
第６８回相模原市陸上競技公認記録会
相模原ギオンスタジアム 【142080】
2021/04/25 ～ 2021/04/25

ト ラ ッ ク 審 判 長 石田　省三

跳 躍 審 判 長 尾形　郁美

投 て き 審 判 長 尾形　郁美

招 集 所 審 判 長 原口　和博

記 録 主 任 佐々木　渉

男　　　子

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

4月25日 中学男子100m
桐淵　輝斗(3) 11.88(-1.0) 金澤　駿介(2) 11.91(+1.2) 原　知輝(3) 11.93(+2.3) 水村　光希(3) 11.93(-1.0) 賀井　哲平 12.15(+0.3) 古屋　悠人(3) 12.20(-0.3) 梅澤　大晟(3) 12.27(+0.3) 加藤　凌哉(3) 12.27(+0.3)
中央中 厚木中 相原中 谷口中 大野北中 麻溝台中 鵜野森中 ワールウインドAC

4月25日 高校一般男子100m
橋本　結生(3) 10.62(+2.5) 矢野　琢斗 10.67(+1.1) 小河　空矢(3) 10.71(+2.5) 平山　大志(2) 10.76(+2.7) 越　一真(4) 10.77(+2.7) 進藤　隼弥(4) 10.77(+2.7) 土田　心(3) 10.82(+2.7) 山口　竜(2) 10.83(+1.2)
東海大相模高校 FCコラソン 東海大相模高校 青学大 神奈川大学 東農大 弥栄高校 東海大相模高校

4月25日 高校一般男子200m
大串　尚輝 22.09(-0.7) 藤本　涼馬(2) 22.15(-0.8) 渡邉　幹太(3) 22.32(-0.7) 大塚　稜介(4) 22.39(-0.7) 真田　知幸 22.46(-0.7) 中村　亮介(M1) 22.69(-0.7) 吉井　晴星(3) 22.73(+1.2) 谷村　晃希(2) 22.77(-0.7)
日体大 上鶴間高校 弥栄高校 東農大 Setech 青学大 東海大相模高校 都立大

4月25日 中学男子400m
井原　波月(3) 52.75 安藤　遼平(3) 53.14 中村　　凌(1) 56.21 室田　輝童(3) 56.48 福岡　裕真(2) 56.94 吉村　凌央(2) 57.67 松島　春樹(1) 59.10 東海 　晴(1) 59.32
上鶴間中 小山中 厚木中 SCD 厚木中 相模丘中 厚木中 厚木中

4月25日 中学男子1500m
山田　涼太(3) 4:23.59 片野　滉介(3) 4:27.23 岡本　裕太郎(3) 4:28.10 荒井　怜生(3) 4:29.57 鶴ヶ崎　大知(3) 4:37.83 大滝　敢太(3) 4:38.96 益田　翔輝(3) 4:39.71 藤原　啓太(2) 4:42.77
浜須賀中 相模中 エスフォー 新町中 エスフォー 相模丘中 相模中 浜須賀中

4月25日 高校一般男子1500m
前田　慶士(2) 4:00.48 松下　祐岬(3) 4:15.74 原田　敬太(3) 4:15.98 大洞　輝明(3) 4:21.64 赤崎　誠(2) 4:22.03 内田　鷹平(1) 4:23.62 武田　晃瑠(1) 4:24.29 佐々木　一弥(3) 4:25.24
弥栄高校 麻布大付属高校 弥栄高校 綾瀬 麻溝台高校 弥栄高校 弥栄高校 麻溝台高校

4月25日 高校一般男子5000m
清原　和博 15:40.04 岡本　崚太郎(3) 15:43.06 早田　泰就 16:18.60 亀山　秀太(3) 17:00.71 佐賀　国弘 17:35.04 奈良田　大輝(2) 17:58.78 芝村　俊彦 18:15.90 今津　潤一郎 18:53.72
個人　清原 弥栄高校 ワールウインドAC 上鶴間高校 武相クラブ 上鶴間高校 相模原市陸協 東京陸協

4月25日 中学男子4X100mR

厚木中A 46.14 谷口中A 46.64 大野北中 47.28 上鶴間中A 47.36 相原中A 47.36 SCDA 47.77 新町中A 47.80 相武台中 48.53
久保　怜唯(1) 土屋　克(3) 坂本　紅葉 平野　功之佑(2) 代田　裕也(3) 財前　月太(2) 平岩　夕暉(3) 長島　平(3)
金澤　駿介(2) 水村　光希(3) 賀井　哲平 井原　波月(3) 原　知輝(3) 川端　陸斗(3) 植野　悠都(3) 岡村　漣(3)
福岡　裕真(2) 増渕　健(3) 五味　克斗 芥川　虎太朗(3) 雨宮　寛治(3) 室田　輝童(3) 花田　十次郎(3) 草場　玲志(3)
中村　　凌(1) 三浦　怜生(2) 西村　陽大 井出　優良(3) 勝野　翔大(2) 小室　日向(3) 加藤　空良(2) 石川　智輝(3)

4月25日 高校一般男子4X100mR

東海大相模高校 41.05 弥栄高校A 42.78 麻溝台高校 43.50 光明学園相模原 43.52 玉川大 43.72 上溝南高校A 44.02 綾瀬A 44.52 弥栄高校B 44.75
山口　竜(2) 清野　嘉人(2) 桐生　晟名(3) 鈴木　弘也(2) 榎本　圭吾(2) 勅使河原　誠崇(3) 仮屋　幸大(3) 上山　幸翼(2)
小河　空矢(3) 土田　心(3) 新道　荘太朗(3) 山田　大輝(2) 大前　佑樹(4) 高野　雄斗(2) 吉沢　柊人(3) 宮崎　翔(2)
伊藤　達哉(3) 吉川　柊真(2) 森本　琢磨(2) 小向　悠雅(2) 宮﨑　諒也(3) 栗原　大輔(3) 菊地　湧大(3) 堀野　春都(3)
橋本　結生(3) 渡邉　幹太(3) 吉田　拓真(3) 上月　星(3) 平野　太一(2) 蘇武　隼人(3) 片山　陽依(3) 狩野　源貴(1)

4月25日 中学男子走高跳

平岩　夕暉(3) 1m70 横山　陽斗 1m65 渡邉　快人(3) 1m55 宮本　海凪(3) 1m50 飯田　悠生(3) 1m50 川﨑　涼人(2) 1m45 佐藤　希裕(2) 1m45
新町中 大野北中 新町中 大沢中 SCD 新町中 麻溝台中

川島　　史瑶(3) 1m45
東林中

4月25日 高校一般男子走高跳

小林　拓己 2m00 濵中　悠(3) 1m95 中村　昂太郎(2) 1m80 和田　研人(2) 1m80 芹口　裕太(3) 1m75 矢野　成秀(53歳) 1m70
Setech 弥栄高校 麻布大付属高校 弥栄高校 東海大相模高校 神マスターズ

尾崎　遥斗(4) 1m80
神奈川大学

4月25日 中学男子走幅跳
辻　知哉(3) 5m48(+1.2) 増田　寿明(3) 5m41(+0.9) 隈元　玲汰(3) 5m25(-0.1) 黒岩　路可(3) 5m23(+0.8) 杉山　哲太郎(3) 5m22(+1.6) 竹ノ内　良多(3) 5m01(+2.1) 小林　裕海(2) 4m96(-0.1) 長島　平(3) 4m74(-0.4)
小山中 中野中 大野南中 ワールウインドAC 相模原中等（中学） 相模原中等（中学） 公認4m86(-0.9) 相原中 相武台中

4月25日 中学男子走幅跳(2)
植野　悠都(3) 5m40(+2.3) 皆川　悠大(2) 5m20(0.0) 花田　十次郎(3) 5m09(+0.8) 榎本 　皓太(1) 5m08(-0.1) 田中　智瑛(3) 4m87(+1.2) 八木　陸(3) 4m81(-0.7) 兜森　陸斗(3) 4m64(-0.6) 塚田　優馬(2) 4m54(+2.0)
新町中 公認5m33(+0.7) 相原中 新町中 厚木中 相模原中等（中学） 内郷中 麻溝台中 東林中

4月25日 高校一般男子走幅跳
正岡　惇(3) 7m09(+1.9) 平林　智哉(2) 6m99(+2.2) 塩田　成(3) 6m91(+1.5) 神戸　鴻朗希(4) 6m90(+1.5) 宮﨑　諒也(3) 6m75(+3.3) 堀江　択真(3) 6m47(+3.6) 井上　雄斗(3) 6m37(+1.3) 平野　太一(2) 6m20(+0.4)
神奈川大学 玉川大 公認記録なし 東海大相模高校 中大 玉川大 公認記録なし ワールウインドAC 公認6m25(+1.2) 青学大 玉川大

4月25日 中学男子砲丸投(5.000kg)
二羽　遥生(3) 8m35 井出　優良(3) 7m99 金井　一斗(2) 7m94 山之内 　基成(2) 7m52 坂本　紅葉 7m33 大貫　拓人(3) 7m23 萩原　侑(2) 6m98 坂本　晃人(2) 6m72
麻溝台中 上鶴間中 大沢中 厚木中 大野北中 麻溝台中 相原中 新町中

4月25日 高校男子砲丸投(6.000kg)
二羽　樹生(H3) 10m99 伊藤　優哉(3) 7m94
ハピネスAC 上鶴間高校

4月25日 一般男子砲丸投(7.260kg)
小林　翼優(3) 11m07 松谷　光昭 10m27 清水　紀彦 8m20
玉川大 TFC相模 栃木陸協

4月25日 高校男子円盤投(1.750kg)
中村　啓(3) 33m93 森谷　歩暉(2) 33m04
綾瀬 弥栄高校

4月25日 一般男子円盤投(2.000kg)
川口　均 26m42
TFC相模

4月25日 高校一般男子やり投(800g)
長谷川　颯(2) 43m01 根岸　優人(3) 37m86 吉沢　柊人(3) 33m00
綾瀬 上鶴間高校 綾瀬

凡例 



第６８回相模原市陸上競技公認記録会
相模原ギオンスタジアム 【142080】
2021/04/25 ～ 2021/04/25

ト ラ ッ ク 審 判 長 石田　省三

跳 躍 審 判 長 尾形　郁美

投 て き 審 判 長 尾形　郁美

招 集 所 審 判 長 原口　和博

記 録 主 任 佐々木　渉

女　　子

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

4月25日 中学女子100m
佐藤　玖子　ｻﾄｳ　ｷｺ(3) 12.89(+2.2) 洪　鈴和(2) 12.98(+2.2) 加藤　美都(2) 13.07(+2.2) 高橋  　七菜(2) 13.09(+2.1) 八巻　桃香(3) 13.11(+2.2) 小椋　あゆ　ｵｸﾞﾗ　ｱﾕ(3) 13.11(+0.9) 宮渕　　莉沙(2) 13.25(+2.1) 藤澤　里優(2) 13.29(+1.4)
海西中 SCD 緑が丘中 厚木中 中央中 海西中 厚木中 相原中

4月25日 高校一般女子100m
塩田　夏鈴(3) 11.91(+3.7) 中津　晴葉(1) 12.07(+3.7) 金子　ひとみ(2) 12.07(+3.7) 久野　なつ(4) 12.08(+3.7) 石川　日菜(3) 12.46(+2.0) 井上　七海(2) 12.55(+1.7) 和田　咲良(1) 12.67(+2.0) 山本　真祐子(3) 12.69(+3.1)
青学大 青学大 青学大 青学大 東海大相模高校 東海大相模高校 東海大相模高校 都立大

4月25日 高校一般女子200m
瀬田　陽菜(1) 26.03(+1.9) 光山　枝里(4) 26.21(+0.5) 松谷　知晴(2) 26.45(+0.5) 川窪　萌夏(1) 26.63(+0.5) 鈴野　ゆり(2) 26.69(+1.9) 押田　萌(3) 26.91(+0.5) ｳｨﾘｱﾑｽﾞ　ｱﾈｲｼﾞｬ(3) 27.02(+0.5) 水口　萌(1) 27.02(+0.5)
東海大相模高校 青学大 弥栄高校 青学大 東海大相模高校 相模原総合高校 弥栄高校 青学大

4月25日 中学女子800m
鎌田　煌花(3) 2:24.98 井上　みのり(2) 2:26.73 山田　凜依奈(3) 2:29.51 加藤　美来(3) 2:35.42 飯田　真歩(2) 2:35.63 櫻田　夏楓(3) 2:36.31 平川　理桜(2) 2:36.64 山内　悠妃(2) 2:37.69
大沢中 相原中 相模中 鵜野森中 相模中 上鶴間中 上鶴間中 小山中

4月25日 高校一般女子1500m
秋元　明奈(3) 5:08.81 秋元　寛奈(3) 5:12.92 河口　緋留妃(2) 5:25.01 赤坂　涼生(3) 5:43.07 饗場　梨那(2) 5:54.50 板倉　煌実(2) 6:04.65
上溝南高校 上溝南高校 相模原中等 相模原総合高校 麻布大付属高校 麻布大付属高校

4月25日 中学女子4X100mR

厚木中A 52.86 麻溝台中A 53.36 中央中A 53.92 相原中A 54.18 大野北中 54.89 上鶴間中B 55.18 相模中 55.31 旭中 55.41
高橋  　七菜(2) 渡邉　稟華(3) 安田　和鼓(3) 中山　青織葉(3) 村上　花音 横山　珠羽(3) 西山　菜々美(3) 千葉　唯衣花(3)
宮渕　　莉沙(2) 石原　真咲(3) 八巻　桃香(3) 藤澤　里優(2) 近藤　咲歩 岩原　怜奈(2) 古木　杏美(3) 岸田　優奈(2)
塩塚　　実里(1) 古谷田　京音(3) 藤原　さくら(3) 井上　みのり(2) 阿久津　音羽 上野　穂香(2) 庭瀬　仁美(3) 稲葉　羽菜(2)
濱田　蒼(1) 栗原　日莉(3) 新明　美惺(2) 井上　最愛(3) 室井　栞波 櫻田　夏楓(3) 山田　凜依奈(3) 小竹　里季(3)

4月25日 中学女子走高跳

石原　真咲(3) 1m50 吉田　帆乃夏(2) 1m40 笹本　華(3) 1m35 宮島　あずさ(2) 1m35 牧川　南月(2) 1m30 河瀬　菜々子(2) 1m25 西山　悠衣(3) 1m25 大川　咲穂(3) 1m20
麻溝台中 緑が丘中 旭中 緑が丘中 新町中 大野南中 相原中 新町中

岡本　　莉子(1) 1m20
厚木中
北島　あみ(3) 1m20
小山中
ドンゴック　イエン(2) 1m20
大沢中

4月25日 高校一般女子走高跳
安西　彩乃(1) 1m65 渡部　夏音(3) 1m60 倉持　春奈(2) 1m50 伊藤　さくら(2) 1m50 藤澤　花菜(2) 1m45 相澤　陽(2) 1m45 伊藤　亜実(3) 1m35
日女体大 日体大 東海大相模高校 綾瀬 弥栄高校 弥栄高校 麻布大付属高校

4月25日 中学女子走幅跳
加藤　優奈(3) 5m05(+2.0) 小泉　喜愛(3) 4m83(+1.9) 近藤　咲歩 4m54(+3.2) 藤田　華桜(2) 4m40(+2.9) 丸山　さな(2) 4m27(+3.4) 鈴木　花楓(2) 4m15(+1.9) 千葉　唯衣花(3) 3m84(+1.2) 白鳥　亜海(3) 3m57(+2.4)
桜美林中 緑が丘中 大野北中 公認4m48(+2.0) 相陽中 公認4m12(+1.7) 緑が丘中 公認4m19(+1.8) 厚木市立玉川中 旭中 大野南中 公認記録なし

4月25日 中学女子走幅跳(2)
安部　優乃(3) 5m36(+0.3) 見目　瑞喜(3) 4m28(+2.9) 福田　あさぎ(2) 4m21(+1.5) 古谷田　京音(3) 4m17(+1.6) 齋藤　妃依(2) 3m78(+3.1) 山本　希(3) 3m76(+4.2) 森田　玲奈(3) 3m70(+3.2) 安藤　亜純(2) 3m50(+3.0)
新町中 新町中 公認記録なし 新町中 麻溝台中 旭中 公認記録なし 相武台中 公認記録なし 相原中 公認記録なし 相武台中 公認3m49(+1.6)

4月25日 高校一般女子走幅跳
松田　奈夏(1) 5m68(+2.2) 佐竹　楓(4) 5m62(+2.1) 西村　実菜(2) 5m11(+2.3) 三枝　真澄 5m04(+1.8) 岡崎　帆乃夏(1) 5m03(+2.9) 駒橋　優奈(1) 5m03(+2.1) 坂本　小夏(2) 4m94(+0.6) 山田　美桜(2) 4m88(+2.7)
青学大 公認5m45(+0.1) 神奈川大学 公認5m42(+0.6) 綾瀬 公認4m74(+1.5) UABLAZE SCDAC 公認4m93(+0.2) 東海大相模高校 公認4m91(+0.6) 弥栄高校 東海大相模高校 公認記録なし

4月25日 中学女子砲丸投(2.721kg)
村田　優光(3) 11m02 東海林　宙(3) 7m51 松ヶ野　莉夏(3) 7m45 小林　　楓恋(3) 7m25 村上　百花 6m88 江田　ユナ(2) 6m86 寺岡　初(3) 6m75 諸井　菜名(3) 6m68
緑が丘中 相原中 鵜野森中 東林中 大野北中 大沢中 小山中 小山中

4月25日
高校一般女子砲丸投

(4.000kg)
井田　希々佳(3) 9m03 久保田　茉央(3) 8m58 小泉　環(3) 7m52
東海大相模高校 大和東高校 光明学園相模原

4月25日
高校一般女子円盤投

(1.000kg)
萱野　遥夏(3) 37m18 浦田　光来(4) 34m37 山崎　碧生(2) 22m75 伊東　里紗(2) 22m73
弥栄高校 神奈川大学 麻溝台高校 相模原中等

4月25日 高校一般女子やり投(600g)
原　実里(4) 42m09 上野　千寛(2) 41m83 大木　彩芽(3) 31m70 井桁　優朱(2) 25m13 千葉　彩花(3) 24m99 田口　美嶺(2) 14m70 髙橋　果蓮(2) 12m00
玉川大 神奈川大学 麻溝台高校 上鶴間高校 麻布大付属高校 麻布大付属高校 麻布大付属高校

凡例 


