7 9 6087 橋本 結空(2) 国際学院
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

8 8 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ

9 1 2531 高橋 瞳(2) 本庄東
ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

10 7 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ

11 4 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

12 13 3610 安達 妃菜(2) 春日部東
ｱﾍﾞ ﾕｳ

13 10 178 阿部 友(2) 松山女
ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

14 14 2799 赤堀 空来(1) 昌平
ｼｼｸﾗ ｺﾕｷ

15 16 2677 獅子倉 心雪(2) 所沢西
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ

16 2 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ

17 3 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄
ｺﾐﾈ ｶﾎ

18 12 2583 小峯 果歩(2) 朝霞西 205

221

15m48 ×

〇

15m48

232

× 14m90 16m34 16m34

251

16m91 × × 16m91

272

14m84 17m95 × 17m95

312

19m07
〇

19m05 19m07

315

18m27 20m98 21m22 21m22

320

20m07 × 21m42 21m42

327

× × 21m69 21m69

333

18m70 22m04 × 22m04

352

22m37
〇 〇

22m37

384

× 19m44 23m39 23m39

390

25m09
〇 〇

25m09

393

× 25m05 25m40 25m40

424

25m59
〇 〇

25m59

424

23m58 27m19
〇

27m19

521

23m62
〇

27m23 27m23

587

29m31 31m05 32m33 32m33

35m79
〇 〇

35m79

1回目 2回目 3回目 記録 得点



 女子七種競技 800m
審 判 長：森　康彦

記録主任：中里　信立

5月12日 14:50 決　勝

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

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ ｱﾍﾞ ﾕｳ

1 3 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合 2:36.87 609 1 1 178 阿部 友(2) 松山女 2:24.22 767
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

2 5 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄 2:39.56 578 2 2 6087 橋本 結空(2) 国際学院 2:24.98 757
ｲﾄｳ ｻﾄｴ ﾖｺﾂｶ ｼｵﾘ

3 2 2530 伊東 里笑(2) 本庄東 2:40.37 569 3 9 4652 横塚 栞(3) 花咲徳栄 2:28.38 713
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ

4 4 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南 2:43.87 529 4 3 2799 赤堀 空来(1) 昌平 2:31.45 675
ﾆｼﾀﾞﾃ ﾏｵ ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ

5 1 2191 西舘 茉央(3) 桶川 2:46.00 506 5 4 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合 2:36.12 618
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｲ ｶﾈｺ ﾆｲﾅ

6 6 71 東城 舞(3) 川越女 2:47.68 488 6 6 2807 金子 新菜(3) 昌平 2:42.63 543
ｼｼｸﾗ ｺﾕｷ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅ

7 9 2677 獅子倉 心雪(2) 所沢西 2:49.60 468 7 7 3610 安達 妃菜(2) 春日部東 2:42.69 542
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ

8 7 2531 高橋 瞳(2) 本庄東 2:51.15 452 8 8 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合 2:49.80 466
ｺﾐﾈ ｶﾎ ｺｲﾃﾞ ﾘｺ

9 8 2583 小峯 果歩(2) 朝霞西 3:10.62 273 9 5 2529 小出 琳子(2) 本庄東 2:58.27 381


