
ﾄﾗｯｸ審判長　渡辺　隆洋 混成競技審判長　山田　真由美

第６６回埼玉県陸上競技選手権大会 平成２３年６月２４日(金)～２６日(日) 跳躍審判長 松山　治彦 招集所審判長　吉田　光弘 記録为任　坂内　孝弥

男子 投擲審判長 高木 英朗
日付 種目

6/26  男子100m 瀬野 貴志 (3) 10.72 馬場 和樹 (1) 10.75 今枝 康佑 (4) 10.78 友光 駿 (3) 10.80 渡邊 侑平 10.87 相馬 光平 (4) 10.87 野島 孝典 10.91 須賀 悟史 (4) 10.92

埼玉栄 (+1.3) 筑波大 (+1.3) 東洋大 (+1.3) 大東大 (+1.3) 平成国際大AC (+1.3) 大東大 (+1.3) 埼玉陸協 (+1.3) 平成国際大 (+1.3)

6/25  男子200m 渡邊 侑平 21.45 谷口 文也 (2) 21.48 渡辺 潤一 21.67 今枝 康佑 (4) 21.82 友光 駿 (3) 21.91 丹羽 将一朗 21.98 野島 孝典 22.03

平成国際大AC (-0.6) 慶應義塾大 (-0.6) アヴェントゥーラ川口 (-0.6) 東洋大 (-0.6) 大東大 (-0.6) ＤＥＬＡ (-0.6) 埼玉陸協 (-0.6)

6/26  男子400m 佐藤 拓也 47.82 山崎 謙吾 (1) 47.84 渡辺 潤一 48.67 小縣 良平 (2) 48.83 柳澤 純太 (2) 49.12 関 慎吾 (4) 49.44

越谷西 日本大 アヴェントゥーラ川口 埼玉大 筑波大 大東大

6/24  男子800m 内山 浩貴 (2) 1:54.69 竹下 航世 1:55.65 太田 裕之 (4) 1:56.24 浅井 克弘 (3) 1:56.58 森 祥紀 1:56.93 谷口 友章 (3) 1:57.38 岡田 昌平 (4) 1:58.40 新井 優希 (2) 1:59.90

大東大 埼玉滑川走友会 立教大 慶應義塾大 体育学 早大同 東海大 立教大

6/26  男子1500m 坂庭 大輝 (2) 3:55.42 牟田 祐樹 (3) 3:58.63 砂原 健次 3:59.55 柳 瑞樹 4:00.99 田波 健太 (3) 4:01.94 加藤 伸明 (1) 4:02.45 伏見 太郎 (3) 4:03.35 勝谷 徳仁 (2) 4:03.37

慶應義塾大 西武文理 新電元工業（株） ボッシュ 早大同 東経大 武大 浦和

6/25  男子5000m 金塚 洋輔 14:13.76 馬場 圭太 14:14.91 渡邉 諒 (3) 14:37.71 砂原 健次 14:51.13 高柳 翔 (3) 14:51.91 阪上 孝輝 14:54.89 富越 洸二朗 (2) 14:55.43 牧野 冴希 14:57.09

ＨＯＮＤＡ ＨＯＮＤＡ 埼玉栄 新電元工業（株） 埼玉栄 ボッシュ 埼玉栄 川口陸協

6/24  男子10000m 中尾 誠宏 30:14.73 千葉 優 30:47.63 佐野 広明 31:09.18 阪上 孝輝 31:12.56 山中 貴弘 31:23.06 當山 篤志 31:25.54 土田 純 32:25.22

ＨＯＮＤＡ ＨＯＮＤＡ ＨＯＮＤＡ ボッシュ ＨＯＮＤＡ コモディイイダ コモディイイダ

6/25  男子110mH 吉野 廉 (3) 14.73 今 佑太 (4) 14.95 青木 健太 (2) 15.21 田島 玲 (3) 15.27 三浦 拓哉 (3) 15.54 星名 翔太 (3) 15.62 中谷 詠二 (1) 15.66 小林 祐也 (3) 15.97

深谷商 (-1.6) 武大 (-1.6) 武大 (-1.6) 大東大 (-1.6) 川口北 (-1.6) 所沢北 (-1.6) 大東大 (-1.6) 大宮单 (-1.6)

6/24  男子400mH 加藤 誠也 (1) 50.96 前野 景 (2) 51.71 八本 友和 52.81 太田 裕志 (4) 55.89 千葉 佳裕 56.53 太田 伸也 (3) 57.31

筑波大 法政大 ルート８４６ 東洋大 埼玉陸協 熊谷農

6/25  男子3000mSC 帯津 佳祐 (2) 9:25.08 三浦 伸二郎 9:25.28 大河原 司 (2) 9:32.65 小谷野 尚光 9:34.32 三好 健太 (3) 9:36.20 柳原 真人 (1) 9:36.57 江戸 恵亮 (3) 9:43.51 安田 砂土志 9:44.76

東京農大三 コモディイイダ 坂戸西 所沢市消防本部 狭山ヶ丘 立教大 所沢西 埼玉県警

6/24  男子5000mW 大木 脩平 (3) 21:18.81 土濃塚 渉 21:37.14 藤野原 稔人 22:06.48 柴田 和樹 (3) 22:09.33 鈴木 数史 (2) 22:47.02 鈴木 岳人 (3) 23:03.20 吉橋 啓太 (2) 24:09.17 丸山 暁 (2) 25:06.00

山梨学院大 さいたま市陸協 三水テクノ 春日部東 国士舘大 所沢西 城西大 聖望

6/24  男子4X100mR 埼玉:埼玉栄 41.16 埼玉:駿河台大 41.19 埼玉:大東大 41.21 埼玉:日本ウエルネス 41.43 埼玉:東洋大 41.62 埼玉:越谷西 41.92 埼玉:蕨 42.13 埼玉:深谷商 42.15

白藤 達也 (1) 内海 健太 (3) 神保 雄太 (2) 木村 勇貴 古暮 亮太 (2) 川島 千明 池田 偉徳 (3) 富岡 俊樹 (2)

瀬野 貴志 (3) 矢作 大地 (1) 相馬 光平 (4) 田島 正巳 秋本 貴大 (2) 佐藤　 拓也 畠山 祐輔 (3) 吉野 廉 (3)

内海 司 (3) 野間 耀介 (3) 関根 幸大 (4) 松田 比利 今枝 康佑 (4) 菅谷　 量輝 井邑 映斗 (1) 井上 貴博 (3)

海野 啓太 (3) 池田 和也 (3) 松村 和也 (2) 杉町 マハウ 太田 裕志 (4) 萩原　 賢 服部 翼 (2) 今井 貴史 (3)

6/26  男子4X400mR 埼玉:大東大 3:15.85 埼玉:慶應義塾大 3:16.72 埼玉:駿河台大 3:16.76 埼玉:日本ウエルネス 3:18.08 埼玉:埼玉大 3:18.44 埼玉:越谷西 3:18.65 埼玉:埼玉栄 3:18.85 埼玉:西武文理 3:19.52

工藤 圭太 (2) 谷口 文也 (2) 丹野 陽介 (3) 田島 正巳 山田 勝也 (4) 山内　 賢人 田中 淳一郎 (3) 野口 航 (2)

友光 駿 (3) 平石 駿 (3) 野間 耀介 (3) 木村 勇貴 神瀬 龍平 (4) 萩原　 賢 荒川 寛 (2) 溝橋 亮太 (3)

中島 雅達 (3) 古賀 友矩 (2) 池田 和也 (3) 豊田 翼 坂本 光 (4) 布施　 祐汰 小川 優士 (2) 鈴木 大也 (2)

関 慎吾 (4) 浅井 克弘 (3) 矢作 大地 (1) 杉町 マハウ 小縣 良平 (2) 佐藤　 拓也 高山 裕昭 (1) 赤川 徳康 (3)

6/25  男子走高跳 田端 和輝 2m04 根本 泰行 2m01 五十嵐 雄太 1m98 鈴木 隆太郎 (2) 1m98 遠藤 哲哉 1m98 武井 泰宏 (M1) 1m98 栗原 龍 1m98 長岡 圭祐 (3) 1m95

小川町陸協 熊谷スポーツ文化公園 小川町陸協 大井 埼玉大ＴＣ 首都大 日本ウエルネス 伊奈学園総合

6/24  男子棒高跳 川島 優 (1) 5m00 福原 大地 (3) 4m80 草間 裕 4m60 藤野 亮太 (2) (同順)4m40 庄司 卓也 (3) (同順)4m40 長利 勇希 (1) 4m40 佐々木 新之助 (同順)4m40 大山 文太 (1) (同順)4m40

慶應義塾大 順天堂大 八潮陸協 日本大 ４位 越谷单 ４位 不動岡 埼玉大ＴＣ ７位 聖学院大 ７位

村山 直也 (2) (同順)4m40

白岡 ７位

6/25  男子走幅跳 中島 貴大 (3) 7m29 鈴木 康太 7m09 古暮 亮太 (2) 6m88 倉崎 尚輝 (3) 6m88 堅木 寿人 (2) 6m85 野口 直紀 (2) 6m84 横手 駿 (3) 6m83 加藤 翔 (2) 6m80

早大同 (+0.9) トーエル (-1.9) 東洋大 (-1.8) 深谷商 (+0.6) 大東大 (+2.1) 春日部東 (0.0) 大東大 (-0.9) 聖学院大 (-0.4)

6/26  男子三段跳 赤羽 力也 (4) 15m40 宮沢 亮平 (1) 14m96 加藤 翔 (2) 14m74 鈴木 康太 14m72 松堂 永 (2) 14m57 山田 一輝 14m35 大和田 真慈 (4) 14m19 馬橋 大樹 (2) 14m09

順天堂大 (+0.2) 大東大 (+1.4) 聖学院大 (0.0) トーエル (0.0) 立教大 (0.0) 埼玉大ＴＣ (+0.7) 東経大 (+0.3) 聖学院大 (+0.8)

6/25  男子砲丸投 秋場 堅太 (1) 14m12 山崎 俊幸 13m67 近藤 廉 (2) 13m58 金田 力 13m56 奥野 風摩 (2) 13m52 内木 一貴 (2) 13m50 酒井 宏和 (3) 12m89 武田 一城 (3) 12m49

日本大 吉川市栄小 川口総合 日本ウエルネス 西武台 武大 聖学院大 西武台

6/26  男子円盤投 秋場 堅太 (1) 44m45 秋野 真理 (3) 40m75 武田 一城 (3) 38m63 竹内 竜也 (4) 38m24 友成 正 37m68 奥野 風摩 (2) 37m67 ゲレオ ダリオ (1) 37m59 大島 陣 (2) 36m40

日本大 国士舘大 西武台 鹿屋体育大 TNAC 西武台 聖学院大 文教大

6/24 男子ハンマー投碓井 崇 62m52 保坂 雄志郎 (2) 58m93 野島 克幸 (4) 57m03 藤田 舜 (3) 56m10 須加 幸生 (3) 55m97 秋場 堅太 (1) 53m16 中澤 正道 (2) 52m81 大谷 健太 (3) 51m20

蓮田陸協 筑波大 武大 武大 東海大 日本大 順天堂大 松山

6/24  男子やり投 新井 涼平 (2) 75m12 井上 順仁 65m80 中嶋 善寛 (1) 63m50 松浦 直人 60m55 池田 圭三 59m55 小川 真 (3) 57m64 青木 翔太 (3) 56m10 竹沢 拓也 (3) 55m94

国士舘大 SR GR 井上農園 筑波大 和光高校教員 平成国際大AC 大東大 昌平 武大
6/24 男子十種競技 會田 裕亮 6423 山角 俊哉 6287 齊藤 貴浩 (2) 5263 佐藤 喜寛 4766 鈴木 健斗 (2) 4225 笠原 秀行 (2) 4133 坪 哲史 (2) 4339 新島 大裕 (2) 3204
6/25 八潮陸協 八潮陸協 日体大 上尾市陸協 所沢西 所沢 所沢西 鳩山

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

11.57-6m35-11m69-1m65-51.88 11.46-6m80-10m35-1m70-52.10 12.00-6m01-9m08-1m70-52.91 12.13-6m12-8m15-1m65-54.74 12.18-5m92-7m40-1m60-55.33 12.13-5m15-6m67-1m65-55.33 12.34-5m65-6m52-NM-56.38 11.86-4m86-5m84-NM-52.89
15.71-35m88-4m00-55m63-4:59.47 15.83-32m38-4m20-44m80-5:03.52 17.18-24m47-2m8041m16-4:47.74 17.19-21m08-2m80-32.01-5:09.78 19.78-22m88-NM-34m93-4:53.64 18.78-16m85-NM-37m63-4:45.79 19.64-20m34-NM-31m47-5:01.46 18.49-14m99-NM-7m88-4:57.01



 男子100m

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998

埼玉県記録(SR)          10.26     井盛　雅(日体大)                      1999

大会記録(GR)            10.30     井盛　雅(日体AC)                      2000

予選 6組2着＋4

1組 風:+1.2 2組 風:+1.7
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 4 565 今井 貴史(3) 深谷商 11.13 Q 1 5 5007 馬場 和樹(1) 筑波大 10.70 Q

2 5 662 丹羽 将一朗 ＤＥＬＡ 11.13 Q 2 2 1140 今枝 康佑(4) 東洋大 10.85 Q

3 2 3032 内海 司(3) 埼玉栄 11.16 3 7 1421 須賀 悟史(4) 平成国際大 10.96 q

4 7 51 堅木 寿人(2) 大東大 11.29 4 1 6032 野島 孝典 埼玉陸協 10.99 q

5 9 3510 吉野 訓史(3) 東京理科大 11.35 5 6 3033 海野 啓太(3) 埼玉栄 11.11

1 1034 後藤 乃毅 大阪ガス DNS 6 8 2113 白井 学(3) 浦和单 11.19

3 594 小滝 将太(4) 早大同 DNS 7 4 3619 小林 和広(2) 春日部東 11.27

6 300 佐藤 タダシ(2) 児玉 DNS 3 621 小池 順 聖学院T&F DNS

8 4903 塚本 隆弘(1) 早稲田大 DNS 9 0 杉原 圭亮(1) 文教大 DNS

3組 風:+0.6 4組 風:+1.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 5 3031 瀬野 貴志(3) 埼玉栄 10.87 Q 1 3 42 友光 駿(3) 大東大 10.88 Q

2 2 615 丹羽 弥奈斗(2) 早大同 10.93 Q 2 6 1009 渡邊 侑平 平成国際大AC 10.90 Q

3 3 3797 小林 大輝(1) 城西大 10.98 q 3 5 996 佐々木 祐輔 AC武单 10.95 q

4 7 121 大谷 俊貴(3) 松山 11.00 4 9 2877 内海 健太(3) 駿河台大 11.12

5 4 1153 古暮 亮太(2) 東洋大 11.05 5 2 592 春田 剛志(4) 早大同 11.13

6 6 38 大澤 拓也(3) 大東大 11.11 6 8 561 吉野 廉(3) 深谷商 11.14

7 9 3341 白鳥 優斗(3) 早稲田大 11.20 1 4503 木皿 優(1) 埼玉大 DNS

8 8 3410 小林 杏丞(3) 熊谷西 11.27 4 1045 佐藤 慎太郎 埼玉陸協 DNS

7 1154 染谷 剛史(2) 東洋大 DNS

5組 風:+1.0 6組 風:+0.6
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 8 36 相馬 光平(4) 大東大 10.85 Q 1 2 607 中山 水麗(2) 早大同 10.96 Q

2 2 1023 畠山 祐輔(3) 蕨 11.03 Q 2 3 3039 白藤 達也(1) 埼玉栄 11.00 Q

2 7 6064 西澤 拓也(2) 国際学院 11.03 Q 3 9 55 神保 雄太(2) 大東大 11.06

4 6 2052 樋口 智彦(4) 埼玉大 11.07 4 8 129 関口 邦彦(2) 松山 11.16

5 3 557 佐藤 皓太 A・I・R 11.41 5 5 1349 外谷 陽輔(4) 慶應義塾大 11.34

6 9 3807 田中 裕也(1) 国士舘大 11.48 4 552 井盛 雅 A・I・R DNS

4 1395 谷口 文也(2) 慶應義塾大 DNS 6 834 中村 智洋(4) 順天堂大 DNS

5 665 早野 桂祐 ＤＥＬＡ DNS 7 1715 橋立 航太(3) 武单 DNS

6月26日 13:40 決勝

審 判 長：渡辺　隆洋

記録为任：坂内　孝弥

6月26日 10:35 予選

6月26日 11:50 準決勝

 



 男子100m

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998

埼玉県記録(SR)          10.26     井盛　雅(日体大)                      1999

大会記録(GR)            10.30     井盛　雅(日体AC)                      2000 6月26日 13:40 決勝

審 判 長：渡辺　隆洋

記録为任：坂内　孝弥

6月26日 10:35 予選

6月26日 11:50 準決勝

準決勝 2組4着

1組 風:+0.8 2組 風:+0.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 7 3031 瀬野 貴志(3) 埼玉栄 10.80 Q 1 6 5007 馬場 和樹(1) 筑波大 10.74 Q

1 6 1140 今枝 康佑(4) 東洋大 10.80 Q 2 5 42 友光 駿(3) 大東大 10.86 Q

3 5 36 相馬 光平(4) 大東大 10.82 Q 3 4 1009 渡邊 侑平 平成国際大AC 10.92 Q

4 2 1421 須賀 悟史(4) 平成国際大 10.95 Q 4 2 6032 野島 孝典 埼玉陸協 10.98 Q

5 8 6064 西澤 拓也(2) 国際学院 10.99 5 1 3797 小林 大輝(1) 城西大 10.99

6 3 996 佐々木 祐輔 AC武单 11.01 6 3 607 中山 水麗(2) 早大同 11.00

7 9 3039 白藤 達也(1) 埼玉栄 11.14 7 9 615 丹羽 弥奈斗(2) 早大同 11.02

8 4 565 今井 貴史(3) 深谷商 11.18 8 8 662 丹羽 将一朗 ＤＥＬＡ 11.03

9 7 1023 畠山 祐輔(3) 蕨 11.20

決勝 

風:+1.3
カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 3031 瀬野 貴志(3) 埼玉栄 10.72

2 5 5007 馬場 和樹(1) 筑波大 10.75

3 6 1140 今枝 康佑(4) 東洋大 10.78

4 4 42 友光 駿(3) 大東大 10.80

5 8 1009 渡邊 侑平 平成国際大AC 10.87

6 9 36 相馬 光平(4) 大東大 10.87

7 3 6032 野島 孝典 埼玉陸協 10.91

8 2 1421 須賀 悟史(4) 平成国際大 10.92

 



 男子200m

日本記録(NR)            20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    2003

埼玉県記録(SR)          20.46     藤光　謙司(日本大)                    2006

大会記録(GR)            20.99     高橋　和裕(クレーマー)                2000

予選 6組2着＋4

1組 風:-0.1 2組 風:-0.4
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 5 2551 佐藤 拓也 越谷西 21.85 Q 1 3 1009 渡邊 侑平 平成国際大AC 22.21 Q

2 4 894 渡辺 潤一 アヴェントゥーラ川口 21.85 Q 2 7 5024 野口 航(2) 西武文理 22.51 Q

3 6 4080 飯崎 翔太(1) 日本大 22.31 q 3 8 2877 内海 健太(3) 駿河台大 22.54

4 3 4760 矢作 大地(1) 駿河台大 22.45 4 9 2556 萩原 賢 越谷西 22.74

5 8 1230 神田 祥明(3) 城西大 22.47 5 5 565 今井 貴史(3) 深谷商 22.74

6 9 54 小杉 俊裕(2) 大東大 22.90 6 6 3618 石田 大志(2) 春日部東 22.93

1 561 吉野 廉(3) 深谷商 DNS 1 5 本谷 晃(3) 浦和 DNS

2 615 丹羽 弥奈斗(2) 早大同 DNS 2 1740 松井 信行(1) 武单 DNS

7 2484 西川 諒(2) 城西川越 DNS 4 1147 岩崎 裕亮(3) 東洋大 DNS

3組 風:+0.6 4組 風:-1.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 3 925 杉町 マハウ 日本ウエルネス 22.16 Q 1 5 1395 谷口 文也(2) 慶應義塾大 21.56 Q

2 6 996 佐々木 祐輔 AC武单 22.41 Q 2 6 6032 野島 孝典 埼玉陸協 21.93 Q

3 2 1732 伊藤 健太(2) 武单 22.51 3 3 926 田島 正巳 日本ウエルネス 22.11 q

4 4 38 大澤 拓也(3) 大東大 22.59 4 7 2119 井口 翼(3) 浦和单 22.48

5 9 3410 小林 杏丞(3) 熊谷西 22.68 5 4 1715 橋立 航太(3) 武单 22.51

6 7 580 田中 進悟(4) 武大 22.80 6 1 4243 尾崎 優(2) 大宮東 22.64

1 3288 中村 涼(3) 越谷单 DNS 7 9 1030 服部 翼(2) 蕨 22.66

5 1383 古賀 友矩(2) 慶應義塾大 DNS 8 2 5642 大久保 克彦(3) 川口総合 22.73

8 1421 須賀 悟史(4) 平成国際大 DNS 8 36 相馬 光平(4) 大東大 DNS

5組 風:0.0 6組 風:-0.4
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 5 1148 秋本 貴大(2) 東洋大 22.19 Q 1 6 662 丹羽 将一朗 ＤＥＬＡ 21.95 Q

2 3 42 友光 駿(3) 大東大 22.23 Q 2 5 1140 今枝 康佑(4) 東洋大 22.08 Q

3 7 3341 白鳥 優斗(3) 早稲田大 22.29 q 3 3 2881 野間 耀介(3) 駿河台大 22.37 q

4 9 3619 小林 和広(2) 春日部東 22.60 4 7 5285 川崎 創大(2) 東京農大三 22.50

5 8 3510 吉野 訓史(3) 東京理科大 22.73 5 4 35 関根 幸大(4) 大東大 22.62

6 6 1392 小西 志朗 所沢市消防本部 22.83 6 1 6064 西澤 拓也(2) 国際学院 22.74

7 4 406 桑原 明弘(4) 国士舘大 22.86 2 594 小滝 将太(4) 早大同 DNS

8 2 4965 今住 亮介(3) 開智 23.05 8 3402 金田 翔平(4) 東経大 DNS

1 2060 齋藤 駿明(3) 埼玉大 DNS 9 4660 近藤 慶太(2) 花咲徳栄 DNS

審 判 長：渡辺　隆洋

記録为任：坂内　孝弥

6月25日 11:20 準決勝

6月25日 12:50 決勝

6月25日 09:30 予選



 男子200m

日本記録(NR)            20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    2003

埼玉県記録(SR)          20.46     藤光　謙司(日本大)                    2006

大会記録(GR)            20.99     高橋　和裕(クレーマー)                2000

審 判 長：渡辺　隆洋

記録为任：坂内　孝弥

6月25日 11:20 準決勝

6月25日 12:50 決勝

6月25日 09:30 予選

準決勝 2組4着

1組 風:-2.9 2組 風:-0.9
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 6 1395 谷口 文也(2) 慶應義塾大 21.47 Q 1 6 1009 渡邊 侑平 平成国際大AC 21.79 Q

2 8 1140 今枝 康佑(4) 東洋大 21.87 Q 2 7 894 渡辺 潤一 アヴェントゥーラ川口 21.85 Q

3 5 925 杉町 マハウ 日本ウエルネス 21.97 Q 3 8 42 友光 駿(3) 大東大 22.12 Q

4 7 6032 野島 孝典 埼玉陸協 22.06 Q 4 5 662 丹羽 将一朗 ＤＥＬＡ 22.16 Q

5 3 926 田島 正巳 日本ウエルネス 22.31 5 2 3341 白鳥 優斗(3) 早稲田大 22.45

6 2 2881 野間 耀介(3) 駿河台大 22.39 6 3 4080 飯崎 翔太(1) 日本大 22.47

7 4 1148 秋本 貴大(2) 東洋大 22.44 7 9 996 佐々木 祐輔 AC武单 22.64

8 9 5024 野口 航(2) 西武文理 22.67 4 2551 佐藤 拓也 越谷西 DNS

決勝 

風:-0.6
カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 1009 渡邊 侑平 平成国際大AC 21.45

2 5 1395 谷口 文也(2) 慶應義塾大 21.48

3 7 894 渡辺 潤一 アヴェントゥーラ川口 21.67

4 6 1140 今枝 康佑(4) 東洋大 21.82

5 8 42 友光 駿(3) 大東大 21.91

6 3 662 丹羽 将一朗 ＤＥＬＡ 21.98

7 2 6032 野島 孝典 埼玉陸協 22.03

9 925 杉町 マハウ 日本ウエルネス DNS



 男子400m

日本記録(NR)            44.78     高野　　進(東海大クラブ)              1991

埼玉県記録(SR)          46.13     藤光　謙司(日本大)                    2006

大会記録(GR)            46.73     中沢　裕二(東海大)                    2003

予選 4組1着＋4

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 5 4077 山崎 謙吾(1) 日本大 47.88 Q 1 6 4760 矢作 大地(1) 駿河台大 49.06 Q

2 7 2551 佐藤 拓也 越谷西 47.89 q 2 9 3042 荒川 寛(2) 埼玉栄 49.61

3 4 3151 柳澤 純太(2) 筑波大 49.54 q 3 3 803 佐藤 拳太郎(2) 豊岡 49.84

4 3 2880 丹野 陽介(3) 駿河台大 49.88 4 7 192 今泉 和真 埼玉大ＴＣ 50.02

5 6 1230 神田 祥明(3) 城西大 50.39 5 8 0 八杉 響(3) 立教新座 50.15

6 9 3051 小川 優士(2) 埼玉栄 51.01 6 2 1355 高橋 龍史(2) 早大同 50.97

8 946 村上 勇二(2) 東洋大同 DNS 7 5 2891 近江 悠之(3) 駿河台大 52.09

4 44 中島 雅達(3) 大東大 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 7 2064 小縣 良平(2) 埼玉大 49.31 Q 1 5 894 渡辺 潤一 アヴェントゥーラ川口 48.78 Q

2 4 4080 飯崎 翔太(1) 日本大 49.65 2 7 34 関 慎吾(4) 大東大 49.46 q

3 8 4011 堀井 浩介(2) 浦和北 49.82 3 8 123 中村 哲也(3) 松山 49.57 q

4 9 3044 高山 裕昭(1) 埼玉栄 50.10 4 3 3043 田中 淳一郎(3) 埼玉栄 49.92

5 5 2879 田中 駿也(3) 駿河台大 50.77 5 2 5012 赤川 徳康(3) 西武文理 49.98

6 3 676 太田 伸也(3) 熊谷農 51.02 6 9 3426 栗原 晃己(3) 川越单 50.34

7 2 3538 矢部 颯(2) 平成国際大 51.42 4 2876 池田 和也(3) 駿河台大 DNS

6 926 田島 正巳 日本ウエルネス DNS 6 1732 伊藤 健太(2) 武单 DNS

決勝 

カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 9 2551 佐藤 拓也 越谷西 47.82

2 7 4077 山崎 謙吾(1) 日本大 47.84

3 5 894 渡辺 潤一 アヴェントゥーラ川口 48.67

4 4 2064 小縣 良平(2) 埼玉大 48.83

5 3 3151 柳澤 純太(2) 筑波大 49.12

6 8 34 関 慎吾(4) 大東大 49.44

2 123 中村 哲也(3) 松山 DNS

6 4760 矢作 大地(1) 駿河台大 DNS,DSQ

審 判 長：渡辺　隆洋

記録为任：坂内　孝弥

6月26日 11:20 予選

6月26日 13:00 決勝



 男子800m

日本記録(NR)            1:46.16   横田　真人(慶應義塾大)                2009
埼玉県記録(SR)          1:47.76   森　祥紀(自衛隊体育学校)              2000

大会記録(GR)            1:49.90   平井　豊(自衛隊体育学校)              1981

予選 4組1着＋4

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 5 3 新井 優希(2) 立教大 1:58.29 Q 1 5 11 浅井 克弘(3) 慶應義塾大 1:55.08 Q

2 9 7 牛塚 将 空自熊谷 1:58.30 2 4 10 竹下 航世 埼玉滑川走友会 1:55.41 q

3 8 6 山下 智矢(1) 順天堂大 2:01.68 3 7 13 太田 裕之(4) 立教大 1:56.67 q

4 6 4 大塚 雄介(2) 浦和 2:04.44 4 9 15 谷口 友章(3) 早大同 1:57.13 q

5 7 5 坂手 亮介(3) 帝京大 2:07.54 5 3 9 岡田 昌平(4) 東海大 1:57.72 q

3 1 横山 暁(3) 東京農大三 DNS 6 2 8 上原 裕悟(2) 埼玉平成 2:01.79

4 2 中島 雅達(3) 大東大 DNS 6 12 岩合 昭直(4) 東洋大 DNS

8 14 片山 大輔(3) 立教新座 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 5 19 森 祥紀 体育学 1:58.53 Q 1 7 28 内山 浩貴(2) 大東大 1:57.91 Q

2 8 22 酒井 雄太(3) 大宮東 1:59.03 2 6 27 加藤 伸明(1) 東経大 1:58.11

3 3 17 小野 誠裕(3) 青学大 1:59.28 3 3 24 井向 晋太郎(3) 武单 1:59.13

4 4 18 熊田 壮(1) 山梨学院大 1:59.47 4 8 29 田辺 樹(3) 所沢西 1:59.42

5 9 23 入山 優斗(2) 春日部 1:59.85 5 9 30 渡辺 直人(3) 坂戸 1:59.90

6 7 21 直原 奨(1) 駿河台大 1:59.98 6 4 25 長谷川 顕也(3) 市立浦和 2:02.67

7 2 16 水谷 直人(3) 深谷商 2:00.23 7 5 26 池宮 夕輝(1) 亜細亜大 2:03.01

6 20 田波 健太(3) 早大同 DNS

決勝 

カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 28 内山 浩貴(2) 大東大 1:54.69

2 8 10 竹下 航世 埼玉滑川走友会 1:55.65

3 9 13 太田 裕之(4) 立教大 1:56.24

4 6 11 浅井 克弘(3) 慶應義塾大 1:56.58

5 7 19 森 祥紀 体育学 1:56.93

6 3 15 谷口 友章(3) 早大同 1:57.38

7 2 9 岡田 昌平(4) 東海大 1:58.40

8 5 3 新井 優希(2) 立教大 1:59.90

審 判 長：渡辺　隆洋

記録为任：坂内　孝弥

6月24日 12:25 予選

6月24日 15:20 決勝



 男子1500m

日本記録(NR)            3:37.42   小林　史和(ＮＴＮ)                    2004
埼玉県記録(SR)          3:41.19   寺牛　浩之(新電元)                    1991
大会記録(GR)            3:48.68   堀田　直希(本田技研)                  1992

決勝 

カナ名 所属地
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 12 12 坂庭 大輝(2) 慶應義塾大 3:55.42

2 13 13 牟田 祐樹(3) 西武文理 3:58.63

3 2 2 砂原 健次 新電元工業（株） 3:59.55

4 3 3 柳 瑞樹 ボッシュ 4:00.99

5 5 5 田波 健太(3) 早大同 4:01.94

6 10 10 加藤 伸明(1) 東経大 4:02.45

7 7 7 伏見 太郎(3) 武大 4:03.35

8 6 6 勝谷 徳仁(2) 浦和 4:03.37

9 11 11 内山 浩貴(2) 大東大 4:06.88

10 15 15 折原 駿一(2) 春日部東 4:08.54

11 4 4 前田 啓志(3) 伊奈学園総合 4:10.79

1 1 柴 祐希(3) 東経大 DNS

8 8 小森 智弘(3) 東京農大三 DNS

9 9 太田 裕之(4) 立教大 DNS

14 14 塚本 洋平 コモディイイダ DNS

審 判 長：渡辺　隆洋

記録为任：坂内　孝弥

6月26日 12:40 決勝



 男子5000m

日本記録(NR)            13:13.20  松宮　隆行(コニカミノルタ)            2007
埼玉県記録(SR)          13:25.72  池谷　寛之(本田技研)                  2000
大会記録(GR)            13:49.76  ﾂﾅｷ･ｶﾗﾓﾚ(本田技研)                    1992

決勝 

カナ名 所属地
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 21 21 金塚 洋輔 ＨＯＮＤＡ 14:13.76

2 5 5 馬場 圭太 ＨＯＮＤＡ 14:14.91

3 8 8 渡邉 諒(3) 埼玉栄 14:37.71

4 18 18 砂原 健次 新電元工業（株） 14:51.13

5 12 12 高柳 翔(3) 埼玉栄 14:51.91

6 11 11 阪上 孝輝 ボッシュ 14:54.89

7 2 2 富越 洸二朗(2) 埼玉栄 14:55.43

8 15 15 牧野 冴希 川口陸協 14:57.09

9 10 10 鈴木 正章 ボッシュ 15:09.90

10 14 14 白吉 凌(3) 埼玉栄 15:17.98

11 19 19 柳 瑞樹 ボッシュ 15:20.45

12 20 20 新城 佑加(2) 東京農大三 15:25.58

13 16 16 平塚 知成(4) 慶應義塾大 15:30.73

14 9 9 白田 雄久 新電元工業（株） 15:36.10

1 1 池邉 稔 ＨＯＮＤＡ DNS

3 3 児玉 雄介 コモディイイダ DNS

4 4 奥山 達也 コモディイイダ DNS

6 6 牟田 祐樹(3) 西武文理 DNS

7 7 福島 弘将 コモディイイダ DNS

13 13 三浦 伸二郎 コモディイイダ DNS

17 17 齋藤 勇人 ＨＯＮＤＡ DNS

審 判 長：渡辺　隆洋

記録为任：坂内　孝弥

6月25日 16:10 決勝



 男子10000m

日本記録(NR)            27:35.09  高岡　寿成(カネボウ)                  2001
埼玉県記録(SR)          27:31.89  T.ｷﾞﾙﾏ(ホンダ)                        2005
大会記録(GR)            28:35.92  浦田　春生(本田技研)                  1990

決勝 

カナ名 所属地
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 11 11 中尾 誠宏 ＨＯＮＤＡ 30:14.73

2 3 3 千葉 優 ＨＯＮＤＡ 30:47.63

3 9 9 佐野 広明 ＨＯＮＤＡ 31:09.18

4 8 8 阪上 孝輝 ボッシュ 31:12.56

5 6 6 山中 貴弘 ＨＯＮＤＡ 31:23.06

6 1 1 當山 篤志 コモディイイダ 31:25.54

7 12 12 土田 純 コモディイイダ 32:25.22

10 10 柴 祐希(3) 東経大 DNS

14 14 溝口 大地 コモディイイダ DNF

2 2 岸本 彬 コモディイイダ DNS

4 4 奥田 実 ＨＯＮＤＡ DNS

5 5 飯田 明徳 ＨＯＮＤＡ DNS

7 7 福島 弘将 コモディイイダ DNS

13 13 齋藤 勇人 ＨＯＮＤＡ DNS

審 判 長：渡辺　隆洋

記録为任：坂内　孝弥

6月24日 17:00 決勝



 男子110mH

日本記録(NR)            13.39     谷川　　聡(ミズノ)                    2004
埼玉県記録(SR)          13.55     大橋　祐二(筑波大)                    2007

大会記録(GR)            13.57     大橋　祐二(筑波大)                    2005

予選 5組1着＋3

1組 風:+0.1 2組 風:-0.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 6 575 今 佑太(4) 武大 14.93 Q 1 4 3170 三浦 拓哉(3) 川口北 15.37 Q

2 7 5030 藤野 智志(1) 西武文理 15.77 2 6 4144 中谷 詠二(1) 大東大 15.48 q

3 3 51 堅木 寿人(2) 大東大 16.09 3 7 606 長堀 光(2) 早大同 15.67

4 9 1569 藤波 航(3) 草加 16.13 4 8 1086 千葉 雅貴(3) 上尾 16.37

5 5 2625 若林 侑汰(3) 川越西 16.14 5 3 4002 池口 裕駿(2) 浦和北 16.82

6 8 3483 寺島 昂輝(3) 滑川総合 16.19 6 9 3121 渡部 竣太(2) 深谷 17.04

4 270 大橋 祐二 ミズノ DNS 5 190 秋山 祐介 埼玉大ＴＣ DNS

3組 風:+0.2 4組 風:+1.9
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 6 4640 小林 祐也(3) 大宮单 15.61 Q 1 6 41 田島 玲(3) 大東大 15.29 Q

2 5 4930 野村 謙太(1) 東経大 15.69 2 5 3197 星名 翔太(3) 所沢北 15.52 q

3 4 1202 管野 文也(3) 市立川口 15.78 3 4 4689 石戸 佑馬(3) 西武台 15.84

4 2 5219 竹中 督貴(2) 川越東 15.80 4 8 2553 布施 祐汰 越谷西 16.24

5 9 3181 上原 聖梧(2) 聖学院大 15.92 5 9 928 豊田 翼 日本ウエルネス 16.35

6 3 3416 山本 知夏(3) 熊谷西 16.51 6 3 5150 田中 一頼(3) 川口青陵 16.51

7 8 965 額田 和真(3) 所沢 17.26 7 3497 奥岡 真也(4) 東京理科大 DNS

7 5007 馬場 和樹(1) 筑波大 DNS

5組 風:0.0 決勝 風:-1.6
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 4 561 吉野 廉(3) 深谷商 14.99 Q 1 4 561 吉野 廉(3) 深谷商 14.73

2 6 650 青木 健太(2) 武大 15.11 q 2 6 575 今 佑太(4) 武大 14.95

3 7 0 金子 遼(2) 立教新座 15.72 3 9 650 青木 健太(2) 武大 15.21

4 9 2548 足助 貴秀(3) 深谷一 16.14 4 5 41 田島 玲(3) 大東大 15.27

5 8 1021 山下 修司(3) 蕨 16.71 5 7 3170 三浦 拓哉(3) 川口北 15.54

3 4623 石黒 章恭(1) 文教大 DNS 6 2 3197 星名 翔太(3) 所沢北 15.62

2 4009 茂木 猛士(1) 平成国際大 DNS 7 3 4144 中谷 詠二(1) 大東大 15.66

5 4650 長谷部 高正(1) 立教大 DNS 8 8 4640 小林 祐也(3) 大宮单 15.97

審 判 長：渡辺　隆洋

記録为任：坂内　孝弥

6月25日 10:35 予選

6月25日 11:45 決勝



 男子400mH

日本記録(NR)            47.89     為末　　大(法政大)                    2001
埼玉県記録(SR)          48.26     山崎　一彦(ｱﾃﾞｨﾀﾞｽT･C)                1999

大会記録(GR)            50.33     千葉　佳裕(順天堂大)                  1999

予選 5組1着＋3

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 6 736 前野 景(2) 法政大 52.94 Q 1 5 1317 長島 貴之(4) 東京学芸大 52.94 Q

2 4 676 太田 伸也(3) 熊谷農 54.49 q 2 4 1132 太田 裕志(4) 東洋大 54.46 q

3 5 580 田中 進悟(4) 武大 54.53 3 7 2067 丸山 紘大(2) 埼玉大 55.01

4 7 1569 藤波 航(3) 草加 55.88 4 3 3181 上原 聖梧(2) 聖学院大 55.61

5 9 2675 茅野 隆太(3) 所沢西 56.33 5 8 5052 相谷 徹(1) 武大 55.93

6 8 2107 吉野 康平(2) 浦和单 56.35 6 6 1086 千葉 雅貴(3) 上尾 56.05

7 2 1639 吉森 直人(3) 朝霞 59.11 7 9 2553 布施 祐汰 越谷西 56.81

8 3 1711 望月 亮宏(3) 武单 1:01.36 8 2 4644 宮島 優太(3) 大宮单 57.78

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 4 2053 山田 勝也(4) 埼玉大 54.89 Q 1 7 6143 千葉 佳裕 埼玉陸協 57.13 Q

2 5 991 中里 勇輝(2) 熊谷商 56.37 2 5 563 茂木 達生(3) 深谷商 58.68

3 7 1021 山下 修司(3) 蕨 56.60 3 9 3484 青木 俊介(3) 滑川総合 59.02

9 4246 野間 慎司(3) 大宮東 DSQ,T1 4 3 5522 千葉 博明(2) 鳩ヶ谷 1:02.86

3 4669 丹野 翔太(3) 花咲徳栄 DNS OP 2 1686 出浦 教行 チームアイマ 51.71

6 3432 寺沢 明修(2) 東経大 DNS 4 1383 古賀 友矩(2) 慶應義塾大 DNS

8 2161 深澤 和希(3) 坂戸 DNS 6 4 内田 裕一郎(3) 浦和 DNS

8 3197 星名 翔太(3) 所沢北 DNS

5組 決勝 
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 6 5009 加藤 誠也(1) 筑波大 53.55 Q 1 7 5009 加藤 誠也(1) 筑波大 50.96

2 4 850 八本 友和 ルート８４６ 54.07 q 2 6 736 前野 景(2) 法政大 51.71

3 7 4649 榮 亮彦(1) 立教大 55.16 3 8 850 八本 友和 ルート８４６ 52.81

4 5 3170 三浦 拓哉(3) 川口北 55.99 4 3 1132 太田 裕志(4) 東洋大 55.89

5 9 3889 佐藤 亮太(1) 順天堂大 57.48 5 9 6143 千葉 佳裕 埼玉陸協 56.53

6 8 1545 北野 雅人(3) 日体大 57.66 6 2 676 太田 伸也(3) 熊谷農 57.31

7 3 2575 天野 大輔 越谷西 58.91 4 1317 長島 貴之(4) 東京学芸大 DNS

8 2 3621 高取 拓也(2) 春日部東 59.92 5 2053 山田 勝也(4) 埼玉大 DNS

審 判 長：渡辺　隆洋

記録为任：坂内　孝弥

6月24日 13:20 予選

6月24日 15:45 決勝



 男子3000mSC

日本記録(NR)            8:18.93   岩水　嘉孝(トヨタ自動車)              2009
埼玉県記録(SR)          8:34.94   板橋　弘行(中央大)                    1989

大会記録(GR)            8:34.94   松田　勝(自衛隊体育学校)              1985

決勝 

カナ名 所属地
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 2 帯津 佳祐(2) 東京農大三 9:25.08

2 10 10 三浦 伸二郎 コモディイイダ 9:25.28

3 13 13 大河原 司(2) 坂戸西 9:32.65

4 5 5 小谷野 尚光 所沢市消防本部 9:34.32

5 3 3 三好 健太(3) 狭山ヶ丘 9:36.20

6 8 8 柳原 真人(1) 立教大 9:36.57

7 12 12 江戸 恵亮(3) 所沢西 9:43.51

8 4 4 安田 砂土志 埼玉県警 9:44.76

9 16 16 関根 輝也(3) 蕨 9:46.39

10 14 14 久米谷 桂介(3) 飯能单 9:52.52

11 11 11 早房 大輝(3) 川越单 9:53.27

12 6 6 金原 直輝(2) 川越東 9:57.54

13 7 7 篠田 健二 ＴＥＡＭＳＵＮＡＯ 10:30.68

14 9 9 栗原 啓慶(2) 川越 10:44.04

1 1 大久保 誠吾(1) 法政大 DNS

15 15 池田 大樹 上尾陸協 DNS

審 判 長：渡辺　隆洋

記録为任：坂内　孝弥

6月25日 11:55 決勝



 男子5000mW

日本記録(NR)            18:56.70  杉本　明洋(綜合警備保障)              2009
埼玉県記録(SR)          19:30.45  藤野原　稔人(山水ﾃｸﾉ)                 2004
大会記録(GR)            19:49.06  藤野原　稔人(三栄管理興業)            2002

決勝 

カナ名 所属地
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 3 大木 脩平(3) 山梨学院大 21:18.81

2 10 10 土濃塚 渉 さいたま市陸協 21:37.14

3 8 8 藤野原 稔人 三水テクノ 22:06.48

4 4 4 柴田 和樹(3) 春日部東 22:09.33

5 7 7 鈴木 数史(2) 国士舘大 22:47.02

6 6 6 鈴木 岳人(3) 所沢西 23:03.20

7 1 1 吉橋 啓太(2) 城西大 24:09.17

8 5 5 丸山 暁(2) 聖望 25:06.00

9 2 2 伊東 祐太(3) 東洋大 26:02.58

10 13 13 小柳 祐介 埼玉陸協 26:20.11

11 14 14 岩村 舞海(2) 所沢西 28:09.51

12 11 11 吉岡 隆 埼玉陸協 28:12.50

9 9 山本 幸延 ｅＡ埼玉 DNS

12 12 杉江 一真(3) 春日部東 DNS

15 15 菅沼 慎司(3) 武大 DNS

審 判 長：渡辺　隆洋

記録为任：坂内　孝弥

6月24日 15:55 決勝



 男子4X100mR

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009

予選 10組2着＋4

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿河台大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 蕨・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 深谷商・埼玉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 9 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.61 Q 記録 42.14 q 記録 42.17

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2877 内海 健太(3) 駿河台大 1 1024 池田 偉徳(3) 蕨 1 553 富岡 俊樹(2) 深谷商

2 4760 矢作 大地(1) 駿河台大 2 1023 畠山 祐輔(3) 蕨 2 561 吉野 廉(3) 深谷商

3 2881 野間 耀介(3) 駿河台大 3 1046 井邑 映斗(1) 蕨 3 562 井上 貴博(3) 深谷商

4 2876 池田 和也(3) 駿河台大 4 1030 服部 翼(2) 蕨 4 565 今井 貴史(3) 深谷商

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川口総合・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 栗橋北彩・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 武蔵丘短大・埼玉

4 8 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.24 記録 45.38 記録 45.46

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5651 上原 岳(2) 川口総合 1 3376 遠藤 尚也(3) 栗橋北彩 1 1176 小俣 尚也 武蔵丘短大

2 5642 大久保 克彦(3) 川口総合 2 3362 鮎ヶ瀬 諒介(2) 栗橋北彩 2 1185 青木 礁太(2) 武蔵丘短大

3 5641 石井 希季(3) 川口総合 3 3367 西橋 充樹(2) 栗橋北彩 3 1194 原 勇輝(1) 武蔵丘短大

4 5644 山田 大達(3) 川口総合 4 3375 高瀬 陵亮(3) 栗橋北彩 4 1195 室川 将道(1) 武蔵丘短大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川口東・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 宮代・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和单・埼玉

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 3 ｺﾒﾝﾄ 1 ｺﾒﾝﾄ DSQ,R1
記録 45.68 記録 47.09 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4043 広井 翔平(1) 川口東 1 4534 佐々木 敦史(3) 宮代 1 2122 及川　達也(2) 浦和单

2 4042 高橋 弘城(1) 川口東 2 4531 小池 聡光(3) 宮代 2 2113 白井 学(3) 浦和单

3 4041 笠島 竜一(1) 川口東 3 4540 田中 拓海(1) 宮代 3 2119 井口 翼(3) 浦和单

4 4038 前田 翔太(2) 川口東 4 4536 安部 祐太郎(3) 宮代 4 2107 吉野 康平(2) 浦和单

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武文理・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 立教大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際学院・埼玉

1 9 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 1 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.45 Q 記録 43.16 q 記録 43.38

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5017 溝橋 亮太(3) 西武文理 1 3473 松堂 永(2) 立教大 1 6074 小原 圭介(1) 国際学院

2 5024 野口 航(2) 西武文理 2 3451 斎藤 隼也(3) 立教大 2 6064 西澤 拓也(2) 国際学院

3 5029 松島 拓哉(2) 西武文理 3 4641 角田 拓巳(1) 立教大 3 6067 林 寛高(2) 国際学院

4 5012 赤川 徳康(3) 西武文理 4 4649 榮 亮彦(1) 立教大 4 6071 照井 武尊(1) 国際学院

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立川口・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 所沢西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 熊谷工・埼玉

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.43 記録 43.91 記録 44.16

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1202 管野 文也(3) 市立川口 1 2673 冨山 一真(3) 所沢西 1 2051 橋本 龍(1) 熊谷工

2 1212 桑原 大地(2) 市立川口 2 2684 輪千 高大(2) 所沢西 2 2044 福島 聖之(3) 熊谷工

3 1205 高木 渓介(3) 市立川口 3 2671 山田 隆大(3) 所沢西 3 2050 大場 剛(3) 熊谷工

4 1201 高橋 利宣(3) 市立川口 4 2672 粕谷 俊晃(3) 所沢西 4 2064 門脇 弘昴(3) 熊谷工

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 草加・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 和光国際・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岩槻商・埼玉

7 8 ｺﾒﾝﾄ 8 5 ｺﾒﾝﾄ 9 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.38 記録 46.30 記録 47.06

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1573 星川 達也(3) 草加 1 5476 安達　 秀和(2) 和光国際 1 606 丸川 涼(2) 岩槻商

2 1575 和知 拓也(3) 草加 2 5475 矢島　 鉄平(2) 和光国際 2 608 高橋 尚也(2) 岩槻商

3 1581 唐澤 龍太(2) 草加 3 5462 小島　 権徳(2) 和光国際 3 610 立原 寛哉(1) 岩槻商

4 1569 藤波 航(3) 草加 4 5461 坂田　 優太郎(2) 和光国際 4 611 古澤 拓(1) 岩槻商

審 判 長：渡辺　隆洋
記録为任：坂内　孝弥

6月24日 14:05 準決勝
6月24日 16:40 決勝

6月24日 11:00 予選



 男子4X100mR

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009

審 判 長：渡辺　隆洋
記録为任：坂内　孝弥

6月24日 14:05 準決勝
6月24日 16:40 決勝

6月24日 11:00 予選

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 慶應義塾大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 聖学院大・埼玉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 43.02 Q 記録 44.15 記録 44.17

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3650 川島 優(1) 慶應義塾大 1 2617 羽生 敦貴(3) 川越西 1 3184 西田 圭吾(2) 聖学院大

2 1349 外谷 陽輔(4) 慶應義塾大 2 2611 池畑 亜紀人(3) 川越西 2 3183 加藤 翔(2) 聖学院大

3 1370 平石 駿(3) 慶應義塾大 3 2624 田中 滉一郎(3) 川越西 3 3178 青山 瞭(3) 聖学院大

4 1383 古賀 友矩(2) 慶應義塾大 4 2616 吉本 雄太(3) 川越西 4 4879 武藤 拓也(1) 聖学院大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 豊岡・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 進修館・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 杉戸農・埼玉

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.64 記録 45.52 記録 46.90

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 801 田中 僚(2) 豊岡 1 885 新島 暉人(2) 進修館 1 696 真子 直樹(1) 杉戸農

2 803 佐藤 拳太郎(2) 豊岡 2 878 茂木 哲真(2) 進修館 2 709 橘 亮太(2) 杉戸農

3 798 岩沢 諒(3) 豊岡 3 876 茂木 博義(3) 進修館 3 694 若林 翔(1) 杉戸農

4 800 塚原 大喜(2) 豊岡 4 881 井上 誠(2) 進修館 4 697 利根川 大地(3) 杉戸農

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 細田学園・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 熊谷・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八潮・埼玉

7 9 ｺﾒﾝﾄ 2 ｺﾒﾝﾄ DSQ,R1 3 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 47.06 記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5701 東井 裕紀(2) 細田学園 1 58 奥富 敏晴(3) 熊谷
1

2 5702 木曽 椋太(2) 細田学園 2 60 磯田 良樹(3) 熊谷
2

3 5704 佐藤 光(1) 細田学園 3 32 飯塚 高規(2) 熊谷
3

4 5705 浅水 優平(1) 細田学園 4 59 黒澤 大樹(3) 熊谷
4

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉栄・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 坂戸西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 聖望・埼玉

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.48 Q 記録 44.00 記録 44.23

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3039 白藤 達也(1) 埼玉栄 1 2661 鈴木 巧(1) 坂戸西 1 1371 坂元 航(3) 聖望

2 3031 瀬野 貴志(3) 埼玉栄 2 2642 畠山 昇大(2) 坂戸西 2 1359 金井 優介(1) 聖望

3 3032 内海 司(3) 埼玉栄 3 2662 清水 龍也(1) 坂戸西 3 1361 平井 友梧(1) 聖望

4 3033 海野 啓太(3) 埼玉栄 4 2657 平野 将也(2) 坂戸西 4 1374 小坂 慶太(3) 聖望

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和北・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 春日部・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越工・埼玉

4 9 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.66 記録 44.93 記録 47.02

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4012 望月 響(2) 浦和北 1 94 金子 弘樹(2) 春日部 1 482 片原 拓也(2) 川越工

2 4006 田口 一輝(2) 浦和北 2 92 加藤 宏隆(2) 春日部 2 504 久保田 龍(3) 川越工

3 4008 橋本 健太(2) 浦和北 3 93 田澤 義隆(2) 春日部 3 493 佐島 祥太(2) 川越工

4 4011 堀井 浩介(2) 浦和北 4 95 後藤 大輝(1) 春日部 4 500 紫藤 寛晃(3) 川越工

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越生・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮東・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉大ＴＣ・埼玉

1 ｺﾒﾝﾄ DSQ,R3 7 ｺﾒﾝﾄ DSQ,R1 4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2431 吉原 利哉(3) 越生 1 4251 小川 慶之(2) 大宮東
1

2 2434 鈴木 裕貴(1) 越生 2 4256 鈴木 幸太郎(2) 大宮東
2

3 2435 小室 和真(3) 越生 3 4248 原口 圭祐(2) 大宮東
3

4 2432 新井 大貴(3) 越生 4 4243 尾崎 優(2) 大宮東
4



 男子4X100mR

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009

審 判 長：渡辺　隆洋
記録为任：坂内　孝弥

6月24日 14:05 準決勝
6月24日 16:40 決勝

6月24日 11:00 予選

5組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八潮・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川口青陵・埼玉

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.11 Q 記録 43.12 記録 43.95

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 55 神保 雄太(2) 大東大 1 2316 太田 俊(3) 八潮 1 5135 柳 潤也(2) 川口青陵

2 36 相馬 光平(4) 大東大 2 2322 荒　 智成(2) 八潮 2 5145 荒井 規光(3) 川口青陵

3 59 松村 和也(2) 大東大 3 2313 新里 紘生(1) 八潮 3 5150 田中 一頼(3) 川口青陵

4 38 大澤 拓也(3) 大東大 4 2315 川手 将(3) 八潮 4 5147 牛込 隆寛(3) 川口青陵

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大井・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 尚美・埼玉

4 3 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.98 記録 44.10 記録 44.21

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 9 菅谷 広樹(2) 浦和 1 3893 荒幡　  克己(2) 大井 1 3378 堀 優也(2) 尚美

2 6 松雪 晃(2) 浦和 2 3871 鈴木　  隆太郎(2) 大井 2 3377 宮野 将一朗(2) 尚美

3 7 武村 洸希(2) 浦和 3 3895 細田    裕也(3) 大井 3 3375 石田 凌(2) 尚美

4 11 澤田 将(2) 浦和 4 3877 松本 雄太(1) 大井 4 4831 清水 裕介(2) 尚美

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 草加单・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 单稜・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳩ヶ谷・埼玉

7 1 ｺﾒﾝﾄ 8 9 ｺﾒﾝﾄ 9 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.54 記録 45.76 記録 46.15

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3572 永島 为隆(3) 草加单 1 4291 上村 昌輝(1) 单稜 1 5521 佐久間 光輝(2) 鳩ヶ谷

2 3578 小川 哲弘(2) 草加单 2 4306 小田 慎一郎(3) 单稜 2 5522 千葉 博明(2) 鳩ヶ谷

3 3579 岡田 大貴(2) 草加单 3 4307 本田 昌大(3) 单稜 3 5524 栗原 達仁(2) 鳩ヶ谷

4 3585 城内 政弘(2) 草加单 4 4295 菰原 翔(1) 单稜 4 5523 小暮 貴宏(2) 鳩ヶ谷

6組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 城西川越・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越ヶ谷・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 不動岡・埼玉

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 1 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 43.10 Q 記録 44.09 記録 45.27

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2474 樫又 恒一(2) 城西川越 1 351 鈴木 裕太(2) 越ヶ谷 1 217 長壁 幸大(1) 不動岡

2 2484 西川 諒(2) 城西川越 2 350 佐藤 寛空(2) 越ヶ谷 2 228 高橋 敦己(2) 不動岡

3 2470 豊田 大輝(3) 城西川越 3 353 岩本 恭尚(2) 越ヶ谷 3 240 熊谷 航(1) 不動岡

4 2471 吉田 透(3) 城西川越 4 355 佐藤 海斗(2) 越ヶ谷 4 233 長利 勇希(1) 不動岡

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 朝霞西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白岡・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 坂戸・埼玉

4 9 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.55 記録 45.69 記録 45.97

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2581 春田 大智(3) 朝霞西 1 3641 小林 熙(3) 白岡 1 2171 有井 優太(1) 坂戸

2 2583 菊地 実(2) 朝霞西 2 3640 平山 祐介(3) 白岡 2 2169 天瀬 堅太(2) 坂戸

3 2582 宮城 利章(2) 朝霞西 3 3654 町田 康徳(1) 白岡 3 2167 佐藤 祐毅(2) 坂戸

4 2584 押田 竜弥(2) 朝霞西 4 3648 尾崎 泰祐(2) 白岡 4 2163 秋元 尚耶(3) 坂戸

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳩山・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 早大同・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越・埼玉

7 3 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DNF 6 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 46.79 記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4863 小澤 早人(1) 鳩山 1 599 玉田 侑也(3) 早大同
1

2 4861 新島 大裕(2) 鳩山 2 597 吉成 海人(2) 早大同
2

3 4864 阿部 幸太(1) 鳩山 3 592 春田 剛志(4) 早大同
3

4 4862 鈴木 篤(2) 鳩山 4 594 小滝 将太(4) 早大同
4



 男子4X100mR

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009

審 判 長：渡辺　隆洋
記録为任：坂内　孝弥

6月24日 14:05 準決勝
6月24日 16:40 決勝

6月24日 11:00 予選

7組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 春日部東・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立浦和・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 昌平・埼玉

1 9 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 1 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.57 Q 記録 44.25 記録 44.60

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3618 石田 大志(2) 春日部東 1 1114 金子 翼(2) 市立浦和 1 2800 遠藤 惇史(3) 昌平

2 3619 小林 和広(2) 春日部東 2 1116 坂口 卓(2) 市立浦和 2 2810 會田 和希(1) 昌平

3 3617 野口 直紀(2) 春日部東 3 1112 関 龍之介(3) 市立浦和 3 2798 青木 翔太(3) 昌平

4 3601 森内 俊太(3) 春日部東 4 1111 野沢 巧(3) 市立浦和 4 2802 加藤 航輝(2) 昌平

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 熊谷商・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 久喜北陽・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 庄和・埼玉

4 3 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.87 記録 45.48 記録 45.75

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1001 大島 史也(3) 熊谷商 1 5433 飯野 光(3) 久喜北陽 1 4120 渡邉 悠太(1) 庄和

2 992 向田 豊(2) 熊谷商 2 5431 竹花 彰隼(3) 久喜北陽 2 4112 白石 拓也(2) 庄和

3 995 松本 亮一(3) 熊谷商 3 5440 石川 広都(1) 久喜北陽 3 4115 宮﨑 孔明(2) 庄和

4 991 中里 勇輝(2) 熊谷商 4 5436 小針 康弘(2) 久喜北陽 4 4116 中川 侑也(2) 庄和

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川口北・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 武大・埼玉

7 6 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ 4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 45.83 記録 46.42 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 449 金沢 祥吾(2) 大宮 1 3165 遠藤 陽介(2) 川口北
1

2 410 杉澤 匠奨(1) 大宮 2 3159 横田 和也(1) 川口北
2

3 422 吉川 泰智(1) 大宮 3 3153 橋本 圭太(1) 川口北
3

4 442 武藤 優樹(2) 大宮 4 3166 篠崎 誠(2) 川口北
4

8組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本ウエルネス・埼玉着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 文教大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京農大三・埼玉

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.19 Q 記録 42.90 記録 43.51

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 929 木村 勇貴 日本ウエルネス 1 4625 山本 祥太(1) 文教大 1 5288 斉藤 幸太(2) 東京農大三

2 926 田島 正巳 日本ウエルネス 2 4624 杉原 圭亮(1) 文教大 2 5285 川崎 創大(2) 東京農大三

3 930 松田 比利 日本ウエルネス 3 4623 石黒 章恭(1) 文教大 3 5284 北川 覚啓(3) 東京農大三

4 928 豊田 翼 日本ウエルネス 4 2416 中山 勝秀(2) 文教大 4 5286 神田 悠介(2) 東京農大三

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 伊奈学園総合・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 秀明英光・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 狭山ヶ丘・埼玉

4 9 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.68 記録 45.56 記録 46.51

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5163 田浦 圭(2) 伊奈学園総合 1 5408 日下部 穂貴(1) 秀明英光 1 1442 秦 啓登司(3) 狭山ヶ丘

2 5166 菅原 恭仁(2) 伊奈学園総合 2 5406 平本 拓也(3) 秀明英光 2 1463 尾又 寛晃(2) 狭山ヶ丘

3 5167 渋谷 洋樹(2) 伊奈学園総合 3 5407 高橋 陸(3) 秀明英光 3 1441 千葉 嶺(2) 狭山ヶ丘

4 5165 小田部 拓実(1) 伊奈学園総合 4 5403 成瀬　 拓(1) 秀明英光 4 1468 野口 空良(3) 狭山ヶ丘

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 三郷工技・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 吉川・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 飯能单・埼玉

7 1 ｺﾒﾝﾄ 8 4 ｺﾒﾝﾄ 2 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 47.11 記録 48.34 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5226 高橋 卓也(2) 三郷工技 1 2132 刀根 航平(1) 吉川
1

2 5221 山田 昇平(3) 三郷工技 2 2131 田口 健城(1) 吉川
2

3 5228 奥村 和広(2) 三郷工技 3 2134 小幡 龍可(1) 吉川
3

4 5223 高橋 洋貴(2) 三郷工技 4 2133 永井 晶己(1) 吉川
4



 男子4X100mR

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009

審 判 長：渡辺　隆洋
記録为任：坂内　孝弥

6月24日 14:05 準決勝
6月24日 16:40 決勝

6月24日 11:00 予選

9組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越谷西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東洋大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 花咲徳栄・埼玉

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ 3 9 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.92 Q 記録 42.00 q 記録 42.92

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2552 川島 千明 越谷西 1 1153 古暮 亮太(2) 東洋大 1 4659 木原 優(2) 花咲徳栄

2 2551 佐藤　 拓也 越谷西 2 1148 秋本 貴大(2) 東洋大 2 4669 丹野 翔太(3) 花咲徳栄

3 2557 菅谷　 量輝 越谷西 3 1140 今枝 康佑(4) 東洋大 3 4658 中野　 裕紀(3) 花咲徳栄

4 2556 萩原　 賢 越谷西 4 1129 今井 祐(4) 東洋大 4 4674 瀬谷 凌                   (1)花咲徳栄

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 SOUL・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 所沢北・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越单・埼玉

4 1 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.48 記録 43.87 記録 45.01

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1408 谷橋 秀彦 SOUL 1 3198 新井 啓太(3) 所沢北 1 3431 赤木 宏成(3) 川越单

2 1409 房野　 直哉 SOUL 2 3197 星名 翔太(3) 所沢北 2 3429 赤津 佑(2) 川越单

3 1413 酒巻 嵩史 SOUL 3 3199 桜井 敦之(3) 所沢北 3 3433 松本 一郎(3) 川越单

4 1410 島川 昂太 SOUL 4 3183 竹田 純真(2) 所沢北 4 3428 久保 和貴(2) 川越单

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 羽生実・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 和光・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国士舘大・埼玉

7 4 ｺﾒﾝﾄ 8 3 ｺﾒﾝﾄ 6 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 45.68 記録 50.30 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 573 山崎 亮太(2) 羽生実 1 2221 波多野 裕(3) 和光
1

2 581 新井 優吾(1) 羽生実 2 2222 村田 健太郎(3) 和光
2

3 574 渋沢 祐太(2) 羽生実 3 2224 五十嵐 士(2) 和光
3

4 580 中島 崚太(1) 羽生実 4 2228 清水 将人(1) 和光
4

10組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松山・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 武单・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 立教新座・埼玉

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 9 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.35 Q 記録 42.53 q 記録 43.21

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 123 中村 哲也(3) 松山 1 1723 村木 統威(3) 武单 1 0 金子 遼(2) 立教新座

2 121 大谷 俊貴(3) 松山 2 1740 松井 信行(1) 武单 2 0 小林 竜也(1) 立教新座

3 140 馬込 仁総(3) 松山 3 1715 橋立 航太(3) 武单 3 0 山本 凱(3) 立教新座

4 129 関口 邦彦(2) 松山 4 1732 伊藤 健太(2) 武单 4 0 小林 尚人(3) 立教新座

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 早大本庄・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 深谷一・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮单・埼玉

4 1 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.98 記録 44.12 記録 44.52

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5010 馳平　恵太(3) 早大本庄 1 2543 荒木 省吾(3) 深谷一 1 4646 細野 貢司(3) 大宮单

2 5008 笠原　将成(3) 早大本庄 2 2521 畠山 慎也(3) 深谷一 2 4621 永森 大和(2) 大宮单

3 5009 河合　孝俊(3) 早大本庄 3 2541 小坂 達也(3) 深谷一 3 4640 小林 祐也(3) 大宮单

4 4992 塚本　弘樹 早大本庄 4 2527 須永 良祐(2) 深谷一 4 4644 宮島 優太(3) 大宮单

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 滑川総合・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和東・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和商・埼玉

7 5 ｺﾒﾝﾄ 3 ｺﾒﾝﾄ DSQ,R2 4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 44.76 記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3484 青木 俊介(3) 滑川総合 1 4933 金子 岳史(1) 浦和東
1

2 3481 野澤 宏斗(3) 滑川総合 2 4936 加來 聡一郎(1) 浦和東
2

3 3482 堀越 秀一(3) 滑川総合 3 4939 松本 翔太郎(1) 浦和東
3

4 3486 大澤 侑汰(2) 滑川総合 4 4928 大橋 洸祐(2) 浦和東
4



 男子4X100mR

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009

審 判 長：渡辺　隆洋
記録为任：坂内　孝弥

6月24日 14:05 準決勝
6月24日 16:40 決勝

6月24日 11:00 予選

準決勝 3組2着＋2

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉栄・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 蕨・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武文理・埼玉

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.46 Q 記録 42.27 記録 42.40

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3039 白藤 達也(1) 埼玉栄 1 1024 池田 偉徳(3) 蕨 1 5017 溝橋 亮太(3) 西武文理

2 3031 瀬野 貴志(3) 埼玉栄 2 1023 畠山 祐輔(3) 蕨 2 5024 野口 航(2) 西武文理

3 3032 内海 司(3) 埼玉栄 3 1046 井邑 映斗(1) 蕨 3 5029 松島 拓哉(2) 西武文理

4 3033 海野 啓太(3) 埼玉栄 4 1030 服部 翼(2) 蕨 4 5012 赤川 徳康(3) 西武文理

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松山・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際学院・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越ヶ谷・埼玉

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.47 記録 43.81 記録 43.83

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 123 中村 哲也(3) 松山 1 6074 小原 圭介(1) 国際学院 1 351 鈴木 裕太(2) 越ヶ谷

2 121 大谷 俊貴(3) 松山 2 6064 西澤 拓也(2) 国際学院 2 350 佐藤 寛空(2) 越ヶ谷

3 140 馬込 仁総(3) 松山 3 6067 林 寛高(2) 国際学院 3 353 岩本 恭尚(2) 越ヶ谷

4 129 関口 邦彦(2) 松山 4 6071 照井 武尊(1) 国際学院 4 355 佐藤 海斗(2) 越ヶ谷

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 武单・埼玉

7 2 ｺﾒﾝﾄ 9 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 44.33 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2617 羽生 敦貴(3) 川越西
1

2 2611 池畑 亜紀人(3) 川越西
2

3 2624 田中 滉一郎(3) 川越西
3

4 2616 吉本 雄太(3) 川越西
4

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿河台大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本ウエルネス・埼玉着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東洋大・埼玉

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.00 Q 記録 41.08 q 記録 41.13

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2877 内海 健太(3) 駿河台大 1 929 木村 勇貴 日本ウエルネス 1 1153 古暮 亮太(2) 東洋大

2 4760 矢作 大地(1) 駿河台大 2 926 田島 正巳 日本ウエルネス 2 1148 秋本 貴大(2) 東洋大

3 2881 野間 耀介(3) 駿河台大 3 930 松田 比利 日本ウエルネス 3 1140 今枝 康佑(4) 東洋大

4 2876 池田 和也(3) 駿河台大 4 925 杉町 マハウ 日本ウエルネス 4 1129 今井 祐(4) 東洋大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 文教大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 立教新座・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 春日部東・埼玉

4 9 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.27 記録 42.88 記録 42.96

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4625 山本 祥太(1) 文教大 1 0 金子 遼(2) 立教新座 1 3618 石田 大志(2) 春日部東

2 4624 杉原 圭亮(1) 文教大 2 0 小林 竜也(1) 立教新座 2 3619 小林 和広(2) 春日部東

3 4623 石黒 章恭(1) 文教大 3 0 山本 凱(3) 立教新座 3 3617 野口 直紀(2) 春日部東

4 2416 中山 勝秀(2) 文教大 4 0 小林 尚人(3) 立教新座 4 3601 森内 俊太(3) 春日部東

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立浦和・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 坂戸西・埼玉

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.52 記録 49.31

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1114 金子 翼(2) 市立浦和 1 2661 鈴木 巧(1) 坂戸西

2 1116 坂口 卓(2) 市立浦和 2 2642 畠山 昇大(2) 坂戸西

3 1112 関 龍之介(3) 市立浦和 3 2662 清水 龍也(1) 坂戸西

4 1111 野沢 巧(3) 市立浦和 4 2657 平野 将也(2) 坂戸西



 男子4X100mR

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009

審 判 長：渡辺　隆洋
記録为任：坂内　孝弥

6月24日 14:05 準決勝
6月24日 16:40 決勝

6月24日 11:00 予選

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越谷西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 深谷商・埼玉

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ 3 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 40.98 Q 記録 41.51 q 記録 42.12

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 55 神保 雄太(2) 大東大 1 2552 川島 千明 越谷西 1 553 富岡 俊樹(2) 深谷商

2 36 相馬 光平(4) 大東大 2 2551 佐藤　 拓也 越谷西 2 561 吉野 廉(3) 深谷商

3 59 松村 和也(2) 大東大 3 2557 菅谷　 量輝 越谷西 3 562 井上 貴博(3) 深谷商

4 38 大澤 拓也(3) 大東大 4 2556 萩原　 賢 越谷西 4 565 今井 貴史(3) 深谷商

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 慶應義塾大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八潮・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 花咲徳栄・埼玉

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 9 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.27 記録 42.81 記録 42.81

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3645 川島 優(1) 慶應義塾大 1 2316 太田 俊(3) 八潮 1 4659 木原 優(2) 花咲徳栄

2 1349 外谷 陽輔(4) 慶應義塾大 2 2322 荒　 智成(2) 八潮 2 4669 丹野 翔太(3) 花咲徳栄

3 1370 平石 駿(3) 慶應義塾大 3 2313 新里 紘生(1) 八潮 3 4658 中野　 裕紀(3) 花咲徳栄

4 1383 古賀 友矩(2) 慶應義塾大 4 2315 川手 将(3) 八潮 4 4674 瀬谷 凌                   (1)花咲徳栄

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 城西川越・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 立教大・埼玉

7 5 ｺﾒﾝﾄ 8 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 43.05 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2475 加藤 朱門(2) 城西川越 1 3473 松堂 永(2) 立教大

2 2484 西川 諒(2) 城西川越 2 3451 斎藤 隼也(3) 立教大

3 2470 豊田 大輝(3) 城西川越 3 4641 角田 拓巳(1) 立教大

4 2471 吉田 透(3) 城西川越 4 4650 長谷部 高正(1) 立教大

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉栄・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿河台大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東大・埼玉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 41.16 記録 41.19 記録 41.21

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3039 白藤 達也(1) 埼玉栄 1 2877 内海 健太(3) 駿河台大 1 55 神保 雄太(2) 大東大

2 3031 瀬野 貴志(3) 埼玉栄 2 4760 矢作 大地(1) 駿河台大 2 36 相馬 光平(4) 大東大

3 3032 内海 司(3) 埼玉栄 3 2881 野間 耀介(3) 駿河台大 3 35 関根 幸大(4) 大東大

4 3033 海野 啓太(3) 埼玉栄 4 2876 池田 和也(3) 駿河台大 4 59 松村 和也(2) 大東大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本ウエルネス・埼玉着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東洋大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越谷西・埼玉

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 41.43 記録 41.62 記録 41.92

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 929 木村 勇貴 日本ウエルネス 1 1153 古暮 亮太(2) 東洋大 1 2552 川島 千明 越谷西

2 926 田島 正巳 日本ウエルネス 2 1148 秋本 貴大(2) 東洋大 2 2551 佐藤　 拓也 越谷西

3 930 松田 比利 日本ウエルネス 3 1140 今枝 康佑(4) 東洋大 3 2557 菅谷　 量輝 越谷西

4 925 杉町 マハウ 日本ウエルネス 4 1132 太田 裕志(4) 東洋大 4 2556 萩原　 賢 越谷西

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 蕨・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 深谷商・埼玉

7 8 ｺﾒﾝﾄ 8 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.13 記録 42.15

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1024 池田 偉徳(3) 蕨 1 553 富岡 俊樹(2) 深谷商

2 1023 畠山 祐輔(3) 蕨 2 561 吉野 廉(3) 深谷商

3 1046 井邑 映斗(1) 蕨 3 562 井上 貴博(3) 深谷商

4 1030 服部 翼(2) 蕨 4 565 今井 貴史(3) 深谷商



 男子4X400mR

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006

予選 9組0着＋8

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越谷西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 春日部東・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 伊奈学園総合・埼玉

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 9 ｺﾒﾝﾄ 3 3 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:19.59 記録 3:23.60 記録 3:25.76

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2563 山内　 賢人 越谷西 1 3617 野口 直紀(2) 春日部東 1 5169 宮崎 矩治(2) 伊奈学園総合

2 2555 佐藤 将太 越谷西 2 3610 大西 康平(3) 春日部東 2 5170 岩瀬 瞭吾(2) 伊奈学園総合

3 2551 佐藤　 拓也 越谷西 3 3618 石田 大志(2) 春日部東 3 5164 青柳 知希(1) 伊奈学園総合

4 2556 萩原　 賢 越谷西 4 3603 藤田 渉(3) 春日部東 4 5166 菅原 恭仁(2) 伊奈学園総合

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越单・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 深谷一・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 庄和・埼玉

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:29.27 記録 3:33.04 記録 3:39.40

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3426 栗原 晃己(3) 川越单 1 2548 足助 貴秀(3) 深谷一 1 4116 中川 侑也(2) 庄和

2 3431 赤木 宏成(3) 川越单 2 2544 大谷 拓也(3) 深谷一 2 4112 白石 拓也(2) 庄和

3 3428 久保 和貴(2) 川越单 3 2525 利根田 佑樹(2) 深谷一 3 4138 樋口 智之(3) 庄和

4 3433 松本 一郎(3) 川越单 4 2527 須永 良祐(2) 深谷一 4 4119 吉田 圭吾(1) 庄和

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和单・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立浦和・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 三郷工技・埼玉

7 7 ｺﾒﾝﾄ 8 5 ｺﾒﾝﾄ 9 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:39.55 記録 3:42.85 記録 3:53.17

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2103 瀬賀 一平(1) 浦和单 1 1114 金子 翼(2) 市立浦和 1 5226 高橋 卓也(2) 三郷工技

2 2107 吉野 康平(2) 浦和单 2 1120 原 進也(2) 市立浦和 2 5228 奥村 和広(2) 三郷工技

3 2102 四戸　碧海(1) 浦和单 3 1117 鈴木 優佑(2) 市立浦和 3 5221 山田 昇平(3) 三郷工技

4 2106 森 優輝(2) 浦和单 4 1123 島崎 清弥(1) 市立浦和 4 5222 佐々木 祐哉(3) 三郷工技

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿河台大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川口青陵・埼玉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 9 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:18.85 記録 3:27.36 記録 3:37.49

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4757 佐藤 拓実(1) 駿河台大 1 12 中野 拓也(2) 浦和 1 5135 柳 潤也(2) 川口青陵

2 2880 丹野 陽介(3) 駿河台大 2 11 澤田 将(2) 浦和 2 5146 中島 大地(3) 川口青陵

3 4760 矢作 大地(1) 駿河台大 3 13 上村 勇斗(2) 浦和 3 5134 津田 勇輝(2) 川口青陵

4 2876 池田 和也(3) 駿河台大 4 4 大塚 雄介(2) 浦和 4 5147 牛込 隆寛(3) 川口青陵

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 草加单・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 熊谷農・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 寄居城北・埼玉

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:38.40 記録 3:39.20 記録 3:43.98

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3583 村上 恵哉(2) 草加单 1 680 長谷川 凌己(2) 熊谷農 1 1293 安部 拓哉(3) 寄居城北

2 3572 永島 为隆(3) 草加单 2 676 太田 伸也(3) 熊谷農 2 1295 田島 裕平(3) 寄居城北

3 3578 小川 哲弘(2) 草加单 3 679 黒澤 源奎(2) 熊谷農 3 1291 吉岡 達矢(3) 寄居城北

4 3576 渡辺 智宏(3) 草加单 4 685 鈴木 隼人(1) 熊谷農 4 1292 新井 和樹(3) 寄居城北

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 秀明英光・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東洋大同・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 進修館・埼玉

7 1 ｺﾒﾝﾄ 2 ｺﾒﾝﾄ DNS 5 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 3:51.69 記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5407 高橋 陸(3) 秀明英光
1 1

2 5411 山本 千就(1) 秀明英光
2 2

3 5410 金丸 祥大(1) 秀明英光
3 3

4 5405 三浦 裕一郎(2) 秀明英光
4 4

6月26日 14:20 決勝

審 判 長：渡辺　隆洋
記録为任：坂内　孝弥

6月25日 13:50 予選



 男子4X400mR

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006 6月26日 14:20 決勝

審 判 長：渡辺　隆洋
記録为任：坂内　孝弥

6月25日 13:50 予選

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本ウエルネス・埼玉着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 聖望・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 豊岡・埼玉

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 2 ｺﾒﾝﾄ 3 1 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:20.00 記録 3:30.11 記録 3:30.44

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 929 木村 勇貴 日本ウエルネス 1 1351 小野 光太郎(2) 聖望 1 800 塚原 大喜(2) 豊岡

2 928 豊田 翼 日本ウエルネス 2 1372 前田 健太(3) 聖望 2 803 佐藤 拳太郎(2) 豊岡

3 926 田島 正巳 日本ウエルネス 3 1374 小坂 慶太(3) 聖望 3 794 武藤 拓矢(3) 豊岡

4 925 杉町 マハウ 日本ウエルネス 4 1371 坂元 航(3) 聖望 4 798 岩沢 諒(3) 豊岡

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越ヶ谷・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 春日部共栄・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 春日部・埼玉

4 9 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:30.60 記録 3:38.30 記録 3:41.79

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 351 鈴木 裕太(2) 越ヶ谷 1 2872 松里 真之介(2) 春日部共栄 1 97 羽鳥 裕基(1) 春日部

2 350 佐藤 寛空(2) 越ヶ谷 2 2862 村松　 壮人(2) 春日部共栄 2 91 入山 優斗(2) 春日部

3 355 佐藤 海斗(2) 越ヶ谷 3 2876 増田　 優斗(2) 春日部共栄 3 93 田澤 義隆(2) 春日部

4 353 岩本 恭尚(2) 越ヶ谷 4 2869 小林　 拓海(2) 春日部共栄 4 96 大槻 正博(1) 春日部

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川口東・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 和光・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小川町陸協・埼玉

7 4 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DNS 7 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 3:55.48 記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4043 広井 翔平(1) 川口東 1 2221 波多野 裕(3) 和光
1

2 4041 笠島 竜一(1) 川口東 2 2222 村田 健太郎(3) 和光
2

3 4042 高橋 弘城(1) 川口東 3 2229 鈴木 潤也(1) 和光
3

4 4038 前田 翔太(2) 川口東 4 2224 五十嵐 士(2) 和光
4

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉栄・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 慶應義塾大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東大・埼玉

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 1 ｺﾒﾝﾄ 3 2 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:18.35 q 記録 3:21.87 q 記録 3:22.85

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3042 荒川 寛(2) 埼玉栄 1 1395 谷口 文也(2) 慶應義塾大 1 53 工藤 圭太(2) 大東大

2 3032 内海 司(3) 埼玉栄 2 1370 平石 駿(3) 慶應義塾大 2 54 小杉 俊裕(2) 大東大

3 3044 高山 裕昭(1) 埼玉栄 3 1383 古賀 友矩(2) 慶應義塾大 3 28 内山 浩貴(2) 大東大

4 3043 田中 淳一郎(3) 埼玉栄 4 1357 浅井 克弘(3) 慶應義塾大 4 34 関 慎吾(4) 大東大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 城西川越・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 立教新座・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮单・埼玉

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:23.44 記録 3:28.11 記録 3:31.50

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2467 武居 佳煕(3) 城西川越 1 0 宮脇 航(2) 立教新座 1 4646 細野 貢司(3) 大宮单

2 2461 浅海 卓也(3) 城西川越 2 1433 関根 雅(2) 平成国際大 2 4644 宮島 優太(3) 大宮单

3 2471 吉田 透(3) 城西川越 3 0 川尻 明(3) 立教新座 3 4640 小林 祐也(3) 大宮单

4 2484 西川 諒(2) 城西川越 4 0 八杉 響(3) 立教新座 4 4621 永森 大和(2) 大宮单

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国士舘大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川口総合・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 所沢北・埼玉

7 5 ｺﾒﾝﾄ 8 3 ｺﾒﾝﾄ 9 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:34.84 記録 3:35.55 記録 3:37.25

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3807 田中 裕也(1) 国士舘大 1 5641 石井 希季(3) 川口総合 1 3206 佐藤 優斗(2) 所沢北

2 403 植田 尚樹(4) 国士舘大 2 5642 大久保 克彦(3) 川口総合 2 3199 桜井 敦之(3) 所沢北

3 539 川田 貴大(2) 国士舘大 3 5651 上原 岳(2) 川口総合 3 3182 鈴木 竜冴(2) 所沢北

4 555 萩 佳博(2) 国士舘大 4 5646 野口 雅偲(3) 川口総合 4 3203 森田 義弘(2) 所沢北



 男子4X400mR

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006 6月26日 14:20 決勝

審 判 長：渡辺　隆洋
記録为任：坂内　孝弥

6月25日 13:50 予選

5組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 所沢西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 蕨・埼玉

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 9 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:20.83 記録 3:26.37 記録 3:27.95

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2053 山田 勝也(4) 埼玉大 1 2675 茅野 隆太(3) 所沢西 1 1021 山下 修司(3) 蕨

2 2051 神瀬 龍平(4) 埼玉大 2 2684 輪千 高大(2) 所沢西 2 1025 大浪 惇(3) 蕨

3 2054 坂本 光(4) 埼玉大 3 2671 山田 隆大(3) 所沢西 3 1024 池田 偉徳(3) 蕨

4 2060 齋藤 駿明(3) 埼玉大 4 2673 冨山 一真(3) 所沢西 4 1030 服部 翼(2) 蕨

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 帝京大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際学院・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白岡・埼玉

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 1 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:29.55 記録 3:33.34 記録 3:38.02

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4548 井上 悟志(1) 帝京大 1 6064 西澤 拓也(2) 国際学院 1 3641 小林 熙(3) 白岡

2 2835 藤井 渓(2) 帝京大 2 6067 林 寛高(2) 国際学院 2 3639 榎本 光(3) 白岡

3 2820 坂手 亮介(3) 帝京大 3 6072 福田 健(2) 国際学院 3 3654 町田 康徳(1) 白岡

4 2817 小島 敬史(3) 帝京大 4 6070 山村 昇平(2) 国際学院 4 3640 平山 祐介(3) 白岡

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越工・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 栗橋北彩・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 杉戸農・埼玉

7 4 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ 9 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:44.28 記録 3:52.63 記録 4:01.16

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 482 片原 拓也(2) 川越工 1 3363 熊田 拓己(2) 栗橋北彩 1 696 真子 直樹(1) 杉戸農

2 501 大久保 一平(3) 川越工 2 3364 清水 修平(2) 栗橋北彩 2 692 松本 謙(1) 杉戸農

3 500 紫藤 寛晃(3) 川越工 3 3365 中村 翼(2) 栗橋北彩 3 695 小峯 貴裕(2) 杉戸農

4 505 浅野 大樹(3) 川越工 4 3376 遠藤 尚也(3) 栗橋北彩 4 699 猪野 脩太(1) 杉戸農

6組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京農大三・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 草加・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 深谷商・埼玉

1 9 ｺﾒﾝﾄ 2 2 ｺﾒﾝﾄ 3 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:25.52 記録 3:28.84 記録 3:28.97

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5282 関口 知紀(3) 東京農大三 1 1569 藤波 航(3) 草加 1 563 茂木 達生(3) 深谷商

2 5285 川崎 創大(2) 東京農大三 2 1573 星川 達也(3) 草加 2 567 水谷 直人(3) 深谷商

3 5286 神田 悠介(2) 東京農大三 3 1582 嶋根 祐人(2) 草加 3 558 鈴木 悠也(3) 深谷商

4 5284 北川 覚啓(3) 東京農大三 4 1575 和知 拓也(3) 草加 4 569 石川 慎吾(3) 深谷商

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 熊谷・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 坂戸・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮・埼玉

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:33.81 記録 3:37.47 記録 3:38.22

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 60 磯田 良樹(3) 熊谷 1 2169 天瀬 堅太(2) 坂戸 1 446 月岡 亮(2) 大宮

2 58 奥富 敏晴(3) 熊谷 2 2164 竹内 湧哉(3) 坂戸 2 442 武藤 優樹(2) 大宮

3 59 黒澤 大樹(3) 熊谷 3 2171 有井 優太(1) 坂戸 3 410 杉澤 匠奨(1) 大宮

4 33 岡本 和貴(2) 熊谷 4 2167 佐藤 祐毅(2) 坂戸 4 439 竹下 和成(2) 大宮

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 不動岡・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 久喜北陽・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越生・埼玉

7 6 ｺﾒﾝﾄ 8 5 ｺﾒﾝﾄ 9 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:38.86 記録 3:44.42 記録 4:01.25

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 233 長利 勇希(1) 不動岡 1 5431 竹花 彰隼(3) 久喜北陽 1 2431 吉原 利哉(3) 越生

2 228 高橋 敦己(2) 不動岡 2 5433 飯野 光(3) 久喜北陽 2 2432 新井 大貴(3) 越生

3 215 高橋 一智(1) 不動岡 3 5437 高瀬 侑矩(2) 久喜北陽 3 2434 鈴木 裕貴(1) 越生

4 231 小林 裕太(2) 不動岡 4 5438 田中 大樹(2) 久喜北陽 4 2433 軽部 宣久(2) 越生



 男子4X400mR

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006 6月26日 14:20 決勝

審 判 長：渡辺　隆洋
記録为任：坂内　孝弥

6月25日 13:50 予選

7組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 坂戸西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 熊谷商・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 聖学院大・埼玉

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:30.29 記録 3:31.90 記録 3:34.35

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2642 畠山 昇大(2) 坂戸西 1 1001 大島 史也(3) 熊谷商 1 3184 西田 圭吾(2) 聖学院大

2 2645 沼田 悟(2) 坂戸西 2 991 中里 勇輝(2) 熊谷商 2 3182 樫山 翔理(2) 聖学院大

3 2657 平野 将也(2) 坂戸西 3 992 向田 豊(2) 熊谷商 3 3178 青山 瞭(3) 聖学院大

4 2643 小早川 凌(3) 坂戸西 4 993 工藤 嵩也(2) 熊谷商 4 4879 武藤 拓也(1) 聖学院大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大井・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 昌平・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 飯能单・埼玉

4 3 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:37.41 記録 3:40.88 記録 3:45.34

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3893 荒幡　  克己(2) 大井 1 2796 濱家 悠大(3) 昌平 1 3959 堂前 征孝(3) 飯能单

2 3895 細田    裕也(3) 大井 2 2791 木村 漠昴(3) 昌平 2 3934 伊藤 康司(2) 飯能单

3 3877 松本 雄太(1) 大井 3 2795 糸居 隼(3) 昌平 3 3957 山崎 健吾(2) 飯能单

4 3872 松田 　 文成(2) 大井 4 2800 遠藤 惇史(3) 昌平 4 3947 加藤 光輝(2) 飯能单

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和商・埼玉

7 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:52.58

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 811 佐藤 雄樹(3) 浦和商

2 812 峰岸 寛二(3) 浦和商

3 813 井上 佑馬(2) 浦和商

4 814 安倍 正悦(2) 浦和商

8組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 花咲徳栄・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 狭山ヶ丘・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越・埼玉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:33.79 記録 3:37.87 記録 3:37.90

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4658 中野　 裕紀(3) 花咲徳栄 1 1441 千葉 嶺(2) 狭山ヶ丘 1 89 松井 怜雄(2) 川越

2 4669 丹野　 翔太(3) 花咲徳栄 2 1442 秦 啓登司(3) 狭山ヶ丘 2 67 大河内 裕典(2) 川越

3 4671 鈴木　 雅大(3) 花咲徳栄 3 1469 武藤 俊(3) 狭山ヶ丘 3 82 伊藤 颯(2) 川越

4 4664 荒井 洸輝(2) 花咲徳栄 4 1468 野口 空良(3) 狭山ヶ丘 4 84 伊藤 慶祐(2) 川越

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳩ヶ谷・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 宮代・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和東・埼玉

4 9 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:41.36 記録 3:44.13 記録 3:51.27

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5521 佐久間 光輝(2) 鳩ヶ谷 1 4531 小池 聡光(3) 宮代 1 4929 中田 真純(2) 浦和東

2 5522 千葉 博明(2) 鳩ヶ谷 2 4534 佐々木 敦史(3) 宮代 2 4926 唐木 駿介(2) 浦和東

3 5524 栗原 達仁(2) 鳩ヶ谷 3 4540 田中 拓海(1) 宮代 3 4922 髙橋 直人(2) 浦和東

4 5523 小暮 貴宏(2) 鳩ヶ谷 4 4537 後藤 勇樹(2) 宮代 4 4928 大橋 洸祐(2) 浦和東

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 羽生実・埼玉

7 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4



 男子4X400mR

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006 6月26日 14:20 決勝

審 判 長：渡辺　隆洋
記録为任：坂内　孝弥

6月25日 13:50 予選

9組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武文理・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 武单・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮東・埼玉

1 5 ｺﾒﾝﾄ *TR 2 3 ｺﾒﾝﾄ *TR 3 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:23.89 記録 3:27.16 記録 3:27.37

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5024 野口 航(2) 西武文理 1 1732 伊藤 健太(2) 武单 1 4257 中井 諒(2) 大宮東

2 5012 赤川 徳康(3) 西武文理 2 1715 橋立 航太(3) 武单 2 4232 日笠 純矢(1) 大宮東

3 5023 鈴木 大也(2) 西武文理 3 1733 陰山 東洋(2) 武单 3 4256 鈴木 幸太郎(2) 大宮東

4 5014 佐藤 健輔(3) 西武文理 4 1711 望月 亮宏(3) 武单 4 4243 尾崎 優(2) 大宮東

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立川口・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 和光国際・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 单稜・埼玉

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 4 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:30.64 記録 3:42.36 記録 3:51.80

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1201 高橋 利宣(3) 市立川口 1 5475 矢島　 鉄平(2) 和光国際 1 4291 上村 昌輝(1) 单稜

2 1205 高木 渓介(3) 市立川口 2 5462 小島　 権徳(2) 和光国際 2 4298 佐藤 大弥(1) 单稜

3 1212 桑原 大地(2) 市立川口 3 5461 坂田　 優太郎(2) 和光国際 3 4293 増田 成実(1) 单稜

4 1202 管野 文也(3) 市立川口 4 5463 町田　 直哉(2) 和光国際 4 4306 小田 慎一郎(3) 单稜

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 慶應義塾大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿河台大・埼玉

1 2 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:15.85 記録 3:16.72 記録 3:16.76

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 53 工藤 圭太(2) 大東大 1 1395 谷口 文也(2) 慶應義塾大 1 2880 丹野 陽介(3) 駿河台大

2 42 友光 駿(3) 大東大 2 1370 平石 駿(3) 慶應義塾大 2 2881 野間 耀介(3) 駿河台大

3 44 中島 雅達(3) 大東大 3 1383 古賀 友矩(2) 慶應義塾大 3 2876 池田 和也(3) 駿河台大

4 34 関 慎吾(4) 大東大 4 1357 浅井 克弘(3) 慶應義塾大 4 4760 矢作 大地(1) 駿河台大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本ウエルネス・埼玉着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越谷西・埼玉

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 10 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:18.08 記録 3:18.44 記録 3:18.65

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 926 田島 正巳 日本ウエルネス 1 2053 山田 勝也(4) 埼玉大 1 2563 山内　 賢人 越谷西

2 929 木村 勇貴 日本ウエルネス 2 2051 神瀬 龍平(4) 埼玉大 2 2556 萩原　 賢 越谷西

3 928 豊田 翼 日本ウエルネス 3 2054 坂本 光(4) 埼玉大 3 2553 布施　 祐汰 越谷西

4 925 杉町 マハウ 日本ウエルネス 4 2064 小縣 良平(2) 埼玉大 4 2551 佐藤　 拓也 越谷西

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉栄・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武文理・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 武单・埼玉

7 8 ｺﾒﾝﾄ 8 11 ｺﾒﾝﾄ 9 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:18.85 記録 3:19.52 記録 3:19.57

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3043 田中 淳一郎(3) 埼玉栄 1 5024 野口 航(2) 西武文理 1 1732 伊藤 健太(2) 武单

2 3042 荒川 寛(2) 埼玉栄 2 5017 溝橋 亮太(3) 西武文理 2 1715 橋立 航太(3) 武单

3 3051 小川 優士(2) 埼玉栄 3 5023 鈴木 大也(2) 西武文理 3 1733 陰山 東洋(2) 武单

4 3044 高山 裕昭(1) 埼玉栄 4 5012 赤川 徳康(3) 西武文理 4 1711 望月 亮宏(3) 武单

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 城西川越・埼玉

10 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:24.90

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2467 武居 佳煕(3) 城西川越

2 2461 浅海 卓也(3) 城西川越

3 2471 吉田 透(3) 城西川越

4 2484 西川 諒(2) 城西川越



 男子走高跳

日本記録(NR)            2m33      醍醐　直幸(富士通)                    2006
埼玉県記録(SR)          2m27      野中　悟(中京大)                      1985

大会記録(GR)            2m20      石井　孝治(日本大)                    2000

決勝 

カナ名 所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
－ ○ － ○ ○ × ○ × × ×

1 25 395 田端 和輝 小川町陸協 2m04
－ － ○ ○ × ○ × × ×

2 16 702 根本 泰行 熊谷スポーツ文化公園 2m01
－ － ○ ○ × × ×

3 26 404 五十嵐 雄太 小川町陸協 1m98
○ × ○ ○ ○ × × ×

4 18 3871 鈴木 隆太郎(2) 大井 1m98
－ ○ ○ × ○ × × ×

5 11 201 遠藤 哲哉 埼玉大ＴＣ 1m98
× ○ ○ ○ × ○ × × ×

6 15 3577 武井 泰宏(M1) 首都大 1m98
－ ○ ○ × × ○ × × ×

7 7 927 栗原 龍 日本ウエルネス 1m98
○ ○ ○ × × ×

8 9 5162 長岡 圭祐(3) 伊奈学園総合 1m95
× ○ × ○ × ○ × × ×

9 14 5287 鈴木 優也(2) 東京農大三 1m95
× × ○ × × ○ × × ×

10 23 2679 早崎 拓也(3) 所沢西 1m90
○ × × ×

11 1 4643 京元 昭憲(3) 大宮单 1m85
○ × × ×

11 13 566 西川 裕真 A・I・R 1m85
○ × × ×

11 17 641 久松 慎之介(2) 同志社大 1m85
○ × × ×

11 27 5005 来栖　悠真(2) 早大本庄 1m85
× × ○ × × ×

15 2 3721 内田 奨(3) 上尾单 1m85
× × ○ × × ×

15 4 3892 中島 健太(3) 大井 1m85
× × ○ × × ×

15 19 2628 酒井 祥匡(3) 川越西 1m85
× × ○ × × ×

15 24 5193 齊藤 誠彦(2) 川越東 1m85
× × ×

5 3198 新井 啓太(3) 所沢北 NM
× × ×

6 2101 小林 秀輔(1) 浦和单 NM
× × ×

10 2321 奥原 都(2) 八潮 NM
× × ×

20 593 成塚 拓真(4) 早大同 NM
× × ×

21 1623 北原 直樹(1) 朝霞 NM
× × ×

22 3053 佐藤 宗太(2) 埼玉栄 NM

3 3413 権田 陸(3) 熊谷西 DNS

8 4621 永森 大和(2) 大宮单 DNS

12 0 片桐 億人(2) 立教新座 DNS

審 判 長：松山　治彦
記録为任：坂内　孝弥

6月25日 13:30 決勝

1m85 1m90 1m95 1m98 2m01 2m04 2m07



 男子棒高跳

日本記録(NR)            5m83      澤野　大地(ニシ・スポーツ)            2005
埼玉県記録(SR)          5m55      橋岡　利行(青桐ｸﾗﾌﾞ)                  1986

大会記録(GR)            5m40      高根沢　威夫(本田技研)                1978

決勝 

カナ名 所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
－ － － － × ○ － × × ○ × ／

1 13 3645 川島 優(1) 慶應義塾大 5m00
－ － × × ○ ○ × ○ × × ×

2 2 906 福原 大地(3) 順天堂大 4m80
－ ○ × × ○ － × × ×

3 7 1312 草間 裕 八潮陸協 4m60
－ ○ × × ×

4 3 1056 藤野 亮太(2) 日本大 4m40
－ ○ × × ×

4 9 3277 庄司 卓也(3) 越谷单 4m40
× ○ ○ × × ×

6 4 233 長利 勇希(1) 不動岡 4m40
○ × ○ × × ×

7 8 186 佐々木 新之助 埼玉大ＴＣ 4m40
－ × ○ × × ×

7 10 4874 大山 文太(1) 聖学院大 4m40
○ × ○ × × ×

7 12 3645 村山 直也(2) 白岡 4m40
× ○ × × ○ × × ×

10 1 211 岡安 崇倫(3) 不動岡 4m40
○ × × ×

11 5 3642 茨田 康平(3) 白岡 4m20
× × ×

6 220 松本 真吾(3) 不動岡 NM
× × ×

11 3646 武正 知己(2) 白岡 NM

審 判 長：松山　治彦
記録为任：坂内　孝弥

6月24日 10:00 決勝

4m80 4m904m20 4m40 4m60 4m70 5m00 5m26



 男子走幅跳

日本記録(NR)            8m25      森長　正樹(日本大)                    1992
埼玉県記録(SR)          7m99      安田　久憲(ゼンリン)                  1992

大会記録(GR)            7m80      安田　久憲(ゼンリン)                  1991

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

7m19 7m29 7m13 7m29 8 6m87 7m20 7m23 7m29
1 24 595 中島 貴大(3) 早大同 +0.3 +0.9 -2.4 +0.9 -1.4 +0.1 +1.0 +0.9

6m83 6m63 6m82 6m83 4 6m83 7m09 × 7m09
2 12 623 鈴木 康太 トーエル +1.7 0.0 -1.0 +1.7 -1.0 -1.9 -1.9

6m59 6m82 6m55 6m82 2 6m75 × 6m88 6m88
3 11 1153 古暮 亮太(2) 東洋大 +0.3 +0.7 -1.1 +0.7 -0.9 -1.8 -1.8

6m75 6m66 6m88 6m88 7 6m45 6m57 6m62 6m88
4 16 570 倉崎 尚輝(3) 深谷商 +0.8 -0.5 +0.6 +0.6 -2.6 -1.1 -1.4 +0.6

6m85 6m68 － 6m85 6 － 6m53 × 6m85
5 33 51 堅木 寿人(2) 大東大 +2.1 -1.8 +2.1 -2.8 +2.1

6m84 × × 6m84 5 × × × 6m84
6 2 3617 野口 直紀(2) 春日部東 0.0 0.0 0.0

6m66 6m82 6m39 6m82 3 × 6m69 6m83 6m83
7 22 48 横手 駿(3) 大東大 -0.2 -0.7 -1.6 -0.7 -1.1 -0.9 -0.9

6m46 6m58 6m80 6m80 1 6m24 6m69 6m65 6m80
8 28 3183 加藤 翔(2) 聖学院大 0.0 +1.2 -0.4 -0.4 -0.4 -1.0 +1.4 -0.4

6m76 × 6m37 6m76 6m76
9 41 2810 會田 和希(1) 昌平 -0.9 -1.9 -0.9 -0.9

× 6m71 6m74 6m74 6m74
10 18 3926 内川 望(1) 青学大 -1.5 -0.6 -0.6 -0.6

6m69 6m57 × 6m69 6m69
11 1 4144 中谷 詠二(1) 大東大 +0.7 -1.5 +0.7 +0.7

6m48 6m64 × 6m64 6m64
12 9 3473 松堂 永(2) 立教大 0.0 +0.1 +0.1 +0.1

× × 6m64 6m64 6m64
13 34 47 幸 雄司(3) 大東大 -0.4 -0.4 -0.4

6m42 6m23 6m62 6m62 6m62
14 17 1475 皆川 拓(1) 早大同 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0

× × 6m61 6m61 6m61
15 26 33 辻 将也(4) 大東大 -0.7 -0.7 -0.7

× 6m58 6m56 6m58 6m58
16 20 1129 今井 祐(4) 東洋大 -0.9 -0.6 -0.9 -0.9

6m48 6m56 6m29 6m56 6m56
17 31 3038 松本 望(1) 埼玉栄 +0.1 +1.8 -1.5 +1.8 +1.8

6m53 6m23 6m26 6m53 6m53
18 38 5147 牛込 隆寛(3) 川口青陵 +0.8 -0.9 -1.8 +0.8 +0.8

6m50 6m33 6m40 6m50 6m50
19 15 3 仲丸 雄大(3) 浦和 -0.3 -0.3 -0.1 -0.3 -0.3

× 6m36 6m50 6m50 6m50
20 10 3045 今井 優佑(2) 埼玉栄 0.0 +0.4 +0.4 +0.4

6m30 6m26 6m48 6m48 6m48
21 27 5011 広重 惇(3) 西武文理 -1.6 +0.2 +0.3 +0.3 +0.3

6m46 6m37 × 6m46 6m46
22 36 126 長崎 晃太(3) 松山 -0.9 0.0 -0.9 -0.9

6m41 6m10 5m91 6m41 6m41
23 30 2616 吉本 雄太(3) 川越西 +0.8 -1.8 -2.6 +0.8 +0.8

× 6m40 － 6m40 6m40
24 42 3170 三浦 拓哉(3) 川口北 +0.3 +0.3 +0.3

× 6m37 × 6m37 6m37
25 6 121 山﨑 僚太(2) 松山 +0.4 +0.4 +0.4

6m31 6m29 6m22 6m31 6m31
26 35 566 戸塚 優太(3) 深谷商 +0.4 -1.0 -1.4 +0.4 +0.4

6m28 × 6m20 6m28 6m28
27 5 1212 桑原 大地(2) 市立川口 -0.1 -2.2 -0.1 -0.1

6m09 × 6m27 6m27 6m27
28 23 4740 須黒 洋樹(4) 日本工大 -1.0 -0.7 -0.7 -0.7

× 6m22 6m03 6m22 6m22
29 44 4981 相良　和希(1) 早大本庄 +0.7 -1.9 +0.7 +0.7

6m21 × × 6m21 6m21
30 13 350 佐藤 寛空(2) 越ヶ谷 +0.5 +0.5 +0.5

× × 6m18 6m18 6m18
31 40 2552 川島 千明 越谷西 -0.8 -0.8 -0.8

審 判 長：松山　治彦
記録为任：坂内　孝弥

6月25日 10:00 決勝



 男子走幅跳

日本記録(NR)            8m25      森長　正樹(日本大)                    1992
埼玉県記録(SR)          7m99      安田　久憲(ゼンリン)                  1992

大会記録(GR)            7m80      安田　久憲(ゼンリン)                  1991

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：松山　治彦
記録为任：坂内　孝弥

6月25日 10:00 決勝

5m96 5m87 6m14 6m14 6m14
32 32 4625 山本 祥太(1) 文教大 +1.7 +0.8 -0.5 -0.5 -0.5

6m09 6m12 4m46 6m12 6m12
33 14 5017 溝橋 亮太(3) 西武文理 -1.7 -0.7 -1.0 -0.7 -0.7

5m91 6m08 6m01 6m08 6m08
34 7 5163 田浦 圭(2) 伊奈学園総合 -0.6 +0.8 -0.7 +0.8 +0.8

× × 6m00 6m00 6m00
35 45 5009 河合　孝俊(3) 早大本庄 -0.4 -0.4 -0.4

4m97 × 5m98 5m98 5m98
36 4 663 松山 俊彦 川口陸協 -1.5 -0.8 -0.8 -0.8

5m84 5m97 5m96 5m97 5m97
37 25 948 大木 雅人(2) 東洋大同 +1.0 +1.1 -0.3 +1.1 +1.1

5m83 5m83 5m90 5m90 5m90
38 3 934 山田 義基 日本ウエルネス -0.4 -1.5 -0.7 -0.7 -0.7

5m82 － － 5m82 5m82
39 8 2475 加藤 朱門(2) 城西川越 +1.1 +1.1 +1.1

× － －
21 874 中村 紘基(3) 進修館 NM

19 2801 小野寺 大地(2) 昌平 DNS

29 994 荒木 達也 AC武单 DNS

37 1353 池畠 旭佳瑠(2) 聖望 DNS

39 1004 嘉山 大介(3) 日本大 DNS

43 2560 狩野 一輝 越谷西 DNS



 男子三段跳

日本記録(NR)            17m15     山下　訓史(日本電気)                  1986
埼玉県記録(SR)          16m76     中西　正美(日体大研究員)              1978

大会記録(GR)            16m18     境野　雅之(岩槻陸協)                  1996

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

15m09 15m16 15m19 15m19 8 × 15m40 15m19 15m40
1 34 858 赤羽 力也(4) 順天堂大 +0.6 +1.1 -0.2 -0.2 +0.2 +1.0 +0.2

14m36 14m96 14m49 14m96 7 14m87 × － 14m96
2 28 4147 宮沢 亮平(1) 大東大 +1.4 +1.4 +1.2 +1.4 +1.3 +1.4

14m74 13m73 14m20 14m74 6 14m23 14m34 14m73 14m74
3 38 3183 加藤 翔(2) 聖学院大 0.0 +1.4 +1.4 0.0 +0.1 +0.4 +0.8 0.0

14m11 14m50 － 14m50 4 14m65 － 14m72 14m72
4 41 623 鈴木 康太 トーエル 0.0 +1.2 +1.2 +0.6 0.0 0.0

14m30 14m57 14m01 14m57 5 14m51 14m33 14m56 14m57
5 35 3473 松堂 永(2) 立教大 +1.3 0.0 -0.1 0.0 +0.1 +0.7 +1.3 0.0

13m30 12m88 13m93 13m93 1 × 14m03 14m35 14m35
6 8 202 山田 一輝 埼玉大ＴＣ -0.5 +0.1 +0.8 +0.8 +1.3 +0.7 +0.7

14m19 × × 14m19 3 13m55 × × 14m19
7 10 3399 大和田 真慈(4) 東経大 +0.3 +0.3 +0.6 +0.3

14m07 × × 14m07 2 13m97 × 14m09 14m09
8 37 3185 馬橋 大樹(2) 聖学院大 0.0 0.0 +0.8 +0.8 +0.8

13m91 × 13m88 13m91 13m91
9 7 570 倉崎 尚輝(3) 深谷商 -0.3 0.0 -0.3 -0.3

× 13m58 13m77 13m77 13m77
10 31 5011 広重 惇(3) 西武文理 +0.6 +0.7 +0.7 +0.7

13m76 13m51 － 13m76 13m76
11 26 566 戸塚 優太(3) 深谷商 +0.8 +0.1 +0.8 +0.8

13m44 13m75 13m49 13m75 13m75
12 2 4144 中谷 詠二(1) 大東大 +0.1 -0.9 -0.6 -0.9 -0.9

13m50 13m47 13m74 13m74 13m74
13 3 874 中村 紘基(3) 進修館 -0.7 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1

13m69 13m48 13m37 13m69 13m69
14 32 3663 中屋 宏貴(2) 杉戸 0.0 +0.1 +0.7 0.0 0.0

13m37 13m67 13m54 13m67 13m67
15 6 3034 今井 康太(3) 埼玉栄 -0.2 -0.2 -0.7 -0.2 -0.2

13m57 13m17 13m63 13m63 13m63
16 12 612 丸山 弘貴(2) 早大同 +0.1 +0.7 +0.5 +0.5 +0.5

13m61 × × 13m61 13m61
17 29 564 辻 健吾(3) 深谷商 +0.7 +0.7 +0.7

× 12m71 13m59 13m59 13m59
18 20 1523 飯塚 悠祐(3) 日体大 +0.6 +0.3 +0.3 +0.3

13m53 13m56 13m45 13m56 13m56
19 1 5017 溝橋 亮太(3) 西武文理 +0.1 -0.9 -0.7 -0.9 -0.9

13m47 13m27 13m48 13m48 13m48
20 30 189 林 純平 埼玉大ＴＣ +0.6 +1.4 +0.2 +0.2 +0.2

13m44 × － 13m44 13m44
21 24 4621 永森 大和(2) 大宮单 +0.7 +0.7 +0.7

13m42 × 13m25 13m42 13m42
22 40 3198 新井 啓太(3) 所沢北 -0.3 +0.4 -0.3 -0.3

× 12m90 13m31 13m31 13m31
23 19 539 川田 貴大(2) 国士舘大 +1.3 +0.5 +0.5 +0.5

13m31 12m81 × 13m31 13m31
24 16 4154 伊藤 勇輝(3) 草加東 0.0 0.0 0.0 0.0

12m94 12m50 13m04 13m04 13m04
25 15 1403 福嶋 壮彦 飯能クラブ 0.0 +0.4 -0.4 -0.4 -0.4

12m75 12m47 13m03 13m03 13m03
26 14 3041 沖崎 一也(3) 埼玉栄 +0.2 +1.7 0.0 0.0 0.0

12m87 13m00 12m61 13m00 13m00
27 33 3605 藤原 俊輝(3) 春日部東 +1.2 +0.9 +0.2 +0.9 +0.9

12m52 12m66 12m97 12m97 12m97
28 21 6070 山村 昇平(2) 国際学院 +0.5 -0.9 +0.1 +0.1 +0.1

× 12m41 12m89 12m89 12m89
29 22 4774 上口 学志(1) 駿河台大 -0.3 +0.6 +0.6 +0.6

12m81 12m75 × 12m81 12m81
30 23 3040 内田 雄介(3) 埼玉栄 +0.7 +0.3 +0.7 +0.7

12m66 12m81 12m59 12m81 12m81
31 36 1723 村木 統威(3) 武单 +1.1 +0.4 +0.6 +0.4 +0.4

12m65 － － 12m65 12m65
32 18 3483 寺島 昂輝(3) 滑川総合 +0.5 +0.5 +0.5

12m43 12m63 12m31 12m63 12m63
33 5 3415 呂畑 景都(3) 熊谷西 -0.1 -0.6 -0.1 -0.6 -0.6

× × 12m32 12m32 12m32
34 25 4627 安藤 将記(2) 大宮单 +1.1 +1.1 +1.1

4 272 服部 直人 单風AC DNS

審 判 長：松山　治彦
記録为任：坂内　孝弥

6月26日 11:00 決勝



 男子三段跳

日本記録(NR)            17m15     山下　訓史(日本電気)                  1986
埼玉県記録(SR)          16m76     中西　正美(日体大研究員)              1978

大会記録(GR)            16m18     境野　雅之(岩槻陸協)                  1996

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

審 判 長：松山　治彦
記録为任：坂内　孝弥

6月26日 11:00 決勝

9 4148 石月ジョシュア 龍之介(1)大東大 DNS

11 1004 嘉山 大介(3) 日本大 DNS

13 3481 野澤 宏斗(3) 滑川総合 DNS

17 395 田端 和輝 小川町陸協 DNS

27 4641 柏木 正真(3) 大宮单 DNS

39 1353 池畠 旭佳瑠(2) 聖望 DNS



 男子砲丸投

日本記録(NR)            18m64     山田　壮太郎(法政大)                  2009
埼玉県記録(SR)          16m73     野川　義則(吉川高教)                  1998
大会記録(GR)            15m24     野川　義則(鴻巣市陸協)                1996

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 11 4103 秋場 堅太(1) 日本大 13m76 13m96 14m02 14m02 8 13m41 × 14m12 14m12

2 1 274 山崎 俊幸 吉川市栄小 12m75 × 13m40 13m40 4 13m45 × 13m67 13m67

3 6 5648 近藤 廉(2) 川口総合 12m77 11m45 × 12m77 2 × 12m75 13m58 13m58

4 17 932 金田 力 日本ウエルネス 12m60 12m90 13m56 13m56 7 13m35 13m45 13m04 13m56

5 4 4694 奥野 風摩(2) 西武台 13m46 × 12m55 13m46 6 × × 13m52 13m52

6 18 676 内木 一貴(2) 武大 13m43 × 13m14 13m43 5 13m02 13m50 13m22 13m50

7 5 3179 酒井 宏和(3) 聖学院大 12m03 12m89 12m89 3 × 12m42 12m70 12m89

8 9 4690 武田 一城(3) 西武台 11m66 12m03 12m49 12m49 1 × 11m85 11m82 12m49

9 2 4681 横尾 秀明(3) 西武台 12m12 12m42 12m14 12m42 12m42

10 8 496 秋野 真理(3) 国士舘大 12m30 12m01 × 12m30 12m30

11 13 1475 中村 旭宏 ＴＥＡＭＳＵＮＡＯ12m12 × 12m28 12m28 12m28

12 15 5657 山中 郁瑛(1) 川口総合 × 11m95 11m91 11m95 11m95

13 19 4876 ゲレオ ダリオ(1) 聖学院大 10m78 × 11m51 11m51 11m51

14 3 4537 大川 聖人(3) 宮代 10m88 11m01 × 11m01 11m01

15 7 4662 勝山 翔平(3) 花咲徳栄 10m98 10m98 10m98

16 20 4004 鈴木 翼(1) 平成国際大 10m21 10m44 10m48 10m48 10m48

17 16 10 益子 倫行 不動岡クラブ × × 9m84 9m84 9m84

18 10 390 小久保 義人 小川町陸協 9m41 × × 9m41 9m41

12 4917 竹田 峻(2) 武蔵丘短大 DNS

14 591 黒須 崇裕(4) 早大同 DNS

審 判 長：高木　英朗
記録为任：坂内　孝弥

6月25日 12:00 決勝



 男子円盤投

日本記録(NR)            60m22     川崎　清貴(大昭和)                    1979
埼玉県記録(SR)          54m82     中林　将浩(法政大)                    2001

大会記録(GR)            51m80     野川　義則(鴻巣市陸協)                1996

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1 4103 秋場 堅太(1) 日本大 41m17 44m45 43m57 44m45 8 44m15 43m89 × 44m45

2 3 497 秋野 真理(3) 国士舘大 × 38m15 40m75 40m75 7 × × × 40m75

3 21 4690 武田 一城(3) 西武台 38m48 38m63 36m23 38m63 6 × × × 38m63

4 7 170 竹内 竜也(4) 鹿屋体育大 35m97 × 38m24 38m24 5 × 37m16 × 38m24

5 18 648 友成 正 TNAC 37m19 35m43 37m68 37m68 4 × 36m78 36m86 37m68

6 14 4694 奥野 風摩(2) 西武台 37m67 × 37m00 37m67 3 37m02 × × 37m67

7 16 4876 ゲレオ ダリオ(1) 聖学院大 36m34 36m78 37m59 37m59 2 × × × 37m59

8 5 2418 大島 陣(2) 文教大 34m75 × 36m40 36m40 1 35m69 × 35m37 36m40

9 13 5648 近藤 廉(2) 川口総合 × × 35m08 35m08 35m08

10 8 877 柿沼 孝輝(3) 進修館 34m83 33m78 × 34m83 34m83

11 6 3179 酒井 宏和(3) 聖学院大 34m35 34m35 34m35

12 20 932 金田 力 日本ウエルネス 33m54 33m54 33m54

13 2 5643 坂入 健太(3) 川口総合 30m60 × 30m60 30m60

14 10 4537 大川 聖人(3) 宮代 28m53 28m53 28m53

15 12 6142 島田 和典 埼玉陸協 28m46 28m46 28m46

16 17 4305 尾形 一稀(1) 日体大 × × 27m59 27m59 27m59

19 1177 中村 達也 武蔵丘短大 × × × NM

4 3883 小林 寛雅(1) 順天堂大 DNS

9 4917 竹田 峻(2) 武蔵丘短大 DNS

11 54 杉田 直巳(2) 立命館大 DNS

15 1755 丸山 大輔(4) 明治学院大 DNS

審 判 長：高木　英朗
記録为任：坂内　孝弥

6月26日 09:30 決勝



 男子ハンマー投

日本記録(NR)            84m86     室伏　広治(ミズノ)                    2003
埼玉県記録(SR)          68m81     碓井　崇(イースト)                    2004

大会記録(GR)            68m21     碓井　崇(イースト)                    2003

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 17 783 碓井 崇 蓮田陸協 62m43 61m49 － 62m43 62m52 × × 62m52

2 3 3142 保坂 雄志郎(2) 筑波大 55m44 58m93 × 58m93 56m58 × × 58m93

3 20 584 野島 克幸(4) 武大 56m05 × 55m17 56m05 56m88 57m03 × 57m03

4 16 638 藤田 舜(3) 武大 56m10 50m99 53m63 56m10 55m36 54m93 × 56m10

5 4 171 須加 幸生(3) 東海大 55m82 55m71 × 55m82 54m89 55m97 × 55m97

6 22 4103 秋場 堅太(1) 日本大 51m28 × 53m16 53m16 52m06 × × 53m16

7 6 936 中澤 正道(2) 順天堂大 49m32 52m21 × 52m21 51m20 52m09 52m81 52m81

8 12 139 大谷 健太(3) 松山 49m05 49m87 51m20 51m20 × 50m91 × 51m20

9 21 1013 柳川 紀之(3) 日本大 × 51m09 × 51m09 51m09

10 14 872 高橋 直之 ＳＴＳ × × 49m42 49m42 49m42

11 2 873 八鍬 博紀 ＳＴＳ 48m39 48m39 48m39

12 8 632 新島 潤哉(3) 武大 48m33 48m33 48m33

13 11 4690 武田 一城(3) 西武台 × 47m79 47m79 47m79

14 1 141 岡野 敬史(2) 松山 × 45m56 45m56 45m56

15 15 879 小川 和輝(3) 進修館 × 43m10 43m10 43m10

16 7 4681 横尾 秀明(3) 西武台 41m80 41m80 41m80

16 19 138 熊倉 理(3) 松山 41m80 41m80 41m80

18 5 10 益子 倫行 不動岡クラブ × 41m28 41m28 41m28

19 18 571 大澤 康平(3) 羽生実 × 41m26 41m26 41m26

20 10 1433 関根 雅(2) 平成国際大 40m17 40m17 40m17

21 9 5653 北沢 雄哉(2) 川口総合 37m03 × × 37m03 37m03

13 928 鈴木 雄大(2) 順天堂大 DNS

23 54 杉田 直巳(2) 立命館大 DNS

審 判 長：高木　英朗
記録为任：坂内　孝弥

6月24日 13:30 決勝



 男子やり投

日本記録(NR)            87m60     溝口　和洋(ゴールドウイン)            1989
埼玉県記録(SR)          73m90     高橋　照英(東海大)                    1997

大会記録(GR)            70m62     高橋　照英(東海大)                    1996

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 21 549 新井 涼平(2) 国士舘大 70m69 69m42 70m48 70m69 8 72m22 × 75m12 75m12 SR,GR

2 19 6144 井上 順仁 井上農園 63m82 65m80 × 65m80 7 62m92 － － 65m80

3 13 5015 中嶋 善寛(1) 筑波大 63m50 × 60m96 63m50 6 × × × 63m50

4 28 6244 松浦 直人 和光高校教員 60m55 － － 60m55 5 － － × 60m55

5 30 1007 池田 圭三 平成国際大AC 55m47 56m60 59m55 59m55 4 57m99 53m48 × 59m55

6 32 39 小川 真(3) 大東大 57m25 × 57m64 57m64 3 56m65 57m32 56m77 57m64

7 24 2798 青木 翔太(3) 昌平 54m51 56m05 56m10 56m10 2 － － － 56m10

8 26 627 竹沢 拓也(3) 武大 55m94 55m73 55m49 55m94 1 54m09 53m40 55m28 55m94

9 20 4916 松本 貴行(2) 武蔵丘短大 55m46 × × 55m46 55m46

10 14 4305 尾形 一稀(1) 日体大 53m79 55m22 55m22 55m22

11 9 3686 松坂 圭祐(3) 杉戸 54m78 54m78 54m78

12 1 4878 橋本 三四郎(1) 聖学院大 × 54m60 54m60 54m60

13 15 2063 伊藤 諒(2) 埼玉大 54m08 54m08 54m08

14 22 3571 久保崎 雄太(3) 草加单 53m48 53m48 53m48

15 18 1632 村上 将(3) 朝霞 52m27 52m27 52m27

16 2 4875 喜多 一敬(1) 聖学院大 51m42 51m42 51m42

17 11 3606 関根 涼介(3) 春日部東 51m13 × 51m13 51m13

18 12 1747 石若 博識(4) 明治学院大 50m40 50m40 50m40

19 6 914 菊池 練(3) 与野 50m25 50m25 50m25

20 17 1755 丸山 大輔(4) 明治学院大 × 48m92 48m92 48m92

21 33 3376 稲垣　裕太(4) 尚美 48m84 × 48m84 48m84

22 16 3661 関 達覚(2) 杉戸 48m62 48m62 48m62

23 8 1373 左治木 之郎(3) 聖望 × 48m53 48m53 48m53

24 23 555 萩 佳博(2) 国士舘大 48m47 48m47 48m47

25 4 5655 宮野 勢生(2) 川口総合 47m94 47m94 47m94

26 29 1648 横山 翔(2) 日体大 47m02 47m02 47m02

27 7 2633 上條 琢磨(2) 川越西 45m20 × 45m20 45m20

28 10 977 河原林 歩(3) 所沢 45m12 45m12 45m12

29 27 975 岩上 隆太郎(3) 所沢 × 44m64 44m64 44m64

30 5 2911 工藤 啓(3) 埼玉平成 39m75 × × 39m75 39m75

31 3485 畠山 征治(3) 滑川総合 × － － NM

3 1521 綿谷 慎(4) 日体大 DNS

25 221 宮崎 貴広(3) 不動岡 DNS

審 判 長：高木　英朗
記録为任：坂内　孝弥

6月24日 10:00 決勝



 男子十種競技
日本記録(NR)            7995      金子　宗弘(ミズノ)                    1993
埼玉県記録(SR)          7630      平田　卓朗(八潮陸協)                  2003 審 判 長：山田　真由美
大会記録(GR)            7437      平田　卓朗(ウェルネス)                2005 記録为任：坂内　孝弥

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ
カナ名
氏名
(学年)

所属地
所属

100m 走幅跳
砲丸投
(7.260
kg)

走高跳 400m
110mH(
1.067m

)

円盤投
(2.000
kg)

棒高跳
やり投
(800g)

1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ

11.57 6m35 11m69 1m65 51.88 15.71 35m88 4m00 55m63 4:59.47
1 1315 會田 裕亮 八潮陸協 -1.7 +1.5 -1.3 6423

(738) (664) (588) (504) (730) (766) (581) (617) (672) (563)
11.46 6m80 10m35 1m70 52.10 15.83 32m38 4m20 44m80 5:03.52

2 1316 山角 俊哉 八潮陸協 0.0 +1.9 -0.4 6287
(761) (767) (507) (544) (720) (752) (511) (673) (512) (540)
12.00 6m01 9m08 1m70 52.91 17.18 24m47 2m80 41m16 4:47.74

3 1603 齊藤 貴浩 日体大 -1.7 +1.6 -1.3 5263
(651) (589) (431) (544) (685) (606) (357) (309) (459) (632)
12.13 6m12 8m15 1m65 54.74 17.19 21m08 2m80 32m01 5:09.78

4 750 佐藤 喜寛 上尾市陸協 -1.7 +0.8 -1.3 4766
(626) (613) (375) (504) (609) (605) (292) (309) (328) (505)
12.18 5m92 7m40 1m60 55.33 19.78 22m88 NM 34m93 4:53.64

5 2686 鈴木 健斗 所沢西 0.0 +1.8 -1.3 4225
(616) (569) (331) (464) (586) (367) (326) (0) (369) (597)
12.13 5m15 6m67 1m65 55.33 18.78 16m85 NM 37m63 4:45.79

6 966 笠原 秀行 所沢 0.0 +2.0 -1.3 4133
(626) (411) (288) (504) (586) (452) (214) (0) (408) (644)
12.34 5m65 6m52 NM 56.38 19.64 20m34 NM 31m47 5:01.46

7 2685 坪 哲史 所沢西 -1.7 -0.3 -0.4 3449
(586) (512) (279) (0) (545) (378) (278) (0) (320) (551)
11.86 4m86 5m84 NM 52.89 18.49 14m99 NM 7m88 4:57.01

8 4861 新島 大裕 鳩山 -1.7 -1.3 -0.4 3204
(679) (356) (240) (0) (686) (478) (180) (0) (8) (577)
12.30 4m89 6m18 NM 54.91 DNS DNS DNS DNS

1578 向郷 智也 草加 0.0 -0.7
(593) (361) (259) (0) (602)
12.13 4m70 6m15 NM 53.20 DNS DNS DNS DNS

1582 嶋根 祐人 草加 -1.7 +1.1
(626) (326) (258) (0) (673)

DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
1480 石塚 勇貴 日体大 DNS

DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
4298 浮氣 哲弥 日体大 DNS

DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
4669 丹野 翔太 花咲徳栄 DNS



中学男子四種競技(男子) 審 判 長：山田　真由美

記録为任：坂内　孝弥

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ
カナ名
氏名
(学年)

所属地
所属

110mH(0
.914m)

砲丸投
(4.000k

g)
走高跳 400m 総合 ｺﾒﾝﾄ

16.86 9m56 1m50 55.51
1 1 岩間 健祥 早稲田中 +0.2 2065

(639) (459) (389) (578)


