
競技会名 第60回全日本中学校通信陸上競技大会埼玉県大会 ﾄﾗｯｸ審判長 渡邊　隆洋

主催者名 埼玉県教育委員会　　埼玉陸上競技協会　　埼玉県中学校体育連盟 決　　勝　　成　　績　　一　　覧　　　〔　男　子　〕 跳躍審判長 池田　金作 記録主任 森下　和哉

開催期日 平成26年6月13日(金）・14日（土） 会場　熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 投擲審判長 遠藤　良宏

日付 種目

6/13 １年100m 堀田　竣斗 (1) 12.54 吉久　航平 (1) 12.56 舘　　祐作 (1) 12.65 三浦　飛翔 (1) 12.67 粂川　夏夢 (1) 12.70 熊田　修也 (1) 12.71 小野寺　潤 (1) 12.72 菊池　時雄 (1) 12.84

(-0.1) 加須昭和 春日部飯沼 富士見西 さいたま八王子 鴻巣吹上 杉戸東 深谷川本 新座五

6/13 ２年100m 塚本ジャスティン惇平 (2) 11.08 筧田　涼介 (2) 11.40 森田　将貴 (2) 11.62 小原　雅史 (2) 11.80 沼尻　優月 (2) 11.87 明石　昂樹 (2) 11.90 阿部　一輝 (2) 11.91 岩井　康弘 (2) 11.97

(-2.0) 新座五 =SJ 春日部豊野 さいたま本太 埼玉栄 川口上青木 久喜 入間向原 日高高根

6/13 ３年100m 宮川　昌也 (3) 11.33 佐藤　颯真 (3) 11.42 萩原　太一 (3) 11.43 江幡　風助 (3) 11.49 利田　大紀 (3) 11.58 佐野　　陽 (3) 11.62 小松　勇斗 (3) 11.64 濱田　拓光 (3) 11.71

(-2.0) 農大三 鴻巣吹上 川口安行東 さいたま大谷 富士見勝瀬 富士見水谷 ふじみ野大井西 さいたま城北

6/14 200m 佐藤　颯真 (3) 23.03 萩原　太一 (3) 23.08 利田　大紀 (3) 23.15 濱田　拓光 (3) 23.15 小高　弘樹 (3) 23.29 本同  尚人 (3) 23.31 野村　明豊 (3) 23.34

(-2.0) 鴻巣吹上 川口安行東 富士見勝瀬 さいたま城北 川島 和光大和 川口南

6/13 400m 小高　弘樹 (3) 51.79 重田　龍哉 (2) 52.37 堺谷　龍太 (3) 52.47 大塚　颯汰 (3) 55.75 渡邊　龍成 (3) 56.44

川島 さいたま与野東 川越城南 北本 開智

6/14 800m 吉田　一登 (2) 2:02.44 服部　奏斗 (3) 2:02.80 大澤　祐太 (3) 2:03.87 入江　亮輔 (3) 2:05.44 寺本　　希 (3) 2:05.70 稲岡　昂佑 (3) 2:05.89 大畑　遼恭 (2) 2:05.90 野川　知暉 (3) 2:05.94

日高高萩北 川越砂 本庄児玉 春日部共栄 川口十二月田 さいたま八王子 上尾西 伊奈小針

6/14１年1500m 深澤　　颯 (1) 4:31.29 伊東　大翔 (1) 4:32.22 白鳥　哲汰 (1) 4:33.95 高見沢　怜 (1) 4:35.30 宮澤　　徹 (1) 4:36.23 山川　陽希 (1) 4:38.11 佐藤　優太 (1) 4:38.43 蓜島ダリオ陸 (1) 4:38.68

富士見台 川越高階 春日部豊野 飯能西 さいたま与野南 越谷栄進 戸田 さいたま大宮南

6/13 1500m 橋本　　龍 (3) 4:13.16 細田　海音 (2) 4:13.21 茂木　凜平 (3) 4:16.13 戸村　祐作 (3) 4:16.71 関口　雄大 (2) 4:17.43 小野寺勇樹 (3) 4:18.25 友光　祐太 (3) 4:19.56 大澤　祐太 (3) 4:19.57

毛呂山川角 桶川西 朝霞三 富士見台 坂戸桜 上尾大谷 川島 本庄児玉

6/14 3000m 関口　雄大 (2) 8:53.13 茂木　凜平 (3) 8:54.69 細田　海音 (2) 8:55.44 斉藤龍之介 (3) 8:57.09 市村　朋樹 (3) 8:58.57 小野寺勇樹 (3) 9:10.05 橋本　　龍 (3) 9:11.00 早田　祥也 (3) 9:12.08

坂戸桜 朝霞三 桶川西 小川東 草加瀬崎 上尾大谷 毛呂山川角 川越大東

6/14 110mH 北村　一真 (3) 14.71 白尾　悠祐 (3) 15.14 松永　和樹 (3) 15.28 大橋　周平 (3) 15.36 七川　春人 (3) 15.51 津久井奏斗 (3) 15.58 川原　　歩 (3) 15.98 林　　航輝 (3) 15.99

(-1.8) さいたま大原 本庄南 さいたま宮原 狭山山王 さいたま与野西 上尾原市 さいたま八王子 朝霞二

6/14 4X100mR 春日部 44.42 朝霞二 44.58 新座五 45.10 越谷栄進 45.12 富士見台 45.24 川口南 (同順)45.39 伊奈小針 (同順)45.39 越谷南 45.70

大屋　康太 (3) 林　　航輝 (3) 清水　祐平 (3) 黒田　隼矢 (3) 加治　一真 (3) 久木原　翔 (3) D 板垣　　陸 (3) D 栄　　辰明 (3)

長田　一希 (3) 周東　一輝 (3) 中島　悠河 (3) 伊藤　　蓮 (3) 清水　雄太 (3) 近藤　優輝 (3) 本多　友士 (3) 大塚　遼太 (3)

斎藤　真一 (2) 小日向　誉 (3) 野村　直生 (2) 成田　　光 (3) 和田　慧馬 (3) 野村　明豊 (3) 木村　聡太 (3) 島田　智矢 (3)

川崎　光琉 (3) 鈴木　雅治 (3) 塚本ジャスティン惇平 (2) 古谷　弘輝 (3) 荻野　智輝 (3) 新井　晴登 (3) 高橋　秀輔 (3) 藤波　和樹 (3)

6/14 走高跳 堂阪　大和 (3) 1m91 武田　延才 (3) 1m88 森山　健太 (3) 1m85 鈴木虎之介 (3) 1m82 江幡　風助 (3) 1m82 高橋　宗聖 (3) 1m76 近藤　宏紀 (3) 1m76 佐藤　駿平 (2) 1m73

上尾東 八潮大原 八潮大原 草加 さいたま大谷 戸田喜沢 新座六 毛呂山

6/13 棒高跳 荒井　　悠 (3) 3m90 橋本　天夢 (3) 3m80 渡邊　　凪 (2) 3m70 船渡　遼太 (3) 3m60 遠藤　竜仁 (2) 3m60 塚本　宙央 (2) 3m60 本多　広樹 (3) 3m60 佐藤　　颯 (3) 3m60

草加 さいたま大谷場 さいたま大谷場 草加谷塚 三郷栄 同順４位 大利根 同順４位 さいたま木崎 さいたま大谷場

6/13 走幅跳 冨田　健人 (3) 6m41 小林　正暉 (3) 6m34 西郷　　翔 (3) 6m14 澁谷　啓裕 (3) 6m09 北村　蒼生 (3) 6m08 長谷川一騎 (3) 6m03 高橋　秀輔 (3) 5m95 石川宗一郎 (3) 5m78

深谷川本 (+1.2) 入間豊岡 (+3.3) さいたま田島 (-1.5) さいたま木崎 (+3.1) 上尾大石 (+1.6) ふじみ野大井 (+3.3) 伊奈小針 (+2.5) さいたま第二東 (+1.8)

6/14 砲丸投 白石　登生 (3) 12m43 塚本　出海 (3) 12m06 吉澤　克哉 (3) 12m02 白根　　龍 (3) 11m95 神保優一朗 (3) 11m88 清水　祐平 (3) 11m76 福田　淳史 (3) 11m73 篠原　央樹 (3) 11m08

(5.000kg) 春日部東 さいたま東浦和 坂戸 狭山入間川 深谷川本 新座五 さいたま第二東 さいたま大谷口

6/13 四種競技 北村　一真 (3) 2713 神保優一朗 (3) 2478 冨田　健人 (3) 2398 白尾　悠祐 (3) 2363 松永　和樹 (3) 2310 川原　　歩 (3) 2272 角之上　駿 (3) 2215 陳　竜桂 (3) 2133

さいたま大原 深谷川本 深谷川本 本庄南 さいたま宮原 さいたま八王子 蕨第一 三郷彦糸

14.85-12m40-1m65-52.34 16.32-13m78-1m71-57.17 15.68-9m42-1m74-54.94 14.91-9m12-1m55-53.90 15.35-10m55-1m55-56.07 15.54-9m81-1m60-56.26 16.25-10m19-1m50-54.38 16.43-8m90-1m50-54.01

２年100m準決勝１組 10"96(+0.7) SJ,=JTR 塚本ジャスティン惇平(新座五)　 =JTR：全日本通信大会タイ記録 SJ：県中学記録 =SJ：県中学タイ記録 GR : 大会新 D：同着　

4×100mＲ予選６組 44"25 GR 春日部(大屋・長田・斎藤・川崎)

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位



中学１年男子100m

日本中学記録(JH)        10.4      桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988
日本中学記録(JH)        10.56     宮本　大輔(山　口・周　陽)            2014
埼玉県中学校記録(SJ)    10.7      小野沢清貴(久　喜・太　東)            1990
埼玉県中学校記録(SJ)    10.7      井盛　　雅(鴻　巣・　西　)            1992
埼玉県中学校記録(SJ)    10.75     小島　雅章(川　本・川　本)            1990
埼玉県中学校記録(SJ)    11.33     筧田　亮介(春日部・豊野)              2013
大会記録(GR)            11.53     筧田　涼介(春日部・豊　野)            2013
大会記録(GR)            11.5      成塚　隆行(鴻　巣・　　西)            1993

予　選　6組3着＋6

1組 (風:+0.9) 2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
ｷｸﾁ ﾄｷｵ 新座 ﾖｺｲ ﾕｳｷ 羽生

1 5 748 菊池　時雄(1) 新座五 12.47 Q 1 5 501 横井　優貴(1) 羽生東 12.75 Q
ｼﾅﾉ ｹﾝｼﾞ 草加 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 戸田

2 6 581 信濃　健志(1) 草加新栄 12.65 Q 2 6 661 佐藤　優太(1) 戸田 12.83 Q
ﾕｲ ﾕｳﾀ さいたま ｻﾄｳ　ﾘｸ 桶川

3 4 59 油井　佑大(1) さい土呂 12.87 Q 3 3 781 佐藤　　陸(1) 桶川 12.84 Q
ﾌｧﾝﾇｳ ﾅﾑ 八潮 ﾐﾂﾊｼ ｱﾂｼ 朝霞

4 7 841 ﾌｧﾝﾇｳ　　ﾅﾑ(1) 八潮 12.99 4 9 681 三橋　淳史(1) 朝霞一 12.89
ﾄﾓﾐﾂ ｱｵｲ ふじみ野 ﾊﾗ ﾉﾘｻﾄ 川越

5 9 867 友光　　葵(1) ふじみ野大井西 13.22 5 2 61 原　　紀智(1) 川越山田 13.02
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 吉川 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝｾｲ 南埼玉郡

6 8 2041 柳澤　和樹(1) 吉川東 13.24 6 8 262 中村　仁成(1) 宮代百間 13.20
ｽﾅｶﾞ ﾕｳﾉｽｹ 行田 ﾌﾅｶﾜ　ﾕｳﾔ

7 3 108 須永悠之介(1) 行田西 13.30 7 7 973 船川　裕哉(1) 幸手東 13.20
ﾂﾁﾔ　ﾕｳｷ 蓮田 ﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 川口

8 1 927 土屋　勇貴(1) 蓮田 13.98 8 4 31 原　　及博(1) 川口芝東 13.53
ﾉﾍﾞｼｭﾝｽｹ 大里郡

9 2 221 野辺　駿祐(1) 寄居 14.41

3組 (風:+2.9) 4組 (風:+3.1)

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
ｸﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 北葛飾郡 ﾖｼﾋｻ ｺｳﾍｲ 春日部

1 6 287 熊田　修也(1) 杉戸東 12.27 Q 1 4 453 吉久　航平(1) 春日部飯沼 12.29 Q
ｸﾒｶﾜ ﾅﾂﾑ 鴻巣 ﾎｯﾀ ｼｭﾝﾄ 加須

2 5 476 粂川　夏夢(1) 鴻巣吹上 12.36 Q 2 5 481 堀田　竣斗(1) 加須昭和 12.32 Q
ﾀﾁ ﾕｳｻｸ 富士見 ﾖｼﾐ ｼｮｳ 日高

3 4 881 舘　　祐作(1) 富士見西 12.45 Q 3 8 2001 吉見　　翔(1) 日高高麗川 12.59 Q
ｲｼﾔﾏ ﾘｸ 加須 ｻﾄｳ ﾔｽﾀｶ 越谷

4 3 482 石山　　陸(1) 加須昭和 12.90 4 3 625 佐藤　快飛(1) 越谷武蔵野 12.67 q
ﾔﾏｺｼ ﾘｮｳﾀ 児玉郡 ｲｼｲ ｼｮｳｲ 比企郡

5 2 201 山越　稜太(1) 神川 13.08 5 7 161 石井　翔威(1) 鳩山 12.70 q
ﾔﾏﾋﾗ ｹｲｺﾞ 北本 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 久喜

6 1 821 山平　恵瑚(1) 北本東 13.12 6 9 801 鈴木　基弘(1) 久喜 12.71 q
ﾑﾄｳ ﾋﾛｷ 入間 ﾊﾝｿﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ ｺｺﾛ 飯能

7 8 641 武藤　大輝(1) 入間金子 13.31 7 1 343 ハンソン ロバート 心(1) 聖望学園 13.00 D
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 和光 ｵｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ 熊谷

8 9 772 近藤  涼介(1) 和光大和 13.33 7 6 98 荻原　健太(1) 熊谷大幡 13.00 D
ﾌｸｼﾏ ｺﾞｳ 蕨 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾕﾑ 南埼玉郡

9 7 601 福島　　豪(1) 蕨第一 13.35 9 2 2081 大久保　歩(1) 白岡 13.56

5組 (風:+2.7) 6組 (風:+2.5)

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
ﾐｳﾗ ｱｽｶ さいたま ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 深谷

1 4 57 三浦　飛翔(1) さい八王子 12.59 Q 1 5 521 小野寺　潤(1) 深谷川本 12.45 Q
ｲｼｲ ｹｲﾔ 三郷 ｺｲｹ ｶｽﾞﾔ 上尾

2 7 901 石井　慧也(1) 三郷早稲田 12.75 Q 2 3 561 小池　和哉(1) 上尾大谷 12.52 Q
ｵｵｳﾁ ﾄﾓｷ さいたま ｲｵﾘ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 所沢

3 6 60 大内　智貴(1) さい常盤 12.77 Q 3 7 301 伊織丈一郎(1) 所沢向陽 12.58 Q
ｲｼｸﾗ ｼｭﾝﾀ 本庄 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｷ さいたま

4 5 421 石倉　旬汰(1) 本庄西 12.77 q 4 4 58 村山　悠希(1) さい木崎 12.82 q
ｼﾀﾗ ｵｳｶﾞ 狭山 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 川口

5 8 368 設楽　王我(1) 狭山堀兼 12.80 q 5 6 32 高田　真吾(1) 川口安行東 12.86
ﾅｶﾉ ｱﾕﾑ 秩父 ｾｷ ｱﾂｼ 入間郡

6 3 327 中野　歩夢(1) 秩父大田 12.85 6 8 141 関　　　淳(1) 越生 13.09
ｶﾈｺ ﾀｹﾉﾘ 北足立郡 ｸﾆﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 鶴ヶ島

7 2 121 兼子　修徳(1) 伊奈小針 13.28 7 9 981 國頭　祥吾(1) 鶴ヶ島西 13.26
ﾔﾅｷﾞｲﾄﾞ ﾐﾅﾄ 秩父郡 ｷﾀﾑﾗ ﾓｴﾄ 東松山

8 9 192 柳井戸港人(1) 小鹿野両神 13.75 8 2 381 北村　萌人(1) 東松山北 13.77
ｶｷﾇﾏ ﾊﾔﾄ 坂戸

9 1 941 柿沼　勇飛(1) 坂戸 14.02

審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

6月13日 10:55 予　選
6月13日 14:15 準決勝
6月13日 15:30 決　勝



準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-2.2) 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

ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 深谷 ﾎｯﾀ ｼｭﾝﾄ 加須

1 5 521 小野寺　潤(1) 深谷川本 12.79 Q 1 7 481 堀田　竣斗(1) 加須昭和 12.55 Q
ｷｸﾁ ﾄｷｵ 新座 ﾀﾁ ﾕｳｻｸ 富士見

2 6 748 菊池　時雄(1) 新座五 12.85 Q 2 8 881 舘　　祐作(1) 富士見西 12.65 Q
ｼﾅﾉ ｹﾝｼﾞ 草加 ｸﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 北葛飾郡

3 7 581 信濃　健志(1) 草加新栄 12.96 3 6 287 熊田　修也(1) 杉戸東 12.75 q
ｵｵｳﾁ ﾄﾓｷ さいたま ｻﾄｳ ﾔｽﾀｶ 越谷

4 9 60 大内　智貴(1) さい常盤 13.05 4 3 625 佐藤　快飛(1) 越谷武蔵野 12.91
ﾖｼﾐ ｼｮｳ 日高 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 戸田

5 8 2001 吉見　　翔(1) 日高高麗川 13.08 5 4 661 佐藤　優太(1) 戸田 12.92
ｺｲｹ ｶｽﾞﾔ 上尾 ﾖｺｲ ﾕｳｷ 羽生

6 4 561 小池　和哉(1) 上尾大谷 13.14 6 5 501 横井　優貴(1) 羽生東 12.97
ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 久喜 ﾕｲ ﾕｳﾀ さいたま

7 2 801 鈴木　基弘(1) 久喜 13.21 7 9 59 油井　佑大(1) さい土呂 13.03
ｲｼｸﾗ ｼｭﾝﾀ 本庄 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｷ さいたま

8 3 421 石倉　旬汰(1) 本庄西 13.47 8 2 58 村山　悠希(1) さい木崎 13.18

3組 (風:-2.7) 決　勝　 (風:-0.1)

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

ﾖｼﾋｻ ｺｳﾍｲ 春日部 ﾎｯﾀ ｼｭﾝﾄ 加須

1 7 453 吉久　航平(1) 春日部飯沼 12.62 Q 1 5 481 堀田　竣斗(1) 加須昭和 12.54
ｸﾒｶﾜ ﾅﾂﾑ 鴻巣 ﾖｼﾋｻ ｺｳﾍｲ 春日部

2 4 476 粂川　夏夢(1) 鴻巣吹上 12.77 Q 2 6 453 吉久　航平(1) 春日部飯沼 12.56
ﾐｳﾗ ｱｽｶ さいたま ﾀﾁ ﾕｳｻｸ 富士見

3 5 57 三浦　飛翔(1) さい八王子 12.80 q 3 4 881 舘　　祐作(1) 富士見西 12.65
ｲｵﾘ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 所沢 ﾐｳﾗ ｱｽｶ さいたま

4 8 301 伊織丈一郎(1) 所沢向陽 12.85 4 2 57 三浦　飛翔(1) さい八王子 12.67
ｻﾄｳ　ﾘｸ 桶川 ｸﾒｶﾜ ﾅﾂﾑ 鴻巣

5 9 781 佐藤　　陸(1) 桶川 13.07 5 9 476 粂川　夏夢(1) 鴻巣吹上 12.70
ｲｼｲ ｼｮｳｲ 比企郡 ｸﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 北葛飾郡

6 2 161 石井　翔威(1) 鳩山 13.14 6 3 287 熊田　修也(1) 杉戸東 12.71
ｲｼｲ ｹｲﾔ 三郷 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 深谷

7 6 901 石井　慧也(1) 三郷早稲田 13.14 7 7 521 小野寺　潤(1) 深谷川本 12.72
ｼﾀﾗ ｵｳｶﾞ 狭山 ｷｸﾁ ﾄｷｵ 新座

8 3 368 設楽　王我(1) 狭山堀兼 13.25 8 8 748 菊池　時雄(1) 新座五 12.84



中学２年男子100m

日本中学記録(JH)        10.4      桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988
日本中学記録(JH)        10.56     宮本　大輔(山　口・周　陽)            2014
埼玉県中学校記録(SJ)    10.7      小野沢清貴(久　喜・太　東)            1990
埼玉県中学校記録(SJ)    10.7      井盛　　雅(鴻　巣・　西　)            1992
埼玉県中学校記録(SJ)    10.75     小島　雅章(川　本・川　本)            1990
埼玉県中学校記録(SJ)    11.08     谷田　寛幸(鷲宮・鷲宮)                1991
大会記録(GR)            11.0      星野　竜次(深　谷・上　柴)            1986

予　選　8組2着＋8

1組 (風:+2.9) 2組 (風:+2.7)

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
ﾂｶﾓﾄｼﾞｬｽﾃｨﾝ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 新座 ｲﾜｲ ﾔｽﾋﾛ 日高

1 7 741 塚本ジャスティン惇平(2) 新座五 10.91 Q 1 4 2002 岩井　康弘(2) 日高高根 11.66 Q
ｻﾄｳ ｱﾗﾀ さいたま ｴｶﾞｼﾗ ﾄｼﾔ 所沢

2 5 18 佐藤　新太(2) さい岸 11.88 Q 2 8 302 江頭　俊哉(2) 所沢三ヶ島 11.91 Q
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 加須 ｶﾈｺ ﾀｸﾐ 春日部

3 6 484 新井　大靖(2) 加須昭和 11.95 q 3 5 455 金子　拓海(2) 春日部大沼 11.97 q
ﾆｯﾀ ﾘｭｳｲﾁ 入間郡 ﾀﾑﾗ ｶｲﾁ 北葛飾郡

4 4 142 新田　龍一(2) 毛呂山 12.14 4 6 288 田村　海智(2) 杉戸東 12.36
ｵｸﾞﾗ ﾑｻｼ 八潮 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 幸手

5 2 842 小倉　武蔵(2) 八潮大原 12.24 5 3 962 今井　夕貴(2) 幸手西 12.43
ｴﾋﾞｻﾜ ﾘｮｳ 坂戸 ｶﾄｳ ﾄﾜ 羽生

6 8 942 海老沢　亮(2) 坂戸 12.32 6 9 503 加藤　永久(2) 羽生南 12.61
ｱｻｶﾜ ﾘｮｳ 行田 ｳｼｸﾎﾞ　ｷﾖﾄ 本庄

7 9 110 淺川　　亮(2) 行田西 12.64 7 7 422 牛久保清人(2) 本庄南 12.63
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 東松山

8 3 382 新藤　優介(2) 東松山南 12.87

3組 (風:+2.4) 4組 (風:+0.2)

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
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻｷ 川口 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 上尾

1 7 24 柳澤　真輝(2) 川口北 11.63 Q 1 6 562 鈴木　公大(2) 上尾原市 11.69 Q
ﾄﾞｳｻｶ ﾋｭｳｶﾞ 上尾 ﾇﾏｼﾞﾘ ﾕﾂﾞｷ 川口

2 2 563 堂阪　日向(2) 上尾東 11.80 Q 2 5 21 沼尻　優月(2) 川口上青木 11.74 Q
ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 鴻巣 ｻｻｷ　ﾚｲ 桶川

3 8 475 飯塚　勇斗(2) 鴻巣吹上 11.93 q 3 4 782 佐々木　零(2) 桶川 12.00 q
ﾈｷﾞｼ ｲﾌﾞｷ 比企郡 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｮｳﾘｭｳ 新座

4 6 162 根岸　偉吹(2) 鳩山 12.01 q 4 7 749 大坪　尚龍(2) 新座四 12.26
ｶﾄﾞｲ　ﾀｸﾐ 児玉郡 ｾﾘﾀ ﾏｻﾋﾛ 久喜

5 5 202 門井　　匠(2) 美里 12.21 5 9 803 芹田　将大(2) 栗橋東 12.43
ｲｲﾉ ﾏﾋﾛ 深谷 ﾖｺﾑﾗ ｶｲﾄ 加須

6 9 522 飯野　真尋(2) 深谷川本 12.45 6 8 492 横村　海陸(2) 加須西 12.52
ｵﾘﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 南埼玉郡 ﾎｿｲ ｼｭﾝ 北足立郡

7 3 263 折原　大輔(2) 宮代百間 12.48 7 2 122 細井　　俊(2) 伊奈小針 12.56
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 入間 ｸﾂｻﾞﾜ　ｼｭﾝﾀﾛｳ 蓮田

4 645 小林　利王(2) 入間上藤沢 DNS 8 3 929 沓沢駿太朗(2) 蓮田 13.06

5組 (風:+0.3) 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
ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ さいたま ｶｹｲﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 春日部

1 7 10 森田　将貴(2) さい本太 11.47 Q 1 5 454 筧田　涼介(2) 春日部豊野 11.31 Q
ｱｶｼ ｺｳｷ 久喜 ｻｲﾄｳ ﾘｸ 川越

2 4 802 明石　昂樹(2) 久喜 11.73 Q 2 3 62 斎藤　　陸(2) 川越砂 12.10 Q
ﾏｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 北本 ｽｶﾞﾔ ｹﾝﾀ さいたま

3 3 822 前田　　響(2) 北本宮内 12.16 3 4 52 菅谷　健太(2) さい植竹 12.12
ｶﾒｻﾞｷ ｼﾝﾔ 越谷 ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾔ 朝霞

4 5 638 亀崎　真也(2) 越谷千間台 12.21 4 8 682 岩本　京也(2) 朝霞二 12.23
ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 飯能 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ さいたま

5 6 345 齊藤　　匠(2) 飯能第一 12.34 5 7 403 山本　修平(2) さい木崎 12.32
ﾎﾃｲ ｼｮｳﾀ 狭山 ﾎｽﾞﾐ ｿｳﾀ 熊谷

6 9 379 布袋　翔汰(2) 狭山入間 12.38 6 6 96 保泉　颯太(2) 熊谷吉岡 12.37
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 和光 ｼﾗｲ ﾘｭｳﾀ 戸田

7 8 761 小林　　隼(2) 和光三 12.55 7 9 662 白井　隆太(2) 戸田新曽 12.38
ﾏｯｸﾘｰｼｭｾﾗﾌｨﾑ ｼﾞﾂ 蕨 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾋﾞｷ 南埼玉郡

8 2 602 マックリーシュセラフィム実(2) 蕨第一 12.72 8 2 2082 大久保　響(2) 白岡篠津 12.43

審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

6月13日 10:20 予　選
6月13日 14:00 準決勝
6月13日 15:25 決　勝



7組 (風:+1.8) 8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
ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 川口 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ 入間

1 5 28 佐藤　健登(2) 川口神根 11.78 Q 1 5 642 阿部　一輝(2) 入間向原 11.41 Q
ｵｵﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 上尾 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾌﾐ さいたま

2 4 564 大畑　遼恭(2) 上尾西 11.85 Q 2 4 19 小原　雅史(2) 埼玉栄 11.46 Q
ｺﾝﾉ ﾘｭｳｲﾁ 三郷 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾘｭｳ 蓮田

3 3 902 今野　龍一(2) 三郷栄 11.93 q 3 6 924 池田　昂竜(2) 蓮田黒浜 11.81 q
ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾂﾏ さいたま ﾓﾄﾔﾏ ｺｳｷ 草加

4 6 401 馬場　健真(2) さい岩槻 12.12 4 7 582 本山　航暉(2) 草加松江 12.00 q
ﾐｸﾘﾔ ﾀｸ さいたま ｵｵｽｶﾞ ｹｲﾀ 富士見

5 8 402 御厨　　拓(2) さい大谷場 12.25 5 2 882 大菅　慶太(2) 富士見勝瀬 12.18
ｼﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ふじみ野 ｵｵﾂｶ ﾚｲｼﾞ 秩父郡

6 9 863 嶋田　海斗(2) ふじみ野福岡 12.27 6 9 181 大塚　麗二(2) 皆野 12.25
ｲﾜﾌﾞﾁﾀﾞｲｷ 大里郡 ﾊﾔｼ ｱｷﾘｭｳ 鶴ヶ島

7 7 234 岩渕　大樹(2) 寄居 12.42 7 8 982 林　　明龍(2) 鶴ヶ島西 12.73
ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾔ 吉川 ﾁｼﾏ ﾀｶﾉﾘ 秩父

8 2 2042 池田　将矢(2) 吉川南 12.69 8 3 329 千島　学典(2) 秩父影森 12.75

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:+0.7) 2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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾂｶﾓﾄｼﾞｬｽﾃｨﾝ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 新座 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾌﾐ さいたま

1 6 741 塚本ジャスティン惇平(2) 新座五 10.96 SJ,=JTR Q 1 7 19 小原　雅史(2) 埼玉栄 11.59 Q
ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ さいたま ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ 入間

2 4 10 森田　将貴(2) さい本太 11.46 Q 2 6 642 阿部　一輝(2) 入間向原 11.66 Q
ｲﾜｲ ﾔｽﾋﾛ 日高 ﾇﾏｼﾞﾘ ﾕﾂﾞｷ 川口

3 7 2002 岩井　康弘(2) 日高高根 11.62 q 3 5 21 沼尻　優月(2) 川口上青木 11.68 q
ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 川口 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 上尾

4 5 28 佐藤　健登(2) 川口神根 11.91 4 4 562 鈴木　公大(2) 上尾原市 11.78
ﾈｷﾞｼ ｲﾌﾞｷ 比企郡 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 鴻巣

5 3 162 根岸　偉吹(2) 鳩山 11.98 5 2 475 飯塚　勇斗(2) 鴻巣吹上 11.95
ｵｵﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 上尾 ｻｻｷ　ﾚｲ 桶川

6 8 564 大畑　遼恭(2) 上尾西 12.03 6 3 782 佐々木　零(2) 桶川 11.96
ｺﾝﾉ ﾘｭｳｲﾁ 三郷 ｴｶﾞｼﾗ ﾄｼﾔ 所沢

7 9 902 今野　龍一(2) 三郷栄 12.15 7 8 302 江頭　俊哉(2) 所沢三ヶ島 12.12
ｶﾈｺ ﾀｸﾐ 春日部 ｻｲﾄｳ ﾘｸ 川越

8 2 455 金子　拓海(2) 春日部大沼 12.46 8 9 62 斎藤　　陸(2) 川越砂 12.35

3組 (風:+0.7) 決　勝　 (風:-2.0)

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
ｶｹｲﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 春日部 ﾂｶﾓﾄｼﾞｬｽﾃｨﾝ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 新座

1 4 454 筧田　涼介(2) 春日部豊野 11.26 Q 1 6 741 塚本ジャスティン惇平(2) 新座五 11.08 =SJ
ｱｶｼ ｺｳｷ 久喜 ｶｹｲﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 春日部

2 6 802 明石　昂樹(2) 久喜 11.66 Q 2 7 454 筧田　涼介(2) 春日部豊野 11.40
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻｷ 川口 ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ さいたま

3 7 24 柳澤　真輝(2) 川口北 11.79 3 4 10 森田　将貴(2) さい本太 11.62
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾘｭｳ 蓮田 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾌﾐ さいたま

4 9 924 池田　昂竜(2) 蓮田黒浜 11.88 4 5 19 小原　雅史(2) 埼玉栄 11.80
ﾄﾞｳｻｶ ﾋｭｳｶﾞ 上尾 ﾇﾏｼﾞﾘ ﾕﾂﾞｷ 川口

5 5 563 堂阪　日向(2) 上尾東 11.96 5 2 21 沼尻　優月(2) 川口上青木 11.87
ｻﾄｳ ｱﾗﾀ さいたま ｱｶｼ ｺｳｷ 久喜

6 8 18 佐藤　新太(2) さい岸 12.01 6 9 802 明石　昂樹(2) 久喜 11.90
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 加須 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ 入間

7 2 484 新井　大靖(2) 加須昭和 12.06 7 8 642 阿部　一輝(2) 入間向原 11.91

ﾓﾄﾔﾏ ｺｳｷ 草加 ｲﾜｲ ﾔｽﾋﾛ 日高

8 3 582 本山　航暉(2) 草加松江 12.28 8 3 2002 岩井　康弘(2) 日高高根 11.97



中学３年男子100m

日本中学記録(JH)        10.4      桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988
日本中学記録(JH)        10.56     宮本　大輔(山　口・周　陽)            2014
埼玉県中学校記録(SJ)    10.7      小野沢清貴(久　喜・太　東)            1990

埼玉県中学校記録(SJ)    10.7      井盛　　雅(鴻　巣・　西　)            1992

埼玉県中学校記録(SJ)    10.75     小島　雅章(川　本・川　本)            1990

大会記録(GR)            10.85     志田　佳彦(春日部・武　里)            2001

予　選　7組3着＋3

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｲﾁ 川口 ｻｲｺﾞｳ ｼｮｳ さいたま

1 6 26 萩原　太一(3) 川口安行東 11.22 Q 1 4 407 西郷　　翔(3) さい田島 11.24 Q
ｽｽﾞｷ ｱｽｶ 東松山 ｶﾓｼﾀﾞ ﾘｸ さいたま

2 5 384 鈴木　飛鳥(3) 農大三 11.63 D Q 2 3 408 鴨志田陸久(3) さい三室 11.42 Q
ｻｸﾗｲ ｲｯｾｲ 川口 ｵｻﾀﾞ ｶｽﾞｷ 春日部

2 4 23 櫻井　一聖(3) 川口芝東 11.63 D Q 3 5 442 長田　一希(3) 春日部 11.61 Q
ｼﾌﾞﾔ ｹｲｽｹ さいたま ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 北足立郡

4 3 2 澁谷　啓裕(3) さい木崎 11.63 S q 4 6 123 本多　友士(3) 伊奈小針 11.67
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 和光 ﾑﾅｶﾀ ｹﾝｼﾛｳ 加須

5 7 770 本同  尚人(3) 和光大和 11.64 5 8 1253 宗像拳志郎(3) 騎西 11.80
ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ ふじみ野 ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳﾀ 久喜

6 8 868 長谷川一騎(3) ふじみ野大井 11.88 S 6 9 804 早川　龍太(3) 菖蒲 11.91
ｷｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 比企郡 ｲｲｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ 蓮田

7 1 163 岸田　圭悟(3) 川島西 11.88 S 7 2 930 飯島　朋也(3) 蓮田南 12.02
ﾁｭｳｾﾞﾝｼﾞ ﾘｭｳﾀ 日高 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 幸手

8 9 2004 中善寺隆太(3) 日高高麗川 11.95 8 1 963 遠藤　拓弥(3) 幸手 12.05
ｾｷﾈ ﾘｮｳﾀ 秩父 ｻｲﾄｳｺｳｼﾞ 大里郡

9 2 331 関根　涼太(3) 秩父第二 12.49 9 7 223 齊藤　晃司(3) 寄居城南 12.14

3組 (風:+1.7) 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
ﾄｼﾀﾞ ﾀｲｷ 富士見 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 鴻巣

1 5 885 利田　大紀(3) 富士見勝瀬 11.39 Q 1 3 462 佐藤　颯真(3) 鴻巣吹上 11.25 Q
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 川口 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ さいたま

2 6 27 上原　一浩(3) 川口安行 11.56 Q 2 5 404 濱田　拓光(3) さい城北 11.63 Q
ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ 熊谷 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｼ 上尾

3 7 91 岡﨑　涼斗(3) 熊谷富士見 11.66 Q 3 2 565 河原　啓志(3) 上尾東 11.67 Q
ﾐｶﾐ ﾕｳﾀ 三郷 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 行田

4 2 903 三上　優太(3) 三郷北 11.72 4 4 115 高橋　駿介(3) 行田南河原 11.67
ﾑﾗﾅｶ ﾋﾛｷ 狭山 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 草加

5 4 372 村中　裕季(3) 狭山中央 11.84 5 9 583 田中　優介(3) 草加 11.74
ｲﾉｳｴ ﾉｿﾞﾐ 新座 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 児玉郡

6 8 750 井上　　望(3) 新座二 11.84 6 6 203 多田　祐大(3) 神川 11.83
ｲｼｲ　ﾀｶﾉﾘ 桶川 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 坂戸

7 3 792 石井　貴則(3) 桶川東 11.87 7 8 943 井上　裕太(3) 坂戸住吉 11.97
ｷﾀﾓﾄ ﾘｸ 深谷 ｴﾓﾘ ﾄﾑ 羽生

8 9 523 北本　　陸(3) 深谷岡部 12.00 8 7 504 江森　登夢(3) 羽生南 12.37
ﾀｹｳﾁ ﾘｭｳﾄ 飯能

9 1 346 竹内　龍斗(3) 飯能原市場 12.92

5組 (風:+2.1) 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
ﾐﾔｶﾜ ﾏｻﾔ 東松山 ｽﾐﾔ ﾄｼﾅﾘ 志木

1 5 383 宮川　昌也(3) 農大三 10.96 Q 1 4 724 墨谷　寿成(3) 志木宗岡 11.42 Q
ｴﾊﾞﾀ ﾌｳｽｹ さいたま ｲﾄｳ ﾚﾝ 越谷

2 6 406 江幡　風助(3) さい大谷 11.22 Q 2 5 627 伊藤　　蓮(3) 越谷栄進 11.47 Q
ｻﾉ ﾋﾅﾀ 富士見 ｵｷﾞﾉ ﾄﾓｷ 富士見

3 7 883 佐野　　陽(3) 富士見水谷 11.28 Q 3 9 884 荻野　智輝(3) 富士見台 11.70 Q
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 川越 ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳﾏ 入間

4 3 63 畠山　大輝(3) 川越名細 11.67 4 3 646 藤﨑　佑真(3) 入間上藤沢 11.71
ｵｵﾂｶ ｾｲﾀ 北本 ｲｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ 加須

5 2 823 大塚　誓汰(3) 北本 11.77 5 6 485 石山　一樹(3) 加須昭和 12.00
ｺｽｹﾞ ｼﾝﾔ 本庄 ﾀｹｲ ｶｽﾞﾏ 戸田

6 4 423 小菅　慎也(3) 本庄東 11.91 6 8 663 武井　一真(3) 戸田東 12.07
ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ 北葛飾郡 ﾃｼﾏ ﾘｮｳﾀ 入間郡

7 8 282 藤田　尚希(3) 杉戸 11.98 7 1 143 手島　遼太(3) 越生 12.09
ｼﾞﾝｸﾞｳ ｼﾝﾀﾛｳ 八潮 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ 鶴ヶ島

8 9 843 神宮慎太郎(3) 八潮八幡 12.00 8 2 983 小川　　凌(3) 鶴ヶ島 13.39
ﾐﾔﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 秩父郡

7 182 宮原　健伍(3) 皆野 DNS

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：森下　和哉

6月13日 09:55 予　選

6月13日 13:45 準決勝

6月13日 15:20 決　勝



7組 (風:+2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ ふじみ野

1 7 866 小松　勇斗(3) ふじみ野大井西 11.32 Q
ｶﾄｳ ｶﾝﾕｳ さいたま

2 5 405 加藤　寛悠(3) 栄東 11.48 Q
ｶｻﾞｷ ﾀﾂｷ 吉川

3 4 2043 加﨑　樹生(3) 吉川南 11.52 Q
ｶﾜｻｷ ﾐﾂﾙ 春日部

4 9 444 川崎　光琉(3) 春日部 11.54 q
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 朝霞

5 6 683 鈴木　雅治(3) 朝霞二 11.63 D q
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 鴻巣

5 8 470 松本　元気(3) 鴻巣吹上北 11.63 D q
ﾑﾗｵ ｺｳｷ 所沢

7 2 303 村尾　航季(3) 所沢東 11.65
ｵｶﾔｽ ﾄﾓﾖｼ 南埼玉郡

8 3 2083 岡安　智義(3) 白岡 12.36

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-0.7) 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

ｻﾄｳ ｿｳﾏ 鴻巣 ﾄｼﾀﾞ ﾀｲｷ 富士見

1 5 462 佐藤　颯真(3) 鴻巣吹上 11.25 Q 1 7 885 利田　大紀(3) 富士見勝瀬 11.30 Q
ｻﾉ ﾋﾅﾀ 富士見 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ ふじみ野

2 9 883 佐野　　陽(3) 富士見水谷 11.42 Q 2 5 866 小松　勇斗(3) ふじみ野大井西 11.30 Q
ｻｲｺﾞｳ ｼｮｳ さいたま ｵｻﾀﾞ ｶｽﾞｷ 春日部

3 6 407 西郷　　翔(3) さい田島 11.48 3 9 442 長田　一希(3) 春日部 11.50
ｶﾓｼﾀﾞ ﾘｸ さいたま ｽﾐﾔ ﾄｼﾅﾘ 志木

4 7 408 鴨志田陸久(3) さい三室 11.50 4 4 724 墨谷　寿成(3) 志木宗岡 11.52
ｻｸﾗｲ ｲｯｾｲ 川口 ｽｽﾞｷ ｱｽｶ 東松山

5 8 23 櫻井　一聖(3) 川口芝東 11.58 5 8 384 鈴木　飛鳥(3) 農大三 11.53
ｶﾜｻｷ ﾐﾂﾙ 春日部 ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ 熊谷

6 3 444 川崎　光琉(3) 春日部 11.62 6 3 91 岡崎　涼斗(3) 熊谷富士見 11.65
ｲﾄｳ ﾚﾝ 越谷 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 鴻巣

7 4 627 伊藤　　蓮(3) 越谷栄進 11.63 7 1 470 松本　元気(3) 鴻巣吹上北 11.66
ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｼ 上尾 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 川口

8 2 565 河原　啓志(3) 上尾東 11.89 8 6 27 上原　一浩(3) 川口安行 11.70
ｼﾌﾞﾔ ｹｲｽｹ さいたま

2 2 澁谷　啓裕(3) さい木崎 DNS

3組 (風:+0.8) 決　勝　 (風:-2.0)

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

ﾐﾔｶﾜ ﾏｻﾔ 東松山 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻﾔ 東松山

1 7 383 宮川　昌也(3) 農大三 11.01 Q 1 6 383 宮川　昌也(3) 農大三 11.33

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｲﾁ 川口 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 鴻巣

2 5 26 萩原　太一(3) 川口安行東 11.08 Q 2 4 462 佐藤　颯真(3) 鴻巣吹上 11.42

ｴﾊﾞﾀ ﾌｳｽｹ さいたま ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｲﾁ 川口

3 4 406 江幡　風助(3) さい大谷 11.23 q 3 7 26 萩原　太一(3) 川口安行東 11.43

ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ さいたま ｴﾊﾞﾀ ﾌｳｽｹ さいたま

4 8 404 濱田　拓光(3) さい城北 11.38 q 4 3 406 江幡　風助(3) さい大谷 11.49

ｶﾄｳ ｶﾝﾕｳ さいたま ﾄｼﾀﾞ ﾀｲｷ 富士見

5 6 405 加藤　寛悠(3) 栄東 11.52 5 5 885 利田　大紀(3) 富士見勝瀬 11.58

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 朝霞 ｻﾉ ﾋﾅﾀ 富士見

6 3 683 鈴木　雅治(3) 朝霞二 11.60 6 8 883 佐野　　陽(3) 富士見水谷 11.62

ｵｷﾞﾉ ﾄﾓｷ 富士見 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ ふじみ野

7 2 884 荻野　智輝(3) 富士見台 11.62 7 9 866 小松　勇斗(3) ふじみ野大井西 11.64
ｶｻﾞｷ ﾀﾂｷ 吉川 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ さいたま

9 2043 加﨑　樹生(3) 吉川南 DNS 8 2 404 濱田　拓光(3) さい城北 11.71



中学男子200m

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

日本中学記録(JH)        21.6      名倉　雅弥(鶴ヶ島・　藤　)            1990

埼玉県中学校記録(SJ)    21.6      名倉　雅弥(鶴ヶ島・　藤　)            1990

埼玉県中学校記録(SJ)    21.81     五十幡亮汰(行　田・長　野)            2013

大会記録(GR)            22.05     志田　佳彦(春日部・武　里)            2001

予　選　7組3着＋3

1組 (風:-0.9) 2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
ﾄｼﾀﾞ ﾀｲｷ 富士見 ｵﾀﾞｶ ﾋﾛｷ 比企郡

1 5 885 利田　大紀(3) 富士見勝瀬 23.28 Q 1 4 164 小高　弘樹(3) 川島 23.43 Q
ｲﾄｳ ﾚﾝ 越谷 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 本庄

2 4 627 伊藤　　蓮(3) 越谷栄進 23.35 Q 2 7 424 木村　雅也(3) 本庄東 23.90 Q
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｲﾁ 川口 ｲﾜｲ ﾔｽﾋﾛ 日高

3 6 26 萩原　太一(3) 川口安行東 23.50 Q 3 9 2002 岩井　康弘(2) 日高高根 23.93 Q
ｼﾉﾀﾞ ﾀﾂﾔ 吉川 ﾏﾂｶﾜ ﾘｮｳﾀ 飯能

4 9 2044 篠田　竜也(3) 吉川中央 24.20 4 8 347 松川　諒太(2) 飯能西 24.23
ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ 北葛飾郡 ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ 北本

5 8 282 藤田　尚希(3) 杉戸 24.34 5 3 824 大塚　颯汰(3) 北本 24.32
ﾋｸﾞﾁ ｶｹﾙ 朝霞 ｲﾉｳｴ ﾉｿﾞﾐ 新座

6 7 684 樋口　　翔(3) 朝霞一 24.41 6 6 750 井上　　望(3) 新座二 24.50
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ さいたま ｴﾓﾘ ﾄﾑ 羽生

7 3 3 山本　大暉(3) さい木崎 24.44 7 1 504 江森　登夢(3) 羽生南 25.60
ｵﾘﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 南埼玉郡 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾂｶｻ 南埼玉郡

8 1 263 折原　大輔(2) 宮代百間 26.30 8 2 2084 谷口　　司(3) 白岡 26.43
ﾊﾔｼ ｱｷﾘｭｳ 鶴ヶ島 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ さいたま

9 2 982 林　　明龍(2) 鶴ヶ島西 26.57 5 6 山下　紘輝(3) さい木崎 DQ,T3

3組 (風:-0.5) 4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

ｻﾄｳ ｿｳﾏ 鴻巣 ﾏﾁﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 秩父

1 4 462 佐藤　颯真(3) 鴻巣吹上 23.10 Q 1 3 321 町田　淳法(3) 秩父第一 23.77 Q
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 北足立郡 ｸﾗｼﾅ ｺｳｷ さいたま

2 6 123 本多　友士(3) 伊奈小針 23.66 Q 2 4 48 倉科　洸希(3) さい内谷 23.82 Q
ｵｶﾉ ﾀﾞｲｷﾁ さいたま ﾑﾗﾅｶ ﾋﾛｷ 狭山

3 5 409 岡野　大吉(3) 埼玉大学教育学部附属 24.12 Q 3 7 372 村中　裕季(3) 狭山中央 24.10 Q
ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ 入間 ﾑﾗｶﾜ ｶｲ 上尾

4 9 642 阿部　一輝(2) 入間向原 24.21 4 1 566 村川　　海(3) 上尾原市 24.43
ｻｻｷ　ﾚｲ 桶川 ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 加須

5 3 782 佐々木　零(2) 桶川 24.42 5 8 484 新井　大靖(2) 加須昭和 25.11
ｱﾏﾐﾔ ﾋﾛｷ 熊谷 ﾅｶﾞｲ ﾙｲ 入間郡

6 7 95 雨宮　弘樹(3) 熊谷大麻生 24.71 6 9 145 永井　　塁(3) 毛呂山川角 25.56
ﾑﾅｶﾀ ｹﾝｼﾛｳ 加須 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 幸手

7 8 1253 宗像拳志郎(3) 騎西 24.91 2 961 小澤　昇矢(1) 幸手 DNS
ｵｵﾓﾘ ｶｲﾄ 蕨 ﾐﾈﾑﾗ ｺｳｷ さいたま

8 1 604 大森　凱登(3) 蕨第一 25.39 5 16 峯村　幸希(3) さい岸 DNS
ｵｶﾔｽ ﾚｲﾔ 蓮田 ｵｵﾕ ｼｮｳｺﾞ 行田

9 2 922 岡安　零也(3) 蓮田黒浜 26.81 6 104 大湯　翔悟(3) 行田長野 DNS

5組 (風:+0.4) 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

ﾎﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 和光 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻﾔ 東松山

1 6 770 本同  直人(3) 和光大和 23.12 Q 1 5 383 宮川　昌也(3) 農大三 22.73 Q
ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ さいたま ﾄﾐﾀ ﾘｮｳｽｹ 川越

2 5 404 濱田　拓光(3) さい城北 23.49 Q 2 4 66 冨田　亮輔(3) 城北埼玉 23.55 Q
ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾌﾐ さいたま ﾐｽﾞｼﾏ ｹｲﾀ さいたま

3 3 19 小原　雅史(2) 埼玉栄 23.70 Q 3 6 54 水島　啓汰(3) さい植竹 23.59 Q
ｱｶｼ ｺｳｷ 久喜 ｻﾉ ﾋﾅﾀ 富士見

4 2 802 明石　昂樹(2) 久喜 23.79 q 4 3 883 佐野　　陽(3) 富士見水谷 23.70 q
ｽｽﾞｷ ｱｽｶ 東松山 ｷｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 比企郡

5 9 384 鈴木　飛鳥(3) 農大三 23.89 5 9 163 岸田　圭悟(3) 川島西 24.38
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 鴻巣 ﾀｹｲ ｶｽﾞﾏ 戸田

6 8 470 松本　元気(3) 鴻巣吹上北 24.11 6 8 663 武井　一真(3) 戸田東 24.75
ｷﾀﾓﾄ ﾘｸ 深谷 ｻｲﾄｳｺｳｼﾞ 大里郡

7 4 523 北本　　陸(3) 深谷岡部 24.57 7 7 223 齊藤　晃司(3) 寄居城南 24.93
ﾐｶﾐ ﾕｳﾀ 三郷 ｽｽﾞｷ　ｶﾝﾀ

8 7 903 三上　優太(3) 三郷北 24.76 8 2 217 鈴木　幹汰(3) 上里北 25.55
ｼﾞﾝｸﾞｳ ｼﾝﾀﾛｳ 八潮 ｼｽﾞｶ ｺｳﾍｲ 坂戸

9 1 843 神宮慎太郎(3) 八潮八幡 25.05 9 1 944 静　　航平(3) 坂戸住吉 26.21

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：森下　和哉

6月14日 09:15 予　選

6月14日 13:10 準決勝

6月14日 14:45 決　勝



7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

ﾉﾑﾗ ﾐﾝﾄ 川口

1 7 39 野村　明豊(3) 川口南 23.36 Q
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ ふじみ野

2 5 866 小松　勇斗(3) ふじみ野大井西 23.44 Q
ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ さいたま

3 4 10 森田　将貴(2) さい本太 23.64 Q
ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 草加

4 8 583 田中　優介(3) 草加 23.72 q
ｵｻﾀﾞ ｶｽﾞｷ 春日部

5 9 442 長田　一希(3) 春日部 23.83
ｽﾐﾔ ﾄｼﾅﾘ 志木

6 6 724 墨谷　寿成(3) 志木宗岡 24.07
ｴｶﾞｼﾗ ﾄｼﾔ 所沢

7 3 302 江頭　俊哉(2) 所沢三ヶ島 24.30
ﾐﾔﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 秩父郡

2 182 宮原　健伍(3) 皆野 DNS

準決勝　3組2着＋2
1組 (風:0.0) 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

ﾐﾔｶﾜ ﾏｻﾔ 東松山 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ さいたま

1 7 383 宮川　昌也(3) 農大三 22.65 Q 1 7 404 濱田　拓光(3) さい城北 23.01 D Q
ｵﾀﾞｶ ﾋﾛｷ 比企郡 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｲﾁ 川口

2 6 164 小高　弘樹(3) 川島 23.07 Q 1 8 26 萩原　太一(3) 川口安行東 23.01 D Q
ﾏﾁﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 秩父 ﾄｼﾀﾞ ﾀｲｷ 富士見

3 5 321 町田　淳法(3) 秩父第一 23.30 3 5 885 利田　大紀(3) 富士見勝瀬 23.05 q
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 北足立郡 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 和光

4 4 123 本多　友士(3) 伊奈小針 23.45 4 6 770 本同  直人(3) 和光大和 23.21 q
ｸﾗｼﾅ ｺｳｷ さいたま ｻﾉ ﾋﾅﾀ 富士見

5 9 48 倉科　洸希(3) さい内谷 23.55 5 3 883 佐野　　陽(3) 富士見水谷 23.40
ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾌﾐ さいたま ﾐｽﾞｼﾏ ｹｲﾀ さいたま

6 8 19 小原　雅史(2) 埼玉栄 23.79 6 9 54 水島　啓汰(3) さい植竹 23.44
ｱｶｼ ｺｳｷ 久喜 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ ふじみ野

7 3 802 明石　昂樹(2) 久喜 23.92 7 4 866 小松　勇斗(3) ふじみ野大井西 23.61
ｲﾜｲ ﾔｽﾋﾛ 日高 ｵｶﾉ ﾀﾞｲｷﾁ さいたま

8 2 2002 岩井　康弘(2) 日高高根 24.12 8 2 409 岡野　大吉(3) 埼玉大学教育学部附属 24.20

3組 (風:-2.2) 決　勝　 (風:-2.0)

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

ｻﾄｳ ｿｳﾏ 鴻巣 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 鴻巣

1 6 462 佐藤　颯真(3) 鴻巣吹上 22.97 Q 1 4 462 佐藤　颯真(3) 鴻巣吹上 23.03
ﾉﾑﾗ ﾐﾝﾄ 川口 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｲﾁ 川口

2 7 39 野村　明豊(3) 川口南 23.16 Q 2 5 26 萩原　太一(3) 川口安行東 23.08
ｲﾄｳ ﾚﾝ 越谷 ﾄｼﾀﾞ ﾀｲｷ 富士見

3 5 627 伊藤　　蓮(3) 越谷栄進 23.42 3 3 885 利田　大紀(3) 富士見勝瀬 23.15
ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 草加 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ さいたま

4 3 583 田中　優介(3) 草加 23.67 4 7 404 濱田　拓光(3) さい城北 23.15
ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ さいたま ｵﾀﾞｶ ﾋﾛｷ 比企郡

5 9 10 森田　将貴(2) さい本太 23.68 5 9 164 小高　弘樹(3) 川島 23.29
ﾄﾐﾀ ﾘｮｳｽｹ 川越 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 和光

6 4 66 冨田　亮輔(3) 城北埼玉 23.85 6 2 770 本同  直人(3) 和光大和 23.31
ﾑﾗﾅｶ ﾋﾛｷ 狭山 ﾉﾑﾗ ﾐﾝﾄ 川口

7 2 372 村中　裕季(3) 狭山中央 23.98 7 8 39 野村　明豊(3) 川口南 23.34
ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 本庄 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻﾔ 東松山

8 8 424 木村　雅也(3) 本庄東 24.04 6 383 宮川　昌也(3) 農大三 DNS



中学男子400m

日本中学記録(JH)        48.15     谷川　鈴扇(群　馬・邑　楽)            2009
埼玉県中学校記録(SJ)    48.56     伊藤　健太(草　加・新　栄)            2009
大会記録(GR)            50.2      金子　　純(大　宮・宮　前)            1991

予　選　7組0着＋8

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ さいたま ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ 北本

1 6 411 渡邊　龍成(3) 開智 52.92 q 1 7 824 大塚　颯汰(3) 北本 53.03 q
ｶﾌﾞﾀｹ ｶｽﾞﾃﾙ 越谷 ﾉﾛ ﾐﾄ 入間

2 7 628 株竹　一輝(3) 越谷栄進 53.78 2 5 647 野呂　海斗(3) 入間東金子 53.87
ﾁﾉ ﾋﾛｷ さいたま ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾄ さいたま

3 5 413 千野　浩輝(3) さい木崎 54.14 3 6 415 渡部　拓人(3) さい日進 54.77
ﾜｼｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 新座 ｻｸﾏ ｷﾖﾀｶ 富士見

4 4 751 鷲澤　誠哉(3) 新座四 54.63 4 3 886 佐久間清貴(3) 富士見勝瀬 56.45
ｻﾄｳ ｷﾖﾀｶ 吉川 ﾇﾏﾀ ﾄﾓﾔ 入間郡

5 9 2045 佐藤　聖峻(3) 吉川東 56.38 5 4 150 沼田　朋也(3) 三芳東 56.46
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾃﾂ 久喜 ｽﾀﾞ　ｹｲｽｹ 蓮田

6 8 806 漆原　　徹(3) 久喜 56.49 6 9 931 須田　圭祐(3) 蓮田 56.84
ﾊｽﾐ　ｺｳﾍｲ 桶川 ｼﾛｲﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 深谷

7 3 788 蓮見　康平(3) 桶川西 58.95 7 8 524 白岩　純一(3) 深谷花園 58.02
ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 蕨

8 2 605 石川　紘士(3) 蕨第一 59.30

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

ﾄﾐﾀ ﾘｮｳｽｹ 川越 ｵﾀﾞｶ ﾋﾛｷ 比企郡

1 5 66 冨田　亮輔(3) 城北埼玉 52.20 q 1 7 164 小高　弘樹(3) 川島 52.74 q
ｶﾐｸﾎﾞ ﾘｸﾄ さいたま ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 北足立郡

2 7 414 上久保陸人(3) さい春野 54.38 2 4 124 木村　聡太(3) 伊奈小針 53.16 q
ﾐﾔｷ ﾕｳﾄ 狭山 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾋﾅﾀ 川口

3 4 369 宮木　祐人(3) 狭山堀兼 54.51 3 6 30 大泉  　陽(3) 川口神根 54.92
ｺｸﾞﾚ  ﾘｮｳﾀﾛｳ 本庄 ｲﾏﾆｼ ﾋﾛﾀｶ 加須

4 8 425 小暮良太朗(2) 本庄西 56.48 4 8 1252 今西　弘昴(3) 騎西 55.83
ｱｵｷ ﾕｳｾｲ 三郷 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｹｼ 幸手

5 3 904 青木　祐成(3) 三郷彦糸 56.87 5 9 964 篠崎　太志(3) 幸手 57.46
ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 北葛飾郡 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 熊谷

6 9 289 井上　康太(3) 杉戸 57.16 6 5 99 鈴木　雄貴(3) 熊谷三尻 57.96
ﾖｺﾀ ｼｮｳｷ 秩父郡 ﾖｺﾔ ﾀｶﾄﾓ 東松山

7 2 189 横田　翔紀(3) 長瀞 58.76 7 3 385 横矢　駿幸(2) 東松山南 59.44
ﾏﾁﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 秩父 ﾂﾎﾞｲ ﾘｸ 加須

6 321 町田　淳法(3) 秩父第一 T3 8 2 1256 坪井    陸(3) 大利根 1:00.36

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

ｻｶｲﾀﾆ ﾘｭｳﾀ 川越 ｼｹﾞﾀ ﾀﾂﾔ さいたま

1 4 68 堺谷　龍太(3) 川越城南 53.41 q 1 6 412 重田　龍哉(2) さい与野東 53.32 q
ｱｶｻｶ ﾙｲ 川口 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｹｲ 和光

2 7 29 赤坂　流偉(3) 川口戸塚 53.52 2 7 763 竹林　　慧(3) 和光三 54.29
ﾖｼﾀﾞ ｲﾁﾄ 日高 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 草加

3 5 2003 吉田　一登(2) 日高高萩北 55.46 3 4 584 安藤　光輝(3) 草加 55.07
ﾏﾂｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 鴻巣 ﾆｲﾐ ﾕｳｷ 所沢

4 6 463 松久保大智(3) 鴻巣吹上 56.16 4 9 304 新見　優樹(3) 所沢東 56.45
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾉｽｹ 行田 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾔ 春日部

5 8 101 山口友之介(3) 行田忍 57.13 5 8 456 白石　聖弥(3) 春日部飯沼 57.15
ｲﾄｳ ﾘｮｳ 羽生 ﾅｶﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 戸田

6 9 505 伊藤　　諒(3) 羽生西 57.48 6 5 664 永井　俊輔(3) 戸田喜沢 57.79
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 飯能 ｶﾄﾞｲ　ﾀｸﾐ 児玉郡

7 3 350 山本祐太郎(3) 飯能名栗 1:00.59 7 3 202 門井　　匠(2) 美里 58.16
ﾊﾔﾐｽﾞ ﾘｸｼ 鶴ヶ島

8 2 984 速水　陸志(3) 鶴島富士見 1:00.85

7組 決　勝　
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

ﾌｸﾄﾐ ﾀｸﾐ さいたま ｵﾀﾞｶ ﾋﾛｷ 比企郡

1 6 410 福富　　巧(3) さい宮原 51.33 q 1 7 164 小高　弘樹(3) 川島 51.79
ｲﾉﾀﾆ ﾕｳﾀ 上尾 ｼｹﾞﾀ ﾀﾂﾔ さいたま

2 7 567 猪谷　優太(3) 上尾大谷 53.62 2 2 412 重田　龍哉(2) さい与野東 52.37
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 坂戸 ｻｶｲﾀﾆ ﾘｭｳﾀ 川越

3 4 943 井上　裕太(3) 坂戸住吉 54.40 3 3 68 堺谷　龍太(3) 川越城南 52.47
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ ふじみ野 ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ 北本

4 9 871 山口　颯大(3) ふじみ野葦原 54.91 4 9 824 大塚　颯汰(3) 北本 55.75
ｼﾏﾑﾗ ｶﾝﾀ 比企郡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ さいたま

5 5 165 嶋村　栞汰(3) 吉見 55.02 5 6 411 渡邊　龍成(3) 開智 56.44
ﾋﾛｾ ﾀｹﾛｳ 朝霞 ﾌｸﾄﾐ ﾀｸﾐ さいたま

6 8 685 廣瀬　丈朗(3) 朝霞三 55.71 5 410 福富　　巧(3) さい宮原 DNF
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾔ 八潮 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 北足立郡

7 2 844 山本　朋弥(3) 八潮八幡 58.40 8 124 木村　聡太(3) 伊奈小針 T3
ｻｲﾄｳﾕｳ 大里郡 ﾄﾐﾀ ﾘｮｳｽｹ 川越

8 3 224 齊藤　　優(3) 寄居 58.96 4 66 冨田　亮輔(3) 城北埼玉 DNS

審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

6月13日 13:00 予　選
6月13日 15:00 決　勝



中学男子800m

日本中学記録(JH)        1:53.15   和田　仁志(長　野・赤　穂)            1983

埼玉県中学校記録(SJ)    1:54.09   山崎　浩二(越　谷・越谷東)            1989

大会記録(GR)            1:55.2    巽　　博和(三　芳・藤久保)            1984

予　選　7組0着＋8

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

ﾊｯﾄﾘ ｶﾔﾄ 川越 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 春日部

1 2 69 服部　奏斗(3) 川越砂 2:03.17 q 1 2 457 入江　亮輔(3) 春日部共栄 2:03.63 q
ｵｵﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 上尾 ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾀｹ 北本

2 3 564 大畑　遼恭(2) 上尾西 2:03.68 q 2 8 825 矢口　喜丈(3) 北本東 2:04.52
ﾃﾗﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 川口 ｲｼﾂﾞｶ ｾｲﾔ 新座

3 4 22 寺本　　希(3) 十二月田 2:04.32 q 3 5 752 石塚　誠也(3) 新座四 2:04.82
ｲﾏﾆｼ ﾋﾛﾀｶ 加須 ﾏﾂｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 鴻巣

4 6 1252 今西　弘昴(3) 騎西 2:05.94 4 3 463 松久保大智(3) 鴻巣吹上 2:05.36
ﾁﾉ ﾋﾛｷ さいたま ﾀﾏｷ ﾀﾞｲｽｹ 入間郡

5 5 413 千野　浩輝(3) さい木崎 2:06.60 5 7 146 玉木　大介(3) 毛呂山川角 2:07.11
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ さいたま ﾊﾞﾊﾞ ﾜﾀﾙ 行田

6 7 418 林　　大輔(3) さい八王子 2:12.26 6 9 109 馬場　　渉(2) 行田西 2:09.27
ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 熊谷 ｶﾐﾔﾏ ｶｲﾁ 川口

7 8 85 斎藤　迅斗(2) 熊谷東 2:12.42 7 6 1022 神山　嘉一(3) 十二月田 2:11.73
ﾀｶﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 吉川 ｼｹﾞﾀ ﾀﾂﾔ さいたま

8 9 2046 高宮　怜大(3) 吉川南 2:15.70 8 4 412 重田　龍哉(2) さい与野東 2:11.84

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

ﾖｼﾀﾞ ｲﾁﾄ 日高 ﾉﾛ ﾐﾄ 入間

1 9 2003 吉田　一登(2) 日高高萩北 2:00.45 q 1 4 647 野呂　海斗(3) 入間東金子 2:05.43
ｲﾅｵｶ ｺｳｽｹ さいたま ｲｼｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 春日部

2 2 416 稲岡　昂佑(3) さい八王子 2:03.16 q 2 3 458 石島　亮太(3) 春日部東 2:07.24
ﾉｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 北足立郡 ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳｺﾞ 桶川

3 5 128 野川　知暉(3) 伊奈小針 2:03.31 q 3 5 789 野口　凌吾(3) 桶川西 2:07.55
ｵｵｻﾜ ﾕｳﾀ 本庄 ｱﾗｶﾜ ﾖｼｷ 草加

4 8 427 大澤　祐太(3) 本庄児玉 2:03.56 q 4 8 585 荒川　祥貴(2) 草加瀬崎 2:07.70
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ さいたま ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾐ 深谷

5 6 417 渡邊　隼佑(3) さい植竹 2:05.04 5 9 525 大久保拓実(3) 深谷岡部 2:07.97
ｵﾉ ﾏｻﾄ 戸田 ｼｹﾞﾀ ﾀｲｼ 北葛飾郡

6 3 665 小野　誠人(3) 戸田 2:06.11 6 6 290 茂田　大志(3) 杉戸 2:09.99
ﾋﾛｾ ﾀｹﾛｳ 朝霞 ﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 比企郡

7 7 685 廣瀬　丈朗(3) 朝霞三 2:07.64 7 2 166 森　　遼介(3) 嵐山菅谷 2:10.04
ｽﾜﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 東松山 ﾊｼﾓﾄ ｱﾗﾀ 越谷

8 4 386 須和田舜斗(3) 東松山東 2:07.77 8 7 629 橋本　　新(3) 越谷栄進 2:15.79

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

ｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 富士見 ﾔﾊﾀ ｺｳｲﾁ 所沢

1 5 887 信太　大輔(3) 富士見西 2:10.67 1 2 305 八幡　光一(3) 所沢美原 2:08.84
ｽﾀﾞ　ｹｲｽｹ 蓮田 ｼｷﾓﾘ ﾏｻｷ 秩父郡

2 4 931 須田　圭祐(3) 蓮田 2:11.53 2 3 183 式守　正樹(3) 皆野 2:12.05
ﾐﾀﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 加須 ｶｾﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ 幸手

3 3 1246 御手洗　翼(2) 騎西 2:12.96 3 6 965 風野　広大(3) 幸手 2:14.59
ﾉｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ 蕨 ﾊﾗﾀﾞ ﾚｵ 久喜

4 2 606 野崎　稜人(3) 蕨第一 2:14.23 4 4 807 原田　伶央(3) 菖蒲南 2:15.90
ｺﾔﾏ ｶｲﾄ 飯能 ｸｷﾉ ﾐｷｵ 和光

5 6 351 小山　凱士(2) 飯能西 2:17.44 5 7 779 久木野幹生(3) 和光三 2:16.68
ｵｵﾉ　ｺｳｷ 児玉郡 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 八潮

6 8 205 大野　洸樹(2) 美里 2:19.57 8 845 川田　昇司(2) 八潮大原 DQ,T3

ｶﾘﾔ ﾘｮｳ 鶴ヶ島 ｷﾑﾗ　ｼｭｳﾀﾞｲ

7 9 985 苅谷　　凌(2) 鶴ヶ島藤 2:29.00 9 1904 木村　柊大(2) 三郷彦糸 DQ,T3

ｵｵﾂｶ ﾏｻﾌﾐ 羽生 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ 南埼玉郡

7 506 大塚　雅文(3) 羽生南 T4 5 270 田中　和磨(3) 宮代前原 DNS

7組 決　勝　
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

ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 坂戸 ﾖｼﾀﾞ ｲﾁﾄ 日高

1 2 945 相澤　佑介(2) 坂戸 2:07.95 1 4 2003 吉田　一登(2) 日高高萩北 2:02.44
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 狭山 ﾊｯﾄﾘ ｶﾔﾄ 川越

2 4 370 加藤　大祐(3) 狭山堀兼 2:12.87 2 7 69 服部　奏斗(3) 川越砂 2:02.80
ｲｶﾘﾔ ﾘｸ 秩父 ｵｵｻﾜ ﾕｳﾀ 本庄

3 3 330 碇谷　陸空(3) 秩父影森 2:13.63 3 8 427 大澤　祐太(3) 本庄児玉 2:03.87
ﾑﾛﾔ ｶﾞｸ 戸田 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 春日部

4 5 676 室谷　　岳(3) 戸田新曽 2:16.57 4 9 457 入江　亮輔(3) 春日部共栄 2:05.44
ｺｲｹﾄﾓﾔ 大里郡 ﾃﾗﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 川口

5 7 225 小池　智也(2) 寄居男衾 2:17.78 5 3 22 寺本　　希(3) 十二月田 2:05.70
ｱｵｷ ﾕｳﾀ ふじみ野 ｲﾅｵｶ ｺｳｽｹ さいたま

6 6 869 青木　祐太(3) ふじみ野大井 2:20.68 6 6 416 稲岡　昂佑(3) さい八王子 2:05.89
ﾊﾔｼ ｱｷﾋﾛ 志木 ｵｵﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 上尾

8 723 林　　晃広(1) 志木 DNS 7 2 564 大畑　遼恭(2) 上尾西 2:05.90
ﾉｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 北足立郡

8 5 128 野川　知暉(3) 伊奈小針 2:05.94

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：森下　和哉

6月14日 12:00 予　選

6月14日 15:30 決　勝



中学１年男子1500m

日本中学記録(JH)        3:56.2    和田　仁志(長　野・赤　穂)            1983
埼玉県中学校記録(SJ)    3:59.18   打越　雄允(さいたま・与野西)          2009

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

大会記録(GR)            4:20.75   細田　海音(桶　川・桶川西)            2013

予　選　3組0着＋16

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

ｼﾗﾄﾘ ﾃｯﾀ 春日部 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｵﾙ さいたま

1 20 460 白鳥　哲汰(1) 春日部豊野 4:32.05 q 1 16 420 宮澤　　徹(1) さい与野南 4:36.43 q
ﾌｶｻﾞﾜ ﾊﾔﾃ 富士見 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 吉川

2 7 888 深澤　　颯(1) 富士見台 4:32.16 q 2 20 2047 佐藤　駿人(1) 吉川南 4:39.54 q
ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 川越 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙｷ 越谷

3 3 70 伊東　大翔(1) 川越高階 4:33.89 q 3 15 623 山川　陽希(1) 越谷栄進 4:39.96 q
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 戸田 ﾀｶﾐｻﾜ ﾚｲ 飯能

4 9 661 佐藤　優太(1) 戸田 4:39.80 q 4 11 352 高見沢　怜(1) 飯能西 4:40.87 q
ｶｻﾊﾗ ﾌﾐﾔ 深谷 ｷﾀﾉ ｺｳﾔ 狭山

5 5 526 笠原　郁哉(1) 深谷上柴 4:40.26 q 5 18 380 北野　高也(1) 狭山入間 4:44.39 q
ｲﾁﾑﾗ ﾀﾂｷ 草加 ｶﾂﾀ ﾔﾏﾄ 比企郡

6 13 586 市村　竜樹(1) 草加瀬崎 4:41.93 q 6 19 167 勝田弥麻登(1) 川島西 4:46.33
ｱﾍﾞ ﾀｲﾁ 越谷 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ さいたま

7 15 621 阿部　奉知(1) 越谷栄進 4:43.17 q 7 5 541 板東　拓希(1) さい大宮南 4:47.47
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾅﾄ 川口 ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ﾖｼｷ 北本

8 2 1024 原田　愛星(1) 川口在家 4:43.34 q 8 8 826 設永　凱暉(1) 北本宮内 4:47.67
ｲﾅﾅｶﾞ ｽｽﾞﾉｽｹ 川越 ｵｵﾉ ﾏｻｷ 三郷

9 11 74 稲永鈴ノ介(1) 川越名細 4:48.33 9 12 906 大野　将輝(1) 三郷早稲田 4:52.07
ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳﾏ 上尾 ｱｷﾓﾄ ﾘｷｸ 熊谷

10 12 568 豊田　優磨(1) 上尾原市 4:48.72 10 10 84 秋本　理貴(1) 熊谷東 4:52.16
ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ さいたま ﾔﾏﾓﾄ ｼｷ さいたま

11 10 543 宮崎　元気(1) さい大砂土 4:49.01 11 4 542 山本　至起(1) さい大谷場 4:53.07
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 秩父郡 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 行田

12 14 190 島田　龍成(1) 長瀞 4:53.49 12 13 102 佐藤　大智(1) 行田忍 4:53.23
ﾅﾗｻｷ ｺｳｼﾛｳ 入間 ｲﾘｴ ｶｽﾞｷ 春日部

13 17 643 奈良崎広志郞(1) 入間向原 4:54.93 13 17 459 入江　和輝(1) 春日部共栄 4:54.81
ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 本庄 ｲｼｶﾞﾐ ｺﾞｳ 坂戸

14 4 428 原田　峻輔(1) 本庄児玉 5:05.15 14 6 947 石上　　剛(1) 坂戸浅羽野 4:55.86
ｶｼﾞﾔ ｼｭｳｺﾞ 桶川 ｵｷﾞﾉ ﾀｲｾｲ 八潮

15 16 790 加治屋柊吾(1) 桶川西 5:07.66 15 9 847 荻野　泰誠(1) 八潮大原 4:58.88
ﾅｶﾊﾗ　ﾀｹﾄ 児玉郡 ｶﾆｴ ﾀﾂｷ 日高

16 6 206 中原  武斗(1) 上里北 5:10.08 16 2 2007 蟹江　達樹(1) 日高高萩北 4:59.13
ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾀ 北足立郡 ｸﾘﾏﾀ ﾕｳｽｹ 幸手

17 1 130 栗原　悠太(1) 伊奈小針 5:12.72 17 3 966 栗又　悠輔(1) 幸手 5:08.57
ヨコヤ　ｼｮｳﾀﾛｳ ｱﾍﾞ ﾀｹﾄ 朝霞

18 8 1981 横谷正太郎(1) 鶴ヶ島 5:21.94 18 7 686 安部　健人(1) 朝霞一 5:09.17
ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｷ 和光 ｵｵｻﾜ ｼｭﾝﾔ 南埼玉郡

19 19 1761 福田　浩己(1) 和光二 5:38.82 19 1 2085 大澤　駿弥(1) 白岡篠津 5:11.06
ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 久喜 ｽｽﾞｷ　ﾘｭｳｾｲ 蓮田

18 805 木村　大悟(1) 菖蒲 DQ,T3 14 928 鈴木　琉聖(1) 蓮田 DNS

3組 決　勝　
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

ﾊｲｼﾏﾀﾞﾘｵﾘｸ さいたま ﾌｶｻﾞﾜ ﾊﾔﾃ 富士見

1 2 419 蓜島ダリオ陸(1) さい大宮南 4:36.76 q 1 8 888 深澤　　颯(1) 富士見台 4:31.29
ｽｷﾞﾀ ﾘｷﾄ 鴻巣 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 川越

2 13 464 杉田　力斗(1) 鴻巣吹上 4:36.87 q 2 3 70 伊東　大翔(1) 川越高階 4:32.22
ｱｲｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 越谷 ｼﾗﾄﾘ ﾃｯﾀ 春日部

3 18 622 相川　響希(1) 越谷栄進 4:41.04 q 3 4 460 白鳥　哲汰(1) 春日部豊野 4:33.95
ﾓﾄﾑﾗ ﾕｳﾄ 加須 ﾀｶﾐｻﾜ ﾚｲ 飯能

4 12 1257 本村　優斗(1) 大利根 4:45.84 4 9 352 高見沢　怜(1) 飯能西 4:35.30
ｻｴｷ ｶｲﾄ 東松山 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｵﾙ さいたま

5 7 387 佐伯　海斗(1) 東松山東 4:46.18 5 1 420 宮澤　　徹(1) さい与野南 4:36.23
ﾀｺﾞ ﾕｳｽｹ 加須 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙｷ 越谷

6 3 1249 多胡　有将(1) 騎西 4:46.31 6 13 623 山川　陽希(1) 越谷栄進 4:38.11
ﾔﾏｻﾞﾄ ﾀｲｶﾞ 川越 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 戸田

7 16 72 山里　大雅(1) 川越高階 4:46.98 7 16 661 佐藤　優太(1) 戸田 4:38.43
ｲｼｶﾜ ｺｺﾛ 川越 ﾊｲｼﾏﾀﾞﾘｵﾘｸ さいたま

8 5 71 石川　　心(1) 川越高階西 4:47.09 8 2 419 蓜島ダリオ陸(1) さい大宮南 4:38.68
ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 川口 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 吉川

9 1 1023 中本　雄大(1) 川口西 4:50.26 9 15 2047 佐藤　駿人(1) 吉川南 4:40.03
ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 越谷 ｽｷﾞﾀ ﾘｷﾄ 鴻巣

10 9 630 小泉　大樹(1) 越谷栄進 4:51.05 10 12 464 杉田　力斗(1) 鴻巣吹上 4:40.53
ﾊﾗﾀﾞ ﾚｦ ふじみ野 ｲﾁﾑﾗ ﾀﾂｷ 草加

11 15 865 原田　怜旺(1) ふじみ野花の木 4:51.24 11 5 586 市村　竜樹(1) 草加瀬崎 4:43.72
ﾏﾂﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 北葛飾郡 ｶｻﾊﾗ ﾌﾐﾔ 深谷

12 4 291 松本虎太郎(1) 松伏第二 4:54.65 12 11 526 笠原　郁哉(1) 深谷上柴 4:43.75
ﾄﾘﾔ ﾏｻｼ さいたま ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾅﾄ 川口

13 6 544 鳥谷　将史(1) さい大砂土 4:55.87 13 7 1024 原田　愛星(1) 川口在家 4:44.52
ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 所沢 ｱｲｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 越谷

14 14 306 佐藤　伸哉(1) 所沢向陽 5:00.55 14 10 622 相川　響希(1) 越谷栄進 4:44.65
ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀ 新座 ｷﾀﾉ ｺｳﾔ 狭山

15 11 753 内田　幸汰(1) 新座三 5:03.02 15 6 380 北野　高也(1) 狭山入間 4:44.74
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾐｽﾞｷ ｱﾍﾞ ﾀｲﾁ 越谷

16 19 239 小林　瑞樹(1) 寄居 5:07.97 16 14 621 阿部　奉知(1) 越谷栄進 4:45.16
ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳ 羽生

17 20 507 早川　　翔(1) 羽生西 5:09.76
ｸﾛﾏｷ ﾕｳｲﾁ 蕨

18 17 607 黒牧　裕一(1) 蕨第一 5:09.96
ﾄｸﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 入間郡

19 8 147 徳田　凌平(1) 三芳藤久保 5:11.26
ｵｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ 志木

20 21 722 小澤　健介(1) 志木 5:11.91
ｵｶﾍﾞ ｶﾝﾀ 秩父

10 332 岡部　寛大(1) 秩父第二 DNS

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：森下　和哉

6月14日 12:40 予　選

6月14日 15:40 決　勝



中学男子1500m

日本中学記録(JH)        3:55.90   池田　　親(兵庫・加古川山手)          2012

埼玉県中学校記録(SJ)    3:59.18   打越　雄允(さいたま・与野西)          2009

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

予　選　4組0着＋16
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

ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ 入間郡 ｵｵｻﾜ ﾕｳﾀ 本庄

1 2 148 橋本　　龍(3) 毛呂山川角 4:06.92 q 1 14 427 大澤　祐太(3) 本庄児玉 4:17.26 q
ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 坂戸 ﾖﾔｽ ｶｲﾄ さいたま

2 1 950 関口　雄大(2) 坂戸桜 4:07.95 q 2 5 548 與安甲斐斗(3) さい木崎 4:18.93 q
ﾄﾑﾗ ﾕｳｻｸ 富士見 ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻﾐﾂ 川口

3 4 890 戸村　祐作(3) 富士見台 4:08.60 q 3 12 34 町田　将光(3) 川口青木 4:20.08 q
ﾓｷﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 朝霞 ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 越谷

4 3 687 茂木　凜平(3) 朝霞三 4:08.93 q 4 2 631 大塚　紘平(3) 越谷栄進 4:21.26 q
ﾎｿﾀﾞ ｶｲﾄ 桶川 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ さいたま

5 12 791 細田　海音(2) 桶川西 4:09.21 q 5 8 546 原田　龍生(2) さい宮原 4:22.69
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 東松山 ﾉｻﾞﾜ ｹｲ 坂戸

6 7 388 仲沢　隼斗(3) 東松山南 4:10.21 q 6 4 952 野澤　　渓(3) 坂戸桜 4:22.78
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 比企郡 ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾛｳ 入間郡

7 8 168 斉藤龍之介(3) 小川東 4:12.09 q 7 16 149 小西祐太郎(3) 三芳藤久保 4:23.33
ﾊｯﾄﾘ ｶﾔﾄ 川越 ｵﾉ ﾏｻﾄ 戸田

8 6 69 服部　奏斗(3) 川越砂 4:16.05 q 8 7 665 小野　誠人(3) 戸田 4:23.64
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｷ 上尾 ﾜｶｲ ﾕｳﾄ 新座

9 15 569 小野寺勇樹(3) 上尾大谷 4:16.80 q 9 9 754 若井　優斗(3) 新座四 4:23.75
ﾌﾙｶﾜ ﾚｵﾝ 富士見 ﾏｻｷ ﾏｺﾄ 川口

10 14 889 古川　礼穏(3) 富士見西 4:17.35 q 10 11 33 正木　　誠(3) 川口芝東 4:24.31
ﾄﾓﾐﾂ ﾕｳﾀ 比企郡 ｲﾏｲｹ ﾕｳﾀ 所沢

11 9 169 友光　祐太(3) 川島 4:19.07 q 11 1 307 今池　雄大(3) 所沢小手指 4:24.98
ｵｷﾞﾉ ﾅｵｷ 羽生 ｶﾉｳ ﾕｳｽｹ 深谷

12 13 508 荻野　直輝(3) 羽生東 4:19.47 q 12 6 527 狩野　佑介(3) 深谷花園 4:27.98
ﾊﾔﾀ ｼｮｳﾔ 川越 ﾌｸﾁ ﾘｮｳﾀ 所沢

13 16 76 早田　祥也(3) 川越大東 4:21.69 13 15 308 福地　龍太(2) 所沢南陵 4:28.04
ﾋﾗﾏﾂ ｺｳｷ 東松山 ｲｻ ﾚﾝﾄ さいたま

14 11 390 平松　幸記(2) 東松山東 4:22.00 14 13 549 伊佐　廉斗(3) さい与野西 4:29.69
ﾔﾉ ﾘｮｳﾏ 東松山 ｶｼﾜ ﾕｳｺﾞ さいたま

15 10 389 矢野　凌麻(3) 東松山南 4:23.36 15 10 547 柏　　優吾(2) さい宮原 4:32.18
ﾃﾗﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 川口 ｾｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 蕨

16 17 22 寺本　　希(3) 十二月田 4:34.98 16 17 608 関　隼汰朗(3) 蕨第一 4:32.68
ﾂﾌﾞﾗﾔ ｺｳｽｹ さいたま ｽﾜﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 東松山

5 545 円谷　光佑(2) さい日進 DNS 17 3 386 須和田舜斗(3) 東松山東 4:36.78

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

ｶﾆｴ ｼｮｳﾀ 日高 ｺｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ 富士見

1 5 2006 蟹江　翔太(2) 日高高萩北 4:23.10 1 1 891 小泉　海人(3) 富士見水谷 4:26.24
ｵﾉ ﾘｭｳｽｹ 上尾 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 蓮田

2 1 570 小野　隆介(3) 上尾東 4:24.18 2 3 921 小林　俊介(3) 蓮田黒浜 4:31.39
ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳｺﾞ 桶川 ﾏﾄﾊﾞ ﾋﾛﾄ 南埼玉郡

3 3 789 野口　凌吾(3) 桶川西 4:25.37 3 9 2086 的場　寛人(3) 白岡南 4:35.64
ｻｶﾓﾄ ﾘｸ 草加 ﾏﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ 飯能

4 14 587 坂本　　陸(3) 草加両新田 4:25.68 4 4 353 町田　　光(3) 飯能名栗 4:37.24
ﾜﾀﾇﾏ ﾀｸﾐ 加須 ｺｳﾐ ﾋﾃﾞﾀｹ 加須

5 8 1247 渡沼　卓巳(3) 騎西 4:26.04 5 5 487 小海　秀剛(3) 加須昭和 4:37.69
ｵﾘﾊﾗ ﾘｮｳﾄ 久喜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 北足立郡

6 17 808 折原　崚斗(3) 久喜 4:26.28 6 12 131 山口　雄大(3) 伊奈南 4:37.69
ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾀｹ 北本 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾔ 狭山

7 6 825 矢口　喜丈(3) 北本東 4:26.41 7 2 376 岡本　昌也(3) 狭山狭山台 4:38.23
ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾉｽｹ 朝霞 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾖｳ 八潮

8 7 688 児玉孝之助(3) 朝霞三 4:26.58 8 7 848 荻野　弘陽(3) 八潮大原 4:39.07
ﾃﾗﾔﾏ ｺｳｲﾁ 熊谷 ｲｼｲ ﾃﾂﾛｳ ふじみ野

9 12 1081 寺山　弘一(3) 熊谷三尻 4:28.35 9 10 872 石井　鉄郎(3) ふじみ野葦原 4:42.86
ｲﾜﾏﾂ ｴｲｼﾞ 入間 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲﾄ 三郷

10 15 648 岩松　衛士(3) 入間東金子 4:28.74 10 13 907 滝澤　泰都(3) 三郷早稲田 4:44.76
ｵｵﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 鴻巣 ﾀｶﾉ ﾏｻｷ 和光

11 11 465 大矢　和広(3) 鴻巣赤見台 4:30.47 11 11 771 高野  将生(3) 和光大和 4:50.66
ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 春日部 ﾌｸｼﾏﾘｮｳ 大里郡

12 4 457 入江　亮輔(3) 春日部共栄 4:30.60 12 6 226 福嶋　　涼(3) 寄居男衾 4:52.85
ﾁﾊﾞ ｲﾂｷ 行田 ｵｵﾉ　ｺｳｷ 児玉郡

13 13 111 千葉　　樹(3) 行田西 4:32.24 13 14 205 大野　洸樹(2) 美里 4:54.03
ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾔ 北葛飾郡 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 鶴ヶ島

14 2 292 園田　裕也(3) 杉戸 4:33.09 14 8 987 仲野　悠介(3) 鶴島富士見 4:54.67
ﾀｶﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 吉川 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝ 幸手

15 10 2046 高宮　怜大(3) 吉川南 4:34.57 15 16 967 長谷川　舜(3) 幸手東 5:07.12
ｼｷﾓﾘ ﾏｻｷ 秩父郡 ｵｶﾄﾞ ﾋﾛｷ 羽生

16 9 183 式守　正樹(3) 皆野 4:34.91 16 15 518 岡戸　宏樹(2) 羽生東 5:15.86
ﾏｴﾉ ﾋﾛｱｷ 秩父 ｵﾝﾀﾞ ﾄﾓｷ 志木

17 16 322 前野　宏彰(2) 秩父第一 4:50.55 17 17 721 恩田　知宜(2) 志木 5:30.93

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：森下　和哉

6月13日 12:30 予　選

6月13日 15:55 決　勝



決　勝　
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ 入間郡

1 5 148 橋本　　龍(3) 毛呂山川角 4:13.16
ﾎｿﾀﾞ ｶｲﾄ 桶川

2 2 791 細田　海音(2) 桶川西 4:13.21
ﾓｷﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 朝霞

3 10 687 茂木　凜平(3) 朝霞三 4:16.13
ﾄﾑﾗ ﾕｳｻｸ 富士見

4 11 890 戸村　祐作(3) 富士見台 4:16.71
ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 坂戸

5 15 950 関口　雄大(2) 坂戸桜 4:17.43
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｷ 上尾

6 9 569 小野寺勇樹(3) 上尾大谷 4:18.25
ﾄﾓﾐﾂ ﾕｳﾀ 比企郡

7 13 169 友光　祐太(3) 川島 4:19.56
ｵｵｻﾜ ﾕｳﾀ 本庄

8 3 427 大澤　祐太(3) 本庄児玉 4:19.57
ﾊｯﾄﾘ ｶﾔﾄ 川越

9 1 69 服部　奏斗(3) 川越砂 4:19.62
ﾌﾙｶﾜ ﾚｵﾝ 富士見

10 12 889 古川　礼穏(3) 富士見西 4:23.80
ﾖﾔｽ ｶｲﾄ さいたま

11 16 548 與安甲斐斗(3) さい木崎 4:24.10
ｵｷﾞﾉ ﾅｵｷ 羽生

12 7 508 荻野　直輝(3) 羽生東 4:25.19
ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 越谷

13 4 631 大塚　紘平(3) 越谷栄進 4:25.69
ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻﾐﾂ 川口

14 14 34 町田　将光(3) 川口青木 4:27.60
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 東松山

15 8 388 仲沢　隼斗(3) 東松山南 4:33.09
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 比企郡

6 168 斉藤龍之介(3) 小川東 DNS



中学男子3000m

日本中学記録(JH)        8:21.22   池田　　親(兵庫・加古川山手)          2012
埼玉県中学校記録(SJ)    8:32.01   打越　雄允(さいたま・与野西)          2009

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

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 坂戸 ｲﾏｲｹ ﾕｳﾀ 所沢

1 2 950 関口　雄大(2) 坂戸桜 8:53.13 1 4 307 今池　雄大(3) 所沢小手指 9:18.69
ﾓｷﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 朝霞 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 吉川

2 4 687 茂木　凜平(3) 朝霞三 8:54.69 2 8 2048 渡辺笙太郎(2) 吉川南 9:18.86
ﾎｿﾀﾞ ｶｲﾄ 桶川 ｶﾆｴ ｼｮｳﾀ 日高

3 5 791 細田　海音(2) 桶川西 8:55.44 3 7 2006 蟹江　翔太(2) 日高高萩北 9:27.47
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 比企郡 ｺｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ 富士見

4 15 168 斉藤龍之介(3) 小川東 8:57.09 4 17 891 小泉　海人(3) 富士見水谷 9:29.76
ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓｷ 草加 ｵﾘﾊﾗ ﾘｮｳﾄ 久喜

5 3 588 市村　朋樹(3) 草加瀬崎 8:58.57 5 19 808 折原　崚斗(3) 久喜 9:30.83
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｷ 上尾 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 和光

6 21 569 小野寺勇樹(3) 上尾大谷 9:10.05 6 11 769 山口  貴士(3) 和光大和 9:31.09
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ 入間郡 ｳﾁﾇﾏ ｻﾜｷ 比企郡

7 1 148 橋本　　龍(3) 毛呂山川角 9:11.00 7 2 170 内沼紗和生(3) 川島 9:31.44
ﾊﾔﾀ ｼｮｳﾔ 川越 ｵｵﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 鴻巣

8 10 76 早田　祥也(3) 川越大東 9:12.08 8 3 465 大矢　和広(3) 鴻巣赤見台 9:31.49
ﾄﾑﾗ ﾕｳｻｸ 富士見 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 蓮田

9 6 890 戸村　祐作(3) 富士見台 9:14.69 9 14 921 小林　俊介(3) 蓮田黒浜 9:33.07
ｵｷﾞﾉ ﾅｵｷ 羽生 ﾜﾀﾇﾏ ﾀｸﾐ 加須

10 7 508 荻野　直輝(3) 羽生東 9:16.62 10 18 1247 渡沼　卓巳(3) 騎西 9:33.26
ﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ 川越 ｳﾁﾀﾞ　ﾏｻﾙ

11 22 80 宮坂　大器(2) 川越砂 9:16.87 11 6 1020 内田　大(2) さい与野西 9:33.63
ﾉｻﾞﾜ ｹｲ 坂戸 ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾉｽｹ 朝霞

12 12 952 野澤　　渓(3) 坂戸桜 9:23.37 12 12 688 児玉孝之助(3) 朝霞三 9:33.89
ﾌﾙｶﾜ ﾚｵﾝ 富士見 ﾌﾙﾀ ﾕｳﾄ 本庄

13 9 889 古川　礼穏(3) 富士見西 9:27.62 13 15 429 古田　優人(3) 本庄西 9:36.42
ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 越谷 ｶﾂｵｶ ﾅｵﾄ 北葛飾郡

14 14 631 大塚　紘平(3) 越谷栄進 9:28.07 14 1 293 勝岡　直大(3) 杉戸広島 9:38.44
ｲﾃﾞｳﾗ　ｼﾝﾔ ﾜｶｲ ﾀﾞｲｷ 新座

15 11 1528 出浦　慎也(2) 深谷花園 9:28.43 15 13 755 若井　大樹(3) 新座四 9:48.88
ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻﾐﾂ 川口 ｸﾛｽ ﾕｳﾄ さいたま

16 13 34 町田　将光(3) 川口青木 9:31.49 16 10 552 黒須　優翔(2) さい宮原 9:50.14
ｶｼﾜ ﾕｳｺﾞ さいたま ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ さいたま

17 20 547 柏　　優吾(2) さい宮原 9:37.22 17 5 550 遠藤　優介(3) さい宮原 9:52.31
ﾏﾂｲ ﾅｵｷ 北足立郡 ﾅﾅｳﾐ ﾘｭｳｾｲ 春日部

18 19 132 松井　尚希(3) 伊奈小針 9:50.59 18 20 1441 七海　龍成(2) 春日部豊野 9:55.26
ｺﾑﾛ ｷｮｳｽｹ 入間郡 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾎ 鴻巣

19 17 151 小室　京介(2) 毛呂山川角 9:55.47 19 16 471 宮本　和歩(3) 鴻巣吹上 9:56.37
ｴﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 越谷 ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 草加

20 8 624 遠藤　　望(3) 越谷栄進 10:03.81 20 9 589 伊藤　駿人(2) 草加瀬崎 9:58.17
ﾐﾔｵｶ ﾄﾓﾔ 川口 ｺｷﾞｼ ﾕｳｷ 秩父

21 18 1025 宮岡　智哉(2) 川口安行東 10:32.86 21 22 328 小岸　優紀(3) 秩父大田 9:58.73
ﾔﾉ ﾘｮｳﾏ 東松山 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾋﾛ 入間

16 389 矢野　凌麻(3) 東松山南 DNF 21 649 菅原　恥浩(3) 入間豊岡 DNF

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾄﾊﾞ ﾋﾛﾄ 南埼玉郡

1 8 2086 的場　寛人(3) 白岡南 9:44.21
ｿﾒﾉ ﾀﾞｲｷ 行田

2 6 112 染野　大輝(3) 行田西 9:51.26
ｶﾄﾞﾜｷ ﾑｻｼ 戸田

3 3 666 門脇　武蔵(3) 戸田笹目 9:53.73
ﾐﾀﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 加須

4 2 1246 御手洗　翼(2) 騎西 9:53.75
ﾏﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ 飯能

5 1 353 町田　　光(3) 飯能名栗 9:57.45
ﾃﾗﾔﾏ ｺｳｲﾁ 熊谷

6 4 1081 寺山　弘一(3) 熊谷三尻 9:59.52
ｾｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 蕨

7 7 608 関　隼汰朗(3) 蕨第一 10:03.99

ｱﾗｲ ｼｭｳﾏ 児玉郡

8 18 207 新井　秀真(2) 神川 10:05.74

ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 北本

9 5 827 田中龍之介(3) 北本西 10:11.68

ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 秩父郡

10 10 184 下山竜太郎(3) 皆野 10:14.31

ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 三郷

11 15 908 松井　海渡(3) 三郷北 10:17.60

ｲｼｲ ｴｲｼﾞ ふじみ野

12 14 864 石井　瑛士(2) ふじみ野福岡 10:18.16

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ 八潮

13 16 849 近藤　柊二(2) 八潮大原 10:18.83

ｼﾛｸﾗ ﾀｶｼ 狭山

14 9 371 白倉　　尭(3) 狭山堀兼 10:25.74

ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 桶川

15 13 793 清水　崇汰(2) 桶川東 10:27.11

ｶﾈｺﾏﾄｲ 大里郡

16 12 227 金子　侯生(2) 寄居男衾 10:27.74

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｸ 鶴ヶ島

17 11 988 藤原　　陸(2) 鶴島富士見 10:30.11

ﾋﾛﾀ ｼｭｳﾀ 幸手

18 19 968 廣田　秀太(1) 幸手西 11:29.94

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 羽生

19 20 519 高橋　廣準(3) 羽生南 11:38.61

ｵﾝﾀﾞ ﾄﾓｷ 志木

20 21 721 恩田　知宜(2) 志木 11:48.23

ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ 南埼玉郡

17 270 田中　和磨(3) 宮代前原 DNS

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：森下　和哉

6月14日 16:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ



中学男子110mH(0.914m)

日本中学記録(JH)        13.84     矢澤　　航(神奈川・岩　崎)            2006
埼玉県中学校記録(SJ)    14.0      小林　　悟(春日部・豊　野)            1985
埼玉県中学校記録(SJ)    14.0      海老根恵太(春日部・豊　野)            1992
埼玉県中学校記録(SJ)    14.13     野口　直人(杉　戸・杉　戸)            2009

大会記録(GR)            14.39     野口　直人(杉　戸・杉　戸)            2009

予　選　6組3着＋6

1組 (風:-1.7) 2組 (風:-2.7)

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
ﾊﾔｼ ｺｳｷ 朝霞 ｵｵﾊｼ ｼｭｳﾍｲ 狭山

1 5 694 林　　航輝(3) 朝霞二 15.90 Q 1 3 374 大橋　周平(3) 狭山山王 15.68 Q
ﾁﾝ ﾘｭｳｹｲ 三郷 ﾂｸｲ ｶﾅﾄ 上尾

2 6 909 陳　竜桂(3) 三郷彦糸 16.48 Q 2 8 571 津久井奏斗(3) 上尾原市 16.26 Q
ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾔ 熊谷 ｱｷﾊﾞ ﾕｳｽｹ 越谷

3 4 97 笠原　拓也(3) 熊谷大幡 17.32 Q 3 5 632 秋葉　友佑(3) 越谷武蔵野 16.62 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 飯能 ｸｷﾊﾗ ｼｮｳ 川口

4 9 350 山本祐太郎(3) 飯能名栗 18.00 4 4 1021 久木原　翔(3) 川口南 16.75 q
ｵｵﾄﾘ ﾏｻｷ 行田 ｼﾊﾞｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ さいたま

5 7 113 大鳥　将輝(3) 行田西 18.21 5 6 557 柴崎　淳平(3) さい指扇 16.96 q
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 北葛飾郡 ﾏﾂｼﾏ ｹﾝｾｲ 入間郡

6 8 283 小泉　大河(3) 杉戸 18.62 6 7 152 松島　兼聖(3) 三芳東 17.60
ｲﾏｲ ｼｮｳﾀ 鴻巣 ｷｻﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 加須

7 3 466 今井　渉太(2) 鴻巣北 19.21 7 9 1245 木﨑稜汰朗(3) 騎西 18.64
ｸﾘﾊﾗ　ﾚﾝ 本庄 ﾄﾐﾀ ﾚｲｺﾞ 戸田

8 2 431 栗原　　蓮(2) 本庄南 21.88 8 1 667 冨田　怜吾(3) 戸田笹目 19.66
ｲﾁﾊﾗ ﾄﾓﾔ 川越

9 2 79 市原　智也(3) 川越南古谷 19.88

3組 (風:+0.5) 4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
ｼﾗｵ　ﾕｳｽｹ 本庄 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ さいたま

1 6 430 白尾　悠祐(3) 本庄南 15.04 Q 1 3 553 松永　和樹(3) さい宮原 15.97 Q
ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾏ さいたま ﾏｴｻﾞﾜ ﾀｶﾏｻ さいたま

2 3 556 北村　一真(3) さい大原 15.12 Q 2 5 15 前沢　隆勝(3) さい岸 16.02 Q
ﾀｹﾀﾞ ｶｲ 久喜 ｵｵﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 川口

3 4 810 武田　　凱(3) 久喜 15.59 Q 3 6 40 大場　智達(3) 川口幸並 16.30 Q
ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 所沢 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 比企郡

4 8 309 小川　翔大(3) 所沢東 16.39 q 4 4 171 原口　優太(3) 吉見 16.48 q
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 日高 ｶﾜﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 坂戸

5 5 2009 佐藤　亮太(3) 日高高萩北 17.05 5 8 953 川田虎汰朗(3) 坂戸 16.98
ｻｸﾏ ｷﾖﾀｶ 富士見 ｼﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 新座

6 7 886 佐久間清貴(3) 富士見勝瀬 17.62 6 1 756 志村虎太郎(2) 立教新座 19.75
ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ 加須 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ 鶴ヶ島

7 9 488 吉田　　陸(3) 加須昭和 17.76 7 7 983 小川　　凌(3) 鶴ヶ島 21.62
ｶﾉ ﾘｮｳｽｹ ふじみ野 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾄ 秩父郡

8 1 870 加野　椋介(3) ふじみ野大井 18.84 2 185 小林　愛斗(3) 皆野 DNS
ﾐﾔｼﾀ　ﾅｵﾔ 蓮田 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾄｼ 八潮

9 2 932 宮下　直也(3) 蓮田 20.04 9 850 武田　延才(3) 八潮大原 DNS

5組 (風:-3.1) 6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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 南埼玉郡 ﾅﾅｶﾜ ﾊﾙﾄ さいたま

1 4 2087 阿部　和也(3) 白岡南 16.73 Q 1 6 554 七川　春人(3) さい与野西 15.59 Q
ｽﾐﾉｳｴ ｼｭﾝ 蕨 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ 春日部

2 6 603 角之上　駿(3) 蕨第一 16.74 Q 2 5 1442 深澤　航大(3) 春日部豊野 16.60 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾄ さいたま ｶﾜﾊﾗ ｱﾕﾑ さいたま

3 5 415 渡部　拓人(3) さい日進 16.90 Q 3 3 555 川原　　歩(3) さい八王子 16.61 Q
ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂﾔ さいたま ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 草加

4 3 46 西村　龍哉(3) さい内谷 17.09 4 7 590 山田　鉱平(3) 草加栄 16.62 q
ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ 北本 ﾅｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 秩父

5 9 828 栗原　健太(3) 北本 17.75 5 4 323 中田　健太(3) 秩父第一 16.95 q
ｵｵﾂｶ ﾏｵ 深谷 ｱﾕｶﾜ ﾀｸﾐ 桶川

6 8 528 大塚　真生(2) 深谷川本 17.76 6 9 783 鮎川　拓実(3) 桶川 18.98
ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 吉川 ﾄﾓﾉ ﾂｶｻ 東松山

7 7 2049 篠田　凌成(3) 吉川中央 18.44 7 2 391 伴野　　司(2) 東松山東 19.20
ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 入間 ﾉﾍﾞ　ﾀﾙｶﾞ 児玉郡

8 1 644 石川　雄大(2) 入間向原 19.40 8 1 208 野辺大瑠雅(2) 美里 19.57
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 羽生 ｻｲﾄｳﾕｳ 大里郡

9 2 509 小林　隼也(2) 羽生南 21.68 8 224 齊藤　　優(3) 寄居 DNS

審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

6月14日 11:25 予　選
6月14日 13:55 準決勝

6月14日 15:15 決　勝



準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-3.0) 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
ﾅﾅｶﾜ ﾊﾙﾄ さいたま ｼﾗｵ　ﾕｳｽｹ 本庄

1 5 554 七川　春人(3) さい与野西 15.82 Q 1 6 430 白尾　悠祐(3) 本庄南 15.26 Q
ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ さいたま ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾏ さいたま

2 6 553 松永　和樹(3) さい宮原 15.95 Q 2 7 556 北村　一真(3) さい大原 15.30 Q
ﾏｴｻﾞﾜ ﾀｶﾏｻ さいたま ﾀｹﾀﾞ ｶｲ 久喜

3 4 15 前沢　隆勝(3) さい岸 16.13 3 9 810 武田　　凱(3) 久喜 16.16
ｵｵﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 川口 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 南埼玉郡

4 8 40 大場　智達(3) 川口幸並 16.35 4 4 2087 阿部　和也(3) 白岡南 16.42
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 比企郡 ｽﾐﾉｳｴ ｼｭﾝ 蕨

5 2 171 原口　優太(3) 吉見 16.44 5 5 603 角之上　駿(3) 蕨第一 16.60
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾄ さいたま ｼﾊﾞｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ さいたま

6 9 415 渡部　拓人(3) さい日進 16.68 6 3 557 柴崎　淳平(3) さい指扇 16.70
ﾅｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 秩父 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 所沢

7 3 323 中田　健太(3) 秩父第一 17.11 7 2 309 小川　翔大(3) 所沢東 17.60
ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ 春日部 ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾔ 熊谷

8 7 1442 深澤　航大(3) 春日部豊野 17.22 8 8 97 笠原　拓也(3) 熊谷大幡 17.71

3組 (風:+0.3) 決　勝　 (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

ｵｵﾊｼ ｼｭｳﾍｲ 狭山 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾏ さいたま

1 6 374 大橋　周平(3) 狭山山王 15.35 Q 1 6 556 北村　一真(3) さい大原 14.71
ﾂｸｲ ｶﾅﾄ 上尾 ｼﾗｵ　ﾕｳｽｹ 本庄

2 7 571 津久井奏斗(3) 上尾原市 15.53 Q 2 5 430 白尾　悠祐(3) 本庄南 15.14
ｸｷﾊﾗ ｼｮｳ 川口 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ さいたま

3 2 1021 久木原　翔(3) 川口南 15.92 q 3 9 553 松永　和樹(3) さい宮原 15.28
ｶﾜﾊﾗ ｱﾕﾑ さいたま ｵｵﾊｼ ｼｭｳﾍｲ 狭山

4 9 555 川原　　歩(3) さい八王子 15.99 S q 4 7 374 大橋　周平(3) 狭山山王 15.36
ﾊﾔｼ ｺｳｷ 朝霞 ﾅﾅｶﾜ ﾊﾙﾄ さいたま

5 5 694 林　　航輝(3) 朝霞二 15.99 S q 5 4 554 七川　春人(3) さい与野西 15.51
ｱｷﾊﾞ ﾕｳｽｹ 越谷 ﾂｸｲ ｶﾅﾄ 上尾

6 8 632 秋葉　友佑(3) 越谷武蔵野 16.09 6 8 571 津久井奏斗(3) 上尾原市 15.58
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 草加 ｶﾜﾊﾗ ｱﾕﾑ さいたま

7 3 590 山田　鉱平(3) 草加栄 16.31 7 2 555 川原　　歩(3) さい八王子 15.98
ﾁﾝ ﾘｭｳｹｲ 三郷 ﾊﾔｼ ｺｳｷ 朝霞

8 4 909 陳　竜桂(3) 三郷彦糸 17.13 8 1 694 林　　航輝(3) 朝霞二 15.99
ｸｷﾊﾗ ｼｮｳ 川口

9 3 1021 久木原　翔(3) 川口南 16.74



中学男子4X100mR

日本中学記録(JH)        42.77     金内・田嶋・梶・深谷(福　島・白河第二)2004
日本中学記録(JH)        41.26     小池・綱川・梨本・田子(千　葉・千葉選抜)2008

埼玉県中学校記録(SJ)    43.44     伊藤・小俣・長谷川・石井(越谷・栄進)  2013

大会記録(GR)            44.31     浅見・溝橋・鈴木・関口(小　川・小川東)2008

予　選　7組0着＋8

1組
1着 4ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 9ﾚｰﾝ

45.33 45.47 46.30
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 806 1 576 1 313

2 814 2 563 2 303

3 810 3 577 3 310

4 802 4 565 4 312

4着 6ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
46.70 46.72 46.79

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1068 1 45 1 828

2 1067 2 46 2 823

3 1066 3 50 3 824

4 1062 4 48 4 830

7着 3ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
48.93 49.24

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 875 1 2084

2 871 2 2083

3 873 3 2081

4 874 4 2089

2組
1着 7ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 8ﾚｰﾝ

46.00 46.63 46.98
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 281 1 437 1 384

2 282 2 430 2 383

3 283 3 435 3 395

4 284 4 422 4 394

4着 9ﾚｰﾝ 5着 2ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
47.08 48.81 50.25

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 489 1 506 1 991

2 484 2 513 2 983

3 490 3 503 3 992

4 485 4 504 4 993

4ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
DQ,R1 DQ,TB

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 175 1 13

2 176 2 18

3 172 3 15

4 171 4 16原口　優太(3) 吉見 峯村　幸希(3) さい岸

渡辺　稜也(3) 吉見 前沢　隆勝(3) さい岸
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 比企郡 ﾐﾈﾑﾗ ｺｳｷ さいたま

坂井　利羽(3) 吉見 佐藤　新太(2) さい岸
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾔ 比企郡 ﾏｴｻﾞﾜ ﾀｶﾏｻ さいたま

下田　　大(3) 吉見 鶴見　久幸(3) さい岸
ｻｶｲ ﾄﾜ 比企郡 ｻﾄｳ ｱﾗﾀ さいたま

吉見 さいたま岸

ｼﾓﾀﾞ ﾀﾞｲ 比企郡 ﾂﾙﾐ ﾋｻﾕｷ さいたま

石山　一樹(3) 加須昭和 江森　登夢(3) 羽生南 鈴木　良孝(3) 鶴ヶ島
ｲｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ 加須 ｴﾓﾘ ﾄﾑ 羽生 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾀｶ 鶴ヶ島

千葉　航平(3) 加須昭和 加藤　永久(2) 羽生南 鈴木　涼也(2) 鶴ヶ島
ﾁﾊﾞ ｺｳﾍｲ 加須 ｶﾄｳ ﾄﾜ 羽生 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 鶴ヶ島

新井　大靖(2) 加須昭和 水谷　柊斗(3) 羽生南 小川　　凌(3) 鶴ヶ島
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 加須 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾄ 羽生 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ 鶴ヶ島

鶴ヶ島

吉澤　貴大(3) 加須昭和 大塚　雅文(3) 羽生南 杵淵　力輝(2) 鶴ヶ島

加須昭和 羽生南 鶴ヶ島

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 加須 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾌﾐ 羽生 ｷﾈﾌﾁ ﾘｷ

向嶋　真哉(3) 杉戸 牛久保清人(2) 本庄南 小田　理人(3) 農大三
ﾑｺｳｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 北葛飾郡 ｳｼｸﾎﾞ　ｷﾖﾄ 本庄 ｵﾀﾞ ﾏｻﾄ 東松山

小泉　大河(3) 杉戸 渡會　豊大(3) 本庄南 中嶋　　扶(3) 農大三
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 北葛飾郡 ﾜﾀｶｲ　ﾄﾖﾋﾛ 本庄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾂ 東松山

藤田　尚希(3) 杉戸 白尾　悠祐(3) 本庄南 宮川　昌也(3) 農大三
ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ 北葛飾郡 ｼﾗｵ　ﾕｳｽｹ 本庄 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻﾔ 東松山

東松山

水間ユキオ(3) 杉戸 清水　銀河(3) 本庄南 鈴木　飛鳥(3) 農大三

農大三

ﾐｽﾞﾏ ﾕｷｵ 北葛飾郡 ｼﾐｽﾞ　ｷﾞﾝｶﾞ 本庄 ｽｽﾞｷ ｱｽｶ

車田　智哉(3) ふじみ野葦原 山崎　裕翔(3) 白岡

杉戸 本庄南

芳賀　智樹(3) ふじみ野葦原 大久保　歩(1) 白岡
ｸﾙﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ ふじみ野 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾄ 南埼玉郡

山口　颯大(3) ふじみ野葦原 岡安　智義(3) 白岡
ﾊｶﾞ ﾄﾓｷ ふじみ野 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾕﾑ 南埼玉郡

布川　雄大(3) ふじみ野葦原 谷口　　司(3) 白岡
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ ふじみ野 ｵｶﾔｽ ﾄﾓﾖｼ 南埼玉郡

ふじみ野葦原 白岡

ﾇﾉｶﾜ ﾕｳﾀ ふじみ野 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾂｶｻ 南埼玉郡

山下　遼弓(3) 川越高階 倉科　洸希(3) さい内谷 大畑　優斗(3) 北本
ﾔﾏｼﾀ ﾘｸ 川越 ｸﾗｼﾅ ｺｳｷ さいたま ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾄ 北本

山ノ井　岳(3) 川越高階 伊藤　優汰(3) さい内谷 大塚　颯汰(3) 北本
ﾔﾏﾉｲ ﾀｹﾙ 川越 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ さいたま ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ 北本

阿部　智也(3) 川越高階 西村　龍哉(3) さい内谷 大塚　誓汰(3) 北本
ｱﾍﾞ ﾄﾓﾔ 川越 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂﾔ さいたま ｵｵﾂｶ ｾｲﾀ 北本

北本

大竹　一輝(3) 川越高階 長橋　昂平(3) さい内谷 栗原　健太(3) 北本

川越高階 さいたま内谷 北本

ｵｵﾀｹ ｶｽﾞｷ 川越 ﾅｶﾞﾊｼ ｺｳﾍｲ さいたま ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ

明石　昂樹(2) 久喜 河原　啓志(3) 上尾東 荒木　大地(3) 所沢東
ｱｶｼ ｺｳｷ 久喜 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｼ 上尾 ｱﾗｷ ﾀﾞｲﾁ 所沢

武田　　凱(3) 久喜 池田裕次郎(3) 上尾東 畠山　涼太(3) 所沢東
ﾀｹﾀﾞ ｶｲ 久喜 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 上尾 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 所沢

渡邊　雅生(3) 久喜 堂阪　日向(2) 上尾東 村尾　航季(3) 所沢東
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 久喜 ﾄﾞｳｻｶ ﾋｭｳｶﾞ 上尾 ﾑﾗｵ ｺｳｷ 所沢

漆原　　徹(3) 久喜 髙橋　奈吾(3) 上尾東 横田海夏太(3) 所沢東
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾃﾂ 久喜 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｺﾞ 上尾 ﾖｺﾀ ｶﾅﾀ 所沢

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：森下　和哉

6月13日 16:10 予　選

6月14日 17:00 決　勝

久喜 上尾東 所沢東



3組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 3ﾚｰﾝ q 3着 6ﾚｰﾝ

45.00 45.02 46.13
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1021 1 640 1 584

2 1027 2 627 2 593

3 39 3 639 3 595

4 1026 4 1621 4 583

4着 7ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
47.94 47.98 47.99

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 774 1 472 1 86

2 776 2 475 2 87

3 771 3 463 3 88

4 775 4 473 4 89

7着 8ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ 9着 1ﾚｰﾝ
48.11 48.37 51.02

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 787 1 923 1 129

2 783 2 921 2 133

3 786 3 922 3 140

4 782 4 924 4 126

4組
1着 7ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ q

45.18 45.22 S 45.22 S
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 896 1 1 1 1626

2 892 2 2 2 1625

3 893 3 3 3 1627

4 884 4 6 4 1624

4着 5ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
45.23 46.57 47.52

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1030 1 365 1 105

2 37 2 362 2 107

3 26 3 363 3 104

4 1031 4 364 4 106

7着 2ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
47.90 48.33

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 150 1 209

2 152 2 203

3 155 3 201

4 156 4 204川口　瞬也(3) 三芳東 大久保治政(3) 神川

池上　雄斗(3) 三芳東 山越　稜太(1) 神川
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 入間郡 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙﾏｻ 児玉郡

松島　兼聖(3) 三芳東 多田　祐大(3) 神川
ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 入間郡 ﾔﾏｺｼ ﾘｮｳﾀ 児玉郡

沼田　朋也(3) 三芳東 森　　勇真(2) 神川
ﾏﾂｼﾏ ｹﾝｾｲ 入間郡 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 児玉郡

三芳東 神川

ﾇﾏﾀ ﾄﾓﾔ 入間郡 ﾓﾘ ﾕｳﾏ 児玉郡

谷口　太一(3) 川口安行東 石田　啓太(3) 西武学園文理 阿部　佑太(3) 行田長野
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 川口 ｲｼﾀﾞ ｹｲﾀ 狭山 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 行田

萩原　太一(3) 川口安行東 羅　　智明(3) 西武学園文理 大湯　翔悟(3) 行田長野
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｲﾁ 川口 ﾗ ﾄﾓｱｷ 狭山 ｵｵﾕ ｼｮｳｺﾞ 行田

立花　凱馬(3) 川口安行東 内田　将太(3) 西武学園文理 飯田　　熙(2) 行田長野
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｲﾏ 川口 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 狭山 ｲｲﾀﾞ ﾋｶﾙ 行田

行田

田宮　玲央(3) 川口安行東 生駒　常治(2) 西武学園文理 竹内　絃人(3) 行田長野

川口安行東 西武学園文理 行田長野

ﾀﾐﾔ ﾚｵ 川口 ｲｺﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ 狭山 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ

荻野　智輝(3) 富士見台 山下　紘輝(3) さい木崎 藤波　和樹(3) 越谷南
ｵｷﾞﾉ ﾄﾓｷ 富士見 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ さいたま ﾌｼﾞﾅﾐ ｶｽﾞｷ 越谷

和田　慧馬(3) 富士見台 山本　大暉(3) さい木崎 島田　智矢(3) 越谷南
ﾜﾀﾞ ｹｲﾏ 富士見 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ さいたま ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ 越谷

清水　雄太(3) 富士見台 澁谷　啓裕(3) さい木崎 大塚　遼太(3) 越谷南
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 富士見 ｼﾌﾞﾔ ｹｲｽｹ さいたま ｵｵﾂｶ ﾘｮｳﾀ 越谷

越谷

加治　一真(3) 富士見台 白川　竜也(3) さい木崎 栄　　辰明(3) 越谷南

富士見台 さいたま木崎 越谷南

ｶｼﾞ ｶｽﾞﾏ 富士見 ｼﾗｶﾜ ﾀﾂﾔ さいたま ｻｶｴ ﾀﾂｱｷ

佐々木　零(2) 桶川 池田　昂竜(2) 蓮田黒浜 鈴木　　心(3) 伊奈南
ｻｻｷ　ﾚｲ 桶川 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾘｭｳ 蓮田 ｽｽﾞｷ ｺｺﾛ 北足立郡

眞下　好誠(3) 桶川 岡安　零也(3) 蓮田黒浜 鈴木　　空(2) 伊奈南
ﾏｼﾀ　ｺｳｾｲ 桶川 ｵｶﾔｽ ﾚｲﾔ 蓮田 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 北足立郡

鮎川　拓実(3) 桶川 小林　俊介(3) 蓮田黒浜 熊谷　　凪(3) 伊奈南
ｱﾕｶﾜ ﾀｸﾐ 桶川 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 蓮田 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞ 北足立郡

北足立郡

中村颯一郎(2) 桶川 森嶋　　遼(3) 蓮田黒浜 瀧澤　良裕(3) 伊奈南

桶川 蓮田黒浜 伊奈南

ﾅｶﾑﾗ　ｿｳｲﾁﾛｳ 桶川 ﾓﾘｼﾏ ﾘｮｳ 蓮田 ﾀｷｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

玉山龍一郎(3) 和光大和 中島　　安(3) 鴻巣吹上 荒川　慶稀(3) 熊谷玉井
ﾀﾏﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 和光 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽｼ 鴻巣 ｱﾗｶﾜ ﾖｼｷ 熊谷

高野  将生(3) 和光大和 松久保大智(3) 鴻巣吹上 谷口　　拓(3) 熊谷玉井
ﾀｶﾉ ﾏｻｷ 和光 ﾏﾂｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 鴻巣 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 熊谷

宇佐見幸太朗(3) 和光大和 飯塚　勇斗(2) 鴻巣吹上 塚越　勇真(3) 熊谷玉井
ｳｻﾐ ｺｳﾀﾛｳ 和光 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 鴻巣 ﾂｶｺﾞｼ ﾕｳﾏ 熊谷

熊谷

栁澤  壮真(3) 和光大和 村岡　拓弥(3) 鴻巣吹上 濱舘　直哉(3) 熊谷玉井

和光大和 鴻巣吹上 熊谷玉井

ﾔﾏｷﾞｻﾜ ｿｳﾏ 和光 ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ 鴻巣 ﾊﾏﾀﾞﾃ ﾅｵﾔ

新井　晴登(3) 川口南 古谷　弘輝(3) 越谷栄進 田中　優介(3) 草加
ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ 川口 ﾌﾙﾔ ｺｳｷ 越谷 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 草加

野村　明豊(3) 川口南 成田　　光(3) 越谷栄進 荒井　　悠(3) 草加
ﾉﾑﾗ ﾐﾝﾄ 川口 ﾅﾘﾀ ﾋｶﾙ 越谷 ｱﾗｲ ﾕｳ 草加

近藤　優輝(3) 川口南 伊藤　　蓮(3) 越谷栄進 千葉　幸賜(3) 草加
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 川口 ｲﾄｳ ﾚﾝ 越谷 ﾁﾊﾞ ｺｳｼ 草加

草加

久木原　翔(3) 川口南 黒田　隼矢(3) 越谷栄進 安藤　光輝(3) 草加

草加

ｸｷﾊﾗ ｼｮｳ 川口 ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 越谷 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ

川口南 越谷栄進



5組
1着 6ﾚｰﾝ q 2着 4ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ

45.17 45.25 45.40
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 138 1 566 1 7

2 123 2 562 2 8

3 124 3 580 3 9

4 136 4 571 4 10

4着 3ﾚｰﾝ 5着 1ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
47.00 47.20 47.45

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 654 1 953 1 447

2 653 2 957 2 448

3 655 3 958 3 449

4 656 4 942 4 450

7着 2ﾚｰﾝ 8着 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
47.77 48.30 DQ,R3

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 855 1 2050 1 528

2 843 2 2051 2 521

3 856 3 2052 3 536

4 853 4 2045 4 539

6組
1着 3ﾚｰﾝ q 2着 5ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ

44.25 GR 45.88 46.24
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 441 1 638 1 20

2 442 2 1630 2 19

3 443 3 1631 3 41

4 444 4 635 4 42

4着 4ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
47.46 47.47 47.64

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 671 1 260 1 602

2 663 2 1241 2 610

3 672 3 1245 3 604

4 673 4 1253 4 609

7着 2ﾚｰﾝ 8着 7ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ
49.60 49.70 DQ,R3

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1344 1 963 1 264

2 360 2 964 2 265

3 359 3 969 3 262

4 347 4 972 4 263松川　諒太(2) 飯能西 大島　健太(3) 幸手 折原　大輔(2) 宮代百間
ﾏﾂｶﾜ ﾘｮｳﾀ 飯能 ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ 幸手 ｵﾘﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 南埼玉郡

小山　英人(2) 飯能西 荒川　祐伴(3) 幸手 中村　仁成(1) 宮代百間
ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ 飯能 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 幸手 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝｾｲ 南埼玉郡

神谷　峻平(2) 飯能西 篠崎　太志(3) 幸手 浅田　優海(2) 宮代百間
ｶﾐﾔ ｼｭﾝﾍﾟｲ 飯能 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｹｼ 幸手 ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 南埼玉郡

南埼玉郡

蒲生　亮介(2) 飯能西 遠藤　拓弥(3) 幸手 森　　和都(2) 宮代百間

飯能西 幸手 宮代百間

ｶﾞﾓｳ ﾘｮｳｽｹ 飯能 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 幸手 ﾓﾘ ﾔﾏﾄ

金岡　佑典(3) 戸田東 宗像拳志郎(3) 騎西 大友　幹太(3) 蕨第一
ｶﾅｵｶ ﾕｳｽｹ 戸田 ﾑﾅｶﾀ ｹﾝｼﾛｳ 加須 ｵｵﾄﾓ ｶﾝﾀ 蕨

鈴木　陽介(2) 戸田東 木﨑稜汰朗(3) 騎西 大森　凱登(3) 蕨第一
ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 戸田 ｷｻﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 加須 ｵｵﾓﾘ ｶｲﾄ 蕨

武井　一真(3) 戸田東 根岸　優策(3) 騎西 小島健太郎(3) 蕨第一
ﾀｹｲ ｶｽﾞﾏ 戸田 ﾈｷﾞｼ ﾕｳｻｸ 加須 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 蕨

蕨

浅野　光琉(3) 戸田東 相原　慈瑛(3) 騎西 マックリーシュセラフィム実(2) 蕨第一

戸田東 加須騎西 蕨第一

ｱｻﾉ ﾋｶﾙ 戸田 ｱｲﾊﾗ ｼﾞｴｲ 加須 ﾏｯｸﾘｰｼｭｾﾗﾌｨﾑ ｼﾞﾂ

川崎　光琉(3) 春日部 山田　　駿(3) 越谷千間台 尾島　　諒(3) 埼玉栄
ｶﾜｻｷ ﾐﾂﾙ 春日部 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 越谷 ｵｼﾞﾏ ﾘｮｳ さいたま

斎藤　真一(2) 春日部 永井　拓夢(3) 越谷千間台 浅野　圭祐(3) 埼玉栄
ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 春日部 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾑ 越谷 ｱｻﾉ ｹｲｽｹ さいたま

長田　一希(3) 春日部 ｱﾉｳﾏﾝ 功世(3) 越谷千間台 小原　雅史(2) 埼玉栄
ｵｻﾀﾞ ｶｽﾞｷ 春日部 ｱﾉｳﾏﾝ ｺｳｾｲ 越谷 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾌﾐ さいたま

さいたま

大屋　康太(3) 春日部 亀崎　真也(2) 越谷千間台 秋山　皓星(3) 埼玉栄

春日部 越谷千間台 埼玉栄

ｵｵﾔ ｺｳﾀ 春日部 ｶﾒｻﾞｷ ｼﾝﾔ 越谷 ｱｷﾔﾏ ｺｳｾｲ

榊　亮太朗(3) 八潮八幡 佐藤　聖峻(3) 吉川東 黒澤希偉人(1) 深谷川本
ｻｶｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 八潮 ｻﾄｳ ｷﾖﾀｶ 吉川 ｸﾛｻﾜ ｷｲﾄ 深谷

中村　陸久(3) 八潮八幡 清田　啓介(2) 吉川東 高橋　慧翔(3) 深谷川本
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 八潮 ｷﾖﾀ ｹｲｽｹ 吉川 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾄ 深谷

神宮慎太郎(3) 八潮八幡 上尾　優介(3) 吉川東 小野寺　潤(1) 深谷川本
ｼﾞﾝｸﾞｳ ｼﾝﾀﾛｳ 八潮 ｶﾐｵ ﾕｳｽｹ 吉川 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 深谷

深谷

上川原大輔(3) 八潮八幡 井本　　徹(3) 吉川東 大塚　真生(2) 深谷川本

八潮八幡 吉川東 深谷川本

ｶﾐｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 八潮 ｲﾉﾓﾄ ﾄｵﾙ 吉川 ｵｵﾂｶ ﾏｵ

宮村　昌吏(3) 入間藤沢 海老沢　亮(2) 坂戸 廣岡　侑也(2) 春日部武里
ﾐﾔﾑﾗ ﾏｻｼ 入間 ｴﾋﾞｻﾜ ﾘｮｳ 坂戸 ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾔ 春日部

山田　聖也(3) 入間藤沢 宮崎　達也(3) 坂戸 工藤　雅也(2) 春日部武里
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾔ 入間 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 坂戸 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 春日部

斎藤　　翼(2) 入間藤沢 難波　拓斗(2) 坂戸 佐々木日向(3) 春日部武里
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 入間 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｸﾄ 坂戸 ｻｻｷ ﾋﾅﾀ 春日部

春日部

佐藤　　風(3) 入間藤沢 川田虎汰朗(3) 坂戸 白石　　稜(2) 春日部武里

入間藤沢 坂戸 春日部武里

ｻﾄｳ ﾌｳ 入間 ｶﾜﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 坂戸 ｼﾗｲｼ ﾘｮｳ

高橋　秀輔(3) 伊奈小針 津久井奏斗(3) 上尾原市 森田　将貴(2) さい本太
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｽｹ 北足立郡 ﾂｸｲ ｶﾅﾄ 上尾 ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ さいたま

木村　聡太(3) 伊奈小針 松田　竜哉(3) 上尾原市 五十嵐大輝(3) さい本太
ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 北足立郡 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾂﾔ 上尾 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ さいたま

本多　友士(3) 伊奈小針 鈴木　公大(2) 上尾原市 小豆澤　悠(3) さい本太
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 北足立郡 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 上尾 ｱｽﾞｻﾜ ﾕｳ さいたま

さいたま

板垣　　陸(3) 伊奈小針 村川　　海(3) 上尾原市 小嶋　康祐(3) さい本太

さいたま本太

ｲﾀｶﾞｷ ﾘｸ 北足立郡 ﾑﾗｶﾜ ｶｲ 上尾 ｺｼﾞﾏ ｺｳｽｹ

伊奈小針 上尾原市



7組
1着 7ﾚｰﾝ q 2着 5ﾚｰﾝ q 3着 6ﾚｰﾝ

44.65 45.03 46.09
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 694 1 742 1 51

2 693 2 743 2 52

3 692 3 744 3 53

4 683 4 741 4 54

4着 2ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
46.29 46.85 48.04

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 916 1 2018 1 187

2 914 2 2004 2 185

3 904 3 2013 3 186

4 909 4 2012 4 188

7着 3ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
49.53 DNF

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 233 1 324

2 234 2 321

3 235 3 323

4 224 4 325

決　勝　
1着 7ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 8ﾚｰﾝ

44.42 44.58 45.10
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 441 1 694 1 742

2 442 2 693 2 743

3 443 3 692 3 744

4 444 4 683 4 741

4着 5ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 6ﾚｰﾝ
45.12 45.24 45.39 D

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 640 1 896 1 1021

2 627 2 892 2 1027

3 639 3 893 3 39

4 1621 4 884 4 1026

6着 9ﾚｰﾝ 8着 1ﾚｰﾝ 9着 2ﾚｰﾝ
45.39 D 45.70 45.86

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 138 1 1626 1 1

2 123 2 1625 2 2

3 124 3 1627 3 3

4 136 4 1624 4 6

齊藤　　優(3) 寄居 高山　諒太(3) 秩父第一

池田　啓悟(2) 寄居 中田　健太(3) 秩父第一
ｻｲﾄｳﾕｳ 大里郡 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 秩父

岩渕　大樹(2) 寄居 町田　淳法(3) 秩父第一
ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ 大里郡 ﾅｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 秩父

山口　拓美(3) 寄居 白井　啓斗(3) 秩父第一
ｲﾜﾌﾞﾁﾀﾞｲｷ 大里郡 ﾏﾁﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 秩父

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

白川　竜也(3)
ｼﾌﾞﾔ ｹｲｽｹ

澁谷　啓裕(3)
ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ 越谷

栄　　辰明(3)
越谷

越谷南
ｵｵﾂｶ ﾘｮｳﾀ

大塚　遼太(3)
越谷

越谷南
ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 北足立郡

板垣　　陸(3)

寄居 秩父第一

ﾔﾏｸﾞﾁﾀｸﾐ 大里郡 ｼﾗｲ ｹｲﾄ

ｻｶｴ ﾀﾂｱｷ

ﾌﾙﾔ ｺｳｷ

秩父

山本　大暉(3)

さいたま

さい木崎

さいたま

さい木崎
さいたま

さい木崎

ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ

さいたま木崎

島田　智矢(3) 越谷南木村　聡太(3) 伊奈小針

北足立郡

伊奈小針
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

本多　友士(3)
北足立郡

伊奈小針

陳　竜桂(3) 三郷彦糸 松尾　一輝(3) 日高高麗川 瀧沢　祐太(3) 皆野

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ

山下　紘輝(3)
さいたま

さい木崎
ﾌｼﾞﾅﾐ ｶｽﾞｷ

藤波　和樹(3)
越谷

越谷南
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｽｹ

高橋　秀輔(3)
北足立郡

伊奈小針

新井　晴登(3)
川口

川口南

伊奈小針

ｲﾀｶﾞｷ ﾘｸ

越谷南

ﾁﾝ ﾘｭｳｹｲ 三郷 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 日高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 秩父郡

ｼﾗｶﾜ ﾀﾂﾔ

近藤　優輝(3)
川口

川口南
ﾉﾑﾗ ﾐﾝﾄ

野村　明豊(3)
川口

川口南

川口南

ｸｷﾊﾗ ｼｮｳ

久木原　翔(3)
川口

川口南
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

富士見

富士見台

青木　祐成(3) 三郷彦糸 岸谷　雄貴(3) 日高高麗川

富士見

富士見台越谷栄進
ﾅﾘﾀ ﾋｶﾙ

内田　温喜(3) 皆野

ｵｷﾞﾉ ﾄﾓｷ

荻野　智輝(3)
富士見

富士見台

富士見

富士見台
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ

清水　雄太(3)

古谷　弘輝(3)
越谷

越谷栄進

富士見台

ｶｼﾞ ｶｽﾞﾏ

加治　一真(3)

ﾜﾀﾞ ｹｲﾏ

和田　慧馬(3)

伊藤　　蓮(3)
越谷

ｱｵｷ ﾕｳｾｲ 三郷 ｷｼﾔ ﾕｳｷ 日高 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 秩父郡

成田　　光(3)
越谷

越谷栄進

越谷栄進

ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝﾔ

黒田　隼矢(3)
越谷

越谷栄進
ｲﾄｳ ﾚﾝ

ﾎ  ﾆｬｯﾄ  ﾌｨ(3) 三郷彦糸 中善寺隆太(3) 日高高麗川 小林　愛斗(3) 皆野

塚本ジャスティン惇平(2)

新座

新座五

清水　祐平(3)
新座

新座五
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶﾞ

中島　悠河(3)
新座

ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ

新座五
ｺﾋﾞﾅﾀ ﾎﾏﾚ

小日向　誉(3)
朝霞

朝霞二
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ ﾂｶﾓﾄｼﾞｬｽﾃｨﾝ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

野村　直生(2)
新座

新座五

鈴木　雅治(3)
朝霞

ﾎ ﾆｬｯﾄ ﾌｨ 三郷 ﾁｭｳｾﾞﾝｼﾞ ﾘｭｳﾀ 日高

ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

斎藤　真一(2)
春日部

春日部

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾄ 秩父郡

朝霞二

林　　航輝(3)
朝霞

朝霞二
ｼｭｳﾄｳ ｶｽﾞｷ

周東　一輝(3)
朝霞

朝霞二

ｶﾜｻｷ ﾐﾂﾙ

川崎　光琉(3)
春日部

春日部

大屋　康太(3)
春日部

春日部
ｵｻﾀﾞ ｶｽﾞｷ 春日部

長田　一希(3)

秩父郡

掛橋　開季(3) 三郷彦糸 飯田　裕希(3) 日高高麗川 大嶋　涼介(3) 皆野
三郷 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 日高 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｽｹ

春日部

ｵｵﾔ ｺｳﾀ

朝霞二

ﾊﾔｼ ｺｳｷ

新座五

ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾍｲ

春日部

鈴木　雅治(3) 朝霞二 塚本ジャスティン惇平(2) 新座五 水島　啓汰(3)

三郷彦糸 日高高麗川 皆野

ｶｹﾊｼ ｶｲﾘ

さい植竹
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 朝霞 ﾂｶﾓﾄｼﾞｬｽﾃｨﾝ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 新座 ﾐｽﾞｼﾏ ｹｲﾀ さいたま

小日向　誉(3) 朝霞二 野村　直生(2) 新座五 李　　慶志(2) さい植竹
ｺﾋﾞﾅﾀ ﾎﾏﾚ 朝霞 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 新座 ﾘ ｷｮﾝｼﾞ さいたま

周東　一輝(3) 朝霞二 中島　悠河(3) 新座五 菅谷　健太(2) さい植竹
ｼｭｳﾄｳ ｶｽﾞｷ 朝霞 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶﾞ 新座 ｽｶﾞﾔ ｹﾝﾀ さいたま

さいたま

林　　航輝(3) 朝霞二 清水　祐平(3) 新座五 北川　景秋(2) さい植竹

朝霞二 新座五 さいたま植竹

ﾊﾔｼ ｺｳｷ 朝霞 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾍｲ 新座 ｷﾀｶﾞﾜ ｹｱｷ



中学男子走高跳

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

埼玉県中学校記録(SJ)    1m96      中野　清紀(行　田・行田西)            1987

埼玉県中学校記録(SJ)    1m96      吉岡　　登(行　田・行　田)            1987

大会記録(GR)            1m92      田村　雄佑(越　谷・千間台)            2001

決勝　

ﾄﾞｳｻｶ ﾔﾏﾄ 上尾 － ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○

1 36 572 堂阪　大和(3) 上尾東 × ○ × × × 1m91
ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾄｼ 八潮 － ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

2 8 850 武田　延才(3) 八潮大原 × × × 1m88
ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝﾀ 八潮 － ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 4 851 森山　健太(3) 八潮大原 1m85
ｽｽﾞｷ ﾄﾗﾉｽｹ 草加 － ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

4 31 591 鈴木虎之介(3) 草加 1m82
ｴﾊﾞﾀ ﾌｳｽｹ さいたま ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

5 2 406 江幡　風助(3) さい大谷 1m82
ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷﾖ 戸田 － ○ ○ ○ × × ×

6 29 668 高橋　宗聖(3) 戸田喜沢 1m76
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 新座 ○ ○ × × ○ ○ × × ×

7 23 747 近藤　宏紀(3) 新座六 1m76
ｻﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 入間郡 ○ ○ × ○ × × ×

8 39 144 佐藤　駿平(2) 毛呂山 1m73
ｲﾉﾏﾀ ﾀｸﾐ さいたま ○ × × ○ × ○ × × ×

9 19 558 猪股　拓未(3) さい柏陽 1m73
ﾊﾔｼ ﾚｲｼﾞ 春日部 ○ ○ × × ×

10 41 1443 林　　玲爾(3) 春日部東 1m68
ﾜﾀﾞ ｹｲﾏ 富士見 × ○ ○ × × ×

11 14 893 和田　慧馬(3) 富士見台 1m68
ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 比企郡 × × ○ ○ × × ×

12 20 173 井上　慶祐(3) 小川東 1m68
ｵｵﾀ ﾘｮｳｽｹ 三郷 × ○ × ○ × × ×

13 28 910 太田　凌介(3) 三郷彦糸 1m68
ｲﾜｻﾜ ﾄﾓｷ 狭山 ○ × × ○ × × ×

14 22 377 岩澤　友樹(3) 狭山入間川 1m68
ﾜｶﾔﾏ ｹﾝﾄ 朝霞 ○ × × ○ × × ×

14 40 689 若山　賢人(3) 朝霞一 1m68
ｱﾗｲ ﾘｭｳｼﾞ 秩父 ○ × × ○ × × ×

14 46 333 新井　隆士(3) 秩父吉田 1m68
ﾂﾉ ｶｲﾄ さいたま × ○ × × ○ × × ×

17 32 559 津野　海斗(2) さい八王子 1m68
ﾅｶﾞﾀ　ｹｲﾀ ○ × × ×

18 7 1041 永田　啓太(3) さい原山 1m63
ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 上尾 ○ × × ×

18 18 573 佐藤　輝拓(3) 上尾大石 1m63
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 所沢 ○ × × ×

18 25 310 畠山　涼太(3) 所沢東 1m63
ｼｬｸｲ ﾏﾝﾀ さいたま ○ × × ×

18 26 560 杓井　満太(3) さい大原 1m63
ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｷ 熊谷 ○ × × ×

18 33 1082 長谷川幸輝(3) 熊谷三尻 1m63
ﾊｶﾞ ﾄﾓｷ ふじみ野 ○ × × ×

18 53 873 芳賀　智樹(3) ふじみ野葦原 1m63
ﾑﾛｲ ﾘｮｳﾏ 北葛飾郡 × × ○ × × ×

24 11 294 室井　僚馬(3) 松伏 1m63
ｶｷﾇﾏ ｺｳｷ 草加 × × ○ × × ×

24 13 592 柿沼宏毅　(3) 草加両新田 1m63
ｱｵｼｶ ｶﾞｲﾄ 加須 × × ○ × × ×

24 21 1258 青鹿　凱斗(3) 大利根 1m63

6月14日 00:00 決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m63

1m91

1m68

1m93
記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：池田　金作

記録主任：森下　和哉

1m73 1m76 1m79 1m82 1m85 1m88



決勝　

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m63

1m91

1m68

1m93
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m73 1m76 1m79 1m82 1m85 1m88

ﾀｶｼﾉ ｺｳﾍｲ 鶴ヶ島 × × ×

1 989 高篠　昂平(1) 鶴ヶ島 NM
ｲｹﾊﾀ ﾕｳｼﾞ さいたま × × ×

3 1001 池端　悠滋(2) さい本太 NM
ﾔﾏﾆｼ ﾋﾛﾄ 越谷 × × ×

5 633 山西　広人(3) 越谷中央 NM
ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ 深谷 × × ×

6 529 三輪　亮介(3) 深谷南 NM
ﾄｸﾘｷ ﾅﾅﾐ 坂戸 × × ×

9 954 徳力　七海(2) 坂戸 NM
ｺｶﾂ ﾏｻﾌﾐ 久喜 × × ×

10 813 小勝　理史(3) 菖蒲 NM
ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 鴻巣 × × ×

12 468 島田　雄気(2) 鴻巣赤見台 NM
ｱｵｷ ﾄﾓﾔ 桶川 × × ×

15 784 青木　友也(3) 桶川 NM
ｻｶﾓﾄ　ﾘｮｳﾀ 児玉郡 × × ×

16 212 坂本　涼太(2) 美里 NM
ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 行田 × × ×

17 114 小幡　瞭介(3) 行田西 NM
ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾄ 飯能 × × ×

24 354 山川　一斗(2) 飯能原市場 NM
ﾑﾄｳ ﾎｸﾄ 川口 × × ×

27 36 武藤　北斗(3) 川口北 NM
ﾖｼﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 川越 × × ×

30 1061 吉野　晋平(2) 川越城南 NM
ｵｵｻﾜ ｺﾀﾛｳ 秩父郡 × × ×

34 191 大澤虎太郎(2) 長瀞 NM
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾀｲｾｲ さいたま × × ×

35 1002 長濵　泰誠(3) さい大砂土 NM
ﾌｸﾅｶﾞ　ﾀｸﾐ 本庄 × × ×

37 432 福永　拓己(3) 本庄南 NM
ｵｸﾞﾗ ﾑｻｼ 八潮 × × ×

38 842 小倉　武蔵(2) 八潮大原 NM
ﾊﾔｼ ｺｳｷ 羽生 ／

42 510 林　　皓貴(2) 羽生南 NM
ｽｷﾞｴ ｹｲｽｹ 北足立郡 × × ×

43 134 杉江　啓進(2) 伊奈学園 NM
ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 入間 × × ×

44 651 菅沼　秀之(3) 入間藤沢 NM
ﾌｸｼﾏﾙｶ 大里郡 × × ×

45 228 福島　瑠華(2) 寄居 NM
ｲﾘｴ ｼｮｳﾀ 新座 ／

47 757 入江　翔太(3) 新座 NM
ｵﾁｱｲ　ﾕｳ 蓮田 × × ×

48 934 落合　　優(3) 蓮田 NM
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 日高 × × ×

49 2005 丸山　達也(3) 日高高萩 NM
ｵｵﾂｶ ｲﾂｷ 加須 × × ×

50 1259 大塚　一樹(3) 大利根 NM
ｵｵﾀｹ ﾋﾛﾕｷ 東松山 × × ×

51 392 大竹　啓之(2) 東松山南 NM
ｲﾜﾀﾞﾃ ﾑｻｼ 川口 × × ×

52 35 岩立　武士(3) 川口戸塚 NM



中学男子棒高跳

日本中学記録(JH)        4m92      笹瀬　弘樹(静　岡・新　居)            2004
埼玉県中学校記録(SJ)    4m66      平野　達也(上　尾・原　市)            1997

大会記録(GR)            4m56      松本　真吾(加　須・加須西)            2008

決　勝　

ｱﾗｲ ﾕｳ 草加 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

1 16 595 荒井　　悠(3) 草加 × × × 3m90
ﾊｼﾓﾄ ｱﾑ さいたま － － － － ○ × ○ × × ○ －

2 17 1004 橋本　天夢(3) さい大谷場 × × × 3m80
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｷﾞ さいたま － － × ○ ○ ○ × × ○ × × ×

3 14 1003 渡邊　　凪(2) さい大谷場 3m70
ﾌﾅﾄ ﾘｮｳﾀ 草加 － ○ ○ － ○ × × ×

4 6 596 船渡　遼太(3) 草加谷塚 3m60
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｼﾞ 三郷 － ○ ○ ○ ○ × × ×

4 11 911 遠藤　竜仁(2) 三郷栄 3m60
ﾂｶﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ 加須 － － － ○ ○ × × ×

4 15 1260 塚本　宙央(2) 大利根 3m60
ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ さいたま － － － × ○ ○ × × ×

7 13 1005 本多　広樹(3) さい木崎 3m60
ｻﾄｳ  ﾊﾔﾃ さいたま － － × ○ × ○ ○ × × ×

8 12 1006 佐藤　　颯(3) さい大谷場 3m60
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｷﾔ さいたま － ○ ○ ○ × × ×

9 10 1007 藤本　力也(3) さい大谷場 3m50
ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 羽生 － × ○ ○ × × ×

10 9 517 斉藤　尚哉(3) 羽生東 3m40
ｷﾑﾗ ｹｲｼﾞ さいたま ○ × × ×

11 8 1008 木村　慶司(2) さい大谷場 3m00
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 八潮 × ○ × × ×

12 4 852 遠藤　　駿(3) 八潮八幡 3m00
ﾔﾏｼﾀ ﾘｸ 川越 × ○ × × ×

12 7 1062 山下　遼弓(3) 川越高階 3m00
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾔ さいたま × × ○ × × ×

14 5 1009 田中　寬也(2) さい大久保 3m00
ﾀﾔ ﾄｼﾔ さいたま × × ×

1 1010 田谷　利家(1) さい木崎 NM
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ 越谷 ／

2 634 宮本　　武(3) 越谷東 DNS
ｶｸﾀ ﾘｭｳｼﾞ 加須 × × ×

3 494 角田　龍児(3) 加須西 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
4m00

3m00 3m20 3m40

審 判 長：池田　金作

記録主任：森下　和哉

6月13日 10:00 決　勝

3m50 3m90
ｺﾒﾝﾄ

3m60 3m70 3m80



中学男子走幅跳

日本中学記録(JH)        7m32      佐々木勝利(秋　田・大曲南)            1992

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

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

予　選　通過記録 6m50

1組
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾐﾀ ｹﾝﾄ 深谷 × 6m23 × 6m23
1 18 530 冨田　健人(3) 深谷川本 +0.8 +0.8

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 三郷 × × 6m21 6m21
2 26 912 吉田　翔太(3) 三郷栄 +1.1 +1.1

ｶｻﾞｷ ﾀﾂｷ 吉川 6m20 × × 6m20
3 21 2043 加﨑　樹生(3) 吉川南 +1.0 +1.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ さいたま × × 6m11 6m11
4 30 1011 渡辺　啓暉(3) さい城北 -0.5 -0.5

ｻｲｺﾞｳ ｼｮｳ さいたま × 5m86 5m96 5m96
5 13 407 西郷　　翔(3) さい田島 -1.0 -0.7 -0.7

ｱｲｻﾞﾜ ｶｲﾄ 狭山 × × 5m96 5m96
6 1 375 相澤　海斗(3) 狭山山王 +0.2 +0.2

ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｽｹ 北足立郡 × 5m93 × 5m93
7 2 136 高橋　秀輔(3) 伊奈小針 +0.7 +0.7

ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 久喜 × 5m90 × 5m90
8 17 811 藤田　和也(3) 栗橋東 +1.2 +1.2

ｻﾄｳ ﾙﾈ 北葛飾郡 5m88 × 5m42 5m88
9 25 285 佐藤　瑠音(3) 杉戸 -0.3 +1.6 -0.3

ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ ふじみ野 5m87 5m71 4m51 5m87
10 19 861 緒方　康貴(3) ふじみ野福岡 +1.0 -0.7 +0.7 +1.0

ﾀｹﾓﾄ ｺｳｷ 桶川 5m62 5m82 5m71 5m82
11 24 794 竹本　亘輝(2) 桶川東 -0.2 +0.1 +0.1 +0.1

ﾑﾗｵ ｺｳｷ 所沢 5m63 5m71 5m80 5m80
12 6 303 村尾　航季(3) 所沢東 -0.8 +0.1 +0.5 +0.5

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 越谷 5m48 5m77 5m32 5m77
13 10 635 山田　　駿(3) 越谷千間台 +0.7 -1.4 -1.7 -1.4

ｵｵﾂｶ ﾚｲｼﾞ 秩父郡 5m42 5m76 × 5m76
14 27 181 大塚　麗二(2) 皆野 -0.3 -1.0 -1.0

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 川越 5m74 5m57 5m69 5m74
15 16 63 畠山　大輝(3) 川越名細 +0.5 -0.1 -1.1 +0.5

ｱｶﾂｶ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 春日部 × 5m69 × 5m69
16 12 1444 赤塚丈一郎(3) 春日部 -2.1 -2.1

ﾀﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 児玉郡 5m44 5m63 5m60 5m63
17 3 203 多田　祐大(3) 神川 -0.4 +0.6 -0.2 +0.6

ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 入間 5m62 － 2m97 5m62
18 7 652 前田　秀輔(3) 入間藤沢 +0.1 -0.1 +0.1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾔ 比企郡 × 5m22 5m53 5m53
19 20 172 渡辺　稜也(3) 吉見 -1.2 -0.2 -0.2

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 久喜 5m47 × 5m37 5m47
20 23 812 中川　優也(3) 久喜 -0.5 -0.2 -0.5

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 加須 5m46 5m18 × 5m46
21 5 489 吉澤　貴大(3) 加須昭和 +1.2 +0.8 +1.2

ｺﾓﾄ ﾊﾔﾄ さいたま × 5m39 × 5m39
22 9 1013 古元　颯斗(3) さい大久保 -0.6 -0.6

ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ 羽生 5m25 4m77 5m02 5m25
23 14 511 松永　翔太(3) 羽生西 +0.3 -1.3 -0.6 +0.3

ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 鴻巣 4m95 5m09 5m14 5m14
24 8 467 松田　翼冴(3) 鴻巣吹上北 -0.8 +0.5 -1.0 -1.0

ｸﾛｶﾜ ﾋｮｳｺﾞ さいたま 5m12 × 5m12 5m12
25 4 1014 黒川　彪吾(3) さい木崎 0.0 -0.6 -0.6

ｴﾋﾞｻﾜ ﾘｮｳ 坂戸 4m93 5m12 4m96 5m12
26 31 942 海老沢　亮(2) 坂戸 -1.6 -0.6 -2.0 -0.6

ﾊﾔﾐｽﾞ ﾘｸｼ 鶴ヶ島 5m08 4m74 × 5m08
27 28 984 速水　陸志(3) 鶴島富士見 -0.6 -0.7 -0.6

ｶﾉｳ ﾋｶﾙ 加須 4m83 3m21 × 4m83
28 22 493 狩野　　耀(3) 加須西 +0.2 +0.3 +0.2

ｷﾖﾀ ｹｲｽｹ 吉川 4m63 × × 4m63
29 29 2052 清田　啓介(2) 吉川東 +0.5 +0.5

ｶﾜﾒ ﾏｻｷ 狭山 × 4m58 × 4m58
30 15 373 川目　真輝(3) 狭山中央 -1.6 -1.6

ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 幸手 4m44 × × 4m44
31 11 970 濵田　真輝(2) 幸手西 -0.6 -0.6

審 判 長：池田　金作

記録主任：森下　和哉

6月13日 09:30 予　選

6月13日 14:00 決　勝



中学男子走幅跳

日本中学記録(JH)        7m32      佐々木勝利(秋　田・大曲南)            1992

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

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

予　選　通過記録 6m50

審 判 長：池田　金作

記録主任：森下　和哉

6月13日 09:30 予　選

6月13日 14:00 決　勝

2組
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ ふじみ野 6m01 6m11 5m50 6m11
1 22 868 長谷川一騎(3) ふじみ野大井 -0.2 0.0 -0.2 0.0

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 入間 5m85 5m18 6m01 6m01
2 19 650 小林　正暉(3) 入間豊岡 -1.4 -0.7 -0.8 -0.8

ｲｼｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ さいたま 5m49 5m66 5m96 5m96
3 12 1012 石川宗一郎(3) さい第二東 +0.4 -1.3 -2.1 -2.1

ｼﾌﾞﾔ ｹｲｽｹ さいたま 5m10 5m95 5m66 5m95
4 4 2 澁谷　啓裕(3) さい木崎 +0.1 +1.2 -2.4 +1.2

ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 上尾 × × 5m95 5m95
5 10 574 北村　蒼生(3) 上尾大石 -2.8 -2.8

ﾖｺﾀ　ﾄｳｷ 蓮田 5m90 × × 5m90
6 18 933 横田　闘極(3) 蓮田 -0.6 -0.6

ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ 熊谷 5m38 × 5m79 5m79
7 7 91 岡﨑　涼斗(3) 熊谷富士見 +0.9 +0.7 +0.7

ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 富士見 × 5m64 5m41 5m64
8 30 892 清水　雄太(3) 富士見台 -1.6 -2.6 -1.6

ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｼ 新座 5m59 5m60 5m55 5m60
9 29 758 金澤　和志(2) 新座二 -1.4 -2.0 -1.7 -2.0

ﾂﾙﾐ ﾋｻﾕｷ さいたま × × 5m56 5m56
10 16 13 鶴見　久幸(3) さい岸 -1.5 -1.5

ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ 北本 × 5m56 × 5m56
10 23 828 栗原　健太(3) 北本 +0.1 +0.1

ｵﾘﾊﾗ ﾋﾛﾐ 入間郡 × 5m55 × 5m55
12 9 153 折原　大海(3) 越生 -0.9 -0.9

ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 南埼玉郡 5m51 5m28 × 5m51
13 28 2087 阿部　和也(3) 白岡南 -0.9 -2.4 -0.9

ｶｹﾞﾔﾏ ｼｭｳﾄ 朝霞 5m51 × × 5m51
14 14 690 陰山　秀斗(3) 朝霞四 -0.8 -0.8

ｲｲﾉ ﾏﾋﾛ 深谷 4m95 5m43 5m45 5m45
15 20 522 飯野　真尋(2) 深谷川本 +0.1 -2.0 +0.2 +0.2

ﾁﾊﾞ ｺｳｼ 草加 5m44 4m01 4m70 5m44
16 13 593 千葉　幸賜(3) 草加 -1.0 -1.6 -1.3 -1.0

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻｷ 川口 5m38 5m15 5m22 5m38
17 11 24 柳澤　真輝(2) 川口北 -1.0 -3.4 -3.5 -1.0

ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 戸田 5m35 5m20 5m03 5m35
18 31 669 佐藤　　航(3) 戸田笹目 -0.6 -2.0 -2.3 -0.6

ﾏﾂﾓﾄﾃｯﾀ 大里郡 5m26 5m31 5m33 5m33
19 8 229 松本　哲汰(3) 寄居男衾 +0.3 -1.1 +0.3 +0.3

ﾓﾘ ﾔﾏﾄ 南埼玉郡 5m25 5m18 5m16 5m25
20 25 264 森　　和都(2) 宮代百間 -1.9 +0.3 -0.7 -1.9

ｱｻｶﾜ ﾘｮｳ 行田 4m86 4m77 5m20 5m20
21 5 110 淺川　　亮(2) 行田西 -1.0 +0.2 -0.8 -0.8

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾑ 北足立郡 × × 5m16 5m16
22 17 137 渡邊　広夢(3) 伊奈小針 -0.8 -0.8

ﾀｷｻﾞﾜ　ｼｮｳｺﾞ 本庄 × × 5m14 5m14
23 1 433 瀧澤　翔吾(3) 本庄南 -0.7 -0.7

ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｲｾｲ 秩父 5m12 × 4m72 5m12
24 15 335 菅沼　大晟(2) 秩父荒川 -0.1 -2.0 -0.1

ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓｷ 熊谷 5m10 × × 5m10
25 24 94 大久保友喜(3) 熊谷荒川 -2.2 -2.2

ｽｽﾞｷ ﾅｵﾔ 日高 × 4m51 5m00 5m00
26 26 2011 鈴木直大也(3) 日高高根 -0.9 +1.0 +1.0

ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 東松山 × × 4m67 4m67
27 21 382 新藤　優介(2) 東松山南 +1.5 +1.5

ﾓﾘｽﾞﾐ ﾀｸﾐ 飯能 4m49 4m56 4m54 4m56

28 27 355 森隅　拓幹(2) 飯能西 +0.3 -1.7 +0.4 -1.7

ｻｶｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 八潮 ／
2 853 榊　亮太朗(3) 八潮八幡 NM

ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾕｳ 和光 ／
3 773 藤長　　悠(1) 和光大和 NM

ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼｷ 川口 × × ×
6 25 石橋　功基(3) 川口上青木 NM



中学男子走幅跳

日本中学記録(JH)        7m32      佐々木勝利(秋　田・大曲南)            1992

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

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

予　選　通過記録 6m50

審 判 長：池田　金作

記録主任：森下　和哉

6月13日 09:30 予　選

6月13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

ﾄﾐﾀ ｹﾝﾄ 深谷 6m26 × 6m19 6m26 8 6m26 6m31 6m41 6m41
1 2 530 冨田　健人(3) 深谷川本 -2.1 -1.3 -2.1 +1.8 +2.0 +1.2 +1.2

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 入間 6m05 5m79 5m77 6m05 6 6m11 6m23 6m34 6m34
2 7 650 小林　正暉(3) 入間豊岡 -2.6 -1.8 -3.8 -2.6 +2.5 +2.9 +3.3 +3.3

ｻｲｺﾞｳ ｼｮｳ さいたま 6m14 5m97 6m07 6m14 7 × 5m99 6m04 6m14
3 1 407 西郷　　翔(3) さい田島 -1.5 -3.3 -2.1 -1.5 +1.6 +2.1 -1.5

ｼﾌﾞﾔ ｹｲｽｹ さいたま 5m93 5m94 5m74 5m94 4 5m99 6m03 6m09 6m09
4 10 2 澁谷　啓裕(3) さい木崎 -1.7 -1.9 -1.7 -1.9 +2.7 +3.1 +3.1 +3.1

ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 上尾 5m64 × 5m80 5m80 2 5m39 6m08 5m75 6m08
5 5 574 北村　蒼生(3) 上尾大石 -2.6 -3.6 -3.6 +1.3 +1.6 +3.1 +1.6

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ ふじみ野 5m91 6m02 5m64 6m02 5 5m86 6m03 5m35 6m03
6 4 868 長谷川一騎(3) ふじみ野大井 -1.5 -2.1 -2.5 -2.1 +0.7 +3.3 +4.0 +3.3

ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｽｹ 北足立郡 5m82 5m72 5m71 5m82 3 × 5m68 5m95 5m95
7 11 136 高橋　秀輔(3) 伊奈小針 -1.1 -2.1 +0.2 -1.1 +2.7 +2.5 +2.5

ｲｼｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ さいたま 5m66 5m47 5m49 5m66 1 5m54 5m78 5m54 5m78
8 6 1012 石川宗一郎(3) さい第二東 -2.4 -1.4 -2.2 -2.4 +1.5 +1.8 +1.9 +1.8

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 三郷 × 5m57 × 5m57 5m57
9 8 912 吉田　翔太(3) 三郷栄 -3.5 -3.5 -3.5

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ さいたま 5m25 5m56 5m53 5m56 5m56
10 12 1011 渡辺　啓暉(3) さい城北 -3.2 -1.2 -2.1 -1.2 -1.2

ｶｻﾞｷ ﾀﾂｷ 吉川 × 5m47 4m87 5m47 5m47
11 9 2043 加﨑　樹生(3) 吉川南 -2.8 -1.7 -2.8 -2.8

ｱｲｻﾞﾜ ｶｲﾄ 狭山 × × ×
3 375 相澤　海斗(3) 狭山山王 NM



中学男子砲丸投(5.000kg)

日本中学記録(JH)        17m31     武田　歴次(徳　島・美　馬)            2010

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

大会記録(GR)            14m53     奥野　風摩(さいたま・城北)            2009

予　選　通過記録 13m00

1組
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 坂戸

1 8 956 吉澤　克哉(3) 坂戸 9m79 10m44 12m00 12m00 q
ｼﾞﾝﾎﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 深谷

2 5 531 神保優一朗(3) 深谷川本 11m19 10m61 11m86 11m86 q
ｼﾗﾈ ﾘｭｳ 狭山

3 14 378 白根　　龍(3) 狭山入間川 × 11m49 × 11m49 q
ｱｻﾂﾞﾏ ﾋﾛﾄ さいたま

4 18 1016 朝妻　寛人(3) さい大久保 9m16 11m35 10m68 11m35 q
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｲﾏ 川口

5 6 37 立花　凱馬(3) 川口安行東 10m60 10m92 × 10m92 q
ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ さいたま

6 3 1019 篠原　央樹(3) さい大谷口 10m27 10m58 10m62 10m62 q
ﾐｽﾞﾏ ﾕｷｵ 北葛飾郡

7 19 281 水間ユキオ(3) 杉戸 × 10m34 9m03 10m34
ﾈｷﾞｼ ﾕｳｻｸ 加須

8 22 1241 根岸　優策(3) 騎西 9m83 9m20 10m12 10m12
ｽｸﾞﾘ ｼｮｳｲﾁ 春日部

9 7 1446 村主　翔一(3) 春日部大沼 9m73 9m98 9m54 9m98
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 久喜

10 12 814 渡邊　雅生(3) 久喜 9m74 8m92 9m60 9m74
ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾏ 北本

11 17 829 黒川　拓真(3) 北本 8m86 9m39 8m67 9m39
ﾖｺﾀ ｶｽﾞｷ 比企郡

12 13 174 横田　和樹(3) 吉見 9m28 9m07 9m28 9m28
ﾎﾝﾀ ｱｷﾋﾛﾞ 飯能

13 10 356 本田　明弘(3) 飯能名栗 9m20 8m72 9m20 9m20
ﾀﾊﾞﾀ ｶﾂﾞｷ 東松山

14 20 393 田幡　華月(3) 東松山北 9m17 9m06 8m98 9m17
ﾏｴｸﾎﾞ ﾀｲﾁ 秩父郡

15 25 193 前久保泰一(3) 横瀬 8m94 8m55 8m81 8m94
ﾋﾗｷ　ｺｳｽｹ 児玉郡

16 21 213 平木　航介(2) 美里 × 8m63 8m40 8m63
ﾆｼ ﾖｼﾋﾛ 吉川

17 1 2054 西　　慶博(3) 吉川南 7m24 7m80 8m47 8m47
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾘｭｳ 蓮田

18 9 924 池田　昂竜(2) 蓮田黒浜 7m90 8m26 8m37 8m37
ｲｻﾞﾜ ｼｭﾝ 鶴ヶ島

19 15 990 井澤　　峻(3) 鶴島富士見 7m48 × 8m12 8m12
ｿﾒﾔ　ﾀｶﾋﾛ

20 16 1909 染谷　隆弘(3) 三郷早稲田 7m79 6m88 7m73 7m79
ﾌﾙﾑﾗ ﾚｵﾝ 行田

21 4 103 古村　怜音(3) 行田忍 7m73 7m38 7m76 7m76
ｲﾏｲ ﾕｳﾔ 川越

22 2 1063 今井　裕也(3) 川越南古谷 × 7m61 × 7m61
ﾁﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 戸田

23 11 670 千村　亮太(3) 戸田喜沢 7m14 7m11 7m23 7m23
ﾏﾂｷ ｺｳﾀﾛｳ 幸手

24 24 971 松木幸太郎(2) 幸手東 6m61 × 6m92 6m92
ﾊﾂﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 八潮

25 23 854 初山　喜広(2) 八潮潮止 5m97 5m71 6m68 6m68

審 判 長：遠藤　良宏

記録主任：森下　和哉

6月14日 09:30 予　選

6月14日 12:30 決　勝



2組
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾗｲｼ ﾄﾜ 春日部

1 25 1445 白石　登生(3) 春日部東 12m11 12m08 11m45 12m11 q
ﾂｶﾓﾄ ｲﾂﾞﾐ さいたま

2 11 1015 塚本　出海(3) さい東浦和 12m07 11m70 11m81 12m07 q
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾍｲ 新座

3 16 742 清水　祐平(3) 新座五 11m32 11m55 9m80 11m55 q
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ さいたま

4 13 1017 福田　淳史(3) さい第二東 9m97 9m87 11m23 11m23 q
ｱﾗｲ ﾀｹﾙ 熊谷

5 3 1083 新井　武尊(3) 熊谷三尻 9m38 10m62 10m48 10m62 q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 草加

6 26 594 長谷川諒太(3) 草加谷塚 10m41 10m39 10m53 10m53 q
ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾋﾛ さいたま

7 8 1018 藤井　慶宏(3) さい岸 10m25 10m53 10m21 10m53 q
ﾀｶｾ ｼｭﾝｽｹ 日高

8 12 2008 高瀬　俊丞(3) 日高高麗川 9m60 9m91 10m48 10m48
ｽｷﾞﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ ふじみ野

9 21 862 杉本　望海(3) ふじみ野福岡 10m26 9m96 9m57 10m26
ﾅｲﾄｳ ﾐﾂｷ 上尾

10 24 575 内藤　光希(3) 上尾 10m19 9m86 9m28 10m19
ｵﾊﾞﾀ　ﾘｭｳﾔ 本庄

11 20 434 小幡　龍矢(3) 本庄南 9m33 9m88 9m76 9m88
ﾌｸﾀﾞ ｼﾞﾝ 越谷

12 9 636 福田　　仁(3) 越谷東 9m80 × 9m50 9m80
ｱﾘｺﾊﾞｼｶﾜ ﾀﾞｲ 所沢

13 19 311 東小橋川大(2) 所沢美原 9m61 9m59 9m59 9m61
ｻｸﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 朝霞

14 14 691 櫻井　　翼(2) 朝霞二 8m52 × 9m49 9m49
ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾄ 南埼玉郡

15 6 2088 野村　洸斗(3) 白岡 8m88 8m61 9m46 9m46
ｻｻｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 鴻巣

16 10 469 笹川　太輝(2) 鴻巣吹上北 8m18 8m66 9m26 9m26
ﾓｶﾞﾐ ﾘｮｳｺﾞ 桶川

17 7 785 最上　凌冴(2) 桶川 8m18 9m05 8m95 9m05
ﾂﾁﾔ ﾘｭｳﾍｲ 川口

18 23 38 土屋　龍平(3) 川口北 × 8m91 8m92 8m92
ｱﾍﾞ ﾘｭｳｷ 深谷

19 4 532 阿部　竜希(2) 深谷川本 8m52 8m28 8m74 8m74
ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 入間郡

20 1 154 佐藤　孝則(2) 三芳藤久保 8m69 8m21 8m29 8m69
ｱｷﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 加須

21 17 1254 秋元　　響(2) 北川辺 8m25 × 8m37 8m37
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾔ 秩父

22 5 334 藤元　洸弥(3) 秩父吉田 8m15 8m28 × 8m28
ｶｽﾔ ｿｳﾍｲ 富士見

23 2 894 粕谷　宗平(3) 富士見台 7m61 7m64 7m95 7m95
ﾅｶｼﾏ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 北足立郡

24 15 135 中島純之介(3) 伊奈小針 7m65 7m26 7m78 7m78
ｳﾁﾉ ｺｳﾀﾛｳ 羽生

25 18 512 内野孝太郎(2) 羽生南 6m90 6m78 7m12 7m12
ﾌｶﾏﾁﾕｳｽｹ 大里郡

26 22 230 深町　勇将(2) 寄居男衾 6m28 6m18 6m28 6m28

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

ｼﾗｲｼ ﾄﾜ 春日部

1 4 1445 白石　登生(3) 春日部東 11m93 12m26 12m43 12m43 8 11m91 11m79 11m32 12m43
ﾂｶﾓﾄ ｲﾂﾞﾐ さいたま

2 2 1015 塚本　出海(3) さい東浦和 11m96 12m06 × 12m06 7 11m54 11m97 11m22 12m06
ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 坂戸

3 12 956 吉澤　克哉(3) 坂戸 10m88 10m94 10m98 10m98 1 × 12m02 11m89 12m02
ｼﾗﾈ ﾘｭｳ 狭山

4 5 378 白根　　龍(3) 狭山入間川 11m29 11m27 11m41 11m41 5 11m62 11m95 × 11m95
ｼﾞﾝﾎﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 深谷

5 10 531 神保優一朗(3) 深谷川本 11m77 11m58 × 11m77 6 × 11m88 11m55 11m88
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾍｲ 新座

6 1 742 清水　祐平(3) 新座五 10m23 10m72 11m40 11m40 4 11m07 11m76 10m52 11m76
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ さいたま

7 8 1017 福田　淳史(3) さい第二東 11m12 10m34 11m17 11m17 3 10m67 9m86 11m73 11m73
ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ さいたま

8 11 1019 篠原　央樹(3) さい大谷口 10m20 11m08 10m71 11m08 2 10m50 10m21 10m62 11m08
ｱｻﾂﾞﾏ ﾋﾛﾄ さいたま

9 7 1016 朝妻　寛人(3) さい大久保 10m90 10m22 10m72 10m90 10m90
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 草加

10 3 594 長谷川諒太(3) 草加谷塚 10m54 10m86 9m65 10m86 10m86
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｲﾏ 川口

11 6 37 立花　凱馬(3) 川口安行東 10m51 9m95 10m37 10m51 10m51
ｱﾗｲ ﾀｹﾙ 熊谷

12 9 1083 新井　武尊(3) 熊谷三尻 9m89 10m11 4m88 10m11 10m11



中学男子四種競技
日本中学記録(JH)        3054      中村　　仁(兵　庫・播磨南)            2004
埼玉県中学校記録(SJ)    2976      加藤　誠也(さいたま・宮原)            2007 審 判 長：江原　照夫
大会記録(GR)            2923      加藤　誠也(さいたま・宮原)            2007 記録主任：森下　和哉

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 110mH 砲丸投 走高跳 400m 総合 ｺﾒﾝﾄ
14.85 12m40 1m65 52.34

1 556 -0.3 2713
(868) (631) (504) (710)
16.32 13m78 1m71 57.17

2 531 +2.8 2478
(697) (715) (552) (514)
15.68 9m42 1m74 54.94

3 530 -0.3 2398
(769) (451) (577) (601)
14.91 9m12 1m55 53.90

4 430 +2.8 2363
(860) (433) (426) (644)
15.35 10m55 1m55 56.07

5 553 -0.3 2310
(808) (519) (426) (557)
15.54 9m81 1m60 56.26

6 555 +2.8 2272
(785) (474) (464) (549)
16.25 10m19 1m50 54.38

7 603 +2.8 2215
(705) (497) (389) (624)
16.43 8m90 1m50 54.01

8 909 -0.3 2133
(685) (420) (389) (639)
16.33 9m07 1m68 58.36

9 309 -0.3 2125
(696) (430) (528) (471)
16.10 9m18 1m50 59.15

10 557 -0.3 1991
(722) (437) (389) (443)
17.06 11m84 1m50 1:01.01

11 361 +2.8 1983
(618) (597) (389) (379)
17.12 6m97 1m60 57.91

12 323 -0.3 1869
(612) (306) (464) (487)
17.06 7m94 NM

13 1 +2.8 981
(618) (363) (0)

氏名 所属
ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾏ さいたま

北村　一真 さい大原

(3)
ｼﾞﾝﾎﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 深谷

神保優一朗 深谷川本

(3)
ﾄﾐﾀ ｹﾝﾄ 深谷

冨田　健人 深谷川本

(3)
ｼﾗｵ　ﾕｳｽｹ 本庄

白尾　悠祐 本庄南

(3)
ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ さいたま

松永　和樹 さい宮原

(3)
ｶﾜﾊﾗ ｱﾕﾑ さいたま

川原　　歩 さい八王子

(3)
ｽﾐﾉｳｴ ｼｭﾝ 蕨

角之上　駿 蕨第一

(3)
ﾁﾝ ﾘｭｳｹｲ 三郷

陳　竜桂 三郷彦糸

(3)
ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 所沢

小川　翔大 所沢東

(3)
ｼﾊﾞｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ さいたま

柴崎　淳平 さい指扇

(3)
ｱﾗｶｷ ﾀﾞｲｷ 狭山

新垣　大輝 西武学園文理

(2)
ﾅｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 秩父

中田　健太 秩父第一

(3)

(3)
ｼﾗｶﾜ ﾀﾂﾔ さいたま

白川　竜也 さい木崎



競技会名 ﾄﾗｯｸ審判長 渡邊　隆洋

主催者名 埼玉県教育委員会　　埼玉陸上競技協会　　埼玉県中学校体育連盟 決　　勝　　成　　績　　一　　覧　　　〔　女　子　〕 跳躍審判長 池田　金作 記録主任 森下　和哉

開催期日 平成26年6月13日(金）・14日（土） 会場　熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 投擲審判長 遠藤　良宏

日付 種目

6/14 １年100m 山西　桃子 (1) 13.31 松島　采音 (1) 13.65 栗原　理紗 (1) 13.69 森田真里那 (1) 13.71 森田　千明 (1) 13.76 宮﨑　麗奈 (1) 13.81 木田　　泉 (1) 13.86 平野　佑衣 (1) 13.94

(-0.9) さいたま三室 埼玉栄 狭山中央 朝霞四 羽生西 春日部葛飾 川口北 越谷栄進

6/14 ２年100m 白坂　桃花 (2) 12.89 宇和野陽月 (2) 12.95 隈部　日菜 (2) 13.11 山中比美己 (2) 13.22 水谷　彩芽 (2) 13.24 中山　愛理 (2) 13.38 大橋　愛可 (2) 13.39 小井土真央 (2) 13.49

(-1.7) 越谷中央 北川辺 朝霞一 新座六 入間藤沢 熊谷富士見 朝霞二 川越富士見

6/14 ３年100m 岩田　芽生 (3) 12.72 中嶋　彩花 (3) 12.74 鈴木　莉琴 (3) 13.06 横地　里紗 (3) 13.21 藤田　花菜 (3) 13.23 秋元　美樹 (3) 13.26 島村　愛花 (3) 13.27 安間　芽生 (3) 13.30

(-2.9) 新座五 越谷栄進 川口西 越谷富士 春日部豊野 春日部豊春 熊谷富士見 越谷東

6/13 200m 岩田　芽生 (3) 25.29 白坂　桃花 (2) 25.67 水谷　彩芽 (2) 26.44 外山ひかり (3) 26.57 溝口　女華 (3) 26.62 八幡　優菜 (3) 26.67 伊藤知佳子 (3) 26.83

(-1.2) 新座五 越谷中央 入間藤沢 吉見 蕨第一 さいたま常盤 川口南

6/13 800m 新井　春花 (3) 2:18.07 小堀　史佳 (3) 2:19.65 鈴木　愛理 (3) 2:19.90 吉田絃玖美 (3) 2:20.80 梅澤　優子 (3) 2:21.74 市岡はるか (3) 2:22.18 辻　和可子 (3) 2:22.85 金森　　遥 (3) 2:26.80

熊谷富士見 北川辺 坂戸 美里 さいたま植竹 坂戸千代田 新座四 富士見西

6/14 1500m 市岡はるか (3) 4:36.65 高野みなみ (3) 4:40.03 長南　咲楽 (3) 4:42.50 大塚　沙弥 (3) 4:43.34 岸田佳穂里 (2) 4:46.32 小堀　史佳 (3) 4:46.95 鈴木　愛理 (3) 4:47.15 新井　春花 (3) 4:47.58

坂戸千代田 さいたま指扇 川口青木 さいたま植竹 さいたま宮前 北川辺 坂戸 熊谷富士見

6/13 100mH 吉井　晴香 (3) 15.18 竹内　汐那 (3) 15.20 竹内　　舞 (3) 15.42 藤田　花菜 (3) 15.61 瀧澤　瑞季 (3) 15.62 町田　姫菜 (2) 15.66 西村　夏帆 (3) 15.99 齊藤　新芽 (3) 16.37

(-4.3) さいたま第二東 さいたま木崎 春日部東 春日部豊野 熊谷富士見 深谷川本 越谷富士 鴻巣吹上

6/14 4X100mR 熊谷富士見 49.80 朝霞二 49.99 新座五 50.53 北本 50.63 越谷栄進 50.99 埼玉栄 51.18 越谷富士 51.70 川口上青木 51.75

島村　愛花 (3) 内田　歩美 (3) 鷹取莉菜子 (3) 橋本　珠杏 (3) 千葉　春香 (3) 前場　菜桜 (3) 西村　夏帆 (3) 鈴木　美奈 (2)

中山　愛理 (2) 上野　海里 (3) 岩田　芽生 (3) 加藤　友子 (3) 鎗　　周奈 (2) 池田　梨乃 (3) 横地　里紗 (3) 清水　美里 (3)

瀧澤　瑞季 (3) 大橋　愛可 (2) 所　　佑香 (3) 新井　美鈴 (2) 平野　佑衣 (1) 松島　采音 (1) 大野　綾香 (3) 沖藤亜寿美 (3)

林　　美月 (3) 大場真理七 (3) 岡田　美哉 (3) 関根　　萌 (3) 中嶋　彩花 (3) 鈴木　優佳 (2) 遠山　めぐ (2) 石川　佳乃 (3)

6/13 走高跳 村山ティナ (3) 1m60 高木　縁里 (3) 1m57 小池　芽生 (3) 1m57 小林　瑠美 (3) 1m57 下國　由華 (3) 1m54 森田　千紘 (2) 1m51 小野瀬桃華 (3) 1m51 馬﨑　菜央 (3) 1m51

狭山台 富士見台 朝霞二 北川辺 川口芝 朝霞二 さいたま大宮西 同順6位 さいたま大原

6/14 棒高跳 橋本　　直 (3) 3m52 遠田みさき (3) 3m10 塚本　聖海 (3) 3m00 清宮野乃花 (3) 2m90 飯田真優子 (2) 2m90 杉井　里帆 (2) 2m90 山口美奈保 (2) 2m90 阿部このみ (2) 2m80

吉川東 SJ GR 草加 三郷栄 さいたま大谷場 加須平成 栗橋東 さいたま片柳 さいたま片柳

6/14 走幅跳 小野瀬桃華 (3) 5m48 藤川　有沙 (2) 5m45 鈴木　莉琴 (3) 5m39 宇野　蒼生 (3) 5m34 矢島　亜美 (3) 5m26 宇和野陽月 (2) 5m25 吉野　なな (3) 5m23 渡辺　紀里 (2) 5m19

(+0.4) 朝霞二 (+2.2) 川口西 (+3.0) 所沢東 (-0.4) 蓮田平野 (+2.1) 北川辺 (+0.7) 桶川西 (+1.6) 草加新田 (+1.1)

6/13 砲丸投 平岡早百合  (3) 13m00 大野　史佳 (2) 12m63 増田　あみ (2) 12m00 松下ちひろ (3) 11m75 江田　彩乃 (3) 11m25 日下　舞乃 (3) 11m21 堀口　彩乃 (3) 10m56 竹内萌々楓 (3) 10m40

美里 さいたま大宮西 蕨第一 秩父荒川 春日部武里 さいたま大谷口 美里

6/14 四種競技 竹内　　舞 (3) 2615 加藤　友子 (3) 2291 榎原　由佳 (3) 2229 平田　瑞穂 (3) 2181 村本　　遥 (3) 2143 福嶋　春加 (3) 2131 小貫　千夏 (2) 2112 須藤　　緑 (2) 2081

春日部東 北本 所沢美原 さいたま内谷 さいたま大原 秩父第一 さいたま南浦和 所沢美原

15.45-1m46-9m98-26.82 16.30-1m40-8m56-27.57 16.50-1m35-8m60-27.42 16.59-1m35-8m10-27.50 16.60-1m35-9m13-28.82 16.18-1m35-7m29-28.08 17.96-1m52-7m91-28.65 16.30-1m30-7m34-27.92

　　SJ：県中学記録　　GR：大会新 S：着差あり

7位

さいたま大宮西

飯能原市場

第60回全日本中学校通信陸上競技大会埼玉県大会

5位 8位1位 2位 3位 4位 6位



中学１年女子100m

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

埼玉県中学校記録(SJ)    11.61     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010

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

大会記録(GR)            12.52     鬼塚　玲寧(新　座・新座二)            2009

予　選　7組3着＋3

1組 (風:-1.1) 2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
ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ さいたま ｵｵﾀﾆ ﾄｱ 坂戸

1 3 51 山西　桃子(1) さい三室 13.27 Q 1 5 941 大谷　永愛(1) 坂戸桜 13.80 Q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 春日部 ｵｵﾀ ｱﾕﾅ さいたま

2 5 448 宮﨑　麗奈(1) 春日部葛飾 13.69 Q 2 4 4 太田　歩那(1) 埼玉栄 13.83 Q
ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞ 越谷 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾋﾅ 八潮

3 6 621 髙橋　　紗(1) 越谷中央 13.77 Q 3 6 841 玉川　陽菜(1) 八潮八幡 14.14 Q
ﾔﾏｳﾗ ﾏｲｶ 川口 ﾊｼﾓﾄ　ｽｽﾞﾅ 本庄

4 8 37 山浦　舞華(1) 川口元郷 13.88 4 8 421 橋本　涼那(1) 本庄東 14.37
ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲﾋﾞｽ さいたま ﾂｶﾀﾞ ﾕｲ 鶴ヶ島

5 4 53 山﨑メイビス(1) さい桜木 13.92 5 9 981 塚田　　唯(1) 鶴ヶ島藤 14.39 S
ﾀｶﾊｼ ｶﾅﾒ 入間 ﾅｶﾞﾉ ﾘｺ 戸田

6 7 641 髙橋　奏芽(1) 入間黒須 14.10 6 7 661 長野　莉子(1) 戸田喜沢 14.39 S
ｵﾀﾞ ﾘｻ 吉川 ｺﾝﾉ ｱﾔﾈ 鴻巣

7 2 2041 織田　莉沙(1) 吉川中央 14.73 7 2 473 金野　彩音(1) 鴻巣赤見台 14.58
ﾋﾗｲﾜ ﾘﾂﾎ 行田 ﾎｿｲ ﾘﾝｶ 南埼玉郡

8 9 101 平岩　律帆(1) 行田忍 14.90 8 3 2081 細井　凜花(1) 白岡南 14.69
ﾆｼﾀﾞ ﾓｴﾉ 蕨

9 1 601 西田　萌乃(1) 蕨第一 15.04

3組 (風:-0.4) 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
ﾓﾘﾀ ﾏﾘﾅ 朝霞 ﾓﾘﾀ ﾁｱｷ 羽生

1 5 681 森田真里那(1) 朝霞四 13.58 Q 1 6 501 森田　千明(1) 羽生西 13.68 Q
ﾖｼﾀﾞｼｵ 大里郡 ｺﾊﾔｶﾜ ﾊﾙｶ 越谷

2 4 221 吉田　詩央(1) 寄居城南 13.72 Q 2 7 628 小早川春香(1) 越谷千間台 13.84 Q
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ さいたま ｸﾘﾊﾗ ｴﾘﾅ 深谷

3 6 55 山本　愛花(1) さい大原 13.80 Q 3 8 521 栗原瑛梨奈(1) 深谷川本 14.07 Q
ﾂｶﾓﾄ ﾐﾕ 上尾 ｵｵｲﾃﾞ ﾘｻ 加須

4 2 561 塚本　美優(1) 上尾原市 13.87 q 4 4 488 大出　理紗(1) 加須西 14.12
ﾅｶｼﾞｮｳ ｼﾎ 北葛飾郡 ﾀｹｳﾁ ｺｺﾛ 新座

5 3 287 中條　志歩(1) 松伏第二 14.09 5 5 751 武内こころ(1) 新座六 14.26
ﾀｶｷﾞ ﾕｲ 飯能 ｳｴﾀｹ ﾅﾅﾐ 和光

6 8 341 高木　結衣(1) 聖望学園 14.23 6 9 771 植竹  七海(1) 和光三 14.47
ｱﾗｷ ﾓｶ 久喜 ﾃﾗｻﾜ ﾕｷｺ 北本

7 9 801 荒木　百花(1) 栗橋東 14.55 7 3 821 寺澤友希子(1) 北本 14.89
ｱﾗｲ ｱｻｶ 川越 ﾜﾁ ｱｶﾘ 日高

8 7 61 新井　麻佳(1) 川越高階 14.56 8 2 2001 和知　明里(1) 日高高根 14.92
ﾏﾂｼﾏ ﾒｲ 児玉郡

9 1 201 松嶋　　萌(1) 神川 14.62

5組 (風:-0.9) 6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
ｷﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 川口 ｸﾘﾊﾗ ﾘｻ 狭山

1 6 36 木田　　泉(1) 川口北 13.82 Q 1 6 364 栗原　理紗(1) 狭山中央 13.23 Q
ｸﾗﾀ ｳﾅ 春日部 ﾋﾗﾉ ﾕｲ 越谷

2 4 447 倉田　羽七(1) 春日部武里 13.97 Q 2 5 622 平野　佑衣(1) 越谷栄進 13.47 Q
ｻｸﾗｲ　ﾁｻ 桶川 ﾏﾂｼﾏ ｱﾔﾈ さいたま

3 7 787 桜井　千紗(1) 桶川東 14.05 Q 3 4 6 松島　采音(1) 埼玉栄 13.48 Q
ﾅｶ ｱﾕﾅ 所沢 ﾓﾘ ﾕｲﾘ 熊谷

4 8 301 仲　あゆな(1) 所沢美原 14.15 4 7 99 森　　唯莉(1) 熊谷別府 13.67 q
ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙﾋ 富士見 ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ ふじみ野

5 9 881 竹村　陽日(1) 富士見西 14.38 5 9 870 櫻井まどか(1) ふじみ野大井 13.76 q
ｶﾓｼﾀ ﾜｶﾅ 草加 ﾊﾀ ﾅﾅﾐ 比企郡

6 5 581 鴨下　若菜(1) 草加両新田 14.49 6 8 161 秦　　七望(1) 滑川 14.11
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ 南埼玉郡 ｱｻﾞﾐ ﾘﾝｶ 秩父

7 2 261 渡邉　千紘(1) 宮代百間 14.73 7 2 322 浅見　梨花(1) 秩父第一 14.40
ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 志木 ﾈﾓﾄ ﾐｻｷ 三郷

8 3 724 高橋　　舞(1) 志木 15.05 8 3 901 根本　未咲(1) 三郷前川 14.55

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：森下　和哉

6月14日 10:45 予　選

6月14日 13:40 準決勝

6月14日 15:05 決　勝



7組 (風:-2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾜ 入間郡

1 6 141 田辺　美和(1) 越生 13.81 Q
ﾇﾏｻﾜ ﾏｲ 加須

2 4 1260 沼澤　舞依(1) 大利根 14.14 Q
ﾌｶｳﾐ ｶﾉﾝ さいたま

3 5 52 深海　伽音(1) さい原山 14.18 Q
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 北足立郡

4 9 121 高橋穂乃香(1) 伊奈小針 14.43
ﾔｷﾞ ﾋﾅｺ さいたま

5 3 54 八木日菜子(1) さい大宮西 14.45
ﾊﾏ ﾘｴ 幸手

6 8 961 濵　　里枝(1) 幸手西 14.71
ｺｲﾃﾞ ｼﾞｭﾘ 秩父郡

7 7 190 小出　寿李(1) 小鹿野長若 14.93
ｵﾀﾞｲﾗ ﾄﾓｺ 蓮田

8 1 927 小平　智子(1) 蓮田南 14.94
ｼﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 東松山

9 2 381 島田　桃果(1) 東松山北 15.14

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-1.5) 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
ｸﾘﾊﾗ ﾘｻ 狭山 ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ さいたま

1 4 364 栗原　理紗(1) 狭山中央 13.65 Q 1 5 51 山西　桃子(1) さい三室 13.39 Q
ｷﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 川口 ﾋﾗﾉ ﾕｲ 越谷

2 6 36 木田　　泉(1) 川口北 13.76 Q 2 4 622 平野　佑衣(1) 越谷栄進 14.01 Q
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾜ 入間郡 ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ ふじみ野

3 5 141 田辺　美和(1) 越生 13.82 3 3 870 櫻井まどか(1) ふじみ野大井 14.15
ﾂｶﾓﾄ ﾐﾕ 上尾 ｵｵﾀﾆ ﾄｱ 坂戸

4 3 561 塚本　美優(1) 上尾原市 13.82 4 7 941 大谷　永愛(1) 坂戸桜 14.17
ｺﾊﾔｶﾜ ﾊﾙｶ 越谷 ﾇﾏｻﾜ ﾏｲ 加須

5 7 628 小早川春香(1) 越谷千間台 13.96 5 8 1260 沼澤　舞依(1) 大利根 14.18
ｻｸﾗｲ　ﾁｻ 桶川 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ さいたま

6 9 787 桜井　千紗(1) 桶川東 14.16 6 9 55 山本　愛花(1) さい大原 14.19
ｸﾘﾊﾗ ｴﾘﾅ 深谷 ｵｵﾀ ｱﾕﾅ さいたま

7 2 521 栗原瑛梨奈(1) 深谷川本 14.17 7 6 4 太田　歩那(1) 埼玉栄 14.26
ｸﾗﾀ ｳﾅ 春日部 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾋﾅ 八潮

8 8 447 倉田　羽七(1) 春日部武里 14.18 8 2 841 玉川　陽菜(1) 八潮八幡 14.58

3組 (風:-2.5) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｼﾏ ｱﾔﾈ さいたま ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ さいたま

1 9 6 松島　采音(1) 埼玉栄 13.61 Q 1 7 51 山西　桃子(1) さい三室 13.31
ﾓﾘﾀ ﾏﾘﾅ 朝霞 ﾏﾂｼﾏ ｱﾔﾈ さいたま

2 6 681 森田真里那(1) 朝霞四 13.66 Q 2 4 6 松島　采音(1) 埼玉栄 13.65
ﾓﾘﾀ ﾁｱｷ 羽生 ｸﾘﾊﾗ ﾘｻ 狭山

3 5 501 森田　千明(1) 羽生西 13.75 q 3 5 364 栗原　理紗(1) 狭山中央 13.69
ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 春日部 ﾓﾘﾀ ﾏﾘﾅ 朝霞

4 4 448 宮﨑　麗奈(1) 春日部葛飾 13.81 q 4 6 681 森田真里那(1) 朝霞四 13.71
ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞ 越谷 ﾓﾘﾀ ﾁｱｷ 羽生

5 8 621 髙橋　　紗(1) 越谷中央 13.95 5 2 501 森田　千明(1) 羽生西 13.76
ﾖｼﾀﾞｼｵ 大里郡 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 春日部

6 7 221 吉田　詩央(1) 寄居城南 14.08 6 3 448 宮﨑　麗奈(1) 春日部葛飾 13.81
ﾓﾘ ﾕｲﾘ 熊谷 ｷﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 川口

7 3 99 森　　唯莉(1) 熊谷別府 14.20 7 8 36 木田　　泉(1) 川口北 13.86
ﾌｶｳﾐ ｶﾉﾝ さいたま ﾋﾗﾉ ﾕｲ 越谷

8 2 52 深海　伽音(1) さい原山 14.23 8 9 622 平野　佑衣(1) 越谷栄進 13.94



中学２年女子100m

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

埼玉県中学校記録(SJ)    11.61     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010

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

大会記録(GR)            12.07     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2009

予　選　8組2着＋8

1組 (風:-0.7) 2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
ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾒ 入間 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾘ 鴻巣

1 4 650 水谷　彩芽(2) 入間藤沢 13.10 Q 1 5 472 村松　裕梨(2) 鴻巣 13.65 D Q
ｵｵﾊｼ ﾏﾅｶ 朝霞 ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾘｻ 朝霞

2 3 682 大橋　愛可(2) 朝霞二 13.11 Q 1 9 684 藤川　有沙(2) 朝霞二 13.65 D Q
ｶﾔﾉ ｻﾁ 久喜 ﾀﾑﾗ ﾕﾘ 熊谷

3 8 802 茅野　紗知(2) 栗橋東 13.38 q 3 4 97 田村　有梨(2) 熊谷三尻 13.82
ﾄﾞﾊﾞｼ ｱﾕﾐ 南埼玉郡 ｱﾗｲ ﾏｲ 狭山

4 1 2082 土橋　歩美(2) 白岡南 13.52 q 4 7 368 新井　　舞(2) 狭山入間野 13.85 D
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 所沢 ｾｷﾈ ﾐﾕ 比企郡

5 7 302 高橋　日和(2) 所沢小手指 13.59 4 8 162 関根　光優(2) 吉見 13.85 D
ｵｷﾞﾉ ﾕｶｺ さいたま ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ 蕨

6 5 59 荻野由佳子(2) さい本太 13.78 6 6 602 渡辺紗也可(2) 蕨第一 14.03
ｽｽﾞｷ ﾐｻﾄ 草加 ｶﾄｳ ﾏｲ 北足立郡

7 9 582 鈴木　美里(2) 草加青柳 13.91 7 2 122 加藤　　舞(2) 伊奈小針 14.19
ｴﾉﾓﾄ ﾏﾘ 八潮 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 蓮田

8 2 842 榎本　万莉(2) 八潮大原 14.31 8 3 924 斎藤　結衣(2) 蓮田平野 14.35
ｻﾄｳ ﾅｽﾞﾅ 北葛飾郡

6 284 佐藤なずな(2) 杉戸 DNS

3組 (風:-1.5) 4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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳﾜﾉ ﾋﾂﾞｷ 加須 ﾐﾈﾏﾂ ｱﾏﾅ 越谷

1 3 1259 宇和野陽月(2) 北川辺 12.72 Q 1 7 629 峯松　甘夏(2) 越谷南 13.36 Q
ｻｻｻﾞｷ ｶﾚﾝ 新座 ｱﾗｲ ﾐﾎ 東松山

2 5 752 笹崎　夏恋(2) 新座二 13.49 Q 2 5 382 新井　美帆　(2) 東松山東 13.38 Q
ﾀｹﾀﾞ ｺﾉｶ さいたま ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 春日部

3 8 60 竹田　好香(2) さい三室 13.60 S 3 9 449 加藤みずき(2) 春日部東 13.47 q
ｱﾗｲ ﾐｽｽﾞ 北本 ｵｵﾑﾗ ﾋﾅﾀ さいたま

4 6 822 新井　美鈴(2) 北本 13.60 S 4 6 57 大村ひなた(2) さい桜木 13.48 q
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏﾅ 行田 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ さいたま

5 4 108 桒原　真菜(2) 行田西 13.78 5 4 3 鈴木　優佳(2) 埼玉栄 13.55
ｱｻﾘ ﾉｱ 南埼玉郡 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｶ 吉川

6 1 262 浅利　望綾(2) 宮代前原 13.79 6 8 2042 小林柚衣香(2) 吉川中央 14.02
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 入間 ｵﾀﾞｶ ｱｵｲ 川越

7 2 642 小林みのり(2) 入間野田 13.85 7 3 65 小高　　葵(2) 川越野田 14.13
ｱﾗｲ ﾘｵ 深谷 ﾌｼﾞﾏｷ ｱﾐ 飯能

8 7 539 新井　莉緒(2) 深谷川本 14.08 8 2 342 藤巻　あみ(2) 飯能加治 14.71
ﾊﾗｼﾏ ﾘｶｺ 秩父

9 9 329 原嶋理花子(2) 秩父第二 14.09

5組 (風:-2.0) 6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
ｸﾏﾍﾞ ﾋﾅ 朝霞 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 熊谷

1 5 683 隈部　日菜(2) 朝霞一 13.15 Q 1 3 94 中山　愛里(2) 熊谷富士見 13.39 Q
ｺｲﾄﾞ ﾏｵ 川越 ﾀﾆｶﾜ ﾅﾅｴ ふじみ野

2 3 62 小井土真央(2) 川越富士見 13.21 Q 2 7 868 谷川奈々恵(2) ふじみ野大井 13.51 Q
ﾊﾞﾊﾞ ｻｷﾅ 川口 ｱｷﾖｼ ﾅﾂﾐ 深谷

3 8 38 馬場　咲奈(2) 川口在家 13.75 3 6 522 秋吉なつみ(2) 深谷幡羅 13.67
ﾀﾅｶ ｿﾗ 羽生 ﾊﾔｾ ﾁﾎ さいたま

4 4 502 田中　　空(2) 羽生南 13.89 D 4 4 58 早瀬　知穂(2) 埼玉大学教育学部附属 13.79
ﾌｼﾞﾀ ﾐｳ さいたま ｵﾁ ｱﾔﾐ 入間郡

4 7 16 藤田　美羽(2) さい内谷 13.89 D 5 5 145 越智　彩水(2) 三芳東 13.90
ｲｲﾀﾞ ﾏﾕｺ 加須 ｵｵﾀﾆ ｶｵ 児玉郡

6 9 490 飯田真優子(2) 加須平成 13.98 6 9 202 大谷　果生(2) 神川 14.07
ﾏｴﾉ ｸﾙﾐ 北葛飾郡 ﾀｶﾊｼ　ﾐｸ 桶川

7 6 288 前野　来実(2) 松伏第二 14.03 7 8 781 高橋　未空(2) 桶川 14.35
ｱｷﾔﾏ ﾐｷ 北本 ﾊﾞﾝﾅｲ ｶﾅ 日高

8 1 823 秋山　実紀(2) 北本東 14.14 8 2 2002 坂内　花菜(2) 日高高萩 14.46
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 鶴ヶ島 ｲﾀﾊﾞｼ ﾐﾕ 幸手

9 2 982 吉田　晴香(2) 鶴ヶ島西 14.22 9 1 962 板橋　美侑(2) 幸手東 14.81

6月14日 13:30 準決勝

6月14日 15:00 決　勝

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：森下　和哉

6月14日 10:15 予　選



7組 (風:-0.2) 8組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷｼ ﾁﾅﾂ さいたま ｼﾗｻｶ ﾓﾓｶ 越谷

1 5 56 岸　　千夏(2) さいたま市立浦和 13.16 Q 1 4 627 白坂　桃花(2) 越谷中央 12.86 Q
ﾉｻﾞﾜｱﾐ 大里郡 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾋﾞｷ 新座

2 7 222 野澤　亜未(2) 寄居男衾 13.22 Q 2 3 750 山中比美己(2) 新座六 13.10 Q
ﾜｶﾂｷ ﾕｳﾐ 春日部 ｷﾉｼﾀ ﾊﾅ 川口

3 4 442 若月　優実(2) 春日部飯沼 13.41 q 3 6 39 木下　　華(2) 川口青木 13.34 q
ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 和光 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾅ 深谷

4 9 765 加藤ゆらら(2) 和光三 13.64 4 5 527 町田　姫菜(2) 深谷川本 13.47 q
ﾀｹﾉｼﾀ ﾕｷ 坂戸 ｵｵﾐｽﾞ ﾏｲ 上尾

5 6 942 竹之下由妃(2) 坂戸桜 13.84 5 8 562 大水　　舞(2) 上尾大谷 13.50 q
ｲﾄｳ ﾐﾕﾅ 富士見 ｵﾁｱｲ ｱﾔｶ 三郷

6 3 882 伊東実佑菜(2) 富士見台 13.88 6 9 902 落合　彩伽(2) 三郷南 13.82
ｲﾀﾞ ﾕﾘﾅ 加須 ﾋﾛｾ ﾖｳｺ 戸田

7 2 1258 井田優梨奈(2) 北川辺 14.22 7 7 662 廣瀬　陽子(2) 戸田 13.84
ｳｸﾞｳｪﾙ ﾐｼｪﾙ 本庄 ｱｻﾞﾐ ﾘｻ 秩父郡

8 8 422 ｳｸﾞｳｪﾙ ﾐｼｪﾙ(2) 本庄南 14.28 8 1 181 浅見　里咲(2) 皆野 14.40
ﾄﾘﾂﾞｶﾐｳ 大里郡

9 2 226 鳥塚　美羽(2) 寄居城南 14.87

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:+0.1) 2組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｸﾏﾍﾞ ﾋﾅ 朝霞 ｳﾜﾉ ﾋﾂﾞｷ 加須

1 5 683 隈部　日菜(2) 朝霞一 12.93 Q 1 7 1259 宇和野陽月(2) 北川辺 12.48 Q
ﾔﾏﾅｶ ﾋﾋﾞｷ 新座 ｺｲﾄﾞ ﾏｵ 川越

2 4 750 山中比美己(2) 新座六 12.94 Q 2 5 62 小井土真央(2) 川越富士見 13.09 Q
ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾒ 入間 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 熊谷

3 7 650 水谷　彩芽(2) 入間藤沢 13.04 q 3 6 94 中山　愛理(2) 熊谷富士見 13.12 q
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 春日部 ﾉｻﾞﾜｱﾐ 大里郡

4 2 449 加藤みずき(2) 春日部東 13.28 4 8 222 野澤　亜未(2) 寄居男衾 13.13
ﾀﾆｶﾜ ﾅﾅｴ ふじみ野 ﾐﾈﾏﾂ ｱﾏﾅ 越谷

5 9 868 谷川奈々恵(2) ふじみ野大井 13.30 5 4 629 峯松　甘夏(2) 越谷南 13.19
ｵｵﾑﾗ ﾋﾅﾀ さいたま ﾜｶﾂｷ ﾕｳﾐ 春日部

6 3 57 大村ひなた(2) さい桜木 13.31 6 3 442 若月　優実(2) 春日部飯沼 13.22
ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾘｻ 朝霞 ｶﾔﾉ ｻﾁ 久喜

7 6 684 藤川　有沙(2) 朝霞二 13.47 7 9 802 茅野　紗知(2) 栗橋東 13.30
ｻｻｻﾞｷ ｶﾚﾝ 新座 ﾄﾞﾊﾞｼ ｱﾕﾐ 南埼玉郡

8 8 752 笹崎　夏恋(2) 新座二 13.58 8 2 2082 土橋　歩美(2) 白岡南 13.59

3組 (風:-0.4) 決　勝　 (風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾗｻｶ ﾓﾓｶ 越谷 ｼﾗｻｶ ﾓﾓｶ 越谷

1 7 627 白坂　桃花(2) 越谷中央 12.73 Q 1 6 627 白坂　桃花(2) 越谷中央 12.89
ｵｵﾊｼ ﾏﾅｶ 朝霞 ｳﾜﾉ ﾋﾂﾞｷ 加須

2 4 682 大橋　愛可(2) 朝霞二 13.08 Q 2 7 1259 宇和野陽月(2) 北川辺 12.95
ｷｼ ﾁﾅﾂ さいたま ｸﾏﾍﾞ ﾋﾅ 朝霞

3 5 56 岸　　千夏(2) さいたま市立浦和 13.18 3 5 683 隈部　日菜(2) 朝霞一 13.11
ｱﾗｲ ﾐﾎ 東松山 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾋﾞｷ 新座

4 8 382 新井　美帆　(2) 東松山東 13.27 4 4 750 山中比美己(2) 新座六 13.22
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾘ 鴻巣 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾒ 入間

5 6 472 村松　裕梨(2) 鴻巣 13.32 5 3 650 水谷　彩芽(2) 入間藤沢 13.24
ｷﾉｼﾀ ﾊﾅ 川口 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 熊谷

6 9 39 木下　　華(2) 川口青木 13.45 6 2 94 中山　愛理(2) 熊谷富士見 13.38
ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾅ 深谷 ｵｵﾊｼ ﾏﾅｶ 朝霞

7 2 527 町田　姫菜(2) 深谷川本 13.47 7 8 682 大橋　愛可(2) 朝霞二 13.39
ｵｵﾐｽﾞ ﾏｲ 上尾 ｺｲﾄﾞ ﾏｵ 川越

8 3 562 大水　　舞(2) 上尾大谷 13.72 8 9 62 小井土真央(2) 川越富士見 13.49



中学３年女子100m

日本中学記録(JH)        11.61     土井　杏南(埼　玉・朝霞一)            2010
埼玉県中学校記録(SJ)    11.61     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010
大会記録(GR)            12.02     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010

予　選　8組2着＋8

1組 (風:-0.3) 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
ｽｽﾞｷ ﾘｺ 川口 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾐ さいたま

1 6 21 鈴木　莉琴(3) 川口西 12.51 Q 1 3 20 若林　里実(3) さい南浦和 13.11 Q
ｳｴﾉ ｶｲﾘ 朝霞 ｺｼｲｼ ｱﾐ 川越

2 5 685 上野　海里(3) 朝霞二 13.22 Q 2 6 66 輿石　亜実(3) 川越大東西 13.21 Q
ｻﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 入間 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 朝霞

3 4 643 佐藤　未月(3) 入間上藤沢 13.29 3 5 686 山本　夏彩(3) 朝霞三 13.49
ｲﾏｲ ｱﾔﾉ さいたま ﾀﾅｶ ﾐｳ 吉川

4 8 10 今井　彩乃(3) さい大谷場 13.49 4 7 2043 田中　美海(3) 吉川南 13.60
ﾋﾗﾀ ｲｵﾘ 南埼玉郡 ﾑﾗﾀﾅｵ 大里郡

5 2 2083 平田　伊織(3) 白岡南 13.72 5 4 223 村田　奈央(3) 寄居城南 13.64
ﾉｻﾞﾜ ﾐｷ 和光 ｵｸﾀﾞ ｼｵﾘ さいたま

6 9 769 野澤  美紀(3) 和光三 13.93 6 9 8 奥田　汐莉(3) さい大谷場 13.78
ｵｶﾀﾞ ﾓｱ 行田 ｱｼﾀﾞ ﾕﾘ 飯能

7 3 102 岡田　萌愛(3) 行田長野 14.05 7 1 343 芦田　結理(3) 飯能加治 14.09
ｶﾜﾅｺﾞ  ﾕｷ ﾄﾘﾂﾞｶ ﾘﾅ 幸手

8 7 995 川那子友希(3) 鶴島富士見 14.31 8 2 963 鳥塚　里菜(3) 幸手東 15.06
ｲｹﾀﾞ ｺﾄﾉ 加須

8 1257 池田　琴乃(3) 北川辺 DNS

3組 (風:-0.3) 4組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｾｷﾈ ｱﾘｻ 川口 ﾔﾊﾀ ﾕｳﾅ さいたま

1 6 28 関根　光紗(3) 川口南 13.15 Q 1 3 402 八幡　優菜(3) さい常盤 12.99 Q
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾞｮﾊﾅ 蕨 ﾀﾒﾀ ｼﾞｭﾘ 新座

2 7 603 溝口　女華(3) 蕨第一 13.18 Q 2 4 747 為田　樹里(3) 新座六 13.04 Q
ｻﾄｳ ｱｽﾞﾐ さいたま ｵｵｼﾛ ﾅﾎ 所沢

3 5 401 佐藤あずみ(3) さ大宮八幡 13.19 q 3 6 303 大城　奈穂(3) 所沢小手指 13.17 q
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 川越 ｲｼｲ ﾕｳﾅ 坂戸

4 4 1066 小島　早稀(3) 川越高階西 13.25 q 4 8 943 石井　優凪(3) 坂戸 13.21 q
ﾐｶﾐ ﾚｲｺ 久喜 ﾀｶｿﾞﾉ ﾊﾙﾙ 入間

5 3 803 三上　黎子(3) 鷲宮 13.29 5 1 647 高園　遥琉(3) 入間向原 13.51
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾅｺ 上尾 ｲｶﾞﾘ ﾕﾏ ふじみ野

6 2 563 松原菜々子(3) 上尾大石 13.38 6 7 866 猪狩　優茉(3) ふじみ野大井 13.65
ﾔｼﾞﾏ ｱﾐ 蓮田 ｶﾄｳ ﾕｲ 三郷

7 8 921 矢島　亜美(3) 蓮田平野 13.42 7 2 903 加藤　友彩(3) 三郷栄 13.67
ﾌｸﾊﾗ ﾘﾅ 狭山 ﾐﾔｶﾜ ﾊﾙｶ 八潮

8 9 369 福原　里菜(3) 狭山山王 13.56 8 9 843 宮川　晴香(3) 八潮 13.78
ｶﾈｺ ﾚﾅ 越谷

5 625 金子　麗菜(3) 越谷中央 DNS

5組 (風:-0.6) 6組 (風:-0.2)

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
ｲﾜﾀ ﾒｲ 新座 ｼﾏﾑﾗ ﾏﾅｶ 熊谷

1 6 741 岩田　芽生(3) 新座五 12.79 Q 1 7 92 島村　愛花(3) 熊谷富士見 13.10 Q
ﾖｺﾁ ﾘｻ 越谷 ｺﾐﾔ ｱﾝﾅ 草加

2 7 626 横地　里紗(3) 越谷富士 13.08 Q 2 4 583 小宮　杏奈(3) 草加花栗 13.13 Q
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ 熊谷 ｲｹﾀﾞ ﾘﾉ さいたま

3 4 91 林　　美月(3) 熊谷富士見 13.13 q 3 6 1 池田　梨乃(3) 埼玉栄 13.18 q
ｽｽﾞｷ ｻﾔ 南埼玉郡 ｱｶﾂｶ　ｱﾔﾅ 児玉郡

4 3 263 鈴木　沙弥(3) 宮代前原 13.53 4 5 203 赤塚　彩菜　(3) 美里 13.46
ｱｷﾔﾏ ｻｷ 深谷 ｾｷﾈ ﾓｴ 北本

5 8 523 秋山　紗希(3) 深谷幡羅 13.58 5 9 824 関根　　萌(3) 北本 13.54
ﾉﾊﾗ ｱﾔ 北葛飾郡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ さいたま

6 9 281 野原　亜矢(3) 杉戸 13.89 6 8 403 渡辺　あみ(3) さい岸 13.69
ｵｵｼﾏ ﾓﾓｺ 日高 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾚｲ 本庄

7 2 2003 大島　桃子(3) 日高高麗川 13.94 7 2 423 杉山　　澪(3) 本庄南 13.87
ｼﾏｼﾞﾘ ﾋﾅｺ 羽生 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 秩父郡

8 5 503 島尻日菜子(3) 羽生西 13.97 8 3 182 吉田　春香(3) 皆野 14.34

審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

6月14日 09:45 予　選
6月14日 13:20 準決勝
6月14日 14:55 決　勝



7組 (風:-0.3) 8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
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 越谷 ﾔｽﾏ ﾒｲ 越谷

1 4 624 中嶋　彩花(3) 越谷栄進 12.45 Q 1 6 630 安間　芽生(3) 越谷東 12.89 Q
ｱｷﾓﾄ ﾐｷ 春日部 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 春日部

2 6 451 秋元　美樹(3) 春日部豊春 13.06 Q 2 5 450 藤田　花菜(3) 春日部豊野 12.89 Q
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾘｻ 所沢 ﾄﾔﾏ ﾋｶﾘ 比企郡

3 5 304 権田　里紗(3) 所沢南陵 13.20 q 3 4 163 外山ひかり(3) 吉見 12.94 q
ｺｸﾌﾞﾝ ﾐﾕ 川口 ﾖｼﾉ　ﾅﾅ 桶川

4 7 29 国分　美柚(3) 川口幸並 13.26 4 7 792 吉野　なな(3) 桶川西 13.31
ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾕ 鴻巣 ｱｻｸﾗ ﾐﾎ 東松山

5 8 461 坂口　未優(3) 鴻巣吹上 13.51 5 8 383 浅倉　美穂　(3) 東松山東 13.60
ﾃｼﾏ ｷﾗﾘ 入間郡 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾐ 加須

6 9 142 手島きらり(3) 越生 13.83 6 9 1250 小林　琴美(3) 騎西 13.71
ｱｻﾞﾐ ｼﾞｭﾘ 秩父 ﾊﾘｶﾞﾔ ﾘﾅ 北足立郡

7 3 323 浅見　朱里(3) 秩父第一 13.99 7 2 123 針ヶ谷里菜(3) 伊奈小針 13.79
ｵｵﾔ ﾘﾅ 富士見 ﾊｺﾔﾏ ﾅｵ 戸田

2 883 大屋　里奈(3) 富士見台 DNS 8 3 663 箱山　奈央(3) 戸田 14.04

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-3.7) 2組 (風:-0.2)

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
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 越谷 ｽｽﾞｷ ﾘｺ 川口

1 4 624 中嶋　彩花(3) 越谷栄進 12.78 Q 1 4 21 鈴木　莉琴(3) 川口西 12.78 Q
ｱｷﾓﾄ ﾐｷ 春日部 ﾔｽﾏ ﾒｲ 越谷

2 7 451 秋元　美樹(3) 春日部豊春 13.21 Q 2 5 630 安間　芽生(3) 越谷東 12.98 Q
ｼﾏﾑﾗ ﾏﾅｶ 熊谷 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 春日部

3 6 92 島村　愛花(3) 熊谷富士見 13.25 S q 3 7 450 藤田　花菜(3) 春日部豊野 13.05 q
ﾔﾊﾀ ﾕｳﾅ さいたま ﾀﾒﾀ ｼﾞｭﾘ 新座

4 5 402 八幡　優菜(3) さい常盤 13.25 S 4 6 747 為田　樹里(3) 新座六 13.25 q
ﾄﾔﾏ ﾋｶﾘ 比企郡 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾘｻ 所沢

5 8 163 外山ひかり(3) 吉見 13.32 5 2 304 権田　里紗(3) 所沢南陵 13.30
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾞｮﾊﾅ 蕨 ｻﾄｳ ｱｽﾞﾐ さいたま

6 9 603 溝口　女華(3) 蕨第一 13.50 6 3 401 佐藤あずみ(3) さ大宮八幡 13.32
ｲｹﾀﾞ ﾘﾉ さいたま ｳｴﾉ ｶｲﾘ 朝霞

7 2 1 池田　梨乃(3) 埼玉栄 13.52 7 8 685 上野　海里(3) 朝霞二 13.35
ｲｼｲ ﾕｳﾅ 坂戸 ｺｼｲｼ ｱﾐ 川越

8 3 943 石井　優凪(3) 坂戸 13.64 8 9 66 輿石　亜実(3) 川越大東西 13.40

3組 (風:-2.4) 決　勝　 (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
ｲﾜﾀ ﾒｲ 新座 ｲﾜﾀ ﾒｲ 新座

1 4 741 岩田　芽生(3) 新座五 12.76 Q 1 7 741 岩田　芽生(3) 新座五 12.72
ﾖｺﾁ ﾘｻ 越谷 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 越谷

2 7 626 横地　里紗(3) 越谷富士 13.14 Q 2 6 624 中嶋　彩花(3) 越谷栄進 12.74
ｾｷﾈ ｱﾘｻ 川口 ｽｽﾞｷ ﾘｺ 川口

3 6 28 関根　光紗(3) 川口南 13.30 3 5 21 鈴木　莉琴(3) 川口西 13.06
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾐ さいたま ﾖｺﾁ ﾘｻ 越谷

4 5 20 若林　里実(3) さい南浦和 13.33 S 4 9 626 横地　里紗(3) 越谷富士 13.21
ｺﾐﾔ ｱﾝﾅ 草加 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 春日部

5 9 583 小宮　杏奈(3) 草加花栗 13.33 S 5 3 450 藤田　花菜(3) 春日部豊野 13.23
ｵｵｼﾛ ﾅﾎ 所沢 ｱｷﾓﾄ ﾐｷ 春日部

6 3 303 大城　奈穂(3) 所沢小手指 13.43 6 8 451 秋元　美樹(3) 春日部豊春 13.26
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 川越 ｼﾏﾑﾗ ﾏﾅｶ 熊谷

7 2 1066 小島　早稀(3) 川越高階西 13.60 7 1 92 島村　愛花(3) 熊谷富士見 13.27
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ 熊谷 ﾔｽﾏ ﾒｲ 越谷

8 91 林　　美月(3) 熊谷富士見 DNS 8 4 630 安間　芽生(3) 越谷東 13.30
ﾀﾒﾀ ｼﾞｭﾘ 新座

9 2 747 為田　樹里(3) 新座六 13.39



中学女子200m

日本中学記録(JH)        24.12     土橋　智花(岩　手・見　前)            2010
日本中学記録(JH)        24.0      奥埜めぐみ(兵　庫・竜　山)            1992
埼玉県中学校記録(SJ)    24.45     土井　杏南(朝　霞・朝霞一)            2010
大会記録(GR)            24.5      熊田　恭子(三　芳・藤久保)            1987

予　選　7組3着＋3

1組 (風:+2.7) 2組 (風:+2.6)

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
ﾄﾔﾏ ﾋｶﾘ 比企郡 ｼﾗｻｶ ﾓﾓｶ 越谷

1 1 163 外山ひかり(3) 吉見 26.60 Q 1 6 627 白坂　桃花(2) 越谷中央 26.19 Q
ﾖｺﾁ ﾘｻ 越谷 ｾｷﾈ ｱﾘｻ 川口

2 5 626 横地　里紗(3) 越谷富士 26.90 Q 2 4 28 関根　光紗(3) 川口南 27.00 Q
ｱﾗｲ ﾐﾎ 東松山 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ さいたま

3 8 382 新井　美帆　(2) 東松山東 27.29 Q 3 3 3 鈴木　優佳(2) 埼玉栄 27.07 Q
ｻｶｲﾉ ﾓﾓｶ 深谷 ﾀｶﾄﾘ ﾘﾅｺ 新座

4 6 526 境野　桃春(3) 深谷花園 27.79 4 5 743 鷹取莉菜子(3) 新座五 27.09 q
ｵｵﾐｽﾞ ﾏｲ 上尾 ﾉｻﾞﾜｱﾐ 大里郡

5 9 562 大水　　舞(2) 上尾大谷 27.97 5 9 222 野澤　亜未(2) 寄居男衾 27.30 q
ｵｵﾉ ｶﾅ 日高 ﾐｶﾐ ﾚｲｺ 久喜

6 4 2004 大野　花奈(3) 日高高麗川 27.98 6 1 803 三上　黎子(3) 鷲宮 27.85
ｲﾇﾀｹ ﾊﾙｶ 鶴ヶ島 ﾁｼﾏ ﾕｳｶ 入間郡

7 3 990 犬竹　晴日(3) 鶴ヶ島西 28.07 7 8 143 千島　友樺(2) 越生 28.57
ｽｽﾞｷ ｻﾔ 南埼玉郡 ｻｲﾄｳ ｱｲﾅ 坂戸

8 2 263 鈴木　沙弥(3) 宮代前原 28.23 8 7 944 齊藤　愛菜(3) 坂戸住吉 28.59
ﾃﾗｻﾜ ｱｲｺ 富士見 ﾄﾖｼﾏ ﾕｲｶ 幸手

9 7 884 寺沢　藍子(3) 富士見西 28.33 9 2 964 豊嶋　唯花(2) 幸手西 30.05

3組 (風:+2.7) 4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
ｼﾏﾑﾗ ﾏﾅｶ 熊谷 ｲﾜﾀ ﾒｲ 新座

1 3 92 島村　愛花(3) 熊谷富士見 26.88 Q 1 3 741 岩田　芽生(3) 新座五 25.66 Q
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾘｻ 所沢 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 越谷

2 6 304 権田　里紗(3) 所沢南陵 27.31 Q 2 4 624 中嶋　彩花(3) 越谷栄進 26.13 Q
ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 和光 ｺﾐﾔ ｱﾝﾅ 草加

3 5 765 加藤ゆらら(2) 和光三 27.45 Q 3 6 583 小宮　杏奈(3) 草加花栗 26.86 Q
ｻﾄｳ ｱｽﾞﾐ さいたま ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 川越

4 4 401 佐藤あずみ(3) さ大宮八幡 27.49 4 5 67 渡邊かりん(3) 川越城南 27.21 q
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏﾅ 行田 ｱｷﾖｼ ﾅﾂﾐ 深谷

5 7 108 桒原　真菜(2) 行田西 28.02 5 7 522 秋吉なつみ(2) 深谷幡羅 27.40
ﾌﾙｲ　ﾐﾎ 桶川 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾕｶ ふじみ野

6 2 790 古井　美帆(2) 桶川東 28.41 6 9 867 溝辺　由香(3) ふじみ野大井 28.20
ﾅｶﾞﾇﾏ ｱﾐ 南埼玉郡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ 蕨

7 1 2084 永沼　愛実(3) 白岡南 29.03 D 7 8 602 渡辺紗也可(2) 蕨第一 29.03
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾐ 加須 ﾐﾔｶﾜ ﾊﾙｶ 八潮

7 8 1250 小林　琴美(3) 騎西 29.03 D 8 1 843 宮川　晴香(3) 八潮 29.23
ｱﾍﾞ ｱｶﾈ 羽生 ｶﾝｻﾞｷ　ｱｽﾐ 飯能

9 9 504 阿部　明音(3) 羽生東 29.89 9 2 1343 神崎　彩澄(2) 飯能西 29.35

5組 (風:+1.8) 6組 (風:-1.9)

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
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾞｮﾊﾅ 蕨 ｲﾄｳ ﾁｶｺ 川口

1 4 603 溝口　女華(3) 蕨第一 26.52 Q 1 5 22 伊藤知佳子(3) 川口南 26.61 Q
ｱｷﾓﾄ ﾐｷ 春日部 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾒ 入間

2 6 451 秋元　美樹(3) 春日部豊春 27.25 Q 2 6 650 水谷　彩芽(2) 入間藤沢 26.84 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 朝霞 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶ さいたま

3 5 686 山本　夏彩(3) 朝霞三 27.50 Q 3 3 404 山本　涼香(3) さい三橋 27.44 Q
ﾋﾗﾀ ﾐｽﾞﾎ さいたま ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾘ 鴻巣

4 7 14 平田　瑞穂(3) さい内谷 27.82 4 9 472 村松　裕梨(2) 鴻巣 27.86
ﾀｶﾊｼ　ｴﾐｶ 蓮田 ﾀﾅｶ ﾐｳ 吉川

5 3 928 高橋英未佳(3) 蓮田 27.84 5 8 2043 田中　美海(3) 吉川南 27.92
ﾌｸｼﾏ　ﾐｸ 本庄 ﾊﾗ ﾀｴｺ 三郷

6 8 424 福島　未久(3) 本庄南 28.89 6 7 904 原    妙子(3) 三郷彦糸 28.03
ﾂｶﾓﾄ ﾙｶ 加須 ｵｵｼﾛ ﾅﾎ 所沢

7 9 1256 塚本　瑠夏(2) 北川辺 29.55 7 4 303 大城　奈穂(3) 所沢小手指 28.08
ﾔﾏｸﾞﾁ　ｶｵ 児玉郡 ﾊﾘｶﾞﾔ ﾕﾘ 北足立郡

8 2 204 山口　夏生(2) 美里 30.92 8 2 124 針ヶ谷優里(3) 伊奈小針 29.08
ｱﾍﾞ ﾏｲｺ 志木

9 1 722 安部舞依子(1) 志木 32.11

審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

6月13日 09:30 予　選
6月13日 13:30 準決勝
6月13日 15:10 決　勝



7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
ﾔﾊﾀ ﾕｳﾅ さいたま

1 6 402 八幡　優菜(3) さい常盤 27.14 Q
ｲｹﾀﾞ ﾘﾉ さいたま

2 7 1 池田　梨乃(3) 埼玉栄 27.23 Q
ｾｷﾈ ﾓｴ 北本

3 4 824 関根　　萌(3) 北本 27.46 Q
ｻﾄｳ ﾅｽﾞﾅ 北葛飾郡

4 5 284 佐藤なずな(2) 杉戸 27.63
ﾋﾉｸﾏ ﾏﾋﾛ 狭山

5 3 362 日熊　舞優(2) 狭山東 27.67
ﾋﾛｾ ﾖｳｺ 戸田

6 9 662 廣瀬　陽子(2) 戸田 28.37
ｱｻﾞﾐ ｼﾞｭﾘ 秩父

7 8 323 浅見　朱里(3) 秩父第一 29.06
ｺﾏｲ ﾐｸ 秩父郡

8 2 183 駒井　美紅(3) 皆野 30.07

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:+0.2) 2組 (風:-0.1)

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
ｼﾗｻｶ ﾓﾓｶ 越谷 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 越谷

1 6 627 白坂　桃花(2) 越谷中央 25.61 Q 1 4 624 中嶋　彩花(3) 越谷栄進 25.97 Q
ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾒ 入間 ｲﾄｳ ﾁｶｺ 川口

2 5 650 水谷　彩芽(2) 入間藤沢 26.25 Q 2 6 22 伊藤知佳子(3) 川口南 26.34 Q
ﾄﾔﾏ ﾋｶﾘ 比企郡 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾞｮﾊﾅ 蕨

3 7 163 外山ひかり(3) 吉見 26.27 q 3 5 603 溝口　女華(3) 蕨第一 26.67 q
ﾖｺﾁ ﾘｻ 越谷 ｱﾗｲ ﾐﾎ 東松山

4 4 626 横地　里紗(3) 越谷富士 26.70 4 9 382 新井　美帆　(2) 東松山東 26.92
ｺﾐﾔ ｱﾝﾅ 草加 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 川越

5 9 583 小宮　杏奈(3) 草加花栗 26.83 5 2 67 渡邊かりん(3) 川越城南 27.06
ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ さいたま ｲｹﾀﾞ ﾘﾉ さいたま

6 8 3 鈴木　優佳(2) 埼玉栄 27.09 6 7 1 池田　梨乃(3) 埼玉栄 27.46
ﾀｶﾄﾘ ﾘﾅｺ 新座 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾘｻ 所沢

7 3 743 鷹取莉菜子(3) 新座五 27.12 7 8 304 権田　里紗(3) 所沢南陵 27.49
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 朝霞 ｾｷﾈ ﾓｴ 北本

8 2 686 山本　夏彩(3) 朝霞三 27.20 8 3 824 関根　　萌(3) 北本 27.58

3組 (風:-0.3) 決　勝　 (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
ｲﾜﾀ ﾒｲ 新座 ｲﾜﾀ ﾒｲ 新座

1 7 741 岩田　芽生(3) 新座五 25.49 Q 1 6 741 岩田　芽生(3) 新座五 25.29
ﾔﾊﾀ ﾕｳﾅ さいたま ｼﾗｻｶ ﾓﾓｶ 越谷

2 6 402 八幡　優菜(3) さい常盤 26.61 Q 2 7 627 白坂　桃花(2) 越谷中央 25.67
ｾｷﾈ ｱﾘｻ 川口 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾒ 入間

3 4 28 関根　光紗(3) 川口南 26.79 3 4 650 水谷　彩芽(2) 入間藤沢 26.44
ｱｷﾓﾄ ﾐｷ 春日部 ﾄﾔﾏ ﾋｶﾘ 比企郡

4 8 451 秋元　美樹(3) 春日部豊春 26.87 4 3 163 外山ひかり(3) 吉見 26.57
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶ さいたま ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾞｮﾊﾅ 蕨

5 9 404 山本　涼香(3) さい三橋 27.28 5 2 603 溝口　女華(3) 蕨第一 26.62
ﾉｻﾞﾜｱﾐ 大里郡 ﾔﾊﾀ ﾕｳﾅ さいたま

6 3 222 野澤　亜未(2) 寄居男衾 27.34 6 9 402 八幡　優菜(3) さい常盤 26.67
ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 和光 ｲﾄｳ ﾁｶｺ 川口

7 2 765 加藤ゆらら(2) 和光三 27.62 7 8 22 伊藤知佳子(3) 川口南 26.83
ｼﾏﾑﾗ ﾏﾅｶ 熊谷 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 越谷

5 92 島村　愛花(3) 熊谷富士見 DNS 5 624 中嶋　彩花(3) 越谷栄進 DNS



中学女子800m

日本中学記録(JH)        2:07.19   高橋　ひな(兵　庫・山　陽)            2013
埼玉県中学校記録(SJ)    2:08.51   武田　志帆(坂　戸・住　吉)            2009
大会記録(GR)            2:09.87   鈴木　翔子(富士見・富士見西)          2008

予　選　8組0着＋8

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

ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 熊谷 ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 坂戸

1 2 93 新井　春花(3) 熊谷富士見 2:16.87 q 1 4 946 鈴木　愛理(3) 坂戸 2:19.18 q
ｲﾁｵｶ ﾊﾙｶ 坂戸 ｺﾎﾞﾘ ﾌﾐｶ 加須

2 6 945 市岡はるか(3) 坂戸千代田 2:21.73 q 2 6 1255 小堀　史佳(3) 北川辺 2:19.51 q
ｵｻﾅﾐ ｻｸﾗ 川口 ｲｼﾂﾞｶ ﾐｻﾄ 比企郡

3 3 23 長南　咲楽(3) 川口青木 2:22.18 3 7 164 石塚　美里(3) 小川東 2:24.04
ｱｵｳﾐ ﾊﾙｶ さいたま ｷｼﾀﾞ ｶﾎﾘ さいたま

4 7 409 青海　明花(2) さい木崎 2:23.43 4 5 407 岸田佳穂里(2) さい宮前 2:24.34
ｲﾂﾞﾂ ｱﾘｻ 草加 ｱｻﾀﾞ ﾊﾙｶ 川口

5 8 584 井筒亜里紗(3) 草加瀬崎 2:23.71 5 8 31 浅田　遥香(2) 川口西 2:27.22
ｷﾖﾉ ﾚｲﾅ 新座 ｺｸﾞﾚ ｶｽﾞﾖ 所沢

6 4 748 清野　玲奈(3) 新座六 2:25.89 6 9 305 木暮　一世(3) 所沢南陵 2:27.65
ﾀｶﾊｼ ﾘｵﾅ さいたま ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅﾅﾐ 川越

7 5 406 髙橋　莉緒菜(3) さい大宮東 2:27.06 7 2 71 望月　七海(3) 川越高階 2:33.07
ﾏﾂｵ ﾕｲﾅ 川口 ﾀｶﾉ ﾐﾅﾐ さいたま

8 9 32 松尾　結菜(3) 川口西 2:28.33 3 405 高野みなみ(3) さい指扇 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

ｳﾒｻﾞﾜ ﾕｳｺ さいたま ｵｵﾂｶ ﾙﾅ 越谷

1 6 408 梅澤　優子(3) さい植竹 2:19.95 q 1 4 631 大塚　月菜(3) 越谷新栄 2:24.52
ｶﾅﾓﾘ ﾊﾙｶ 富士見 ｶﾜｼﾏ ﾓﾓｶ 加須

2 2 885 金森　　遥(3) 富士見西 2:20.00 q 2 7 1249 川嶋　桃佳(3) 騎西 2:25.02
ﾂｼﾞ ﾜｶｺ 新座 ｽｶﾞﾜﾗ ｻｸﾗ 新座

3 4 749 辻　和可子(3) 新座四 2:20.54 q 3 3 753 菅原さくら(2) 新座二 2:26.39
ﾖｼﾀﾞ　ﾂｸﾞﾐ 児玉郡 ｶｻｶﾞﾜ ﾓｴ 北本

4 5 205 吉田絃玖美(3) 美里 2:20.69 q 4 9 825 笠川　萌絵(3) 北本東 2:26.50
ｻｸﾗﾀﾞ ｱｲﾐ 春日部 ﾜﾀﾞ ﾐﾎ 日高

5 8 452 桜田　愛実(3) 春日部豊野 2:24.36 5 8 2005 和田　美帆(2) 日高高麗川 2:27.80
ﾐﾔｻｶ ﾒｸﾞﾐ 熊谷 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 鴻巣

6 3 81 宮坂　恵実(2) 熊谷東 2:24.52 6 6 462 吉田　菜桜(3) 鴻巣吹上 2:28.68
ｶﾈﾀﾞ ﾉﾘｶ 鶴ヶ島 ｴﾝﾄﾞｳ　ｼｭﾘ

7 9 984 金田　理花(2) 鶴ヶ島藤 2:25.80 7 5 156 遠藤　守梨(3) 越生 2:30.63
ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅ さいたま

8 7 410 松田　真菜(2) 埼玉栄 2:25.87

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

ｻｲｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ 川越 ﾆｲ ｷｮｳｶ 朝霞

1 2 76 西條真菜美(2) 川越大東 2:26.82 1 3 687 新居　京花(3) 朝霞三 2:27.80
ｾｷﾈ ﾐｳ 南埼玉郡 ｽｽﾞｷ ﾚﾐ ふじみ野

2 6 2085 関根　美羽(2) 白岡篠津 2:30.71 2 5 863 鈴木　玲海(2) ふじみ野花の木 2:29.13
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 北葛飾郡 ｲﾜﾂｷ ﾊﾙｶ 入間

3 3 289 山田　侑依(2) 杉戸 2:33.00 3 2 644 岩月　晴花(2) 入間上藤沢 2:29.63
ｱｵｷﾚｲﾅ 大里郡 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾅ 北足立郡

4 4 224 青木　麗奈(3) 寄居城南 2:40.65 4 7 129 冨田　柊那(2) 伊奈小針 2:31.28
ﾀｹﾀﾞ ﾘﾄ 東松山 ｽｶﾞﾔ ｱﾕﾎ 久喜

5 5 384 武田　莉桃(2) 東松山松山 2:41.54 5 4 804 菅谷　歩穂(2) 久喜 2:32.77
ﾊﾗ ｱﾔﾈ 行田 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 狭山

6 7 103 原　　綾音(3) 行田長野 2:42.11 6 8 370 高橋　実佑(2) 狭山山王 2:33.34
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 蕨 ﾀﾅﾐ ﾓﾓｶ 本庄

7 8 604 近藤　理沙(2) 蕨第一 2:44.22 7 9 425 田並　桃佳(2) 本庄東 2:34.27
ﾄﾞｲ ﾕﾌﾐ 幸手 ｻｸﾗｲ ﾁｻｷ 秩父

8 9 965 土井優布美(2) 幸手西 2:53.62 8 6 324 櫻井　千咲(3) 秩父第一 2:35.55

審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

6月13日 11:20 予　選
6月13日 14:50 決　勝



7組 8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

ｵｵﾀ ﾐｻｷ 深谷 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾚﾅ 上尾

1 7 524 太田　美咲(2) 深谷幡羅 2:29.52 1 2 564 水本　麗奈(3) 上尾東 2:28.70
ﾅｶﾉ ﾊﾂﾞｷ 三郷 ｸﾆﾋﾛ ﾘｮｳ 和光

2 6 905 中野　葉月(3) 三郷彦成 2:30.06 2 3 762 國廣　　良(2) 和光三 2:34.21
ｷﾉｼﾀ ｱﾔ 戸田 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ 八潮

3 2 664 木下　　綾(3) 戸田 2:30.49 3 4 845 渡辺実裕紀(2) 八潮大原 2:36.87
ﾌｼﾞﾉｷ ｻｸﾗ 富士見 ｵﾉﾃﾞﾗ　ﾉｿﾞﾐ 蓮田

4 4 886 藤ノ木さくら(3) 富士見西 2:31.25 4 5 929 小野寺　望(3) 蓮田 2:39.50
ﾀｶｾ ﾘｺ 羽生 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲｶ 飯能

5 8 505 高瀬　莉子(2) 羽生東 2:32.67 5 6 345 近藤　愛夏(2) 飯能原市場 2:40.67
ﾎﾏﾚﾀﾞ ﾘｱ 吉川 ｱｻﾘ ﾉｱ 南埼玉郡

6 3 2044 誉田　梨亜(3) 吉川中央 2:33.35 7 262 浅利　望綾(2) 宮代前原 T4
ｶｼﾏ ﾐﾋﾛ 桶川 ｵｵﾂｶ ｱｶﾈ 秩父郡

7 5 789 鹿島　未裕(2) 桶川東 2:36.06 8 192 大塚　　茜(3) 小鹿野 T4
ｶﾜﾓﾄ ﾁｻ 志木

8 9 723 川本　千沙(1) 志木 2:37.97

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 熊谷

1 5 93 新井　春花(3) 熊谷富士見 2:18.07
ｺﾎﾞﾘ ﾌﾐｶ 加須

2 6 1255 小堀　史佳(3) 北川辺 2:19.65
ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 坂戸

3 7 946 鈴木　愛理(3) 坂戸 2:19.90
ﾖｼﾀﾞ　ﾂｸﾞﾐ 児玉郡

4 2 205 吉田絃玖美(3) 美里 2:20.80
ｳﾒｻﾞﾜ ﾕｳｺ さいたま

5 4 408 梅澤　優子(3) さい植竹 2:21.74
ｲﾁｵｶ ﾊﾙｶ 坂戸

6 3 945 市岡はるか(3) 坂戸千代田 2:22.18
ﾂｼﾞ ﾜｶｺ 新座

7 8 749 辻　和可子(3) 新座四 2:22.85
ｶﾅﾓﾘ ﾊﾙｶ 富士見

8 9 885 金森　　遥(3) 富士見西 2:26.80



中学女子1500m

日本中学記録(JH)        4:19.46   福田　有以(兵　庫・稲美北)            2010
埼玉県中学校記録(SJ)    4:19.93   中川　文華(朝　霞・朝霞三)            2011
大会記録(GR)            4:25.96   鈴木　翔子(富士見・富士見西)          2008

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾁｵｶ ﾊﾙｶ 坂戸 ﾀｶﾊﾗ  ﾎﾏﾚ 児玉郡

1 7 945 市岡はるか(3) 坂戸千代田 4:36.65 1 10 216 高原　歩希(3) 美里 4:52.23
ﾀｶﾉ ﾐﾅﾐ さいたま ｻﾏﾀ ｱｶﾘ 越谷

2 1 405 高野みなみ(3) さい指扇 4:40.03 2 2 632 佐俣明香莉(2) 越谷栄進 4:52.56
ｵｻﾅﾐ ｻｸﾗ 川口 ｶﾜｼﾏ ﾓﾓｶ 加須

3 8 23 長南　咲楽(3) 川口青木 4:42.50 3 13 1249 川嶋　桃佳(3) 騎西 4:53.22
ｵｵﾂｶ ｻﾔ さいたま ｶﾈｺ ｱｶﾈ 春日部

4 2 411 大塚　沙弥(3) さい植竹 4:43.34 4 4 453 金子　　茜(3) 春日部 4:53.41
ｷｼﾀﾞ ｶﾎﾘ さいたま ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ さいたま

5 5 407 岸田佳穂里(2) さい宮前 4:46.32 5 6 413 山口　結綺(2) さい宮前 4:53.44
ｺﾎﾞﾘ ﾌﾐｶ 加須 ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅ さいたま

6 11 1255 小堀　史佳(3) 北川辺 4:46.95 6 1 410 松田　真菜(2) 埼玉栄 4:54.21
ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 坂戸 ﾆｲ ｷｮｳｶ 朝霞

7 14 946 鈴木　愛理(3) 坂戸 4:47.15 7 5 687 新居　京花(3) 朝霞三 4:55.11
ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 熊谷 ﾂｼﾞ ﾜｶｺ 新座

8 9 93 新井　春花(3) 熊谷富士見 4:47.58 8 9 749 辻　和可子(3) 新座四 4:57.93
ｷﾖﾉ ﾚｲﾅ 新座 ｻｲｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ 川越

9 16 748 清野　玲奈(3) 新座六 4:49.69 9 20 76 西條真菜美(2) 川越大東 4:59.14
ｼﾞﾝﾄﾞｳ ﾏﾘﾅ 坂戸 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 東松山

10 17 947 神藤舞莉奈(3) 坂戸 4:52.69 10 8 386 齋藤　友美(3) 東松山松山 5:01.15
ｺｳﾀﾞ ﾓｴ 東松山 ｶｻｶﾞﾜ ﾓｴ 北本

11 6 385 幸田　　萌(2) 東松山松山 4:53.00 11 14 825 笠川　萌絵(3) 北本東 5:02.26
ﾖｼﾀﾞ　ﾂｸﾞﾐ 児玉郡 ｵﾄｷﾀ ﾅﾅﾐ 南埼玉郡

12 12 205 吉田絃玖美(3) 美里 4:53.23 12 17 2086 音喜多七心(1) 白岡篠津 5:02.70
ｻｸﾗﾀﾞ ｱｲﾐ 春日部 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾅ 北足立郡

13 19 452 桜田　愛実(3) 春日部豊野 4:54.64 13 16 129 冨田　柊那(2) 伊奈小針 5:03.10
ﾐﾔｻｶ ﾒｸﾞﾐ 熊谷 ｺｳﾀﾞ ﾏｲ 志木

14 13 81 宮坂　恵実(2) 熊谷東 4:55.29 14 21 721 甲田　真唯(3) 志木 5:04.41
ｲｼﾂﾞｶ ﾐｻﾄ 比企郡 ﾜﾀﾞ ﾐﾎ 日高

15 18 164 石塚　美里(3) 小川東 4:55.76 15 24 2005 和田　美帆(2) 日高高麗川 5:05.64
ｶﾈﾀﾞ ﾉﾘｶ 鶴ヶ島 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳ さいたま

16 22 984 金田　理花(2) 鶴ヶ島藤 4:56.21 16 3 412 中山　　葉(3) 埼玉栄 5:06.73
ｶﾅﾓﾘ ﾊﾙｶ 富士見 ｷﾉｼﾀ ｱﾔ 戸田

17 15 885 金森　　遥(3) 富士見西 4:56.39 17 23 664 木下　　綾(3) 戸田 5:09.20
ﾀｶｻﾞﾜ ﾄﾓｴ 川口 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 鴻巣

18 24 35 高澤　友萌(3) 川口幸並 4:56.44 18 15 462 吉田　菜桜(3) 鴻巣吹上 5:09.90
ｱｻﾀﾞ ﾊﾙｶ 川口 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ 上尾

19 23 31 浅田　遥香(2) 川口西 4:56.58 19 12 565 若林　咲良(2) 上尾原市 5:10.77
ﾀｶﾊｼ ﾘｵﾅ さいたま ｻｲﾄｳ ﾏﾅ 加須

20 4 406 髙橋　莉緒菜(3) さい大宮東 4:57.62 20 18 1248 斉藤　愛奈(2) 騎西 5:14.48
ｲﾉﾏﾀ ﾏｲ 坂戸 ｸﾆﾋﾛ ﾘｮｳ 和光

21 3 950 猪股　真衣(3) 坂戸桜 4:58.21 21 22 762 國廣　　良(2) 和光三 5:15.67
ｲﾂﾞﾂ ｱﾘｻ 草加 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 北葛飾郡

22 20 584 井筒亜里紗(3) 草加瀬崎 4:59.64 22 19 289 山田　侑依(2) 杉戸 5:15.75
ﾐﾔｶﾜ ﾅﾎ 入間郡 ｳﾁﾀﾞ ﾕﾒﾅ 比企郡

23 21 144 宮川　菜穂(3) 毛呂山川角 5:00.19 23 11 165 内田　夢菜(3) 吉見 5:16.49
ﾐﾅﾐ ﾏｲｶ 坂戸 ｱｵﾔﾏ ﾐｽﾞﾎ さいたま

24 10 951 南　　舞花(2) 坂戸桜 5:00.72 24 7 414 青山　瑞穂(2) さい宮原 5:17.96

審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

6月14日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ



3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾇｸｲ ｾｲﾅ 所沢

1 4 306 貫井　星奈(2) 所沢東 5:01.42
ｶﾏﾀﾞ ﾘｻ 入間

2 1 646 鎌田　理沙(2) 入間向原 5:03.76
ｱﾗｲﾕｳｶ 大里郡

3 5 225 新井　悠香(3) 寄居男衾 5:06.21
ﾀﾅﾐ ﾓﾓｶ 本庄

4 9 425 田並　桃佳(2) 本庄東 5:07.30
ｽｶﾞﾔ ｱﾕﾎ 久喜

5 3 804 菅谷　歩穂(2) 久喜 5:07.77
ｲﾉﾓﾄ ﾕﾘ 吉川

6 14 2045 井本　友里(2) 吉川東 5:07.83
ﾌｼﾞﾉｷ ｻｸﾗ 富士見

7 2 886 藤ノ木さくら(3) 富士見西 5:07.92
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 狭山

8 6 370 高橋　実佑(2) 狭山山王 5:09.34
ｶｼﾏ ﾐﾋﾛ 桶川

9 12 789 鹿島　未裕(2) 桶川東 5:11.52
ｶﾜﾑﾗ ﾐｸ 秩父郡

10 7 188 川村　美紅(2) 長瀞 5:11.54
ｳﾁﾀﾞ ｱｶﾈ 秩父

11 10 325 内田あかね(2) 秩父第一 5:13.55
ｽｽﾞｷ ﾚﾐ ふじみ野

12 11 863 鈴木　玲海(2) ふじみ野花の木 5:13.62
ﾀｶｾ ﾘｺ 羽生

13 17 505 高瀬　莉子(2) 羽生東 5:14.32
ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾐ 深谷

14 8 525 内藤　有美(2) 深谷幡羅 5:14.54
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 蕨

15 13 604 近藤　理沙(2) 蕨第一 5:21.05
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲｶ 飯能

16 19 345 近藤　愛夏(2) 飯能原市場 5:25.80
ｵﾉﾃﾞﾗ　ﾉｿﾞﾐ 蓮田

17 20 929 小野寺　望(3) 蓮田 5:27.60
ﾑﾗﾀ ﾕｽﾞﾅ 幸手

18 21 966 村田　柚奈(3) 幸手 5:29.94
ﾅｶﾉ ﾊﾂﾞｷ 三郷

19 18 905 中野　葉月(3) 三郷彦成 5:30.17
ｾｷｸﾞﾁ ｱﾔｶ 行田

20 16 109 関口　彩花(2) 行田西 5:34.31
ｵｻﾞﾜ ﾏｷ 南埼玉郡

21 22 264 小澤　真紀(2) 宮代百間 5:38.61
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ 八潮

15 845 渡辺実裕紀(2) 八潮大原 DNS



中学女子100mH(0.762m)

日本中学記録(JH)        13.56     澤田ｲﾚｰﾈｵｷﾞﾓﾝｷﾞ(東　京・調布四)       2012
埼玉県中学校記録(SJ)    13.8      城島　直美(浦　和・常　盤)            1983
埼玉県中学校記録(SJ)    13.86     川舩　愛美(さいたま・埼玉栄)          2003
大会記録(GR)            14.0      福田　裕子(浦　和・常　盤)            1981
大会記録(GR)            14.05     柳　久美子(草　加・谷　塚)            2000

予　選　7組3着＋3

1組 (風:-1.0) 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
ﾀｹｳﾁ ｼｲﾅ さいたま ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 熊谷

1 4 48 竹内　汐那(3) さい木崎 15.05 Q 1 5 95 熊谷富士見 15.55 Q
ﾐﾔﾀ ｱﾔﾈ 熊谷 ﾌｼﾞｼﾛ ｱｽｶ 上尾

2 7 83 宮田　綾音(3) 熊谷東 15.83 Q 2 3 566 藤代あすか(3) 上尾大谷 15.70 Q
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀﾏｷ さいたま ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾉ 朝霞

3 6 418 小山田　環(2) さい尾間木 15.88 Q 3 6 689 橋本有希乃(3) 朝霞一 16.27 Q
ｲｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 蕨 ﾋﾊﾗ　ﾕｶ 本庄

4 2 605 石田つばさ(2) 蕨第一 17.17 4 4 426 日原　友香(3) 本庄南 16.30
ｻﾄｳ ｻｴｶ 桶川 ﾀﾅｶ ｿﾗ 羽生

5 3 788 佐藤　冴圭(3) 桶川東 17.62 5 9 502 田中　　空(2) 羽生南 16.58
ｳﾗﾉ ﾏﾋﾛ 比企郡 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 蓮田

6 8 166 浦野　茉広(3) 川島 17.67 6 7 930 齊藤　結華(3) 蓮田黒浜 17.82
ｵｵﾔ ﾘﾅ 富士見 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｶ 加須

5 883 大屋　里奈(3) 富士見台 DNF 7 8 483 長谷川里夏(3) 加須昭和 18.05
ﾕｻﾞﾜ ｼｮｳｺ 川越 ｲﾄｳ ﾐｷ 深谷

9 1068 湯澤　承子(3) 川越富士見 DNS 8 2 528 伊藤　美貴(3) 深谷岡部 18.15
ｱｷﾊﾞ ﾐﾅﾐ 幸手

9 1 967 秋葉　　南(2) 幸手東 20.80

3組 (風:-0.4) 4組 (風:-0.1)

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
ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 春日部 ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ さいたま

1 3 450 藤田　花菜(3) 春日部豊野 15.40 Q 1 5 51 山西　桃子(1) さい三室 15.71 Q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾎ 越谷 ｵｵﾊﾞ ﾏﾘﾅ 朝霞

2 6 633 西村　夏帆(3) 越谷富士 15.50 Q 2 3 688 大場真理七(3) 朝霞二 15.72 Q
ﾀｶｿﾞﾉ ﾊﾙﾙ 入間 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾘ さいたま

3 9 647 高園　遥琉(3) 入間向原 16.06 Q 3 4 417 髙橋　樹梨(3) さい白幡 15.95 Q
ｽﾄﾞｳ ﾐﾄﾞﾘ 所沢 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｲﾅ 三郷

4 5 307 須藤　　緑(2) 所沢美原 16.19 q 4 6 906 松澤　玲奈(3) 三郷栄 16.54
ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏｷ 行田 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 北本

5 4 104 大泉　摩季(2) 行田長野 16.20 q 5 7 826 加藤　友子(3) 北本 16.55
ﾀｶﾄﾘ ﾘﾅｺ 新座 ｵｵｸﾏ ｻﾔｶ 久喜

6 7 743 鷹取莉菜子(3) 新座五 17.28 6 9 805 大熊　彩花(3) 久喜 16.92
ﾊｼﾓﾄ ﾙﾅ 狭山 ｻｶﾖﾘ ﾕﾐ 吉川

7 8 363 橋本　瑠菜(2) 狭山東 18.34 7 8 2046 酒寄　優美(2) 吉川東 17.91
ｲﾄｳ ﾓｲｶ 鶴ヶ島 ﾄﾘﾂﾞｶﾐｳ 大里郡

8 2 985 伊藤もいか(3) 鶴ヶ島西 19.37 8 2 226 鳥塚　美羽(2) 寄居城南 19.04
ｱｻﾐ ﾓﾓｶ 八潮 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾔ 坂戸

9 1 846 阿左見百花(3) 八潮 19.68 9 1 957 藤本　紗弥(2) 坂戸桜 19.07

5組 (風:+1.2) 6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
ﾖｼｲ ﾊﾙｶ さいたま ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾅ 深谷

1 4 415 吉井　晴香(3) さい第二東 14.55 Q 1 6 527 町田　姫菜(2) 深谷川本 15.52 Q
ﾊﾈﾀﾞ ﾐｻｷ 春日部 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾒ 鴻巣

2 3 441 羽田美佐紀(3) 春日部飯沼 15.74 Q 2 4 463 齊藤　新芽(3) 鴻巣吹上 15.96 Q
ﾅｶﾆｼ ﾐﾂﾞｷ ふじみ野 ｿﾄﾔﾏ ﾊﾙﾅ さいたま

3 5 861 中西　美月(3) ふじみ野福岡 15.85 Q 3 5 419 外山　明奈(3) さい八王子 16.06 Q
ｺｳﾛｷﾞ ﾘﾎ 川口 ｿﾘﾏﾁ ﾕｲ 上尾

4 6 30 興梠　莉帆(3) 川口上青木 15.89 q 4 8 567 反町　　唯(3) 上尾原市 16.59
ﾐﾂｼﾞ ｱﾐ 入間郡 ｵｵﾉ ｶﾅ 日高

5 8 148 三辻　あみ(2) 三芳東 17.31 5 7 2004 大野　花奈(3) 日高高麗川 17.02
ｳｴﾉ ﾏﾅ 北葛飾郡 ｱｶﾂｶ　ｱﾔﾅ 児玉郡

6 9 290 上野　真奈(2) 杉戸 17.53 6 9 203 赤塚　彩菜　(3) 美里 17.23
ﾏﾂｼﾏ ｴﾘ 加須 ｳｼﾔﾏ ﾁﾅﾂ 草加

7 7 1254 松嶋　絵里(3) 北川辺 17.61 7 2 585 牛山　矛夏(3) 草加新田 17.28
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 和光 ｲｲﾀﾞ ﾘﾝｶ 北足立郡

8 2 770 渡辺  優衣(2) 和光大和 18.29 8 3 130 飯田　梨佳(2) 伊奈小針 17.90
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 秩父郡

9 1 184 若林　伽奈(3) 皆野 18.88

瀧澤　瑞季(3)

審 判 長：渡邊　隆洋
記録主任：森下　和哉

6月13日 12:00 予　選
6月13日 14:30 準決勝
6月13日 15:45 決　勝



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
ﾀｹｳﾁ ﾏｲ 春日部

1 5 454 竹内　　舞(3) 春日部東 15.59 Q
ｺｸﾌﾞﾝ ﾐﾕ 川口

2 6 29 国分　美柚(3) 川口幸並 16.16 Q
ﾎﾘ ﾅﾅｺ さいたま

3 4 416 堀　菜那子(3) さい原山 16.24 Q
ｵﾀﾞｶ ﾐﾅﾐ 川越

4 7 1061 小高みなみ(3) 霞ヶ関東 16.59
ﾖｼｲ ﾓｴ 飯能

5 9 346 吉井　萌恵(3) 飯能加治 16.84
ﾅﾘﾀ ｱﾐ 南埼玉郡

6 2 265 成田　愛美(3) 宮代前原 17.34
ｼﾐｽﾞ ｷﾐｶ 東松山

7 8 387 清水　公佳(3) 東松山南 17.39
ｱｻﾞﾐ ﾕﾘｶ 秩父

8 3 331 浅見友里華(3) 秩父影森 18.37

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-2.6) 2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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｼｲ ﾊﾙｶ さいたま ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 春日部

1 5 415 吉井　晴香(3) さい第二東 15.15 Q 1 6 450 藤田　花菜(3) 春日部豊野 15.75 Q
ﾀｹｳﾁ ﾏｲ 春日部 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾅ 深谷

2 4 454 竹内　　舞(3) 春日部東 15.69 Q 2 4 527 町田　姫菜(2) 深谷川本 15.77 Q
ｻｲﾄｳ ｼﾝﾒ 鴻巣 ｵｵﾊﾞ ﾏﾘﾅ 朝霞

3 9 463 齊藤　新芽(3) 鴻巣吹上 15.93 q 3 5 688 大場真理七(3) 朝霞二 16.04
ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ さいたま ﾌｼﾞｼﾛ ｱｽｶ 上尾

4 7 51 山西　桃子(1) さい三室 15.97 4 7 566 藤代あすか(3) 上尾大谷 16.25
ﾐﾔﾀ ｱﾔﾈ 熊谷 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀﾏｷ さいたま

5 6 83 宮田　綾音(3) 熊谷東 16.15 5 8 418 小山田　環(2) さい尾間木 16.29
ﾀｶｿﾞﾉ ﾊﾙﾙ 入間 ｺｳﾛｷﾞ ﾘﾎ 川口

6 3 647 高園　遥琉(3) 入間向原 16.21 6 2 30 興梠　莉帆(3) 川口上青木 16.46
ｿﾄﾔﾏ ﾊﾙﾅ さいたま ﾅｶﾆｼ ﾐﾂﾞｷ ふじみ野

7 8 419 外山　明奈(3) さい八王子 16.41 7 9 861 中西　美月(3) ふじみ野福岡 16.74
ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏｷ 行田 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾉ 朝霞

8 2 104 大泉　摩季(2) 行田長野 16.80 8 3 689 橋本有希乃(3) 朝霞一 17.01

3組 (風:-2.3) 決　勝　 (風:-4.3)

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
ﾀｹｳﾁ ｼｲﾅ さいたま ﾖｼｲ ﾊﾙｶ さいたま

1 7 48 竹内　汐那(3) さい木崎 15.38 Q 1 6 415 吉井　晴香(3) さい第二東 15.18
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 熊谷 ﾀｹｳﾁ ｼｲﾅ さいたま

2 6 95 熊谷富士見 15.52 Q 2 4 48 竹内　汐那(3) さい木崎 15.20
ﾆｼﾑﾗ ｶﾎ 越谷 ﾀｹｳﾁ ﾏｲ 春日部

3 4 633 西村　夏帆(3) 越谷富士 15.66 q 3 8 454 竹内　　舞(3) 春日部東 15.42
ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾘ さいたま ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 春日部

4 9 417 髙橋　樹梨(3) さい白幡 16.22 S 4 3 450 藤田　花菜(3) 春日部豊野 15.61
ﾊﾈﾀﾞ ﾐｻｷ 春日部 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 熊谷

5 5 441 羽田美佐紀(3) 春日部飯沼 16.22 S 5 5 95 熊谷富士見 15.62
ｺｸﾌﾞﾝ ﾐﾕ 川口 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾅ 深谷

6 8 29 国分　美柚(3) 川口幸並 16.27 6 7 527 町田　姫菜(2) 深谷川本 15.66
ﾎﾘ ﾅﾅｺ さいたま ﾆｼﾑﾗ ｶﾎ 越谷

7 3 416 堀　菜那子(3) さい原山 16.67 7 1 633 西村　夏帆(3) 越谷富士 15.99
ｽﾄﾞｳ ﾐﾄﾞﾘ 所沢 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾒ 鴻巣

8 2 307 須藤　　緑(2) 所沢美原 18.64 8 2 463 齊藤　新芽(3) 鴻巣吹上 16.37

瀧澤　瑞季(3)

瀧澤　瑞季(3)



中学女子4X100mR

日本中学記録(JH)        47.30     金子・原賀・田中・土井(埼　玉・朝霞一)2009

日本中学記録(JH)        47.23     島田・原賀・中澤・西山(埼　玉・埼玉選抜)2008

埼玉県中学校記録(SJ)    47.30     金子・原賀・田中・土井(埼　玉・朝霞一)2009

大会記録(GR)            48.28     金子・原賀・田中・土井(朝　霞・朝霞一)2009

予　選　7組0着＋8

1組
1着 6ﾚｰﾝ q 2着 9ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ

50.40 51.70 51.81
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 743 1 882 1 170

2 741 2 890 2 167

3 742 3 891 3 162

4 744 4 887 4 163

4着 8ﾚｰﾝ 5着 1ﾚｰﾝ 6着 5ﾚｰﾝ
52.02 52.77 52.99

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 596 1 924 1 49

2 595 2 921 2 46

3 588 3 923 3 47

4 592 4 922 4 48

7着 4ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ 9着 2ﾚｰﾝ
53.65 55.20 55.21

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 130 1 1247 1 183

2 122 2 1244 2 182

3 123 3 1241 3 186

4 124 4 1250 4 185

2組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 7ﾚｰﾝ q 3着 6ﾚｰﾝ

50.01 51.42 51.81
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 695 1 34 1 1071

2 685 2 1021 2 1069

3 682 3 27 3 1070

4 688 4 1022 4 66

4着 5ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
52.42 53.65 53.88

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 7 1 991 1 265

2 8 2 982 2 263

3 9 3 989 3 269

4 10 4 990 4 267

7着 1ﾚｰﾝ 8着 8ﾚｰﾝ 9着 3ﾚｰﾝ
54.27 54.31 54.38

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 110 1 350 1 86

2 111 2 346 2 85

3 108 3 349 3 82

4 112 4 343 4 83溝口　桃子(2) 行田西 芦田　結理(3) 飯能加治 宮田　綾音(3) 熊谷東
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾓﾓｺ 行田 ｱｼﾀﾞ ﾕﾘ 飯能 ﾐﾔﾀ ｱﾔﾈ 熊谷
桒原　真菜(2) 行田西 大久保理沙(3) 飯能加治 竹井　　栞(3) 熊谷東
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏﾅ 行田 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｻ 飯能 ﾀｹｲ ｼｵﾘ 熊谷
庭田　琴梨(2) 行田西 吉井　萌恵(3) 飯能加治 坂田　　茜(2) 熊谷東
ﾆﾜﾀ ｺﾄﾘ 行田 ﾖｼｲ ﾓｴ 飯能 ｻｶﾀ ｱｶﾈ 熊谷

熊谷
内藤　佑奈(2) 行田西 町田さくら(3) 飯能加治 坂本　知優(2) 熊谷東

行田西 飯能加治 熊谷東

ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾅ 行田 ﾏﾁﾀﾞ ｻｸﾗ 飯能 ｻｶﾓﾄ ﾁﾋﾛ

今井　彩乃(3) さい大谷場 犬竹　晴日(3) 鶴ヶ島西 本間　香音(3) 宮代前原
ｲﾏｲ ｱﾔﾉ さいたま ｲﾇﾀｹ ﾊﾙｶ 鶴ヶ島 ﾎﾝﾏ ｶﾉﾝ 南埼玉郡
清宮野乃花(3) さい大谷場 栗原　　彩(3) 鶴ヶ島西 島村　怜那(3) 宮代前原
ｷﾖﾐﾔ ﾉﾉｶ さいたま ｸﾘﾊﾗ ｱﾔ 鶴ヶ島 ｼﾏﾑﾗ ﾚｲﾅ 南埼玉郡
奥田　汐莉(3) さい大谷場 吉田　晴香(2) 鶴ヶ島西 鈴木　沙弥(3) 宮代前原
ｵｸﾀﾞ ｼｵﾘ さいたま ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 鶴ヶ島 ｽｽﾞｷ ｻﾔ 南埼玉郡

南埼玉郡
齋藤璃音奈(2) さい大谷場 岡田　真穂(3) 鶴ヶ島西 成田　愛美(3) 宮代前原

さいたま大谷場 鶴ヶ島西 宮代前原

ｻｲﾄｳ ﾘｵﾅ さいたま ｵｶﾀﾞ ﾏﾎ 鶴ヶ島 ﾅﾘﾀ ｱﾐ

大場真理七(3) 朝霞二 石川　佳乃(3) 川口上青木 輿石　亜実(3) 川越大東西
ｵｵﾊﾞ ﾏﾘﾅ 朝霞 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾉ 川口 ｺｼｲｼ ｱﾐ 川越
大橋　愛可(2) 朝霞二 沖藤亜寿美(3) 川口上青木 古賀明日香(3) 川越大東西
ｵｵﾊｼ ﾏﾅｶ 朝霞 ｵｷﾄｳ ｱｽﾐ 川口 ｺｶﾞ ｱｽｶ 川越
上野　海里(3) 朝霞二 清水　美里(3) 川口上青木 大枝奈津美(3) 川越大東西
ｳｴﾉ ｶｲﾘ 朝霞 ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 川口 ｵｵｴﾀﾞ ﾅﾂﾐ 川越

川越
内田　歩美(3) 朝霞二 鈴木　美奈(2) 川口上青木 二反田　悠(2) 川越大東西

朝霞二 川口上青木 川越大東西

ｳﾁﾀﾞ ｱﾕﾐ 朝霞 ｽｽﾞｷ ﾐﾅ 川口 ﾆﾀﾝﾀﾞ ﾕｳ

針ヶ谷優里(3) 伊奈小針 小林　琴美(3) 騎西 逸見　茉以(3) 皆野
ﾊﾘｶﾞﾔ ﾕﾘ 北足立郡 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾐ 加須 ﾍﾝﾐ ﾏｲ 秩父郡
針ヶ谷里菜(3) 伊奈小針 伊藤　千夏(1) 騎西 茂木　友香(3) 皆野
ﾊﾘｶﾞﾔ ﾘﾅ 北足立郡 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 加須 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｶ 秩父郡
加藤　　舞(2) 伊奈小針 福井　るみ(2) 騎西 吉田　春香(3) 皆野
ｶﾄｳ ﾏｲ 北足立郡 ﾌｸｲ ﾙﾐ 加須 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 秩父郡

秩父郡
飯田　梨佳(2) 伊奈小針 島田　双葉(2) 騎西 駒井　美紅(3) 皆野

伊奈小針 加須騎西 皆野

ｲｲﾀﾞ ﾘﾝｶ 北足立郡 ｼﾏﾀﾞ ﾌﾀﾊﾞ 加須 ｺﾏｲ ﾐｸ

矢吹奈々美(3) 草加 岡田　恭佳(3) 蓮田平野 竹内　汐那(3) さい木崎
ﾔﾂｸﾞ ﾅﾅﾐ 草加 ｵｶﾀﾞ ｷｮｳｶ 蓮田 ﾀｹｳﾁ ｼｲﾅ さいたま
遠田みさき(3) 草加 笠原あずさ(3) 蓮田平野 鎌田　七海(3) さい木崎
ﾄｳﾀﾞ ﾐｻｷ 草加 ｶｻﾊﾗ ｱｽﾞｻ 蓮田 ｶﾏﾀ ﾅﾅﾐ さいたま
板津　　詩(3) 草加 矢島　亜美(3) 蓮田平野 大島　璃子(3) さい木崎
ｲﾀﾂ ｳﾀ 草加 ﾔｼﾞﾏ ｱﾐ 蓮田 ｵｵｼﾏ ｱｷｺ さいたま

さいたま
田村　佳与(3) 草加 斎藤　結衣(2) 蓮田平野 井手　柚希(2) さい木崎

草加 蓮田平野 さいたま木崎

ﾀﾑﾗ ｶﾖ 草加 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 蓮田 ｲﾃﾞ ﾕｽﾞｷ

岡田　美哉(3) 新座五 中原　　響(3) 富士見台 外山ひかり(3) 吉見
ｵｶﾀﾞ ﾐﾔ 新座 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 富士見 ﾄﾔﾏ ﾋｶﾘ 比企郡
所　　佑香(3) 新座五 山崎　愛結(3) 富士見台 関根　光優(2) 吉見
ﾄｺﾛ ﾕｳｶ 新座 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾕ 富士見 ｾｷﾈ ﾐﾕ 比企郡
岩田　芽生(3) 新座五 木原　結衣(3) 富士見台 吉橋沙江子(3) 吉見
ｲﾜﾀ ﾒｲ 新座 ｷﾊﾗ ﾕｲ 富士見 ﾖｼﾊｼ ｻｴｺ 比企郡
鷹取莉菜子(3) 新座五 伊東実佑菜(2) 富士見台 久保村莉帆(3) 吉見
ﾀｶﾄﾘ ﾘﾅｺ 新座 ｲﾄｳ ﾐﾕﾅ 富士見 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾘﾎ 比企郡

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：森下　和哉

6月13日 16:40 予　選

6月14日 16:55 決　勝

新座五 富士見台 吉見



3組
1着 7ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 8ﾚｰﾝ

49.69 51.43 51.44
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 92 1 633 1 318

2 94 2 626 2 303

3 95 3 1625 3 317

4 91 4 1626 4 302

4着 5ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
52.05 52.57 52.63

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 13 1 523 1 655

2 14 2 536 2 651

3 15 3 533 3 652

4 16 4 522 4 650

7着 4ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
53.18 53.63

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 571 1 2082

2 573 2 2083

3 574 3 2084

4 563 4 2088

4組
1着 7ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 5ﾚｰﾝ

50.83 51.02 52.10
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1023 1 831 1 606

2 28 2 826 2 603

3 1025 3 822 3 602

4 22 4 824 4 607

4着 9ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
53.13 53.81 53.89

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 810 1 765 1 784

2 805 2 764 2 781

3 811 3 767 3 786

4 809 4 769 4 785

7着 3ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
55.10 55.68

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 326 1 961

2 321 2 964

3 327 3 971

4 323 4 972浅見　朱里(3) 秩父第一 井上奈津実(3) 幸手西

武田美乃里(2) 秩父第一 吉見　　舞(1) 幸手西
ｱｻﾞﾐ ｼﾞｭﾘ 秩父 ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾐ 幸手

福嶋　春加(3) 秩父第一 豊嶋　唯花(2) 幸手西
ﾀｹﾀﾞ ﾐﾉﾘ 秩父 ﾖｼﾐ ﾏｲ 幸手

澤田　紬(3) 秩父第一 濵　　里枝(1) 幸手西
ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｶ 秩父 ﾄﾖｼﾏ ﾕｲｶ 幸手

秩父第一 幸手西

ｻﾜﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 秩父 ﾊﾏ ﾘｴ 幸手

及川　愛梨(2) 久喜 野澤  美紀(3) 和光三 山田　るな(2) 桶川
ｵｲｶﾜ ｱｲﾘ 久喜 ﾉｻﾞﾜ ﾐｷ 和光 ﾔﾏﾀﾞ　ﾙﾅ 桶川
菊池　祐里(3) 久喜 田仲  真衣(2) 和光三 田中　佑奈(3) 桶川
ｷｸﾁ ﾕﾘ 久喜 ﾀﾅｶ ﾏｲ 和光 ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 桶川
大熊　彩花(3) 久喜 西村  侑夏(2) 和光三 高橋　未空(2) 桶川
ｵｵｸﾏ ｻﾔｶ 久喜 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ 和光 ﾀｶﾊｼ　ﾐｸ 桶川

桶川
新井　愛生(2) 久喜 加藤ゆらら(2) 和光三 本田　鈴音(3) 桶川

久喜 和光三 桶川

ｱﾗｲ ﾏﾅ 久喜 ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 和光 ﾎﾝﾀﾞ　ｽｽﾞﾈ

伊藤知佳子(3) 川口南 関根　　萌(3) 北本 松下ちひろ(3) 蕨第一
ｲﾄｳ ﾁｶｺ 川口 ｾｷﾈ ﾓｴ 北本 ﾏﾂｼﾀ ﾁﾋﾛ 蕨
山田　周永(3) 川口南 新井　美鈴(2) 北本 渡辺紗也可(2) 蕨第一
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｴｲ 川口 ｱﾗｲ ﾐｽｽﾞ 北本 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ 蕨
関根　光紗(3) 川口南 加藤　友子(3) 北本 溝口　女華(3) 蕨第一
ｾｷﾈ ｱﾘｻ 川口 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 北本 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾞｮﾊﾅ 蕨

蕨
関　　安里(3) 川口南 橋本　珠杏(3) 北本 小池　彩莉(3) 蕨第一

蕨第一

ｾｷ ｱﾝﾘ 川口 ﾊｼﾓﾄ ﾐｱ 北本 ｺｲｹ ｱﾔﾘ

松原菜々子(3) 上尾大石 三島　仁子(3) 白岡南

川口南 北本

上原　　舞(2) 上尾大石 永沼　愛実(3) 白岡南
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾅｺ 上尾 ﾐｼﾏ ﾆｺ 南埼玉郡

大塚　胡桃(3) 上尾大石 平田　伊織(3) 白岡南
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 上尾 ﾅｶﾞﾇﾏ ｱﾐ 南埼玉郡

塚野あいり(3) 上尾大石 土橋　歩美(2) 白岡南
ｵｵﾂｶ ｸﾙﾐ 上尾 ﾋﾗﾀ ｲｵﾘ 南埼玉郡

上尾大石 白岡南

ﾂｶﾉ ｱｲﾘ 上尾 ﾄﾞﾊﾞｼ ｱﾕﾐ 南埼玉郡

藤田　美羽(2) さい内谷 秋吉なつみ(2) 深谷幡羅 水谷　彩芽(2) 入間藤沢
ﾌｼﾞﾀ ﾐｳ さいたま ｱｷﾖｼ ﾅﾂﾐ 深谷 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾒ 入間
竹内　桃菜(2) さい内谷 伊東　優里(3) 深谷幡羅 坂本　真希(3) 入間藤沢
ﾀｹｳﾁ ﾓﾓﾅ さいたま ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 深谷 ｻｶﾓﾄ ﾏｷ 入間
平田　瑞穂(3) さい内谷 若尾　麻衣(2) 深谷幡羅 町田　未来(3) 入間藤沢
ﾋﾗﾀ ﾐｽﾞﾎ さいたま ﾜｶｵ ﾏｲ 深谷 ﾏﾁﾀﾞ ﾐｸ 入間

入間
船見　優奈(3) さい内谷 秋山　紗希(3) 深谷幡羅 柳本　愛華(2) 入間藤沢

さいたま内谷 深谷幡羅 入間藤沢

ﾌﾅﾐ ﾕｳﾅ さいたま ｱｷﾔﾏ ｻｷ 深谷 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｱｲｶ

林　　美月(3) 熊谷富士見 遠山　めぐ(2) 越谷富士 高橋　日和(2) 所沢小手指
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ 熊谷 ﾄｵﾔﾏ ﾒｸﾞ 越谷 ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 所沢
瀧澤　瑞季(3) 熊谷富士見 大野　綾香(3) 越谷富士 小方　優乃(3) 所沢小手指
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 熊谷 ｵｵﾉ ｱﾔｶ 越谷 ｵｶﾞﾀ ｳﾉ 所沢
中山　愛里(2) 熊谷富士見 横地　里紗(3) 越谷富士 大城　奈穂(3) 所沢小手指
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 熊谷 ﾖｺﾁ ﾘｻ 越谷 ｵｵｼﾛ ﾅﾎ 所沢

所沢
島村　愛花(3) 熊谷富士見 西村　夏帆(3) 越谷富士 福田　純菜(3) 所沢小手指

熊谷富士見 越谷富士 所沢小手指

ｼﾏﾑﾗ ﾏﾅｶ 熊谷 ﾆｼﾑﾗ ｶﾎ 越谷 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾅ



5組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 7ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ

51.43 51.57 52.82
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2 1 466 1 1027

2 1 2 461 2 33

3 6 3 468 3 1028

4 3 4 470 4 29

4着 5ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
53.32 53.61 54.19

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 392 1 151 1 957

2 383 2 150 2 942

3 391 3 145 3 956

4 382 4 148 4 955

7着 2ﾚｰﾝ 8着 8ﾚｰﾝ
54.32 54.56

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 369 1 210

2 371 2 203

3 372 3 206

4 373 4 211

6組
1着 4ﾚｰﾝ 2着 7ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ

51.64 52.22 52.62 D
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 638 1 1258 1 2050

2 627 2 1254 2 2047

3 621 3 1257 3 2048

4 640 4 1259 4 2043

3着 6ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
52.62 D 53.10 53.35

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 19 1 508 1 2003

2 20 2 501 2 2004

3 41 3 510 3 2011

4 42 4 503 4 2010

7着 2ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
53.61 54.58

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 911 1 223

2 903 2 221

3 908 3 230

4 906 4 226松澤　玲奈(3) 三郷栄 鳥塚　美羽(2) 寄居城南

塚本　聖海(3) 三郷栄 池野　　恋(3) 寄居城南
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｲﾅ 三郷 ﾄﾘﾂﾞｶﾐｳ 大里郡

加藤　友彩(3) 三郷栄 吉田　詩央(1) 寄居城南
ﾂｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 三郷 ｲｹﾉﾚﾝ 大里郡

永野　仁那(3) 三郷栄 村田　奈央(3) 寄居城南
ｶﾄｳ ﾕｲ 三郷 ﾖｼﾀﾞｼｵ 大里郡

三郷栄 寄居城南

ﾅｶﾞﾉ ﾆｲﾅ 三郷 ﾑﾗﾀﾅｵ 大里郡

小貫　千夏(2) さい南浦和 島尻日菜子(3) 羽生西 宍戸　永実(3) 日高高麗川
ｵﾇｷ ﾁﾅﾂ さいたま ｼﾏｼﾞﾘ ﾋﾅｺ 羽生 ｼｼﾄﾞ ｴｲﾐ 日高
山崎　咲香(3) さい南浦和 岩間　星奈(1) 羽生西 新井美沙紀(3) 日高高麗川
ﾔﾏｻﾞｷ ｻｷｶ さいたま ｲﾜﾏ ｾｲﾅ 羽生 ｱﾗｲ ﾐｻｷ 日高
若林　里実(3) さい南浦和 森田　千明(1) 羽生西 大野　花奈(3) 日高高麗川
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾐ さいたま ﾓﾘﾀ ﾁｱｷ 羽生 ｵｵﾉ ｶﾅ 日高

日高
長谷川つぐみ(3) さい南浦和 大久保智茄(3) 羽生西 大島　桃子(3) 日高高麗川

さいたま南浦和 羽生西 日高高麗川

ﾊｾｶﾞﾜ ﾂｸﾞﾐ さいたま ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓｶ 羽生 ｵｵｼﾏ ﾓﾓｺ

福本ナオミ(2) 越谷中央 宇和野陽月(2) 北川辺 田中　美海(3) 吉川南
ﾌｸﾓﾄ ﾅｵﾐ 越谷 ｳﾜﾉ ﾋﾂﾞｷ 加須 ﾀﾅｶ ﾐｳ 吉川
髙橋　　紗(1) 越谷中央 池田　琴乃(3) 北川辺 小松﨑　穂(3) 吉川南
ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞ 越谷 ｲｹﾀﾞ ｺﾄﾉ 加須 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾎﾉｶ 吉川
白坂　桃花(2) 越谷中央 松嶋　絵里(3) 北川辺 小中恵利香(3) 吉川南
ｼﾗｻｶ ﾓﾓｶ 越谷 ﾏﾂｼﾏ ｴﾘ 加須 ｺﾅｶ ｴﾘｶ 吉川

吉川
那須　穂花(3) 越谷中央 井田優梨奈(2) 北川辺 岡田　梨緒(3) 吉川南

吉川南

ﾅｽ ﾎﾉｶ 越谷 ｲﾀﾞ ﾕﾘﾅ 加須 ｵｶﾀﾞ ﾘｵ

木口　香柚(2) 狭山山王 井上　紀和(3) 美里

越谷中央 加須北川辺

星野　愛那(3) 狭山山王 三森　瑠奈(3) 美里
ｷｸﾞﾁ ｶｵ 狭山 ｲﾉｳｴ　ｷﾜ 児玉郡

荒井　香凜(3) 狭山山王 赤塚　彩菜　(3) 美里
ﾎｼﾉ ｱｲﾅ 狭山 ﾐﾂﾓﾘ　ﾙﾅ 児玉郡

福原　里菜(3) 狭山山王 浅見　真由(3) 美里
ｱﾗｲ ｶﾘﾝ 狭山 ｱｶﾂｶ　ｱﾔﾅ 児玉郡

狭山山王 美里

ﾌｸﾊﾗ ﾘﾅ 狭山 ｱｻﾐ　ﾏﾕ 児玉郡

新井　美帆　(2) 東松山東 三辻　あみ(2) 三芳東 市村由莉椰(3) 坂戸桜
ｱﾗｲ ﾐﾎ 東松山 ﾐﾂｼﾞ ｱﾐ 入間郡 ｲﾁﾑﾗ ﾕﾘﾔ 坂戸
吉崎　まみ　(3) 東松山東 越智　彩水(2) 三芳東 横田　　萌(3) 坂戸桜
ﾖｼｻﾞｷ ﾏﾐ 東松山 ｵﾁ ｱﾔﾐ 入間郡 ﾖｺﾀ ﾓｴ 坂戸
浅倉　美穂　(3) 東松山東 鈴木　千香(3) 三芳東 竹之下由妃(2) 坂戸桜
ｱｻｸﾗ ﾐﾎ 東松山 ｽｽﾞｷ ﾁｶ 入間郡 ﾀｹﾉｼﾀ ﾕｷ 坂戸

坂戸
進藤菜央乃(3) 東松山東 竹内　彩乃(2) 三芳東 藤本　紗弥(2) 坂戸桜

東松山東 三芳東 坂戸桜

ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾉ 東松山 ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾉ 入間郡 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾔ

鈴木　優佳(2) 埼玉栄 荘司　朱音(3) 鴻巣吹上 国分　美柚(3) 川口幸並
ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ さいたま ｼｮｳｼﾞ ｱｶﾈ 鴻巣 ｺｸﾌﾞﾝ ﾐﾕ 川口
松島　采音(1) 埼玉栄 五味　優花(2) 鴻巣吹上 川崎　　空(2) 川口幸並
ﾏﾂｼﾏ ｱﾔﾈ さいたま ｺﾞﾐ ﾕｳｶ 鴻巣 ｶﾜｻｷ ｿﾗ 川口
池田　梨乃(3) 埼玉栄 坂口　未優(3) 鴻巣吹上 梅宮　　梓(3) 川口幸並
ｲｹﾀﾞ ﾘﾉ さいたま ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾕ 鴻巣 ｳﾒﾐﾔ ｱｽﾞｻ 川口

川口
前場　菜桜(3) 埼玉栄 中嶋　花菜(3) 鴻巣吹上 谷口　夏海(2) 川口幸並

川口幸並

ﾏｴﾊﾞ ﾅｵ さいたま ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾅ 鴻巣 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ

埼玉栄 鴻巣吹上



7組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 3ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ

51.04 51.54 51.77
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1622 1 867 1 699

2 1621 2 868 2 683

3 622 3 871 3 698

4 624 4 866 4 689

4着 5ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
52.29 52.32 53.07

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 281 1 445 1 422

2 282 2 442 2 423

3 283 3 444 3 426

4 284 4 441 4 424

7着 8ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
53.21 55.75

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 662 1 846

2 668 2 849

3 663 3 843

4 667 4 851

決　勝　

1着 5ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ
49.80 49.99 50.53

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 92 1 695 1 743

2 94 2 685 2 741

3 95 3 682 3 742

4 91 4 688 4 744

4着 8ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 1ﾚｰﾝ
50.63 50.99 51.18

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 831 1 1622 1 2

2 826 2 1621 2 1

3 822 3 622 3 6

4 824 4 624 4 3

7着 2ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
51.70 51.75 DQ,R3

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 633 1 34 1 1023

2 626 2 1021 2 28

3 1625 3 27 3 1025

4 1626 4 1022 4 22遠山　めぐ(2) 越谷富士 石川　佳乃(3) 川口上青木 伊藤知佳子(3) 川口南
ﾄｵﾔﾏ ﾒｸﾞ 越谷 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾉ 川口 ｲﾄｳ ﾁｶｺ 川口

大野　綾香(3) 越谷富士 沖藤亜寿美(3) 川口上青木 山田　周永(3) 川口南
ｵｵﾉ ｱﾔｶ 越谷 ｵｷﾄｳ ｱｽﾐ 川口 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｴｲ 川口

横地　里紗(3) 越谷富士 清水　美里(3) 川口上青木 関根　光紗(3) 川口南
ﾖｺﾁ ﾘｻ 越谷 ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 川口 ｾｷﾈ ｱﾘｻ 川口

川口

西村　夏帆(3) 越谷富士 鈴木　美奈(2) 川口上青木 関　　安里(3) 川口南

越谷富士 川口上青木 川口南

ﾆｼﾑﾗ ｶﾎ 越谷 ｽｽﾞｷ ﾐﾅ 川口 ｾｷ ｱﾝﾘ

関根　　萌(3) 北本 中嶋　彩花(3) 越谷栄進 鈴木　優佳(2) 埼玉栄
ｾｷﾈ ﾓｴ 北本 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 越谷 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ さいたま

新井　美鈴(2) 北本 平野　佑衣(1) 越谷栄進 松島　采音(1) 埼玉栄
ｱﾗｲ ﾐｽｽﾞ 北本 ﾋﾗﾉ ﾕｲ 越谷 ﾏﾂｼﾏ ｱﾔﾈ さいたま

加藤　友子(3) 北本 鎗　　周奈(2) 越谷栄進 池田　梨乃(3) 埼玉栄
ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 北本 ﾔﾘ ｼｭｳﾅ 越谷 ｲｹﾀﾞ ﾘﾉ さいたま

さいたま

橋本　珠杏(3) 北本 千葉　春香(3) 越谷栄進 前場　菜桜(3) 埼玉栄

北本 越谷栄進 埼玉栄

ﾊｼﾓﾄ ﾐｱ 北本 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｶ 越谷 ﾏｴﾊﾞ ﾅｵ

林　　美月(3) 熊谷富士見 大場真理七(3) 朝霞二 岡田　美哉(3) 新座五
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ 熊谷 ｵｵﾊﾞ ﾏﾘﾅ 朝霞 ｵｶﾀﾞ ﾐﾔ 新座

瀧澤　瑞季(3) 熊谷富士見 大橋　愛可(2) 朝霞二 所　　佑香(3) 新座五
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 熊谷 ｵｵﾊｼ ﾏﾅｶ 朝霞 ﾄｺﾛ ﾕｳｶ 新座

中山　愛理(2) 熊谷富士見 上野　海里(3) 朝霞二 岩田　芽生(3) 新座五
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 熊谷 ｳｴﾉ ｶｲﾘ 朝霞 ｲﾜﾀ ﾒｲ 新座

新座

島村　愛花(3) 熊谷富士見 内田　歩美(3) 朝霞二 鷹取莉菜子(3) 新座五

熊谷富士見 朝霞二 新座五

ｼﾏﾑﾗ ﾏﾅｶ 熊谷 ｳﾁﾀﾞ ｱﾕﾐ 朝霞 ﾀｶﾄﾘ ﾘﾅｺ

小河　　恵(3) 戸田 高木　愛里(3) 八潮

箱山　奈央(3) 戸田 宮川　晴香(3) 八潮
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 戸田 ﾀｶｷﾞ ｱｲﾘ 八潮

白鳥　　萌(2) 戸田 照井　愛美(3) 八潮
ﾊｺﾔﾏ ﾅｵ 戸田 ﾐﾔｶﾜ ﾊﾙｶ 八潮

廣瀬　陽子(2) 戸田 阿左見百花(3) 八潮
ｼﾗﾄﾘ ﾓｴ 戸田 ﾃﾙｲ ﾏﾅﾐ 八潮

戸田 八潮

ﾋﾛｾ ﾖｳｺ 戸田 ｱｻﾐ ﾓﾓｶ 八潮

佐藤なずな(2) 杉戸 羽田美佐紀(3) 春日部飯沼 福島　未久(3) 本庄南
ｻﾄｳ ﾅｽﾞﾅ 北葛飾郡 ﾊﾈﾀﾞ ﾐｻｷ 春日部 ﾌｸｼﾏ　ﾐｸ 本庄
柿沼　陽美(3) 杉戸 遠藤　有紗(2) 春日部飯沼 日原　友香(3) 本庄南
ｶｷﾇﾏ ｱｻﾐ 北葛飾郡 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾘｻ 春日部 ﾋﾊﾗ　ﾕｶ 本庄
三橋　真奈(3) 杉戸 若月　優実(2) 春日部飯沼 杉山　　澪(3) 本庄南
ﾐﾂﾊｼ ﾏﾅ 北葛飾郡 ﾜｶﾂｷ ﾕｳﾐ 春日部 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾚｲ 本庄

本庄
野原　亜矢(3) 杉戸 橋本　佳奈(1) 春日部飯沼 ｳｸﾞｳｪﾙ ﾐｼｪﾙ(2) 本庄南

杉戸 春日部飯沼 本庄南

ﾉﾊﾗ ｱﾔ 北葛飾郡 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 春日部 ｳｸﾞｳｪﾙ ﾐｼｪﾙ

中嶋　彩花(3) 越谷栄進 猪狩　優茉(3) ふじみ野大井 橋本有希乃(3) 朝霞一
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 越谷 ｲｶﾞﾘ ﾕﾏ ふじみ野 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾉ 朝霞
平野　佑衣(1) 越谷栄進 髙田さくら(2) ふじみ野大井 堀口　珠佑(3) 朝霞一
ﾋﾗﾉ ﾕｲ 越谷 ﾀｶﾀﾞ ｻｸﾗ ふじみ野 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾐﾕ 朝霞
鎗　　周奈(2) 越谷栄進 谷川奈々恵(2) ふじみ野大井 隈部　日菜(2) 朝霞一
ﾔﾘ ｼｭｳﾅ 越谷 ﾀﾆｶﾜ ﾅﾅｴ ふじみ野 ｸﾏﾍﾞ ﾋﾅ 朝霞

朝霞
千葉　春香(3) 越谷栄進 溝辺　由香(3) ふじみ野大井 岩井　博美(2) 朝霞一

朝霞一

ﾁﾊﾞ ﾊﾙｶ 越谷 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾕｶ ふじみ野 ｲﾜｲ ﾋﾛﾐ

越谷栄進 ふじみ野大井
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決　勝　

ﾑﾗﾕﾏ ﾃｨﾅ 狭山 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 53 367 村山ティナ(3) 狭山狭山台 × × × 1m60
ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 富士見 ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ × × ×

2 36 888 高木　縁里(3) 富士見台 1m57
ｺｲｹ ﾒﾊﾞｴ 朝霞 － － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 31 690 小池　芽生(3) 朝霞二 1m57
ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾐ 加須 － ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 5 1253 小林　瑠美(3) 北川辺 1m57
ｼﾓｸﾆ ﾕｶ 川口 × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × × ×

5 21 24 下國　由華(3) 川口芝 1m54
ﾓﾘﾀ ﾁﾋﾛ 朝霞 ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

6 12 691 森田　千紘(2) 朝霞二 1m51
ｵﾉｾ ﾓﾓｶ さいたま － － ○ × ○ ○ × × ×

6 42 541 小野瀬桃華(3) さい大宮西 1m51
ﾏｻｷ ﾅｵ さいたま × ○ × ○ ○ ○ ○ × × ×

8 26 420 馬﨑　菜央(3) さい大原 1m51
ｷﾑﾗ ﾏﾘﾅ さいたま ○ ○ ○ ○ × × ×

9 17 543 木村麻莉菜(2) さい日進 1m48
ｳｴｻﾞﾄ ﾐﾕｳ 南埼玉郡 ○ ○ ○ × ○ × × ×

10 40 270 上里　美結(2) 宮代百間 1m48
ﾔﾏﾀﾞ　ﾙﾅ 桶川 ○ ○ × ○ × ○ × × ×

11 47 785 山田　るな(2) 桶川 1m48
ｱﾝﾍﾞ ﾐｻｷ 羽生 ○ × ○ × ○ × × ○ × × ×

12 58 506 安部　光咲(2) 羽生西 1m48
ｲﾀﾞ ﾕﾘﾅ 加須 ○ ○ ○ × × ×

13 18 1258 井田優梨奈(2) 北川辺 1m45
ｱﾋﾞｺ ﾚｲﾅ さいたま ○ ○ ○ × × ×

13 38 544 安彦　玲那(3) さい日進 1m45
ｵﾇｷ ﾁﾅﾂ さいたま － × × ○ × ○ × × ×

15 39 42 小貫　千夏(2) さい南浦和 1m45
ｺﾃﾗ ﾊﾕｷ 蓮田 ○ × ○ × × ○ × × ×

16 28 932 小寺　初幸(3) 蓮田南 1m45
ﾔﾏｻｷ ﾏﾕ さいたま － ○ × × ×

17 29 542 山﨑　麻由(3) さい大原 1m40
ｶﾜﾀﾞ ｱｲﾘ 川越 ○ ○ × × ×

17 49 1065 川田　愛里(3) 川越城南 1m40
ﾖｺﾀ ﾏﾎｺ 草加 × ○ ○ × × ×

19 48 586 横田茉誉子(2) 草加谷塚 1m40
ﾎﾘｸﾞﾁ ｻｷ 日高 × ○ ○ × × ×

19 55 2006 堀口　紗希(3) 日高高麗川 1m40
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ ふじみ野 × × ○ ○ × × ×

21 20 864 渡辺　真由(2) ふじみ野花の木 1m40
ｵｵﾊﾀ ﾅﾅﾐ 比企郡 × × ○ ○ × × ×

21 24 168 大畑菜々美(3) 川島 1m40
ﾔｽｶﾜ ｶﾘﾝ 越谷 × ○ × ○ × × ×

23 6 634 安川　可倫(3) 越谷東 1m40
ﾁﾊﾞ ﾐｵﾝ さいたま × ○ × ○ × × ×

23 35 546 千葉　美音(3) さい木崎 1m40
ﾄｸﾀﾞ ｷｴ 入間郡 ○ × × ○ × × ×

25 59 146 徳田　稀恵(2) 毛呂山川角 1m40
ﾓﾃﾞｷ ｲｸﾐ 上尾 ○ × × ×

26 3 568 茂出木郁美(2) 上尾東 1m35
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾅ 鴻巣 ○ × × ×

26 4 466 中嶋　花菜(3) 鴻巣吹上 1m35
ﾏｴﾀﾞ ﾓｴ 坂戸 ○ × × ×

26 9 952 前田　萌愛(3) 坂戸住吉 1m35

ｺﾒﾝﾄ
1m63

1m35 1m40 1m48 1m51 1m54 1m57 1m60
記録

審 判 長：池田　金作
記録主任：森下　和哉

6月13日 09:30 予　選
6月13日 09:30 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m45



決　勝　

ｺﾒﾝﾄ
1m63

1m35 1m40 1m48 1m51 1m54 1m57 1m60
記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m45

ｸｻｶﾍﾞ ｱｷﾅ 川口 ○ × × ×

26 23 25 日下部明奈(3) 川口戸塚 1m35
ﾖｳﾀﾞ ﾕｶﾉ 深谷 ○ × × ×

26 33 534 養田　夢叶(2) 深谷幡羅 1m35
ﾎｻｶ ﾐﾉﾘ 飯能 ○ × × ×

26 37 348 保坂みのり(2) 飯能加治 1m35
ｶﾄｳ ﾀｷ 三郷 ○ × × ×

26 43 907 加藤　多希(3) 三郷北 1m35
ﾃﾗﾓﾄ ｱｶﾘ さいたま × ○ × × ×

33 8 545 寺本明香里(3) さい原山 1m35
ｸﾗﾅﾘ ｼﾞｭﾘ 新座 × ○ × × ×

33 34 754 倉成　樹里(2) 新座二 1m35
ﾅﾂﾒ ﾋｶﾘ 朝霞 × × ○ × × ×

35 1 692 夏目ひかり(2) 朝霞二 1m35
ｷﾑﾗ ﾕﾒ 北足立郡 × × ○ × × ×

35 27 131 木村　　夢(2) 伊奈小針 1m35
ﾔﾏｳﾗ ﾕｽﾞﾐ 吉川 × × ○ × × ×

35 50 2052 山浦　優純(3) 吉川中央 1m35
ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 秩父郡 × × ×

2 189 武田　　遥(3) 長瀞 NM
ｶﾅｲ ｱﾔｶ 加須 × × ×

7 495 金井　彩香(2) 加須平成 NM
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾅ 北本 ／

10 828 山崎　真菜(2) 北本 NM
ｳﾒﾂ ｶﾅ 入間 × × ×

11 645 梅津　華菜(3) 入間上藤沢 NM
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾎ 鶴ヶ島 × × ×

13 986 藤原　海帆(3) 鶴ヶ島西 NM
ﾌｾ ﾕｲ 八潮 × × ×

14 847 布施　唯依(1) 八潮八幡 NM
ﾋﾛﾀ ｶﾘﾝ 熊谷 × × ×

15 84 廣田　花林(2) 熊谷東 NM
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵ 所沢 × × ×

16 309 上嶋　美緒(3) 所沢北野 NM
ｲｼｶﾜ ｶﾅﾊ 行田 × × ×

19 105 石川加奈巴(2) 行田長野 NM
ﾖｼﾀﾞｻｷ 大里郡 × × ×

22 227 吉田　咲葵(1) 寄居男衾 NM
ｵｵｻﾄ ﾅﾅｺ 狭山 × × ×

25 365 大里菜々子(3) 狭山中央 NM
ｲｼｲ ｱﾐ 東松山 × × ×

30 389 石井　亜実(3) 東松山南 NM
ﾔﾏﾀﾞﾔ ｳｻｷﾞ 所沢 × × ×

32 308 山田谷優咲(3) 所沢向陽 NM
ｲﾜｶﾞﾐ ﾋﾅｺ 春日部 × × ×

41 455 岩上　雛子(3) 春日部谷原 NM
ｵｵｻﾜ ﾕｲ 久喜 × × ×

44 807 大沢　祐衣(3) 菖蒲 NM
ﾐﾂﾓﾘ　ﾙﾅ 児玉郡 × × ×

45 206 三森　瑠奈(3) 美里 NM
ﾈﾓﾄ ｱﾔｶ 深谷 × × ×

46 531 根本　彩香(2) 深谷幡羅 NM
ﾊﾗｼﾏ ｱﾔﾉ 秩父 × × ×

51 330 原島　彩乃(3) 秩父第二 NM
ﾃｲ ﾁｽﾞ 戸田 × × ×

52 665 鄭　　智壽(2) 戸田 NM
ｳﾁﾀﾞ　ﾐｶ × × ×

54 298 内田　実花(3) 杉戸 NM
ﾌｸｼﾏ　ｻｷ 本庄 × × ×

56 427 福島　早紀(3) 本庄南 NM
ｳｴｼﾏ ｻﾘ 北本 × × ×

57 829 上島　彩莉(1) 北本東 NM



中学女子棒高跳

埼玉県中学校記録(SJ)    3m51      角田ルアニイ(久　喜・栗橋東)          2013

大会記録(GR)            3m51      角田ルアニイ(久　喜・栗橋東)          2013

決　勝　

ﾊｼﾓﾄ ｽﾅｵ 吉川 － － － － － ○ － ○

1 25 2053 橋本　　直(3) 吉川東 － － ○ ○ ○ × × × 3m52 SJ,GR
ﾄｳﾀﾞ ﾐｻｷ 草加 － － － × ○ ○ ○ ○ ○

2 16 588 遠田みさき(3) 草加 × ○ × × × 3m10
ﾂｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 三郷 － ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

3 11 908 塚本　聖海(3) 三郷栄 × × × 3m00
ｷﾖﾐﾔ ﾉﾉｶ さいたま － － ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

4 23 9 清宮野乃花(3) さい大谷場 2m90
ｲｲﾀﾞ ﾏﾕｺ 加須 － － × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ×

5 19 490 飯田真優子(2) 加須平成 2m90
ｽｷﾞｲ ﾘﾎ 久喜 － － ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

6 21 814 杉井　里帆(2) 栗橋東 2m90
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾅﾎ さいたま － － － ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

7 17 560 山口美奈保(2) さい片柳 2m90
ｱﾍﾞ ｺﾉﾐ さいたま － － ○ ○ ○ ○ × × ×

8 18 1001 阿部このみ(2) さい片柳 2m80
ｶﾜﾉ ﾓﾓｺ 草加 － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

9 10 587 河野　桃子(2) 草加 2m80
ｵｵﾀｷ ﾊﾙｶ さいたま － ○ ○ ○ ○ × × ×

10 15 1002 大瀧　春香(3) さい木崎 2m70
ｳｴﾑﾗ ｱｶﾈ 幸手 － ○ ○ ○ ○ × × ×

10 22 970 植村　　茜(3) 幸手東 2m70
ｲｼｼﾞﾏ ﾕｲ 加須 × ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

12 20 484 石島　結衣(3) 加須昭和 2m70
ｶﾄｳ ﾕｲ 三郷 － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

13 8 903 加藤　友彩(3) 三郷栄 2m70
ﾔｷﾞｻﾜ ﾀﾏｷ 北葛飾郡 － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

13 13 293 八木澤珠希(2) 杉戸 2m70
ｲﾉｳｴ ﾕｲ さいたま － × × ○ ○ ○ × × ×

15 14 1003 井上　結衣(3) さい木崎 2m60
ｶﾜﾀ ﾙｲ さいたま ○ × ○ × ○ × × ○ × × ×

16 12 1004 川田　瑠衣(2) さい木崎 2m60
ﾌｧﾝ ﾐﾝ 三郷 ○ ○ × × ×

17 4 914 黄　  玟 (2) 三郷瑞穂 2m40
ｱﾗｲ ﾅﾅｺ さいたま ○ × × ○ × × ×

18 9 12 新井奈々子(3) さい大谷場 2m40
ﾊﾗ ﾅﾅｶ 三郷 ○ × × ×

19 5 909 原　なな香(2) 三郷瑞穂 2m20
ﾎｼﾉ ﾘﾅ さいたま ○ × × ×

19 7 1005 星野　里奈(2) さい木崎 2m20
ｱｲﾀﾞ ﾕｶ 八潮 × × ○ × × ×

21 1 848 会田　有花(3) 八潮八幡 2m20
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾎ さいたま × × ○ × × ×

21 6 1006 宮本　真帆(2) さい木崎 2m20
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅｺ 北葛飾郡 × × ×

2 294 渡辺日向子(3) 松伏 NM
ﾔﾊｷﾞ ﾘﾅ 越谷 × × ×

3 635 矢作　璃菜(2) 越谷千間台 NM
ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ さいたま ／

24 11 五十嵐晴夏(3) さい大谷場 DNS,NM
ﾜﾀﾞ ｻﾔｶ さいたま ／

26 559 和田沙也夏(3) さい片柳 DNS,NM

審 判 長：池田　金作

記録主任：森下　和哉

6月14日 10:30 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
3m10 3m15 3m20 3m40 3m52 3m61

2m70 2m80 2m90 3m002m20 2m40 2m50 2m60



中学女子走幅跳

日本中学記録(JH)        6m19      池田久美子(山　形・酒田三)            1995

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

大会記録(GR)            5m76      宇和野七海(加　須・加須西)            2010

予　選　通過記録 5m40

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾉｾ ﾓﾓｶ さいたま 5m25 5m12 × 5m25
1 1 541 小野瀬桃華(3) さい大宮西 0.0 -0.2 0.0 q

ﾄｺﾛ ﾕｳｶ 新座 5m17 5m24 4m84 5m24
2 25 742 所　　佑香(3) 新座五 +0.1 -1.2 +0.2 -1.2 q

ｲﾄｳ ﾁｶｺ 川口 5m06 5m16 5m03 5m16
3 2 22 伊藤知佳子(3) 川口南 +0.1 -0.3 -0.2 -0.3 q

ﾀﾒﾀ ｼﾞｭﾘ 新座 4m93 4m97 5m13 5m13
4 34 747 為田　樹里(3) 新座六 +1.3 -0.2 0.0 0.0 q

ｲｹﾀﾞ ｺﾄﾉ 加須 4m95 × 4m86 4m95
5 6 1257 池田　琴乃(3) 北川辺 -0.6 -1.0 -0.6

ｼﾏｼﾞﾘ ﾋﾅｺ 羽生 4m95 4m21 4m82 4m95
6 29 503 島尻日菜子(3) 羽生西 +1.0 -0.6 -1.8 +1.0

ﾊﾔｾ ﾁﾎ さいたま 4m83 4m81 4m90 4m90
7 30 58 早瀬　知穂(2) 埼玉大学教育学部附属 -0.3 -0.2 -2.3 -2.3

ﾐﾜ ﾚｲﾅ さいたま × 4m38 4m85 4m85
8 14 550 三輪　麗水(2) さい与野南 -1.7 +1.4 +1.4

ｺｼﾞﾏ ｻｷ 川越 4m74 4m66 4m44 4m74
9 27 1066 小島　早稀(3) 川越高階西 +1.5 0.0 -1.1 +1.5

ﾅｲﾄｳ ﾓﾓｶ 春日部 4m59 4m56 4m71 4m71
10 28 456 内藤　百花(3) 春日部武里 +0.4 -0.8 -0.9 -0.9

ﾄﾞﾊﾞｼ ｱﾕﾐ 南埼玉郡 × 4m69 4m60 4m69
11 8 2082 土橋　歩美(2) 白岡南 -0.6 +0.1 -0.6

ﾀｶﾉ ｻﾂｷ ふじみ野 4m60 × 4m37 4m60
12 23 865 高野　咲希(3) ふじみ野葦原 +0.3 -0.9 +0.3

ｺｲｹ ｱﾔﾘ 蕨 4m44 4m50 4m59 4m59
13 12 606 小池　彩莉(3) 蕨第一 +1.5 -1.9 -0.4 -0.4

ｱｼﾀﾞ ﾕﾘ 飯能 × 4m28 4m59 4m59
14 13 343 芦田　結理(3) 飯能加治 -1.4 -0.1 -0.1

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾓｴ 越谷 4m53 × × 4m53
15 10 636 柳川　　萌(3) 越谷富士 -0.1 -0.1

ﾀｹｲ ｼｵﾘ 熊谷 4m50 × 4m38 4m50
16 22 82 竹井　　栞(3) 熊谷東 0.0 -0.8 0.0

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻｺ ふじみ野 × 4m49 × 4m49
17 3 862 中村莉彩子(3) ふじみ野福岡 -1.8 -1.8

ｶｷﾓﾄ ﾄｼｺ 坂戸 × 4m48 × 4m48
18 9 953 柿本　季子(3) 坂戸 -0.8 -0.8

ﾋﾛｾ ｱﾝ さいたま 4m46 × 4m47 4m47
19 20 551 廣畝　　杏(2) さい本太 0.0 -0.5 -0.5

ｶﾄｳ ｱｵｲ 日高 4m45 4m41 × 4m45
20 11 2007 加藤　　葵(3) 日高高麗 +0.1 -1.9 +0.1

ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 新座 4m44 4m19 4m28 4m44
21 24 755 橋本　早紀(2) 新座 -0.5 +0.3 0.0 -0.5

ｶｸ ﾅﾅﾐ 戸田 4m14 4m42 × 4m42
22 16 666 賀来菜々実(2) 戸田新曽 +1.7 -0.8 -0.8

ｱﾗｲ ﾐﾅ 東松山 × 4m00 4m38 4m38
23 5 388 新井　美菜(3) 東松山松山 -1.2 -1.2 -1.2

ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 深谷 4m24 4m32 4m08 4m32
24 15 533 伊東　優里(3) 深谷幡羅 -0.1 -1.1 +0.6 -1.1

ﾀﾅｶ ﾖｳｺ 朝霞 × × 4m24 4m24
25 19 693 田中　陽子(2) 朝霞一 -2.8 -2.8

ﾄｸﾞﾁ ﾘﾘｱ 入間郡 4m02 × 4m22 4m22
26 4 147 戸口里々彩(3) 越生 -0.4 -1.5 -1.5

ｼﾏﾀﾞ ﾌﾀﾊﾞ 加須 4m20 4m21 × 4m21
27 35 1247 島田　双葉(2) 騎西 0.0 -0.8 -0.8

ﾖｼﾊｼ ｻｴｺ 比企郡 3m86 3m95 4m18 4m18
28 26 167 吉橋沙江子(3) 吉見 -0.1 -0.7 -0.8 -0.8

ｽｽﾞｷ ﾐﾅ 川口 × 4m18 × 4m18
29 17 34 鈴木　美奈(2) 川口上青木 -0.3 -0.3

ｸﾛｻﾜ　ﾐﾂﾞｷ 児玉郡 4m16 4m13 × 4m16
30 33 207 黒澤　美月(3) 上里 +0.4 -0.9 +0.4

ﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾕﾐ 吉川 × × 4m14 4m14
31 18 2054 出口　愛弓(3) 吉川中央 -1.3 -1.3

ﾊﾘｶﾞﾔ ﾕﾘ 北足立郡 4m12 4m10 3m83 4m12
32 21 124 針ヶ谷優里(3) 伊奈小針 0.0 0.0 -1.2 0.0

ﾇﾏｻﾜ ﾏｲ 加須 × 4m04 4m04 4m04
33 32 1260 沼澤　舞依(1) 大利根 +1.0 -0.2 -0.2

ｽｽﾞｷ ﾚｲﾅ 幸手 3m10 3m61 3m85 3m85
34 7 968 鈴木　莉奈(3) 幸手西 +0.4 -1.2 -1.5 -1.5

ｵｵﾊｼ ｱｲﾘ 北足立郡 × × －
31 133 大橋　会莉(2) 伊奈学園 NM

審 判 長：池田　金作

記録主任：森下　和哉

6月14日 09:30 予　選

6月14日 14:00 決　勝



2組
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ﾘｺ 川口 5m57 4m79 － 5m57
1 21 21 鈴木　莉琴(3) 川口西 +1.1 -1.2 +1.1 Q

ﾖｼﾉ　ﾅﾅ 桶川 5m45 － － 5m45
2 7 792 吉野　なな(3) 桶川西 +1.5 +1.5 Q

ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾘｻ 朝霞 × 5m26 5m37 5m37
3 3 684 藤川　有沙(2) 朝霞二 -1.0 +0.5 +0.5 q

ｳﾜﾉ ﾋﾂﾞｷ 加須 5m30 5m07 4m86 5m30
4 5 1259 宇和野陽月(2) 北川辺 -0.8 -1.3 -1.1 -0.8 q

ｳﾉ ｱｵｲ 所沢 5m26 5m12 5m11 5m26
5 20 310 宇野　蒼生(3) 所沢東 +0.1 -2.0 -1.2 +0.1 q

ﾔｼﾞﾏ ｱﾐ 蓮田 5m05 5m06 4m98 5m06
6 4 921 矢島　亜美(3) 蓮田平野 -1.1 -0.9 -0.2 -0.9 q

ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 熊谷 4m88 5m04 4m90 5m04
7 26 95 瀧澤　瑞季(3) 熊谷富士見 -0.2 0.0 -1.1 0.0 q

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾘ 草加 × × 4m97 4m97
8 8 589 渡辺　紀里(2) 草加新田 -1.5 -1.5 q

ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾁﾅ さいたま 4m93 4m95 4m84 4m95
9 29 547 山﨑　幸奈(3) さい大宮西 -1.0 -0.6 +0.1 -0.6

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ 久喜 4m84 4m82 4m87 4m87
10 2 806 渡辺 　愛(2) 栗橋東 -0.2 0.0 -0.7 -0.7

ｳﾒﾐﾔ ｱｽﾞｻ 川口 4m55 × 4m78 4m78
11 18 33 梅宮　　梓(3) 川口幸並 -0.5 -0.3 -0.3

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 草加 4m77 4m63 4m66 4m77
12 6 590 小林　侑加(2) 草加谷塚 -0.4 -0.9 -3.1 -0.4

ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 桶川 4m50 4m74 4m46 4m74
13 31 786 田中　佑奈(3) 桶川 +0.5 +1.0 -0.6 +1.0

ｶﾀｵｶ ｱﾔﾉ 狭山 × 4m70 4m70 4m70
14 33 366 片岡　彩乃(3) 狭山中央 -0.2 -2.9 -2.9

ﾄｻ ﾅﾂｷ さいたま 4m70 × × 4m70
15 10 549 土佐　菜月(3) さい本太 -0.4 -0.4

ﾋﾗﾀ ｲｵﾘ 南埼玉郡 4m62 4m69 4m50 4m69
16 13 2083 平田　伊織(3) 白岡南 +1.0 -2.4 0.0 -2.4

ｼﾐｽﾞ ﾘｶ さいたま 4m64 4m67 × 4m67
17 30 548 清水　理香(3) さい本太 +0.4 +0.4 +0.4

ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔｴ 上尾 4m64 4m43 4m52 4m64
18 34 569 長島　綾咲(3) 上尾東 0.0 -0.6 -1.3 0.0

ｻﾄｳ ﾐｷﾉ 北本 4m61 4m59 4m56 4m61
19 1 827 佐藤　樹乃(3) 北本宮内 -0.2 +1.2 +0.6 -0.2

ﾅｶﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 富士見 4m39 4m44 4m60 4m60
20 27 887 中原　　響(3) 富士見台 -0.2 -1.1 -0.3 -0.3

ﾅﾘﾀ ｱﾐ 南埼玉郡 4m24 4m57 4m30 4m57
21 19 265 成田　愛美(3) 宮代前原 +0.4 -1.0 -2.9 -1.0

ﾅｶﾑﾗ ｼｲﾅ 鶴ヶ島 4m17 4m39 4m54 4m54
22 9 987 中村　椎菜(3) 鶴ヶ島藤 -0.3 -0.9 -1.0 -1.0

ﾃﾙｲ ﾏﾅﾐ 八潮 4m05 4m20 4m54 4m54
23 12 849 照井　愛美(3) 八潮 -0.6 -1.0 -0.6 -0.6

ｼﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 所沢 4m51 4m40 4m25 4m51
24 32 311 篠原　朱璃(3) 所沢中央 +0.4 -1.7 -1.0 +0.4

ｵﾁｱｲ ｱﾔｶ 三郷 4m48 4m35 4m34 4m48
25 14 902 落合　彩伽(2) 三郷南 +0.2 -0.4 -0.6 +0.2

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 秩父郡 4m30 4m20 4m43 4m43
26 22 184 若林　伽奈(3) 皆野 -1.0 -0.3 -1.5 -1.5

ﾊﾔｼ ﾒｲ 北葛飾郡 4m33 4m33 4m42 4m42
27 11 286 林　　芽衣(2) 杉戸 0.0 -1.3 -0.5 -0.5

ｳｸﾞｳｪﾙ ﾐｼｪﾙ 本庄 4m14 4m34 4m25 4m34
28 25 422 ｳｸﾞｳｪﾙ ﾐｼｪﾙ(2) 本庄南 +0.1 -0.8 -1.6 -0.8

ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾅ 行田 × 4m32 4m09 4m32
29 23 110 内藤　佑奈(2) 行田西 +2.0 -1.5 +2.0

ｸｽﾐ ﾆﾁｶ 入間 × 4m29 4m18 4m29
30 24 648 楠見　日佳(2) 入間向原 -0.5 -1.9 -0.5

ﾄｳｼﾞｮｳﾊﾙﾅ 大里郡 × 4m09 4m18 4m18
31 28 228 東城　春菜(3) 寄居 -1.4 0.0 0.0

ﾌｶﾀ ﾋﾅﾉ 秩父 4m06 4m12 4m02 4m12
32 15 332 深田陽菜乃(2) 秩父影森 -0.2 -1.6 -0.8 -1.6

ﾔﾏﾀﾞ ﾓｶ さいたま 4m06 3m99 － 4m06
33 17 552 山田　萌華(3) さい慈恩寺 +0.3 -1.6 +0.3

ｺﾊﾞﾔｼ　ｱﾕﾐ 蓮田 3m66 3m91 3m97 3m97
34 35 931 小林亜由美(3) 蓮田 +0.1 -0.2 +1.6 +1.6

ｲｸﾞﾁ ｴﾐ 鴻巣 × × ×
16 464 井口　英美(3) 鴻巣赤見台 NM



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
ｵﾉｾ ﾓﾓｶ さいたま 5m09 × 5m32 5m32 6 5m48 5m34 5m13 5m48

1 5 541 小野瀬桃華(3) さい大宮西 +2.1 +1.4 +1.4 +0.4 +2.4 +0.8 +0.4
ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾘｻ 朝霞 5m00 5m30 5m20 5m30 5 5m30 5m45 5m24 5m45

2 11 684 藤川　有沙(2) 朝霞二 +0.1 +1.6 +0.5 +1.6 +1.9 +2.2 +1.5 +2.2
ｽｽﾞｷ ﾘｺ 川口 × 5m39 5m29 5m39 8 5m25 5m30 × 5m39

3 2 21 鈴木　莉琴(3) 川口西 +3.0 +2.3 +3.0 +1.7 +2.2 +3.0
ｳﾉ ｱｵｲ 所沢 5m34 5m20 × 5m34 7 × 4m94 × 5m34

4 1 310 宇野　蒼生(3) 所沢東 -0.4 +2.4 -0.4 +0.5 -0.4
ﾔｼﾞﾏ ｱﾐ 蓮田 5m05 5m26 4m99 5m26 4 5m22 5m20 5m14 5m26

5 3 921 矢島　亜美(3) 蓮田平野 +1.2 +2.1 -0.9 +2.1 +2.6 +2.5 +0.9 +2.1
ｳﾜﾉ ﾋﾂﾞｷ 加須 5m08 5m05 5m21 5m21 2 × 5m07 5m25 5m25

6 9 1259 宇和野陽月(2) 北川辺 +0.7 +1.9 +1.3 +1.3 +1.5 +0.7 +0.7
ﾖｼﾉ　ﾅﾅ 桶川 × × 5m23 5m23 3 × × 5m14 5m23

7 8 792 吉野　なな(3) 桶川西 +1.6 +1.6 +2.4 +1.6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾘ 草加 5m19 5m07 5m03 5m19 1 × 4m99 × 5m19

8 7 589 渡辺　紀里(2) 草加新田 +1.1 -0.2 +0.6 +1.1 +2.3 +1.1
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 熊谷 4m99 5m18 5m11 5m18 5m18

9 10 95 瀧澤　端季(3) 熊谷富士見 +1.4 +1.6 +0.9 +1.6 +1.6
ﾄｺﾛ ﾕｳｶ 新座 4m80 5m17 5m16 5m17 5m17

10 4 742 所　　佑香(3) 新座五 -0.8 +2.3 +2.4 +2.3 +2.3
ｲﾄｳ ﾁｶｺ 川口 5m09 5m08 5m16 5m16 5m16

11 12 22 伊藤知佳子(3) 川口南 +1.3 +0.9 +2.9 +2.9 +2.9
ﾀﾒﾀ ｼﾞｭﾘ 新座 5m03 × 4m90 5m03 5m03

12 6 747 為田　樹里(3) 新座六 +2.7 +0.4 +2.7 +2.7



中学女子砲丸投

日本中学記録(JH)        16m67     尾山　和華(兵　庫・志　方)            2014
埼玉県中学校記録(SJ)    15m70     松田　昌己(草　加・松　江)            2008
大会記録(GR)            15m46     松田　昌己(草　加・松　江)            2008

予　選　通過記録 12m50

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗｵｶ ｻﾕﾘ 児玉郡

1 25 208 平岡早百合  (3) 美里 12m55 12m98 12m10 12m98 Q
ﾏｽﾀﾞ ｱﾐ さいたま

2 24 553 増田　あみ(2) さい大宮西 11m24 10m66 10m51 11m24 q
ﾎﾘｸﾞﾁ ｱﾔﾉ さいたま

3 20 554 堀口　彩乃(3) さい大谷口 10m15 11m15 9m72 11m15 q
ﾖﾀﾞ ｱﾔﾅ 所沢

4 5 312 依田　彩奈(3) 所沢向陽 9m89 9m88 10m20 10m20 q
ﾈｷﾞｼ ｱｲﾅ 東松山

5 13 390 根岸　愛奈(3) 東松山南 × 9m34 9m86 9m86 q
ﾊﾔｼ ﾕｽﾞｷ 春日部

6 2 443 林　　柚希(3) 春日部飯沼 8m83 8m50 9m77 9m77 q
ﾌｼﾞﾅﾐ ｻｷ 朝霞

7 22 694 藤波　　咲(3) 朝霞二 9m22 9m48 × 9m48
ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾘ 深谷

8 19 535 高橋　　季(3) 深谷川本 9m41 8m70 9m20 9m41
ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｵｲ 吉川

9 23 2055 皆川　　葵(3) 吉川南 8m52 8m78 9m27 9m27
ﾔﾊｷﾞ　ﾐｸ 本庄

10 16 428 矢萩　未来(3) 本庄南 9m20 9m05 8m44 9m20
ｲｼﾞﾁ ﾏﾕ 北足立郡

11 14 134 伊地知真優(3) 伊奈学園 × 9m06 × 9m06
ﾄｶﾞｼ ﾐﾂﾞｷ 行田

12 26 106 富樫　美月(3) 行田長野 8m75 8m73 8m60 8m75
ﾖｼｵｶ ﾘｶｺ ふじみ野

13 9 869 吉岡里佳子(2) ふじみ野大井 × 8m73 7m90 8m73
ｷｼ ｻｴ 北本

14 11 830 岸　　紗衣(3) 北本東 8m03 8m70 8m13 8m70
ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ 北葛飾郡

15 17 292 中村　未華(2) 杉戸 8m47 8m58 8m25 8m58
ﾐﾔﾉ ｱﾐ 川越

16 1 1067 宮野　彩未(3) 川越城南 × × 8m52 8m52
ｵｶﾄﾞ ﾕﾐ 加須

17 10 489 岡戸　佑未(3) 加須西 7m78 8m08 8m41 8m41
ﾊｴﾉ ﾐﾅﾐ 鴻巣

18 18 467 南風野　陽(2) 鴻巣吹上 × 8m01 7m53 8m01
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅ 上尾

19 21 570 久保田ひな(3) 上尾 7m92 7m88 7m78 7m92
ｲｼﾊﾗ ﾏﾋﾛ 三郷

20 8 910 石原　茉優(2) 三郷早稲田 7m01 6m64 7m91 7m91
ｲﾁｶﾜ ﾌﾐｶ 蕨

21 15 608 市川芙美香(3) 蕨第一 6m80 7m83 7m66 7m83
ﾎﾘｵ ｶﾅ 鶴ヶ島

22 7 988 堀尾　香菜(3) 鶴ヶ島西 6m50 6m66 7m37 7m37
ﾄﾐﾅｶﾞ ｴﾚﾅ 新座

23 4 756 富永エレナ(2) 新座 7m13 6m95 6m60 7m13
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾄﾓﾖ 日高

24 12 2009 堀口　智世(3) 日高高麗川 6m85 5m26 6m70 6m85
ｱｷﾓﾄ ﾅﾎ 幸手

25 6 969 秋元　菜穂(3) 幸手 6m50 6m70 6m78 6m78
ｿﾏﾊﾗ ｻｵﾘ 南埼玉郡

26 3 266 杣原沙緒里(3) 宮代前原 6m65 6m17 5m82 6m65

審 判 長：遠藤　良宏
記録主任：森下　和哉

6月13日 09:30 予　選
6月13日 14:00 決　勝



2組
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 通過 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｼﾀ ﾁﾋﾛ 蕨

1 5 607 松下ちひろ(3) 蕨第一 9m78 10m27 12m15 12m15 q
ｵｵﾉ ﾌﾐｶ 飯能

2 8 344 大野　史佳(2) 飯能原市場 11m40 × 10m60 11m40 q
ﾀｹｳﾁ  ﾓﾓｶ 児玉郡

3 10 209 竹内萌々楓(3) 美里 9m89 9m45 10m47 10m47 q
ｸｻｶ ﾏｲﾉ 春日部

4 15 457 日下　舞乃(3) 春日部武里 10m39 9m46 10m46 10m46 q
ｴﾀﾞ ｱﾔﾉ 秩父

5 1 333 江田　彩乃(3) 秩父荒川 10m16 10m29 10m32 10m32 q
ｴﾄｳ　ﾓｴｺ

6 25 1007 衛藤　萌子(3) さい大谷 9m19 8m30 10m18 10m18 q
ﾔﾏﾅｶ ﾅﾅｺ 草加

7 18 591 山中菜々子(3) 草加青柳 9m70 9m19 8m82 9m70
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 坂戸

8 4 954 鈴木　千尋(3) 坂戸住吉 9m40 9m22 9m56 9m56
ｻｶﾓﾄ ﾕｳｶ 入間

9 13 649 坂本　夕夏(3) 入間藤沢 8m69 8m76 9m51 9m51
ｲｿﾀﾞ ﾐｶ 久喜

10 11 808 磯田　実華(3) 栗橋東 9m04 9m41 9m48 9m48
ｵｷﾄｳ ｱｽﾐ 川口

11 14 27 沖藤亜寿美(3) 川口上青木 8m93 9m40 8m82 9m40
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾕ さいたま

12 20 556 橋本　実優(3) さい内谷 9m10 9m26 8m95 9m26
ｵｵﾆｼ ﾋﾅｺ 川口

13 9 26 大西陽菜子(3) 川口安行東 9m11 9m14 8m84 9m14
ｸﾗﾊｼ ﾘｵ 蓮田

14 24 933 倉橋　里於(3) 蓮田南 9m01 × 9m08 9m08
ｷﾞﾏ ｱﾐｶ 狭山

15 2 361 儀間あみか(3) 狭山堀兼 7m59 8m65 7m72 8m65
ｶｼﾜﾓﾘ ｷﾖｺ 比企郡

16 12 169 栢盛　清子(3) 小川東 7m98 8m55 8m43 8m55
ｶｻﾊﾗ ﾅﾅｺ 越谷

17 3 637 笠原那々子(3) 越谷栄進 7m83 7m66 8m48 8m48
ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 入間郡

18 7 149 中島さやか(3) 三芳東 8m24 7m24 8m21 8m24
ｲｼｶﾜ ﾅﾅｺ 熊谷

19 17 98 石川菜々子(3) 熊谷荒川 7m55 7m49 7m67 7m67
ｽｷﾞﾀﾕｳﾐ 大里郡

20 21 229 杉田　結美(3) 寄居男衾 7m42 7m63 7m56 7m63
ｽｽﾞｷ　ｴﾘｶ 桶川

21 6 791 鈴木恵梨香(2) 桶川東 7m49 6m82 7m63 7m63
ｱｶﾞ ﾁｱｷ 富士見

22 22 889 阿賀　千明(3) 富士見台 7m34 7m63 × 7m63
ｷﾀ ｻｷ 秩父郡

23 23 191 北　　早希(2) 小鹿野長若 × 6m80 7m54 7m54
ﾎｳｼﾞｮｳ　ﾘﾅ

24 19 1251 北條　里奈(2) 北川辺 6m30 6m96 6m55 6m96
ｽｷﾞﾀ ﾁﾅﾂ 羽生

25 16 507 杉田　千夏(1) 羽生南 5m08 4m65 5m11 5m11

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
ﾋﾗｵｶ ｻﾕﾘ 児玉郡

1 6 208 平岡早百合  (3) 美里 12m78 13m00 12m59 13m00 8 12m46 12m22 11m32 13m00
ｵｵﾉ ﾌﾐｶ 飯能

2 11 344 大野　史佳(2) 飯能原市場 10m81 12m63 11m11 12m63 7 10m97 10m18 11m94 12m63
ﾏｽﾀﾞ ｱﾐ さいたま

3 8 553 増田　あみ(2) さい大宮西 11m12 12m00 × 12m00 6 11m19 11m39 × 12m00
ﾏﾂｼﾀ ﾁﾋﾛ 蕨

4 12 607 松下ちひろ(3) 蕨第一 11m75 10m70 11m67 11m75 5 × 11m69 11m61 11m75
ｴﾀﾞ ｱﾔﾉ 秩父

5 2 333 江田　彩乃(3) 秩父荒川 10m08 10m42 10m01 10m42 3 10m15 10m76 11m25 11m25
ｸｻｶ ﾏｲﾉ 春日部

6 4 457 日下　舞乃(3) 春日部武里 9m39 10m09 10m04 10m09 2 10m41 11m21 10m43 11m21
ﾎﾘｸﾞﾁ ｱﾔﾉ さいたま

7 1 554 堀口　彩乃(3) さい大谷口 9m63 10m56 10m30 10m56 4 10m51 9m44 9m01 10m56
ﾀｹｳﾁ  ﾓﾓｶ 児玉郡

8 10 209 竹内萌々楓(3) 美里 9m92 9m84 10m05 10m05 1 10m40 × 10m37 10m40
ﾖﾀﾞ ｱﾔﾅ 所沢

9 7 312 依田　彩奈(3) 所沢向陽 8m22 9m50 9m96 9m96 9m96
ﾊﾔｼ ﾕｽﾞｷ 春日部

10 9 443 林　　柚希(3) 春日部飯沼 9m15 9m71 9m07 9m71 9m71
ｴﾄｳ　ﾓｴｺ

11 3 1007 衛藤　萌子(3) さい大谷 9m12 9m08 8m96 9m12 9m12
ﾈｷﾞｼ ｱｲﾅ 東松山

12 5 390 根岸　愛奈(3) 東松山南 7m71 7m54 8m04 8m04 8m04



中学女子四種競技

日本中学記録(JH)        3172      藤本　奈那(静　岡・浜松入野)          2012
埼玉県中学校記録(SJ)    2915      奥村　彩音(所　沢・小手指)            2013審 判 長：江原　照夫
大会記録(GR)            2674      大沼　美咲(富士見・　西　)            2006記録主任：森下　和哉

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 総合 ｺﾒﾝﾄ

15.45 1m46 9m98 26.82
1 454 -0.2 -2.6 2615

(783) (577) (528) (727)
16.30 1m40 8m56 27.57

2 826 +0.2 -2.6 2291
(678) (512) (436) (665)
16.50 1m35 8m60 27.42

3 314 +0.2 -2.6 2229
(654) (460) (438) (677)
16.59 1m35 8m10 27.50

4 14 +0.2 -2.6 2181
(644) (460) (406) (671)
16.60 1m35 9m13 28.82

5 557 -0.2 -2.6 2143
(642) (460) (473) (568)
16.18 1m35 7m29 28.08

6 321 +0.2 -2.6 2131
(692) (460) (354) (625)
17.96 1m52 7m91 28.65

7 42 -0.2 -2.6 2112
(493) (644) (394) (581)
16.30 1m30 7m34 27.92

8 307 +0.2 -3.1 2081
(678) (409) (357) (637)
16.66 1m35 7m72 28.49

9 1068 +0.2 -3.1 2069
(635) (460) (381) (593)
17.07 1m43 8m14 29.41

10 558 -0.2 -2.6 2065
(589) (544) (408) (524)
16.14 1m30 7m76 28.86

11 426 +0.2 -2.6 2055
(697) (409) (384) (565)
17.00 1m35 7m24 28.25

12 904 -0.2 -3.1 2017
(596) (460) (350) (611)
16.00 1m25 6m74 28.45

13 418 +0.2 -3.1 1987
(714) (359) (318) (596)
17.35 1m30 8m23 29.22

14 315 -0.2 -3.1 1919
(558) (409) (414) (538)
17.22 1m30 6m85 28.81

15 316 -0.2 -3.1 1874
(572) (409) (325) (568)
17.17 1m35 6m31 30.26

16 107 -0.2 -3.1 1792
(577) (460) (291) (464)
16.22 1m35 NM

17 416 -0.2 1148
(688) (460) (0)

氏名 所属

ﾀｹｳﾁ ﾏｲ 春日部

竹内　　舞 春日部東

(3)
ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 北本

加藤　友子 北本

(3)
ｴﾊﾞﾗ ﾕｶ 所沢

榎原　由佳 所沢美原

(3)
ﾋﾗﾀ ﾐｽﾞﾎ さいたま

平田　瑞穂 さい内谷

(3)
ﾑﾗﾓﾄ ﾊﾙｶ さいたま

村本　　遥 さい大原

(3)
ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｶ 秩父

福嶋　春加 秩父第一

(3)
ｵﾇｷ ﾁﾅﾂ さいたま

小貫　千夏 さい南浦和

(2)
ｽﾄﾞｳ ﾐﾄﾞﾘ 所沢

須藤　　緑 所沢美原

(2)
ﾕｻﾞﾜ ｼｮｳｺ 川越

湯澤　承子 川越富士見

(3)
ﾀｶﾔ ﾁｱｷ さいたま

高谷　千秋 さい日進

(2)
ﾋﾊﾗ　ﾕｶ 本庄

日原　友香 本庄南

(3)
ﾊﾗ ﾀｴｺ 三郷

原    妙子 三郷彦糸

(3)
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀﾏｷ さいたま

小山田　環 さい尾間木

(2)
ｵｵｸﾎﾞ ｿﾗ 所沢

大久保　空 所沢東

(2)
ｼﾛﾀ ﾘｻ 所沢

白田　りさ 所沢美原

(2)
ｸﾘﾊﾞﾗ ﾏﾎ 行田

栗原　麻帆 行田長野

(3)

(3)
ﾎﾘ ﾅﾅｺ さいたま

堀　菜那子 さい原山
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