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日付 種目

富樫 竜輝(2) 10.81 藤村 泰成(2) 10.87 松田 璃央(3) 10.93 安藤 李空(3) 11.05 大久保 直樹(3) 11.06 加藤 奨啓(3) 11.11 磯部 隼汰(3) 11.19 福田 凱璃(3) 11.20
武南 浦和 大宮東 埼玉栄 大宮東 武南 浦和 埼玉栄
富樫 竜輝(2) 22.56 伊藤 空(2) 22.91 磯部 隼汰(3) 23.25 池田 健人(3) 23.33 加来 優斗(1) 23.49 八柳 拓磨(3) 23.68 今井 遥輝(3) 23.91 安藤 李空(3) 24.76
武南 武南 浦和 川口青陵 埼玉栄 伊奈学園総合 川口北 埼玉栄
廿浦 亮仁(3) 49.09 小瀬 堅大(2) 49.36 原 悠貴(2) 50.88 深瀨 遥斗(2) 51.18 衣笠 匡哉(3) 51.75 大山 健(2) 51.81 坂元 駿斗(3) 52.71 山田 智輝(3) 52.92
埼玉栄 川口市立 川口市立 埼玉栄 浦和南 埼玉栄 浦和北 川口北
佐倉 由樹(3) 1:54.80 日髙 志允(3) 1:55.46 渡辺 芽(3) 1:58.20 石井 遥大(2) 1:59.09 宗田 正樹(3) 1:59.61 小野寺 和志(3) 2:01.17 磯 翔真(1) 2:01.47 森 寛太(3) 2:02.01
川口市立 埼玉栄 浦和 埼玉栄 浦和実 大宮開成 埼玉栄 浦和
小瀬 堅大(2) 1:51.31 末廣 大翔(2) 2:00.30 清水 歩(3) 2:01.72 國井 順生(2) 2:01.78 松澤 直希(2) 2:01.89 柳田 慧(3) 2:02.36 原 悠貴(2) 2:02.80 木村 優太(3) 2:02.91
川口市立 伊奈学園総合 大宮 川口北 川口北 武南 川口市立 蕨
松村 隆希(3) 3:53.42 渡辺 芽(3) 3:59.47 瀬川 翔誠(3) 4:00.65 冨田 洋輔(1) 4:03.35 毛塚  愛斗(3) 4:03.92 松井 海斗(1) 4:06.61 河原 大和(2) 4:07.21 根本 樹(3) 4:07.27
埼玉栄 GR 浦和 埼玉栄 川口市立 大宮東 埼玉栄 大宮東 浦和南
久保田 琉月(2) 15:30.62 根本 樹(3) 15:34.77 河原 大和(2) 15:36.17 赤間 瑠衣(3) 15:39.75 竹内 慶真(3) 15:42.15 吉野 雄貴(3) 15:43.10 岡田 涼斗(3) 15:45.92 毛塚  愛斗(3) 15:49.51
埼玉栄 浦和南 大宮東 川口市立 浦和 浦和 浦和実 大宮東
佐藤 優守(3) 15.65 深澤 向快(2) 15.67 野中 瑛心(2) 15.68 伊藤 温登(3) 15.74 西里 碧澄(3) 16.21 大野 滉平(3) 16.28 石川 翔(3) 16.47 石井 創(2) 16.67
埼玉栄 川口市立 埼玉栄 伊奈学園総合 浦和 川口市立 大宮南 伊奈学園総合
川尻 太一(2) 53.94 大木 優大(3) 55.68 清水 涼太(3) 57.80 上野 翔平(2) 58.30 山田 智輝(3) 58.67 山口 拓人(3) 59.43 長谷川 颯人(3) 1:00.73 杉田 翔(3) 1:00.98
川口市立 埼玉栄 武南 大宮南 川口北 伊奈学園総合 武南 川口青陵
山﨑 颯(3) 9:44.28 板橋 将吾(3) 9:50.95 赤星 龍舞(3) 9:51.63 大竹 優一郎(3) 9:57.92 入澤 大陸(2) 10:02.74 篠 拓真(3) 10:16.37 須藤 大地(2) 10:18.28 鈴木 伊吹(2) 10:18.90
埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄 川口市立 浦和実 浦和 浦和実 大宮東
國井 優仁(3) 24:26.56 高島 翔成(2) 25:21.65 久保田 大介(3) 27:30.59 嘉瀬 晃明(3) 32:09.97
埼玉栄 埼玉栄 大宮北 いずみ
武南 41.67 大宮東 41.68 浦和 41.79 埼玉栄 41.82 川口市立 42.93 川口北 43.69 大宮北 44.11
吉田 旭善(3) 小池 諒武(3) 飯原 圭祐(3) 神田 陽太(3) 田村 海斗(2) 萩原 拓実(3) 高津 彩樹(2)
富樫 竜輝(2) 松田 璃央(3) 藤村 泰成(2) 安藤 李空(3) 深澤 向快(2) 栗山 海斗(2) 井上 陸仁(3)
伊藤 空(2) 野口 翔汰(2) 磯部 隼汰(3) 福田 凱璃(3) 塚原 大雅(3) 綾 彪竜(3) 柿沼 大翔(3)
加藤 奨啓(3) 大久保 直樹(3) 西里 碧澄(3) 廿浦 亮仁(3) 川尻 太一(2) 今井 遥輝(3) 芦埜 克明(2)
川口市立 3:19.73 埼玉栄 3:23.52 伊奈学園総合 3:27.29 川口北 3:30.84 浦和北 3:31.18 浦和南 3:31.79 武南 3:33.27 大宮東 3:33.37
小瀬 堅大(2) 黄金井 唯翔(2) 武正 琉生(3) 萩原 拓実(3) 岩田 悠吾(3) 今井 大翔(3) 清水 涼太(3) 大庭 健太(3)
佐倉 由樹(3) 深瀨 遥斗(2) 山崎 颯太(3) 松澤 直希(2) 小鷹 瑞生(3) 後藤 優雅(2) 富樫 竜輝(2) 大久保 直樹(3)
原 悠貴(2) 大木 優大(3) 伊藤 温登(3) 綾 彪竜(3) 石見 広輔(3) 根本 樹(3) 伊藤 空(2) 藤波 志憧(2)
川尻 太一(2) 廿浦 亮仁(3) 齊間 聖(3) 山田 智輝(3) 坂元 駿斗(3) 瀧澤 寿安(2) 長谷川 颯人(3) 大瀧 司(1)
中田 陽(2) 2m05 鈴木 陸人(2) 1m90 田中 萩瑛(1) 1m85 王 知己(1) 1m80 川上 貴洋(3) 1m80 森 北翔(3) 1m75 中村 勇冴(2) 1m75 神南 洸介(2) 1m75
武南 いずみ 伊奈学園総合 武南 国際学院 大宮工 武南 川口北
白田 歩夢(3) 6m81(+0.7) 奥村 亮太(3) 6m74(+0.1) 市村 颯麻(2) 6m67(+0.4) 大野 滉平(3) 6m64(+1.2) 山内 友貴(3) 6m58(+1.8) 大久保 直樹(3) 6m58(-0.2) 棚井 将輝(3) 6m53(+0.4) 布田 真基(3) 6m46(-0.4)
埼玉栄 伊奈学園総合 浦和 川口市立 蕨 大宮東 大宮北 埼玉栄
棚井 将輝(3) 14m03(+3.5) 野見山 丈琉(3) 13m42(+2.4) 瀬能 駿希(3) 13m27(+2.8) 鈴木 陸人(2) 13m22(+5.2) 堺 圭秀(3) 13m13(+3.2) 小林 春斗(3) 12m95(+2.3) 正田 蒼馬(3) 12m91(+3.6) 加藤 滉一(3) 12m82(+3.1)
大宮北 公認記録なし 上尾 公認記録なし 埼玉栄 公認13m10(+1.7) いずみ 公認13m00(+1.9) 伊奈学園総合 公認12m93(+1.6) 浦和北 公認12m68(+1.5) 浦和麗明 公認記録なし 大宮北 公認記録なし

長谷川 新太(2) 13m95 橋本 空楽(1) 12m52 永崎 亮伍(3) 12m16 中澤 良太(3) 11m20 山城 健太(2) 10m44 桑原 優希(3) 10m30 笠井 勇佑(3) 9m83 山田 梓温(2) 9m70
川口市立 埼玉栄 埼玉栄 大宮工 埼玉栄 大宮東 蕨 大宮南
木村 優人(3) 36m34 山田 梓温(2) 29m74 有坂 匠真(2) 28m58 矢口 秀一郎(3) 27m83 笠井 勇佑(3) 27m11 布施 凌一(3) 26m48 佐藤 祐哉(3) 26m08 昆 冠汰(3) 24m89
川口工 大宮南 川口市立 与野 蕨 大宮南 大宮南 川口工
木村 優人(3) 47m60 藤井 鼓樹(3) 42m99 トランミン ニャン(3) 33m27 横田 靖遥(2) 31m65 長谷川 新太(2) 29m89 後藤 隆太(3) 27m08 牛山 瑛二(2) 27m05 昆 冠汰(3) 26m45
川口工 鳩ヶ谷 鳩ヶ谷 大宮北 川口市立 川口青陵 大宮光陵 川口工
佐野 文哉(3) 59m07 城戸 陸(3) 50m81 鈴木 結人(3) 48m81 河野 康太(3) 46m53 小川 真毅(3) 42m25 古海 晶大(3) 42m14 坂本 光翼(3) 40m46 水村 太郎(3) 39m35
川口市立 埼玉栄 川口北 上尾 浦和南 浦和 岩槻 浦和北
三浦 海瑠(1) 11.09(-0.6) 木村 陽路(1) 11.30(-0.6) 小池 諒武(3) 11.36(-0.6) 秋谷 優斗(1) 11.36(-0.6) 深澤 向快(2) 11.44(-2.6) 阿保 昊太(1) 11.47(-0.6) 棚澤 樹(1) 11.52(-0.8) 野村 遼大(1) 11.62(-1.2)
埼玉栄 大宮東 大宮東 伊奈学園総合 川口市立 伊奈学園総合 武南 浦和
黄金井 唯翔(2) 51.65 中村 公栄(1) 52.08 濱田 健心(3) 52.85 瀧澤 寿安(2) 53.22 皇甫 友平(2) 53.32 中田 遥太(2) 54.21 西崎 広望(2) 54.49 管野 澪(2) 55.00
埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄 浦和南 浦和南 浦和南 大宮南 大宮南
小山 翔也(2) 8:43.55 本間 颯(2) 8:43.82 鍵山 光琉(2) 8:45.80 山中 皇太郎(3) 8:53.07 山川 開(2) 9:02.59 森 基(3) 9:05.53 竹内 慶真(3) 9:05.62 佐藤 大介(1) 9:07.30
埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄 浦和 埼玉栄
大竹 優一郎(3) 16:03.08 瀬下 開斗(2) 16:31.83 大岩 龍介(3) 16:59.07 阿部 真夢(3) 17:23.54 町田 樹(2) 17:23.79 徳永 直瑠(2) 17:26.96 石井 秀馬(2) 17:28.74 伊藤 陸(2) 17:37.30
川口市立 川口市立 浦和実 大宮東 大宮東 大宮東 大宮東 伊奈学園総合
石川 翔(3) 4718点 三枝 隼士(2) 4577点 上村 晃誠(3) 4504点 今井 大翔(3) 4148点 廣 優一翔(2) 3102点
大宮南 伊奈学園総合 伊奈学園総合 浦和南 大宮東

大谷 くる美(3) 12.13 中本 葵(3) 12.14 篠 かれん(2) 12.34 土田 涼夏(3) 12.38 山崎 結子(3) 12.50 寺園 華(3) 12.59 桑原 明菜(3) 12.60 永井 有紀(2) 12.73
埼玉栄 埼玉栄 大宮東 大宮東 大宮東 伊奈学園総合 伊奈学園総合 伊奈学園総合
大谷 くる美(3) 25.84 中本 葵(3) 26.24 山崎 結子(3) 26.69 桑原 明菜(3) 26.90 永井 有紀(2) 26.99 小森谷 麗(3) 27.69 元吉 梨絵(3) 27.69
埼玉栄 埼玉栄 大宮東 伊奈学園総合 伊奈学園総合 大宮東 浦和一女

令和３年度　埼玉県学校総合体育大会南部地区予選会 【21111503】
上尾運動公園陸上競技場 【112040】
2021/04/24 ～ 2021/04/26

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

4月25日
高校男子100m

風：+0.2

4月26日
高校男子200m

風：-5.2

4月24日 高校男子400m

4月25日 高校男子800m

4月25日 高校男子800mB決勝

4月24日 高校男子1500m

4月25日 高校男子5000m

4月26日
高校男子110mH(1.067m)

風：-2.8

4月25日 高校男子400mH(0.914m)

4月26日 高校男子3000mSC(0.914m)

4月24日 高校男子5000mW

4月24日 高校男子4X100mR

4月26日 高校男子4X400mR

4月25日 高校男子走高跳

4月24日 高校男子走幅跳

4月26日 高校男子三段跳

4月25日 高校男子砲丸投(6.000kg)

4月26日 高校男子円盤投(1.750kg)

4月24日
高校男子ハンマー投

(6.000kg)

4月25日 高校男子やり投(800g)

4月25日 高校男子OP100m

4月24日 高校男子OP400m

4月26日 高校男子OP3000m

4月24日 高校男子OP5000m

11.51(-1.4)-6m31(+2.3)-7m97-52.04

15.84(+0.4)-33m40-1m79-5:09.16

4月24日
～25日

高校男子八種競技
11.94(-1.4)-6m08(-1.4)-10m37-54.01

16.79(+0.4)-38m76-1m76-5:10.62

11.77(-1.4)-6m50(+2.2)-9m32-52.47

17.48(+0.4)-36m97-1m73-5:26.13

12.12(-1.4)-5m82(+1.0)-7m78-51.51

18.89(+0.4)-30m89-1m55-4:38.04

12.09(-1.4)-5m17(0.0)-6m70-56.05

22.82(+0.4)-28m51-1m45-5:26.61

4月25日
高校女子100m

風：-1.0

4月26日
高校女子200m

風：-2.4



タネル 舞璃乃(3) 55.46 松野 小梅(2) 58.55 中野 美貴(3) 1:00.11 山岸 ゆい(2) 1:00.16 楠 明莉(2) 1:00.46 松田 菜帆(3) 1:01.61 塚田 世奈(3) 1:01.73
埼玉栄 GR 大宮東 伊奈学園総合 市立浦和 伊奈学園総合 埼玉栄 大宮
奥山 桃花(2) 2:18.50 大野 結以(3) 2:19.73 田中 彩織(3) 2:23.97 末永 結唯(2) 2:25.02 濃野 愛(2) 2:25.31 小林 優花(2) 2:26.26 岡 和花(3) 2:28.78
埼玉栄 市立浦和 蕨 川口市立 大宮東 浦和一女 武南
田辺 楓果(3) 2:25.46 石渡 未夏(3) 2:26.14 田森 胡桃(2) 2:26.28 柏原 梨乃(2) 2:26.86 大内 奏愛(2) 2:26.99 鈴木 明花(3) 2:27.03 元山 茉奈美(2) 2:27.18 尾野 亜咲(3) 2:29.40
大宮東 埼玉栄 上尾 浦和南 川口北 大宮東 大宮 伊奈学園総合
奥山 桃花(2) 4:47.01 大野 結以(3) 4:47.64 松田 亜季奈(3) 4:49.91 根岸 涼香(2) 4:51.24 末永 結唯(2) 4:53.03 四郎園 悠花(3) 4:53.47 中澤 咲絵子(3) 4:54.59 古谷野 百香(2) 4:57.15
埼玉栄 市立浦和 大宮東 埼玉栄 川口市立 浦和一女 埼玉栄 川口市立
松田 亜季奈(3) 10:21.09 中澤　咲絵子(3) 10:21.53 大川 美紀(2) 10:37.87 大木 愛実(3) 10:44.81 四郎園 悠花(3) 10:46.22 藤宮 美乃里(3) 10:48.05 片野 碧(1) 10:49.16 黒田  遥(3) 10:49.37
大宮東 埼玉栄 川口市立 埼玉栄 浦和一女 浦和学院 伊奈学園総合 川口
岡田 萌花(3) 15.34 ワジェロ サラ(3) 16.24 平子 遙夏(1) 16.42 佐々木 彩乃(1) 17.14 高野 結(3) 17.49 高橋  礼奈(3) 17.58 矢田部 彩夏(2) 17.98 ウォルシュ 雲那(2) 18.14
武南 伊奈学園総合 埼玉栄 伊奈学園総合 埼玉栄 浦和実 大宮 蕨
タネル 舞璃乃(3) 1:00.69 木村 美乃里(3) 1:06.17 松田 菜帆(3) 1:06.71 安藤 珠希(3) 1:07.18 鎌田 和(3) 1:07.34 小林 瞳子(3) 1:09.37 関 鈴(2) 1:14.46 武田 千怜(3) 1:15.13
埼玉栄 浦和南 埼玉栄 浦和一女 伊奈学園総合 川口北 蕨 上尾南
小林 愛樺(3) 31:19.31 小澤 花奈(3) 33:08.34
伊奈学園総合 浦和一女
埼玉栄 46.77 大宮東 47.50 伊奈学園総合 47.85 浦和一女 49.73 川口市立 49.79 浦和南 50.57 国際学院 50.76 浦和東 53.75
田口 真悠(3) GR 土田 涼夏(3) 木村 愛(3) 碓井 夕莉(3) 佐藤 遥空(3) 徳永 和(2) 本多 咲輝(2) 阿部 未來(3)
タネル 舞璃乃(3) 山崎 結子(3) 桑原 明菜(3) 米山 実鈴(2) 馬場 彩香(3) 谷口 もも(2) 村越 京(2) 諏訪 結香(3)
中本 葵(3) 篠 かれん(2) 寺園 華(3) 元吉 梨絵(3) 阪井 文音(3) 木村 美乃里(3) 橋本 結空(2) 河合 莉乃愛(2)
大谷 くる美(3) 長島 ありさ(2) ワジェロ サラ(3) 今野 碧衣(2) 齊藤 奈々美(1) 岩田 歩花(3) 日髙 夢羽(2) 樋口 秀華(2)
伊奈学園総合 4:02.00 大宮東 4:07.58 埼玉栄 4:09.26 浦和一女 4:12.86 浦和南 4:14.97 蕨 4:16.55 市立浦和 4:17.29 川口市立 4:20.30
木村 愛(3) 石井 梓(3) 松田 菜帆(3) 碓井 夕莉(3) 谷口 もも(2) エドワード 永美(3) 山岸 ゆい(2) 小川 真歩(2)
楠 明莉(2) 松野 小梅(2) 平子 遙夏(1) 元吉 梨絵(3) 木村 美乃里(3) 田中 彩織(3) 大野 結以(3) 阪井 文音(3)
内田 実咲(2) 小森谷 麗(3) 小宮山 涼(2) 米山 実鈴(2) 柏原 梨乃(2) 小滝 みなつ(3) 森田 咲妃(3) 佐藤 遥空(3)
中野 美貴(3) 西田 礼菜(2) 野口 美颯(2) 小林 優花(2) 佐々木 乃愛(3) 篠田 和叶(3) 佐藤 李音(3) 馬場 彩香(3)
岡野 弥幸(3) 1m72 岡田 萌花(3) 1m69 秋元 彩詠(1) 1m57 鈴木 百音(2) 1m54 西田 恵梨衣(3) 1m51 長濱 柚葵(3) 1m51 大高 文華(2) 1m48 加藤 志歩(2) 1m48
埼玉栄 武南 埼玉栄 伊奈学園総合 上尾 伊奈学園総合 伊奈学園総合 武南
渡邊 冴璃(1) 3m30 田畠 杏純(3) 3m10
大宮東 =GR いずみ
橋本 結空(2) 5m83(+0.9) 内田 実咲(2) 5m66(+1.1) 馬場 彩香(3) 5m65(+1.4) 阪井 文音(3) 5m58(-0.2) 佐藤 遥空(3) 5m48(+0.1) 木村 愛(3) 5m39(+1.0) 麦谷 茉優(2) 5m38(+0.5) パトリック レナ(3) 5m16(+1.3)
国際学院 伊奈学園総合 川口市立 川口市立 川口市立 伊奈学園総合 伊奈学園総合 埼玉栄
パトリック レナ(3) 11m20(-1.8) 田中 若葉(3) 10m93(+1.9) 國嶋 美月(3) 10m82(+3.3) 赤松 美空(3) 10m61(+1.4) 小川 真里瑠(2) 10m54(+0.9) 吉野 彩花(3) 10m48(+1.9) 坂根 杏佳(3) 10m40(+1.8) 佐藤 舞佳(3) 10m31(+0.1)
埼玉栄 浦和一女 上尾 公認10m48(+0.5) 伊奈学園総合 伊奈学園総合 大宮東 いずみ 大宮
パトリック レナ(3) 10m37 大川  璃子(3) 8m66 武井 里紗(3) 8m05 平山 友梨(3) 7m69 中嶋 愛佳(2) 7m39 本間 百花(2) 6m49
埼玉栄 浦和実 浦和一女 岩槻商 埼玉栄 浦和東
草野 晴(2) 31m41 山岡 杏(3) 30m09 武井 里紗(3) 25m71 村松 希桜(2) 20m97 広池 凜(3) 19m71 櫻井 花音(3) 17m21 田中 綺音(2) 14m91 髙木 暁萠(2) 14m39
伊奈学園総合 伊奈学園総合 浦和一女 浦和商 上尾 大宮武蔵野 川口北 浦和商
太田 愛美(3) 42m40
大宮東
安藤 珠希(3) 39m93 松澤 柚希(3) 37m94 城野 伽奈恵(3) 35m53 佐久田 和愛(3) 32m42 平山 友梨(3) 32m13 草野 晴(2) 29m48 仙道  妃奈乃(3) 29m45 小暮 咲月(3) 26m19
浦和一女 栄北 埼玉栄 埼玉栄 岩槻商 伊奈学園総合 川口 浦和南
西田 礼菜(2) 12.60(-0.2) 木村 愛(3) 12.72(-0.2) 舘田 木香(2) 12.82(-0.2) 西村 梨鶴(1) 12.85(-0.2) 小森谷 麗(3) 12.85(-0.2) 増田 楓夏(2) 13.11(-0.1) 中村 汐杏(2) 13.12(0.0)
大宮東 伊奈学園総合 大宮東 伊奈学園総合 大宮東 伊奈学園総合 伊奈学園総合

新井 華子(1) 13.12(-0.2)
伊奈学園総合

小宮山 涼(2) 1:03.61 鎌田 和(3) 1:03.86 毛利 優奈(3) 1:05.56 岩田 珠奈(2) 1:06.37 園部 蘭(1) 1:07.16 宮嵜 奈都(3) 1:09.59 中山 璃星奈(1) 1:10.84 篠﨑 美羽(1) 1:15.34
埼玉栄 伊奈学園総合 伊奈学園総合 大宮東 川口市立 大宮東 川口市立 川口市立
末永 結唯(2) 10:55.03 園部 蘭(1) 11:24.05 星 花恋(2) 11:28.83 中山 璃星奈(1) 11:48.16 河口 紗葵(2) 11:50.13 長崎 真也花(2) 12:19.98 武本 夏苗(2) 12:21.05 篠﨑 美羽(1) 12:22.97
川口市立 川口市立 川口市立 川口市立 浦和一女 大宮南 浦和一女 川口市立
橋本 結空(2) 4032点 水野 泰葉(2) 3748点 中嶋 愛佳(2) 3388点 南屋 芹名(3) 3280点 榊原 美結(2) 3268点 吉澤 里咲(2) 3218点 金田 七海(2) 2600点 小暮 咲月(3) 2469点
国際学院 伊奈学園総合 埼玉栄 伊奈学園総合 伊奈学園総合 浦和南 浦和南 浦和南

対抗得点 男子総合 埼玉栄 174点 川口市立 97点 武南 59点 浦和 58点 伊奈学園総合 48点 大宮東 42点 大宮南 28点 大宮北 24点
対抗得点 女子総合 埼玉栄 166点 伊奈学園総合 130点 大宮東 82点 浦和一女 61点 川口市立 36点 市立浦和 21点 浦和南 21点 国際学院 18点

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

4月24日 高校女子400m

4月25日 高校女子800m

4月25日 高校女子800mB決勝

4月24日 高校女子1500m

4月26日 高校女子3000m

4月26日
高校女子100mH(0.838m)

風：-3.9

4月25日 高校女子400mH(0.762m)

4月24日 高校女子5000mW

4月24日 高校女子4X100mR

4月26日 高校女子4X400mR

4月24日 高校女子走高跳

4月24日 高校女子棒高跳

4月25日 高校女子走幅跳

4月26日 高校女子三段跳

4月26日 高校女子砲丸投(4.000kg)

4月25日 高校女子円盤投(1.000kg)

4月24日
高校女子ハンマー投

(4.000kg)

4月24日 高校女子やり投(600g)

4月25日 高校女子OP100m

4月24日 高校女子OP400m

4月26日 高校女子OP3000m

17.69(+1.3)-1m48-7m32-26.72(-2.1)

5m63(+0.8)-26m32-2:31.39

4月25日
～26日

高校女子七種競技
17.52(+1.3)-1m35-8m60-27.64(-2.1)

4m68(+0.7)-33m32-2:34.47

16.06(+1.3)-1m35-7m80-28.59(-2.1)

4m48(+1.6)-15m24-2:35.50

17.71(+1.3)-1m45-7m27-27.85(-2.1)

4m56(+2.1)-16m99-2:44.31

19.82(+1.3)-1m35-5m23-31.65(-2.1)

4m20(+2.6)-19m93-2:51.06

16.74(+1.3)-1m35-7m46-29.23(-2.1)

4m20(+1.4)-20m62-2:35.57

17.04(+1.3)-1m40-6m50-28.74(-2.1)

4m41(+0.2)-21m60-2:45.43

18.38(+1.3)-1m25-5m61-30.20(-2.1)

4m07(+3.0)-19m65-2:49.43



高校男子100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 10.63     鈴木 碧斗(埼玉・大宮北)               2019 4月25日 09:55 予　選
日本高校記録(NR)             10.01     桐生 祥秀(京都・洛南)                 2013 4月25日 14:15 準決勝
埼玉県高校記録(SHR)          10.35     井盛 雅(埼玉・伊奈学園総合)           1995 4月25日 15:40 決　勝

予　選　14組1着＋10

1組 (風:0.0) 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
ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ

1 4 2 磯部 隼汰(3) 浦和 11.16 Q 1 4 3032 安藤 李空(3) 埼玉栄 11.10 Q
ﾋﾗﾉ ｶｹﾙ ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｱｷ

2 5 2103 平野 翔(3) 浦和南 11.62 2 6 1216 杉山 弘明(2) 川口市立 11.62
ﾅｶｲ ｼｭﾝﾔ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ

3 3 448 中井 竣也(2) 大宮 11.64 3 3 6122 鈴木 翔真(3) 栄北 11.66
ﾀﾌﾞ ﾊﾙﾄ ONO Soma

4 8 5770 多武 陽仁(1) 開智中高 11.95 4 5 4051 小野 蒼真(3) 浦和学院 11.89
ｲﾊﾗ ﾃﾙｷ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ

5 6 1094 井原 輝貴(2) 上尾 11.96 5 8 4471 鈴木 浩介(2) 栄東 11.95
ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｷ

6 7 1531 坂本 光翼(3) 岩槻 12.07 6 2 4291 上條 功貴(3) 南稜 12.11
ｺﾏｻﾞﾜ ｽﾊﾞﾙ ﾉｸﾞﾁ ｱｲｷ

7 1 5408 駒澤 昴(1) 秀明英光 12.24 7 7 5402 野口 愛輝(3) 秀明英光 12.43
ｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ

8 2 605 須田 大翔(2) 岩槻商 13.60

3組 (風:-1.6) 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
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｾｲ ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ

1 4 11 藤村 泰成(2) 浦和 11.20 Q 1 4 1722 富樫 竜輝(2) 武南 11.01 Q
ｱﾔ ﾀｹﾙ ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

2 3 3153 綾 彪竜(3) 川口北 11.57 q 2 6 1090 石川 龍之介(3) 上尾 11.42 q
ｲｼﾂﾞｶ ｲｯﾍﾟｲ ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

3 5 441 石塚 一平(2) 大宮 11.71 3 5 1113 金田 綾祐(3) 市立浦和 11.50 q
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ

4 6 1682 鈴木 綾太(3) いずみ 11.79 4 3 4296 髙橋 岬希(3) 南稜 12.02
SATO Takeru ｵｵﾆｼ ｹﾝﾄ

5 7 5691 佐藤 剛竜(3) 大宮開成 12.32 5 7 6124 大西 健斗(2) 栄北 12.08
ﾐｹﾀ ﾕﾒﾄ ｵｶﾀﾞ ｱｷﾄ

6 2 4910 三ヶ田 夢都(2) 上尾橘 12.41 6 8 1245 岡田 晃斗(2) 大宮北 12.29
ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾑ ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ

7 8 603 内田 博夢(3) 岩槻商 12.49 7 2 4017 山下 優斗(3) 浦和北 12.60

5組 (風:+0.2) 6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
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾘ

1 5 3152 今井 遥輝(3) 川口北 11.37 Q 1 4 3031 福田 凱璃(3) 埼玉栄 11.22 Q
ｶｷﾇﾏ ﾋﾛﾄ ｲｲﾊﾗ ｹｲｽｹ

2 6 1239 柿沼 大翔(3) 大宮北 11.51 q 2 5 6 飯原 圭祐(3) 浦和 11.36 q
Akio KAWAGUCHI ﾏﾙﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ

3 4 909 川口 璃士(3) 与野 11.75 3 6 3173 丸山 鉄平(2) 川口北 11.62
ﾆｼｶﾀ ﾘｮｳﾔ ｸﾎﾞ ﾖｼｱｷ

4 3 1684 西片 綾哉(2) いずみ 11.88 4 3 3722 久保 慶明(2) 上尾南 11.88
ｵｵﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ ﾄｸｵｶ ｼｭﾝｽｹ

5 7 1164 大和田 希(2) 大宮工 12.25 5 7 4475 徳岡 俊介(2) 栄東 12.00
ｺｳﾉ ｼﾝ KOBAYASHI Taisei

6 8 4443 河野 心(3) 大宮ろう 12.47 6 8 2414 小林 泰成(2) 浦和麗明 12.08
ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾝﾉｽｹ ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｷﾔ

2 4024 永嶋 申ノ助(2) 川口東 DNS 7 2 1540 安藤 凱哉(2) 岩槻 12.41
ｵｵｼﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ

8 1 607 大島  遼太郎(2) 岩槻商 12.70

凡例  DNS:欠場



高校男子100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 10.63     鈴木 碧斗(埼玉・大宮北)               2019 4月25日 09:55 予　選
日本高校記録(NR)             10.01     桐生 祥秀(京都・洛南)                 2013 4月25日 14:15 準決勝
埼玉県高校記録(SHR)          10.35     井盛 雅(埼玉・伊奈学園総合)           1995 4月25日 15:40 決　勝

予　選　14組1着＋10

7組 (風:+0.1) 8組 (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 通過
ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙﾖｼ ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ

1 6 1711 吉田 旭善(3) 武南 11.22 Q 1 6 5162 齊間 聖(3) 伊奈学園総合 11.16 Q
ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾗ

2 5 3033 神田 陽太(3) 埼玉栄 11.42 q 2 8 2119 小林 泰良(2) 浦和南 11.62
ﾀｹﾉ ｶｽﾞｷ ｶﾜｻｷ ｶｲﾄ

3 3 1122 武野 和希(1) 市立浦和 11.73 3 5 3723 川崎 楓人(2) 上尾南 11.72
ｵﾉ ｶﾔﾄ ｲﾉｳｴ ﾘｸﾄ

4 4 1681 小野 芽人(3) いずみ 11.82 4 3 1237 井上 陸仁(3) 大宮北 11.72
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ ｵｵﾂｶ ﾙｲ

5 7 5764 近藤 拓也(2) 開智中高 12.40 5 7 1152 大塚 瑠衣(3) 大宮工 12.17
ENOKIDO Kota KAWAHARA Hiroki

6 8 5687 榎戸 洸太(3) 大宮開成 12.40 6 2 815 河原 寛己(2) 浦和商 12.74
MORITA Shinnosuke ｶﾀｸﾗ ｺﾞｳﾀ

1 2411 森田 新之介(2) 浦和麗明 DNS 1 4932 片倉 豪太(2) 浦和東 DNS
ｲﾄｳ ﾕｳｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳ

2 1024 伊藤 祐輝(3) 蕨 DNS 4 1206 藤原 陽(3) 川口市立 DNS

9組 (風:+2.5) 10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
ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ｶﾄｳ ｼｮｳｹｲ

1 5 4232 野口 翔汰(2) 大宮東 11.17 Q 1 4 1713 加藤 奨啓(3) 武南 10.99 Q
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ

2 3 2110 後藤 優雅(2) 浦和南 11.31 q 2 5 5163 山崎 颯太(3) 伊奈学園総合 11.36 q
ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ ﾎｼﾉ ｹｲﾀ

3 6 4360 中村 颯汰(2) 岩槻北陵 11.47 q 3 3 1101 星野 啓太(2) 上尾 11.72
OTA Kazuki HASEGAWA Takumi

4 8 4065 太田 和希(2) 浦和学院 11.72 4 7 816 長谷川 巧(2) 浦和商 11.92
ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙﾄ OGAWA Kazuaki

5 4 5341 水野 遥斗(3) 大宮光陵 11.79 5 6 4053 小川 和晃(3) 浦和学院 11.93
ﾊｼｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾅｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

6 7 4473 橋川 遼太朗(2) 栄東 12.22 6 8 1534 中田 隼輔(3) 岩槻 12.02
ﾔﾍﾞ ﾕｳﾄ ｲｻ ｼｽﾞｷ

7 2 1982 矢部  由翔(3) 浦和実 12.47 7 2 4931 伊佐 駿輝(2) 浦和東 12.75
ｺｼｻﾞﾜ ﾅﾙﾋﾛ ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｼ

1 4023 越澤 匠裕(2) 川口東 DNS 8 1 3313 長谷川 浩志(2) 大宮武蔵野 13.20

11組 (風:+0.2) 12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
ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ

1 6 5148 池田 健人(3) 川口青陵 11.22 Q 1 5 5161 八柳 拓磨(3) 伊奈学園総合 11.29 Q
ｲﾜﾀ ﾕｳｺﾞ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ

2 4 4009 岩田 悠吾(3) 浦和北 11.34 q 2 3 4292 松下 優希(3) 南稜 11.75
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ

3 3 1112 金子 周平(3) 市立浦和 11.93 3 6 4637 加藤 陽翔(3) 大宮南 11.91
ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ ｱｻｶ ﾕｳﾄ

4 5 5348 千葉 俊輔(2) 大宮光陵 11.94 4 1 4025 浅香 裕翔(2) 川口東 12.08
ﾎｼﾉ ｿｳｽｹ FUJITA Shouta

5 8 1023 星野 壯典(3) 蕨 12.22 5 2 2412 藤田 翔太(2) 浦和麗明 12.83
ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ﾌｸｼﾏ ﾀｸﾏ

6 1 524 工藤 颯太(1) 川口工 12.38 6 8 6121 福島 拓真(3) 栄北 12.89
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ Taiyo OHASHI

7 7 1981 岡田 侑士(3) 浦和実 12.67 4 905 大橋 太陽(3) 与野 DNS
ｻﾄﾓﾄ ｼｮｳﾀ ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ

8 2 4905 里本 翔太(3) 上尾橘 12.84 7 3316 福島 由隆(1) 大宮武蔵野 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 10.63     鈴木 碧斗(埼玉・大宮北)               2019 4月25日 09:55 予　選
日本高校記録(NR)             10.01     桐生 祥秀(京都・洛南)                 2013 4月25日 14:15 準決勝
埼玉県高校記録(SHR)          10.35     井盛 雅(埼玉・伊奈学園総合)           1995 4月25日 15:40 決　勝

予　選　14組1着＋10

13組 (風:0.0) 14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
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ

1 5 4231 松田 璃央(3) 大宮東 11.07 Q 1 3 4259 大久保 直樹(3) 大宮東 11.12 Q
ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛﾔ ﾀﾑﾗ ｶｲﾄ

2 3 5351 石崎 浩也(2) 大宮光陵 11.68 2 4 1213 田村 海斗(2) 川口市立 11.61
ｱﾂﾀ ｼｮｳﾏ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ

3 6 4441 熱田 笙馬(2) 大宮ろう 11.80 3 6 3721 中村 優(2) 上尾南 11.62
ﾋﾗｶﾞ ﾊﾙﾋﾄ IINO Yuto

4 4 449 平賀 帆一(2) 大宮 11.88 4 8 5671 飯野 優斗(2) 大宮開成 11.71
ｿｳ ﾄｼｷ Yusuke MAMIYA

5 7 1033 宗 利樹(2) 蕨 12.11 5 5 908 間宮 悠介(3) 与野 12.10
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾝ

6 2 513 高橋 幸太(3) 川口工 12.36 6 7 5404 杉原 健心(2) 秀明英光 12.53
ﾐﾀﾆ ﾄﾓﾔ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ

7 8 5158 三谷 朋也(3) 川口青陵 12.56 7 2 4444 齋藤 優太(3) 大宮ろう 12.79

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-2.3) 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
ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｾｲ

1 3 1722 富樫 竜輝(2) 武南 11.02 Q 1 3 11 藤村 泰成(2) 浦和 10.84 Q
ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾘ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ

2 4 3031 福田 凱璃(3) 埼玉栄 11.27 Q 2 4 4231 松田 璃央(3) 大宮東 10.98 Q
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ

3 7 3152 今井 遥輝(3) 川口北 11.33 3 5 3032 安藤 李空(3) 埼玉栄 11.03 q
ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙﾖｼ

4 6 4232 野口 翔汰(2) 大宮東 11.34 4 6 1711 吉田 旭善(3) 武南 11.25
ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ

5 5 5162 齊間 聖(3) 伊奈学園総合 11.34 5 1 5161 八柳 拓磨(3) 伊奈学園総合 11.26
ｲｲﾊﾗ ｹｲｽｹ ｲﾜﾀ ﾕｳｺﾞ

6 8 6 飯原 圭祐(3) 浦和 11.42 6 8 4009 岩田 悠吾(3) 浦和北 11.42
ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶﾞ

7 1 1090 石川 龍之介(3) 上尾 11.61 7 7 2110 後藤 優雅(2) 浦和南 11.45
ｶｷﾇﾏ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ

8 2 1239 柿沼 大翔(3) 大宮北 11.64 8 2 4360 中村 颯汰(2) 岩槻北陵 11.57

3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
ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ

1 4 4259 大久保 直樹(3) 大宮東 10.97 Q
ｶﾄｳ ｼｮｳｹｲ

2 3 1713 加藤 奨啓(3) 武南 11.02 Q
ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ

3 5 2 磯部 隼汰(3) 浦和 11.13 q
ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ

4 6 5148 池田 健人(3) 川口青陵 11.24
ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ

5 1 3033 神田 陽太(3) 埼玉栄 11.33
ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ

6 8 5163 山崎 颯太(3) 伊奈学園総合 11.42
ｱﾔ ﾀｹﾙ

7 2 3153 綾 彪竜(3) 川口北 11.54
ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

8 7 1113 金田 綾祐(3) 市立浦和 11.62

凡例  DNS:欠場



高校男子100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 10.63     鈴木 碧斗(埼玉・大宮北)               2019 4月25日 09:55 予　選
日本高校記録(NR)             10.01     桐生 祥秀(京都・洛南)                 2013 4月25日 14:15 準決勝
埼玉県高校記録(SHR)          10.35     井盛 雅(埼玉・伊奈学園総合)           1995 4月25日 15:40 決　勝

決　勝　

(風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ

1 3 1722 富樫 竜輝(2) 武南 10.81
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｾｲ

2 5 11 藤村 泰成(2) 浦和 10.87
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ

3 4 4231 松田 璃央(3) 大宮東 10.93
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ

4 1 3032 安藤 李空(3) 埼玉栄 11.05
ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ

5 6 4259 大久保 直樹(3) 大宮東 11.06
ｶﾄｳ ｼｮｳｹｲ

6 7 1713 加藤 奨啓(3) 武南 11.11
ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ

7 2 2 磯部 隼汰(3) 浦和 11.19
ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾘ

8 8 3031 福田 凱璃(3) 埼玉栄 11.20

凡例  DNS:欠場



高校男子200m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 21.38     山崎 謙吾(埼玉・埼玉栄)               2010 4月26日 09:45 予　選
日本高校記録(NR)             20.34     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ・A・ﾊｷｰﾑ(東京・城西)          2015 4月26日 12:00 準決勝
埼玉県高校記録(SHR)          20.88     三輪 颯太(埼玉・西武文理)             2020 4月26日 14:00 決　勝

予　選　12組1着＋12

1組 (風:+0.6) 2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
ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ ｲﾄｳ ｿﾗ

1 4 5148 池田 健人(3) 川口青陵 22.86 Q 1 3 1719 伊藤 空(2) 武南 23.03 Q
ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾎｼﾉ ｹｲﾀ

2 5 1090 石川 龍之介(3) 上尾 23.41 q 2 7 1101 星野 啓太(2) 上尾 24.40
ｲｲﾊﾗ ｹｲｽｹ ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ

3 6 6 飯原 圭祐(3) 浦和 23.90 q 3 6 5348 千葉 俊輔(2) 大宮光陵 24.42
ｶﾜｻｷ ｶｲﾄ ｸﾘﾔﾏ ｶｲﾄ

4 7 3723 川崎 楓人(2) 上尾南 24.23 4 5 3167 栗山 海斗(2) 川口北 24.56
ﾅｶｲ ｼｭﾝﾔ ｱｼﾉ ｶﾂｱｷ

5 3 448 中井 竣也(2) 大宮 24.34 5 4 1246 芦埜 克明(2) 大宮北 24.63
ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ｵｵﾀ ｹｲﾄ

6 8 1113 金田 綾祐(3) 市立浦和 24.46 6 8 1025 太田 啓翔(3) 蕨 25.95
ｺﾝﾉ ﾊﾙｷ ｲｻ ｼｽﾞｷ

7 2 608 今野 大輝(2) 岩槻商 26.65 7 2 4931 伊佐 駿輝(2) 浦和東 26.43
ｺｼｻﾞﾜ ﾅﾙﾋﾛ

1 4023 越澤 匠裕(2) 川口東 DNS

3組 (風:-2.1) 4組 (風:-1.6)

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
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ

1 5 3152 今井 遥輝(3) 川口北 23.16 Q 1 4 5161 八柳 拓磨(3) 伊奈学園総合 23.48 Q
ﾄﾐｴ ｼﾞｮｳ KURA Isseki

2 6 1230 富江 錠(1) 川口市立 23.86 q 2 7 5677 倉 一石(2) 大宮開成 23.94
IINO Yuto ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ

3 7 5671 飯野 優斗(2) 大宮開成 23.96 3 5 4360 中村 颯汰(2) 岩槻北陵 24.20
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｱｷ

4 4 4292 松下 優希(3) 南稜 24.09 4 3 1216 杉山 弘明(2) 川口市立 24.26
IIDA Masaki ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ

5 8 4066 飯田 正樹(2) 浦和学院 25.46 5 6 1035 石川 遼(2) 蕨 24.35
ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ｱｻｶ ﾕｳﾄ

6 2 524 工藤 颯太(1) 川口工 25.49 6 1 4025 浅香 裕翔(2) 川口東 24.93
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｾｲ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ

3 11 藤村 泰成(2) 浦和 DNS 7 8 1538 中村 恒介(2) 岩槻 25.08
ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ

8 2 4017 山下 優斗(3) 浦和北 26.52

5組 (風:-0.9) 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
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ

1 6 3032 安藤 李空(3) 埼玉栄 23.21 Q 1 4 4231 松田 璃央(3) 大宮東 22.96 Q
ｷﾑﾗ ﾋﾛ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶﾞ

2 5 4240 木村 陽路(1) 大宮東 23.71 q 2 6 2110 後藤 優雅(2) 浦和南 23.91 q
ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ﾏﾙﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ

3 3 4014 坂元 駿斗(3) 浦和北 23.75 q 3 5 3173 丸山 鉄平(2) 川口北 24.00
ｲｼﾂﾞｶ ｲｯﾍﾟｲ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ

4 4 441 石塚 一平(2) 大宮 23.83 q 4 7 6122 鈴木 翔真(3) 栄北 24.10
ﾚｰ ｸｧﾝ ﾔﾏｼﾞ ﾀｲﾖｳ

5 8 518 レー クァン(2) 川口工 24.58 5 3 4923 山路 太陽(3) 浦和東 25.25
ｶｶﾞｴ ﾀｸﾐ ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ

6 2 1162 加賀江 巧(2) 大宮工 25.53 6 2 513 高橋 幸太(3) 川口工 25.47
ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙﾄ ｲﾊﾗ ﾃﾙｷ

7 5341 水野 遥斗(3) 大宮光陵 DNS 8 1094 井原 輝貴(2) 上尾 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子200m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 21.38     山崎 謙吾(埼玉・埼玉栄)               2010 4月26日 09:45 予　選
日本高校記録(NR)             20.34     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ・A・ﾊｷｰﾑ(東京・城西)          2015 4月26日 12:00 準決勝
埼玉県高校記録(SHR)          20.88     三輪 颯太(埼玉・西武文理)             2020 4月26日 14:00 決　勝

予　選　12組1着＋12

7組 (風:+0.3) 8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
ｶｸ ﾕｳﾄ ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ

1 5 3754 加来 優斗(1) 埼玉栄 23.34 Q 1 4 2 磯部 隼汰(3) 浦和 23.26 Q
ﾀｹﾉ ｶｽﾞｷ ﾀﾑﾗ ｶｲﾄ

2 3 1122 武野 和希(1) 市立浦和 24.07 2 6 1213 田村 海斗(2) 川口市立 23.89 q
ｱﾝﾍﾞ ﾘｸ ｵﾉ ｶﾔﾄ

3 6 2106 安部 凌功(3) 浦和南 24.11 3 5 1681 小野 芽人(3) いずみ 24.26
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ Yusuke MAMIYA

4 4 1682 鈴木 綾太(3) いずみ 24.65 4 7 908 間宮 悠介(3) 与野 24.75
OTA Kazuki ｵｵﾆｼ ｹﾝﾄ

5 7 4065 太田 和希(2) 浦和学院 24.87 5 8 6124 大西 健斗(2) 栄北 25.53
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾄ ｱﾝｻﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ

6 8 5768 宮島 拓士(2) 開智中高 25.31 1 1982 安齋  憲太郎(3) 浦和実 DNS
ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾝ ﾇﾏﾀ ﾂﾊﾞｻ

7 2 5404 杉原 健心(2) 秀明英光 25.83 2 4021 沼田 翼(3) 川口東 DNS
ｷﾇｶﾞｻ ﾏｻﾔ

3 2101 衣笠 匡哉(3) 浦和南 DNS

9組 (風:-0.9) 10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
ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ

1 4 1722 富樫 竜輝(2) 武南 23.33 Q 1 3 4232 野口 翔汰(2) 大宮東 22.97 Q
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ

2 7 5403 森山 涼音(3) 秀明英光 24.15 2 5 5163 山崎 颯太(3) 伊奈学園総合 23.23 q
SUZUKI Genki Akio KAWAGUCHI

3 8 5674 鈴木 元希(2) 大宮開成 24.65 3 4 909 川口 璃士(3) 与野 23.85 q
ｵｸﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ONO Soma

4 3 155 奥田  将悟(2) 川口 24.72 4 6 4051 小野 蒼真(3) 浦和学院 24.07
ｼﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

5 2 1535 進藤 滉平(3) 岩槻 26.48 5 7 1534 中田 隼輔(3) 岩槻 25.09
ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹｲｽｹ

5 6130 伊東 尚大朗(2) 栄北 DNS 1 1981 今泉  敬介(3) 浦和実 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ

6 3721 中村 優(2) 上尾南 DNS 2 844 清水 亮汰(3) 大宮商 DNS
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ

8 5764 近藤 拓也(2) 開智中高 DNS

11組 (風:-2.0) 12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
ｶﾄｳ ｼｮｳｹｲ ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ

1 5 1713 加藤 奨啓(3) 武南 23.27 Q 1 3 5162 齊間 聖(3) 伊奈学園総合 23.76 Q
ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾞｲ ﾐﾂﾔﾏ ｱｷﾖｼ

2 6 3049 平野 倖大(2) 埼玉栄 23.53 q 2 6 1119 満山 慶亮(3) 市立浦和 23.89 q
ｸﾎﾞ ﾖｼｱｷ ｶｷﾇﾏ ﾋﾛﾄ

3 8 3722 久保 慶明(2) 上尾南 24.34 3 4 1239 柿沼 大翔(3) 大宮北 23.98
ﾐｳﾗ ｺｳｷ ﾀﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵﾐ

4 7 1685 三浦 光騎(2) いずみ 24.66 4 8 447 立沢 英臣(2) 大宮 24.40
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛﾔ

5 4 4471 鈴木 浩介(2) 栄東 24.68 5 7 5351 石崎 浩也(2) 大宮光陵 24.73
ｽｶﾀﾞ ｺｳﾀ ｵﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

6 1 606 須賀田 虎太(2) 岩槻商 25.29 6 5 1165 小山 真太郎(2) 大宮工 24.83
MIGUMO Yuki ﾎｼﾉ ｿｳｽｹ

7 2 2413 三雲 湧貴(2) 浦和麗明 27.14 7 2 1023 星野 壯典(3) 蕨 25.82
Taiyo OHASHI

3 905 大橋 太陽(3) 与野 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子200m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 21.38     山崎 謙吾(埼玉・埼玉栄)               2010 4月26日 09:45 予　選
日本高校記録(NR)             20.34     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ・A・ﾊｷｰﾑ(東京・城西)          2015 4月26日 12:00 準決勝
埼玉県高校記録(SHR)          20.88     三輪 颯太(埼玉・西武文理)             2020 4月26日 14:00 決　勝

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-1.2) 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
ｲﾄｳ ｿﾗ ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ

1 6 1719 伊藤 空(2) 武南 22.70 Q 1 3 1722 富樫 竜輝(2) 武南 22.47 Q
ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ

2 4 2 磯部 隼汰(3) 浦和 22.95 Q 2 4 3032 安藤 李空(3) 埼玉栄 22.80 Q
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ

3 5 3152 今井 遥輝(3) 川口北 22.95 q 3 6 5148 池田 健人(3) 川口青陵 22.93 q
ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾞｲ ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ

4 8 3049 平野 倖大(2) 埼玉栄 23.25 4 5 4232 野口 翔汰(2) 大宮東 23.16
ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ

5 3 5162 齊間 聖(3) 伊奈学園総合 23.29 5 8 5163 山崎 颯太(3) 伊奈学園総合 23.52
ﾐﾂﾔﾏ ｱｷﾖｼ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶﾞ

6 2 1119 満山 慶亮(3) 市立浦和 23.58 6 1 2110 後藤 優雅(2) 浦和南 23.98
ｷﾑﾗ ﾋﾛ ｲｼﾂﾞｶ ｲｯﾍﾟｲ

7 7 4240 木村 陽路(1) 大宮東 23.61 7 7 441 石塚 一平(2) 大宮 24.01
ﾀﾑﾗ ｶｲﾄ Akio KAWAGUCHI

8 1 1213 田村 海斗(2) 川口市立 24.11 8 2 909 川口 璃士(3) 与野 24.06

3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
ｶｸ ﾕｳﾄ

1 3 3754 加来 優斗(1) 埼玉栄 23.47 Q
ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ

2 6 5161 八柳 拓磨(3) 伊奈学園総合 23.57 Q
ｶﾄｳ ｼｮｳｹｲ

3 4 1713 加藤 奨啓(3) 武南 23.74
ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

4 7 1090 石川 龍之介(3) 上尾 23.83
ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

5 8 4014 坂元 駿斗(3) 浦和北 24.22
ﾄﾐｴ ｼﾞｮｳ

6 1 1230 富江 錠(1) 川口市立 24.50
ｲｲﾊﾗ ｹｲｽｹ

2 6 飯原 圭祐(3) 浦和 DNS
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ

5 4231 松田 璃央(3) 大宮東 DNS

決　勝　

(風:-5.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ

1 3 1722 富樫 竜輝(2) 武南 22.56
ｲﾄｳ ｿﾗ

2 5 1719 伊藤 空(2) 武南 22.91
ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ

3 7 2 磯部 隼汰(3) 浦和 23.25
ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ

4 1 5148 池田 健人(3) 川口青陵 23.33
ｶｸ ﾕｳﾄ

5 4 3754 加来 優斗(1) 埼玉栄 23.49
ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ

6 8 5161 八柳 拓磨(3) 伊奈学園総合 23.68
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ

7 2 3152 今井 遥輝(3) 川口北 23.91
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ

8 6 3032 安藤 李空(3) 埼玉栄 24.76

凡例  DNS:欠場



高校男子400m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 48.01     村岡 英治(埼玉・蕨)                   1989
日本高校記録(NR)             45.47     金丸 祐三(大阪・大阪)                 2005 4月24日 12:20 予　選
埼玉県高校記録(SHR)          46.51     友田 真隆(埼玉・川越東)               2020 4月24日 14:35 決　勝

予　選　9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

ｺｾ ｹﾝﾀ ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ

1 4 1224 小瀬 堅大(2) 川口市立 50.11 q 1 3 3163 山田 智輝(3) 川口北 52.15 q
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ

2 6 17 仲山 智也(2) 浦和 52.79 2 7 5177 山口 浩太(1) 伊奈学園総合 52.39
ｵｵﾊﾞ ｹﾝﾀ ｺﾔﾏ ｿｳﾀﾂ

3 3 4234 大庭 健太(3) 大宮東 53.04 3 4 1217 小山 颯達(2) 川口市立 52.45
ｲｼｶﾜ ﾕｳｼ ｵｵﾀｷ ﾂｶｻ

4 5 5407 石川 有志(1) 秀明英光 53.41 4 6 4242 大瀧 司(1) 大宮東 52.58
Kyosuke UEDA SHIBATA Yuichiro

5 7 902 植田 恭典(3) 与野 53.63 5 8 4061 芝田 雄一郎(2) 浦和学院 54.32
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾈｵ KATO Hayate

6 1 3724 水谷 音央(2) 上尾南 55.95 6 2 5675 加藤 颯(2) 大宮開成 57.73
ｻｲﾄｳ ﾕﾂﾞｷ ｵｸﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

7 8 152 齋藤 佑月(3) 川口 56.49 1 155 奥田  将悟(2) 川口 DNS
ｺｼｻﾞﾜ ﾅﾙﾋﾛ ﾔﾏｼﾞ ﾀｲﾖｳ

2 4023 越澤 匠裕(2) 川口東 DNS 5 4923 山路 太陽(3) 浦和東 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵﾔﾏ ｹﾝ ｷﾇｶﾞｻ ﾏｻﾔ

1 6 3047 大山 健(2) 埼玉栄 51.87 q 1 4 2101 衣笠 匡哉(3) 浦和南 51.62 q
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ ﾐﾅﾐ ﾚｵ

2 5 3160 萩原 拓実(3) 川口北 52.20 2 3 151 南 怜央(3) 川口 53.06
ﾐﾂﾔﾏ ｱｷﾖｼ ｼﾓﾀﾞ ｶｲﾄ

3 3 1119 満山 慶亮(3) 市立浦和 52.49 3 6 1720 下田 海斗(2) 武南 53.43
ﾏﾂｼﾏ ﾕﾒﾄ ﾀｶﾂ ｻｲｷ

4 4 6063 松島 夢斗(2) 国際学院 54.02 4 8 1250 高津 彩樹(2) 大宮北 53.86
ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ ｱｼｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ

5 8 4921 後藤 寛人(3) 浦和東 54.68 5 5 4627 芦沢 柚葵(2) 大宮南 55.77
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ｱﾂﾀ ｼｮｳﾏ

6 7 5769 小林 瑞輝(2) 開智中高 55.54 6 2 4441 熱田 笙馬(2) 大宮ろう 55.96
ﾈﾓﾄ ﾀｹﾙ Ibuki SAITO

7 2 1536 根本 武輝(3) 岩槻 56.26 7 7 913 齋藤 維吹(2) 与野 56.82
ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ ﾊｽﾇﾏ ﾀﾂｷ

8 1 3726 千葉 裕太(3) 上尾南 57.06 8 1 4022 蓮沼 樹(3) 川口東 59.03

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

ﾊﾗ ﾕｳｷ ｻﾝﾍﾟｲ ﾄﾓｷ

1 4 1223 原 悠貴(2) 川口市立 51.29 q 1 6 5150 三瓶 友輝(3) 川口青陵 52.15
ｲﾉｳｴ ﾘｸﾄ ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾄ

2 5 1237 井上 陸仁(3) 大宮北 52.84 2 5 5403 森山 涼音(3) 秀明英光 52.18
ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ

3 3 4637 加藤 陽翔(3) 大宮南 53.09 3 4 3172 松澤 直希(2) 川口北 53.23
ﾓﾓｾ ﾘｸ ﾀﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵﾐ

4 6 1157 百瀬 稜久(3) 大宮工 53.69 4 8 447 立沢 英臣(2) 大宮 53.48
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ SUZUKI Genki

5 7 8 竹林 蒼真(3) 浦和 54.51 5 3 5674 鈴木 元希(2) 大宮開成 54.26
ﾋﾗｶﾞ ﾊﾙﾋﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ

6 2 449 平賀 帆一(2) 大宮 55.65 6 7 1087 松本 響(3) 上尾 54.27
ｱｻｲ ﾋﾛﾄ ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾀｶ

7 8 1533 淺井 紘仁(3) 岩槻 56.54 7 1 4018 川口 完(2) 浦和北 54.97
KASHIWAGI Haruto ｵｲｶﾜ ｹｲﾀ

8 1 2415 柏木 陽友(2) 浦和麗明 1:01.35 8 2 4442 及川 慶太(3) 大宮ろう 56.72

凡例  DNS:欠場



高校男子400m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 48.01     村岡 英治(埼玉・蕨)                   1989
日本高校記録(NR)             45.47     金丸 祐三(大阪・大阪)                 2005 4月24日 12:20 予　選
埼玉県高校記録(SHR)          46.51     友田 真隆(埼玉・川越東)               2020 4月24日 14:35 決　勝

予　選　9組0着＋8

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

ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

1 6 4644 上野 翔平(2) 大宮南 52.48 1 3 4014 坂元 駿斗(3) 浦和北 50.86 q
ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ ﾌｶｾ ﾊﾙﾄ

2 4 422 清水 歩(3) 大宮 53.25 2 5 3046 深瀨 遥斗(2) 埼玉栄 51.74 q
ITO Kohei ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ

3 8 4063 伊藤 光平(3) 浦和学院 53.75 3 6 1714 清水 涼太(3) 武南 52.26
ﾚｰ ｸｧﾝ ｼｹﾞﾉ ﾕｳﾄ

4 5 518 レー クァン(2) 川口工 54.93 4 7 4241 茂野 勇斗(2) 大宮東 52.97
ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾀﾛｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾄ

5 3 2102 窪田 真太郎(3) 浦和南 54.97 5 1 5172 山口 拓人(3) 伊奈学園総合 53.25
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ ｵﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

6 1 1537 高橋 陽斗(3) 岩槻 57.30 6 4 1165 小山 真太郎(2) 大宮工 55.73
Mitsuki MUTO ﾊｼｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ

7 2 914 武藤 充樹(2) 与野 57.65 7 8 4473 橋川 遼太朗(2) 栄東 57.00
HIROSAWA Riki ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ

8 7 5672 廣澤 力樹(2) 大宮開成 58.00 8 2 3725 中村 優斗(2) 上尾南 59.49

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ

1 3 3040 廿浦 亮仁(3) 埼玉栄 49.56 q
ｺﾑﾗ ﾕｳｷ

2 4 5167 古村 優希(3) 伊奈学園総合 52.87
ｱﾝﾍﾞ ﾘｸ

3 5 2106 安部 凌功(3) 浦和南 53.49
ｶﾓｼﾀﾞ ｲｸﾔ

4 7 1 鴨志田 育哉(3) 浦和 54.83
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳｷ

5 8 4353 宮下 龍稀(1) 岩槻北陵 58.59
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾏｻ

2 4908 田中 大将(2) 上尾橘 DNS
ｵｷﾞﾊﾗ ｿｳﾀ

6 1034 荻原 颯太(2) 蕨 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ

1 4 3040 廿浦 亮仁(3) 埼玉栄 49.09
ｺｾ ｹﾝﾀ

2 5 1224 小瀬 堅大(2) 川口市立 49.36
ﾊﾗ ﾕｳｷ

3 6 1223 原 悠貴(2) 川口市立 50.88
ﾌｶｾ ﾊﾙﾄ

4 7 3046 深瀨 遥斗(2) 埼玉栄 51.18
ｷﾇｶﾞｻ ﾏｻﾔ

5 8 2101 衣笠 匡哉(3) 浦和南 51.75
ｵｵﾔﾏ ｹﾝ

6 2 3047 大山 健(2) 埼玉栄 51.81
ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

7 3 4014 坂元 駿斗(3) 浦和北 52.71
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ

8 1 3163 山田 智輝(3) 川口北 52.92

凡例  DNS:欠場



高校男子800m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               1:53.88     佐倉 由樹(埼玉・川口市立)             2021
日本高校記録(NR)           1:46.59     クレイアーロン 竜波(神奈川・相洋)     2018 4月25日 12:00 予　選
埼玉県高校記録(SHR)        1:49.90     山崎 浩二(埼玉・八潮)                 1992 4月25日 16:00 決　勝

予　選　10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 ﾊｼﾞﾒ ﾊﾗ ﾕｳｷ

1 4 1 渡辺 芽(3) 浦和 1:58.10 q 1 3 69 原 悠貴(2) 川口市立 2:01.67
ｺｳﾔﾏ ｶﾂﾕｷ ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ

2 6 142 神山 勝之(3) 秀明英光 2:01.60 2 6 34 清水 歩(3) 大宮 2:02.34
ﾄﾐｵｶ ﾙｵﾝ ｲﾜﾐ ｺｳｽｹ

3 3 24 富岡 琉音(2) 浦和実 2:05.12 3 4 17 石見 広輔(3) 浦和北 2:02.48
ﾏﾂｼﾏ ﾕﾒﾄ ﾓﾘﾀ ｲﾂｷ

4 5 174 松島 夢斗(2) 国際学院 2:11.46 4 7 73 森田 樹(3) 川口北 2:02.73
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ Kyosuke UEDA

5 7 104 高橋 陽斗(3) 岩槻 2:20.63 5 8 94 植田 恭典(3) 与野 2:06.87
ﾀﾝﾉ ﾀﾞｲﾁ ｸﾞｼｹﾝ ﾘｭｳｷ

6 2 87 丹野 大地(2) 川口青陵 2:21.31 6 5 85 具志堅 竜圭(3) 川口青陵 2:10.38
ｳｴﾉ ﾘｸﾄ ｴﾉﾓﾄ ｲﾁｺﾞ

8 13 上野 陸斗(3) 市立浦和 DNS 7 2 58 榎本 一護(2) 大宮南 2:32.63

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

ｺｾ ｹﾝﾀ ﾋﾀｶ ﾕｷﾏｻ

1 4 68 小瀬 堅大(2) 川口市立 2:01.24 1 6 55 日髙 志允(3) 埼玉栄 1:58.50 q
ｸﾆｲ ｼﾞｭﾝｾｲ ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾞｭｱﾝ

2 5 75 國井 順生(2) 川口北 2:02.46 2 3 21 瀧澤 寿安(2) 浦和南 2:07.39
ｸﾛｲﾜ ｺｳﾀﾞｲ ﾓﾘﾓﾄ ﾀｲﾁ

3 6 36 黒岩 洸大(2) 大宮 2:03.43 3 5 22 森元 太一(3) 浦和実 2:09.36
ｵﾀﾞｶ ﾐｽﾞｷ TSUBOYAMA Kuon

4 3 18 小鷹 瑞生(3) 浦和北 2:04.39 4 4 119 坪山 久穏(3) 浦和麗明 2:11.36
ﾏﾂｶﾜ ﾂﾖｼ ﾐﾅﾐ ﾚｵ

5 2 105 松川 剛(2) 岩槻 2:07.27 5 8 64 南 怜央(3) 川口 2:12.38
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｱﾂﾞﾏ ｺｳｲﾁ

6 7 116 安藤 佑一郎(3) 上尾 2:08.98 6 7 115 我妻 弘一(2) 上尾 2:19.46
NITTA Akira ｵｶｻﾞｷ ﾘｭｳ

7 8 62 新田 アキラ(2) 大宮開成 2:12.96 7 2 70 岡崎 龍(2) 川口工 2:20.29

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

ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ ｻｸﾗ ﾖｼｷ

1 5 91 木村 優太(3) 蕨 2:02.88 1 6 67 佐倉 由樹(3) 川口市立 1:59.77 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ

2 4 136 渡辺 洸大(3) 伊奈学園総合 2:04.48 2 8 74 松澤 直希(2) 川口北 2:01.84
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ

3 3 15 渡部 聡太(1) 市立浦和 2:08.42 3 4 49 小林 進太郎(3) 大宮北 2:05.37
ﾏｷﾉ ﾏｻｷ ｶﾝﾉ ﾚｲ

4 8 35 牧野 真樹(3) 大宮 2:10.16 4 5 59 管野 澪(2) 大宮南 2:08.09
ｶｼﾞﾜﾗ ﾚﾝﾄ ﾆｼｵｶ ﾀｶｱｷ

5 7 71 梶原 蓮斗(1) 川口工 2:10.20 5 2 90 西岡 嵩晃(2) 武南 2:15.05
ｻｸﾗｲ ｼﾕｳﾏ KAMEYAMA Yotaro

6 2 65 櫻井 秀麻(2) 川口 2:22.45 6 3 28 亀山 陽太郎(3) 浦和学院 2:16.69
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ｼﾑﾗ ｺｳｾｲ

6 166 小林 瑞輝(2) 開智中高 DNS 7 7 14 志村 航星(1) 市立浦和 2:21.06

凡例  DNS:欠場



高校男子800m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               1:53.88     佐倉 由樹(埼玉・川口市立)             2021
日本高校記録(NR)           1:46.59     クレイアーロン 竜波(神奈川・相洋)     2018 4月25日 12:00 予　選
埼玉県高校記録(SHR)        1:49.90     山崎 浩二(埼玉・八潮)                 1992 4月25日 16:00 決　勝

予　選　10組0着＋8

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

ﾓﾘ ｶﾝﾀ ｲｼｲ ﾊﾙﾄ

1 5 2 森 寛太(3) 浦和 1:59.26 q 1 4 56 石井 遥大(2) 埼玉栄 2:00.57 q
ｽｴﾋﾛ ﾊﾙﾄ ﾓﾓｾ ﾘｸ

2 3 137 末廣 大翔(2) 伊奈学園総合 2:01.25 2 6 37 百瀬 稜久(3) 大宮工 2:03.14
ｲｼｶﾜ ﾕｳｼ Ryota SAITO

3 4 143 石川 有志(1) 秀明英光 2:03.07 3 3 95 齊藤 涼太(3) 与野 2:05.16
ﾓﾓｾ ｿｳﾀ ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾀﾛｳ

4 8 106 百瀬 想大(2) 岩槻商 2:10.34 4 5 19 窪田 真太郎(3) 浦和南 2:06.35
ﾀﾙｶﾄﾞ ｽﾊﾞﾙ SAKASHITA Yukihiko

5 6 51 樽角 昴(2) 大宮北 2:11.77 5 8 63 坂下 由紀彦(2) 大宮開成 2:12.31
Shuhei UNO ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｺﾞ

6 1 96 宇野 修平(3) 与野 2:12.21 6 7 60 藤原 大悟(2) 大宮南 2:16.50
ﾊｽﾇﾏ ﾀﾂｷ ｵｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ

7 2 4022 蓮沼 樹(3) 川口東 2:16.13 7 2 86 丘村 大翔(3) 川口青陵 2:20.29
ｷｸﾁ ﾗｲﾄﾞ

7 153 菊地 樂音(2) 鳩ヶ谷 DNS

9組 10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

ONODERA Kazushi ｲｿ ｼｮｳﾏ

1 5 61 小野寺 和志(3) 大宮開成 2:00.09 q 1 3 57 磯 翔真(1) 埼玉栄 1:59.16 q
ｿｳﾀﾞ ﾏｻｷ ﾔﾅｷﾞﾀ ｹｲ

2 3 23 宗田 正樹(3) 浦和実 2:00.71 q 2 5 88 柳田 慧(3) 武南 2:00.85
ﾄﾘｺﾞｴ ﾚｵ ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

3 6 3 鳥越 怜雄(2) 浦和 2:08.46 3 4 138 岡本 颯人(2) 伊奈学園総合 2:06.36
ﾊﾗ ｼｭｳﾄ ｺｳﾎ ﾕｳﾍｲ

4 4 117 原 柊悠人(3) 上尾 2:09.31 4 8 20 皇甫 友平(2) 浦和南 2:09.25
ﾈﾓﾄ ﾀｹﾙ ﾄﾐﾀ ﾘｸﾄ

5 8 103 根本 武輝(3) 岩槻 2:09.54 5 7 139 富田 陸斗(2) 栄東 2:11.58
WATANABE Kouta ｼﾐｽﾞ ﾕｳｾｲ

6 2 118 渡邊 航太(3) 浦和麗明 2:13.90 6 6 128 清水 優成(2) 上尾橘 2:23.31
ﾅｶﾞｲｼ ｱｵｲ ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ

7 7 89 永石 葵(2) 武南 2:16.94 7 2 4026 山﨑 颯太(2) 川口東 2:34.20
ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｱﾏﾘ ﾏｻﾄ

8 1 4028 前田 隼士(2) 川口東 2:28.17 8 1 40 甘利 奨翼(2) 大宮商 2:37.82

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｸﾗ ﾖｼｷ

1 7 67 佐倉 由樹(3) 川口市立 1:54.80
ﾋﾀｶ ﾕｷﾏｻ

2 4 55 日髙 志允(3) 埼玉栄 1:55.46
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ

3 6 1 渡辺 芽(3) 浦和 1:58.20
ｲｼｲ ﾊﾙﾄ

4 2 56 石井 遥大(2) 埼玉栄 1:59.09
ｿｳﾀﾞ ﾏｻｷ

5 1 23 宗田 正樹(3) 浦和実 1:59.61
ONODERA Kazushi

6 8 61 小野寺 和志(3) 大宮開成 2:01.17
ｲｿ ｼｮｳﾏ

7 3 57 磯 翔真(1) 埼玉栄 2:01.47
ﾓﾘ ｶﾝﾀ

8 5 2 森 寛太(3) 浦和 2:02.01

凡例  DNS:欠場



高校男子1500m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立
大会記録(GR)               3:55.50     館澤 亨次(埼玉・埼玉栄)               2015
大会記録(GR)               3:55.50     白鳥 哲汰(埼玉・埼玉栄)               2019
日本高校記録(NR)           3:38.49     佐藤 清治(長野・佐久長聖)             1999 4月24日 10:10 予　選
埼玉県高校記録(SHR)        3:46.02     巽 博和(埼玉・埼玉栄)                 1987 4月24日 14:55 決　勝

予　選　4組3着＋6

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

ﾈﾓﾄ ｲﾂｷ ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｷ

1 20 19 根本 樹(3) 浦和南 4:18.16 Q 1 3 57 松村 隆希(3) 埼玉栄 4:10.14 Q
ｱｶﾏ ﾙｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ

2 10 68 赤間 瑠衣(3) 川口市立 4:18.30 Q 2 2 1 渡辺 芽(3) 浦和 4:11.12 Q
ONODERA Kazushi ｾﾘ ｵｳｷ

3 11 61 小野寺 和志(3) 大宮開成 4:18.46 Q 3 15 66 世利 皇樹(2) 川口 4:11.55 Q
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｿｳﾀﾞ ﾏｻｷ

4 17 2 上田 悠斗(3) 浦和 4:18.58 q 4 6 23 宗田 正樹(3) 浦和実 4:12.33 q
ﾓﾘﾀ ｲﾂｷ ﾌｸﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

5 9 73 森田 樹(3) 川口北 4:19.03 5 12 50 福田 凛太郎(3) 大宮北 4:17.57 q
Ryota SAITO ﾌｼﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ

6 15 95 齊藤 涼太(3) 与野 4:19.03 6 19 74 藤野 智大(3) 川口北 4:19.14
ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｽｹ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ

7 25 58 大竹 涼介(3) 大宮南 4:21.78 7 11 91 木村 優太(3) 蕨 4:25.60
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｲﾁ ｼﾉﾔﾏ ﾐｽﾞｷ

8 1 22 森元 太一(3) 浦和実 4:24.04 8 10 34 篠山 瑞樹(3) 大宮 4:29.51
ｱｻｶﾗｽ ﾘｸﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾀｶ

9 14 43 朝烏 陸斗(3) 大宮東 4:26.61 9 4 136 渡邊 和貴(3) 伊奈学園総合 4:31.82
ﾏﾙｶﾜ ﾀｶﾐ ﾊﾗ ｼｭｳﾄ

10 12 98 丸川 貴海(2) いずみ 4:28.35 10 17 117 原 柊悠人(3) 上尾 4:32.03
KINOSHITA Ryuji ｸﾛｽ ﾊﾙﾄ

11 4 10 木下 龍志(2) 浦和商 4:35.07 11 18 163 黒須 陽斗(2) 栄北 4:33.28
ﾎｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｷｸﾁ ﾕｳｷ

12 5 64 細田   翔汰(3) 川口 4:35.79 12 21 97 菊地 優樹(3) いずみ 4:35.01
ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｺﾞ

13 24 4027 横山 翔太(2) 川口東 4:36.44 13 5 60 藤原 大悟(2) 大宮南 4:37.05
ｵｼﾞﾏ ﾘｸﾄ ﾔｴｼﾏ ｹﾝﾄ

14 19 149 尾島 陸斗(3) 大宮光陵 4:37.81 14 13 20 八重嶋 乾人(2) 浦和南 4:37.52
ｷｸﾁ ｷｮｳｲﾁ ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ

15 3 161 菊地 喬一(3) 栄北 4:38.61 15 8 38 永田 柊平(3) 大宮工 4:37.53
ﾏｽｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ Yuta FUKE

16 2 125 升澤 翼(3) 上尾南 4:39.84 16 7 94 浮池 優太(3) 与野 4:37.55
ｶｼﾞﾜﾗ ﾚﾝﾄ ﾓﾓｾ ｿｳﾀ

17 13 71 梶原 蓮斗(1) 川口工 4:40.51 17 9 106 百瀬 想大(2) 岩槻商 4:38.52
ｵｶﾞﾜ ｹｲｼ ﾆｼｵｶ ﾀｶｱｷ

18 8 165 小川 圭司(2) 開智中高 4:43.22 18 16 90 西岡 嵩晃(2) 武南 4:41.71
ﾂｶｺﾞｼ ﾕｳｼﾞ KAMEYAMA Yotaro

19 7 13 塚越 友志(3) 市立浦和 4:45.47 19 1 28 亀山 陽太郎(3) 浦和学院 4:43.39
ﾄﾐﾀ ﾘｸﾄ ｵｵﾂｶ ｼｮｳ

20 6 139 富田 陸斗(2) 栄東 4:46.61 20 14 105 大塚 翔(2) 岩槻 4:44.84
ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾚﾝ ｲｲﾂｶ ｿｳﾀ

21 21 104 本舘 蓮(2) 岩槻 4:48.57 21 20 150 飯塚 颯汰(3) 大宮光陵 4:47.39
ﾀﾝﾉ ﾀﾞｲﾁ ﾀﾃｲｼ ｹﾝﾀ

22 23 87 丹野 大地(2) 川口青陵 4:49.41 22 22 144 立石 健太(2) 秀明英光 4:49.80
ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ ﾌｸｻﾞﾜ ﾚｵ

23 22 51 福田 隼世(2) 大宮北 4:51.45 23 24 126 福澤 怜生(2) 上尾南 4:53.02
ｵｵﾉ ﾕｳｼﾞ ｵｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ

16 39 大野 友嗣(2) 大宮工 DNS 24 23 86 丘村 大翔(3) 川口青陵 4:55.14
ｷｸﾁ ﾗｲﾄﾞ

18 153 菊地 樂音(2) 鳩ヶ谷 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 T3:(R163-3(b))縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った



高校男子1500m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立
大会記録(GR)               3:55.50     館澤 亨次(埼玉・埼玉栄)               2015
大会記録(GR)               3:55.50     白鳥 哲汰(埼玉・埼玉栄)               2019
日本高校記録(NR)           3:38.49     佐藤 清治(長野・佐久長聖)             1999 4月24日 10:10 予　選
埼玉県高校記録(SHR)        3:46.02     巽 博和(埼玉・埼玉栄)                 1987 4月24日 14:55 決　勝

予　選　4組3着＋6

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂｲ ｶｲﾄ ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ

1 10 56 松井 海斗(1) 埼玉栄 4:08.88 Q 1 3 55 瀬川 翔誠(3) 埼玉栄 4:09.94 Q
ｻｸﾗ ﾖｼｷ ｹﾂﾞﾞｶ ﾏﾅﾄ

2 15 67 佐倉 由樹(3) 川口市立 4:10.48 Q 2 8 44 毛塚  愛斗(3) 大宮東 4:12.68 Q
ｻﾄｳ ﾖｼｷ ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ

3 4 24 佐藤 嘉紀(3) 浦和実 4:11.01 Q 3 9 69 冨田 洋輔(1) 川口市立 4:15.13 Q
ｶﾜﾊﾗ ﾔﾏﾄ ｸﾆｲ ｼﾞｭﾝｾｲ

4 18 45 河原 大和(2) 大宮東 4:11.14 q 4 4 75 國井 順生(2) 川口北 4:17.14 q
ｷﾘｭｳ ﾀｲｷ ｵｵｻﾄ ﾕｳｷ

5 21 70 桐生 太稀(3) 川口工 4:18.66 5 22 138 大里 有輝(2) 伊奈学園総合 4:17.16 q
ｲｹﾀﾞ ｶﾝ ﾐｼﾊﾞ ｼｵﾝ

6 17 140 池田 環(2) 栄東 4:25.27 6 7 143 三柴 嗣音(2) 秀明英光 4:24.24
ｲﾜﾌﾁ ｲﾌﾞｷ ﾄﾘｺﾞｴ ﾚｵ

7 5 137 岩渕 一歩希(2) 伊奈学園総合 4:25.41 7 11 3 鳥越 怜雄(2) 浦和 4:25.56
ﾔﾅｷﾞﾀ ｹｲ ﾊﾄﾘ ﾕｳﾀﾞｲ

8 23 88 柳田 慧(3) 武南 4:30.19 8 12 132 羽鳥 優大(3) 南稜 4:26.55
ﾄｸﾀﾞ ﾚﾝ TAKAHASI Kousei

9 22 148 德田 蓮(3) 大宮光陵 4:30.98 9 5 118 高橋 光生(3) 浦和麗明 4:27.94
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ

10 14 116 安藤 佑一郎(3) 上尾 4:31.39 10 1 16 石原 拓実(3) 浦和北 4:28.98
ﾏｷﾉ ﾏｻｷ IMAMURA Shunya

11 7 35 牧野 真樹(3) 大宮 4:33.09 11 10 63 今村 俊哉(2) 大宮開成 4:31.72
ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝﾀ ｵｶｼﾞﾏ ｴｲﾄ

12 24 103 竹内 俊汰(3) 岩槻 4:36.46 12 23 92 岡島 瑛斗(3) 蕨 4:34.13
ｽｽﾞｷ ﾚｵ ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀ

13 3 65 鈴木  玲央(2) 川口 4:38.02 13 14 36 内田 創太(2) 大宮 4:35.71
ｲﾄｳ ｺｳﾀ ｱﾂﾞﾏ ｺｳｲﾁ

14 16 111 伊藤 幸太(2) 岩槻北陵 4:38.13 14 19 115 我妻 弘一(2) 上尾 4:36.24
KOMAKI Eiji Yoshiki SHIBATA

15 9 62 小牧 瑛志(2) 大宮開成 4:41.43 15 16 96 柴田 祥希(2) 与野 4:39.04
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ TAKEDA Ryunosuke

16 11 151 加藤 大貴(3) 鳩ヶ谷 4:43.26 16 15 29 武田 隆之介(3) 浦和学院 4:39.37
OCHIAI Yuto ｶﾉｳ ﾕｽﾞｷ

17 19 30 落合 優斗(2) 浦和学院 4:44.60 17 24 72 加納 琉生(2) 川口工 4:42.83
ﾑﾄｳ ﾘﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ

18 13 107 武藤 凜(2) 岩槻商 4:48.52 18 2 54 山﨑 琉聖(2) 大宮武蔵野 4:43.28
ｲｽﾞﾐﾀ ﾊﾙ ｺﾔﾏ ｱﾂﾋｻ

19 8 124 和泉田 陽(2) 上尾南 4:48.72 19 17 14 小山 敦久(3) 市立浦和 4:47.09
MYOCHIN Haruto ｼﾌﾞｲ ｶﾂｷ

20 12 11 明珍 春人(2) 浦和商 4:51.51 20 20 89 渋井 克紀(3) 武南 4:48.10
ﾋﾀﾞ ｲﾌｳ ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ

21 25 4030 肥田 威風(2) 川口東 4:55.92 21 18 164 鎌田 将大(2) 開智中高 4:51.38
ﾀｹｳﾁ ｶﾅﾄ ﾇﾏﾘ ﾅﾅｷ

22 2 33 竹内 奏登(2) 浦和東 4:57.07 22 13 108 沼里 七輝(2) 岩槻商 4:56.22
ﾏﾁﾀﾞ ｱﾗﾀ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

23 6 130 町田 新(2) 南稜 5:11.75 23 6 39 佐藤 匠(3) 大宮工 5:01.49
ｺｵﾘ ﾄﾓｱｷ ｱﾏﾘ ﾏｻﾄ

24 20 15 郡 知明(1) 市立浦和 5:16.21 24 25 40 甘利 奨翼(2) 大宮商 5:32.21
ﾀﾂﾐ ﾕｳｷ ﾜｶﾏﾂ ｺｳｷ

1 162 巽 勇樹(2) 栄北 DNS 21 152 若松 航輝(3) 鳩ヶ谷 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 T3:(R163-3(b))縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った



高校男子1500m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立
大会記録(GR)               3:55.50     館澤 亨次(埼玉・埼玉栄)               2015
大会記録(GR)               3:55.50     白鳥 哲汰(埼玉・埼玉栄)               2019
日本高校記録(NR)           3:38.49     佐藤 清治(長野・佐久長聖)             1999 4月24日 10:10 予　選
埼玉県高校記録(SHR)        3:46.02     巽 博和(埼玉・埼玉栄)                 1987 4月24日 14:55 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｷ

1 4 57 松村 隆希(3) 埼玉栄 3:53.42 GR
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ

2 2 1 渡辺 芽(3) 浦和 3:59.47
ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ

3 14 55 瀬川 翔誠(3) 埼玉栄 4:00.65
ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ

4 8 69 冨田 洋輔(1) 川口市立 4:03.35
ｹﾂﾞﾞｶ ﾏﾅﾄ

5 13 44 毛塚  愛斗(3) 大宮東 4:03.92
ﾏﾂｲ ｶｲﾄ

6 3 56 松井 海斗(1) 埼玉栄 4:06.61
ｶﾜﾊﾗ ﾔﾏﾄ

7 6 45 河原 大和(2) 大宮東 4:07.21
ﾈﾓﾄ ｲﾂｷ

8 11 19 根本 樹(3) 浦和南 4:07.27
ｻﾄｳ ﾖｼｷ

9 5 24 佐藤 嘉紀(3) 浦和実 4:07.46
ｱｶﾏ ﾙｲ

10 1 68 赤間 瑠衣(3) 川口市立 4:07.49
ｻｸﾗ ﾖｼｷ

11 10 67 佐倉 由樹(3) 川口市立 4:11.12
ｿｳﾀﾞ ﾏｻｷ

12 18 23 宗田 正樹(3) 浦和実 4:11.75
ｾﾘ ｵｳｷ

13 7 66 世利 皇樹(2) 川口 4:12.51
ｸﾆｲ ｼﾞｭﾝｾｲ

14 12 75 國井 順生(2) 川口北 4:14.36
ｵｵｻﾄ ﾕｳｷ

15 16 138 大里 有輝(2) 伊奈学園総合 4:14.69
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ

16 15 2 上田 悠斗(3) 浦和 4:15.32
ﾌｸﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

17 9 50 福田 凛太郎(3) 大宮北 4:28.61
ONODERA Kazushi

17 61 小野寺 和志(3) 大宮開成 DQ,T3

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 T3:(R163-3(b))縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った



高校男子5000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)              14:43.25     館澤 亨次(埼玉・埼玉栄)               2014
日本高校記録(NR)          13:34.74     石田 洸介(群馬・東農大二)             2020
埼玉県高校記録(SHR)       13:54.32     服部 翔大(埼玉・埼玉栄)               2009 4月25日 14:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2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

ｸﾎﾞﾀ ﾙｷ ｵｶｼﾞﾏ ｴｲﾄ

1 1 57 久保田 琉月(2) 埼玉栄 15:30.62 1 2 92 岡島 瑛斗(3) 蕨 17:05.79
ﾈﾓﾄ ｲﾂｷ ｱｶﾞﾂﾏ ﾄｼｷ

2 5 19 根本 樹(3) 浦和南 15:34.77 2 7 35 我妻 寿貴(3) 大宮 17:07.97
ｶﾜﾊﾗ ﾔﾏﾄ ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝﾀ

3 10 45 河原 大和(2) 大宮東 15:36.17 3 3 103 竹内 俊汰(3) 岩槻 17:21.58
ｱｶﾏ ﾙｲ ｸﾛｽ ﾊﾙﾄ

4 4 68 赤間 瑠衣(3) 川口市立 15:39.75 4 8 163 黒須 陽斗(2) 栄北 17:23.02
ﾀｹｳﾁ ｹｲﾏ ｶﾄｳ ｼｭﾝ

5 3 3 竹内 慶真(3) 浦和 15:42.15 5 6 75 加藤 駿(2) 川口北 17:33.48
ﾖｼﾉ ﾕｳｷ ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｽｹ

6 7 1 吉野 雄貴(3) 浦和 15:43.10 6 4 58 大竹 涼介(3) 大宮南 17:37.96
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾄ ﾎｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ

7 2 22 岡田 涼斗(3) 浦和実 15:45.92 7 16 64 細田   翔汰(3) 川口 17:39.78
ｹﾂﾞﾞｶ ﾏﾅﾄ ﾄｸﾀﾞ ﾚﾝ

8 16 44 毛塚  愛斗(3) 大宮東 15:49.51 8 22 148 德田 蓮(3) 大宮光陵 17:44.17
ｵﾉ ﾄｵﾙ ｵｵﾊﾞ ﾖｼｷ

9 6 56 小野 透(3) 埼玉栄 15:52.21 9 9 34 大場 佳樹(3) 大宮 17:47.62
ﾂﾁﾔ ﾋｳ ﾔｴｼﾏ ｹﾝﾄ

10 8 136 土谷 飛羽(3) 伊奈学園総合 15:57.70 10 5 20 八重嶋 乾人(2) 浦和南 17:57.05
ｾﾘ ｵｳｷ ﾂｶｺﾞｼ ﾕｳｼﾞ

11 18 66 世利 皇樹(2) 川口 16:01.95 11 13 13 塚越 友志(3) 市立浦和 18:00.42
ｻﾄｳ ﾖｼｷ ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

12 11 24 佐藤 嘉紀(3) 浦和実 16:13.44 12 10 151 加藤 大貴(3) 鳩ヶ谷 18:01.92
ﾌｼﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ ﾄﾐﾀ ｼｭﾝｽｹ

13 19 74 藤野 智大(3) 川口北 16:14.52 13 12 72 冨田 俊介(2) 川口工 18:16.54
ﾋｸﾞﾁ ｶﾂﾐ ｺﾀﾆ ｹﾝﾄ

14 21 88 樋口 克海(3) 武南 16:18.33 14 1 67 小谷 堅仁(3) 川口市立 18:21.52
ｲﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ ﾜｶﾏﾂ ｺｳｷ

15 9 55 伊東 幹納(3) 埼玉栄 16:21.57 15 21 152 若松 航輝(3) 鳩ヶ谷 18:21.53
ﾀｹﾏﾂ ﾅｵﾔ ｺﾔﾏ ｱﾂﾋｻ

16 14 137 武末 直弥(2) 伊奈学園総合 16:34.39 16 18 14 小山 敦久(3) 市立浦和 18:37.52
ﾌｸﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ YAMAMOTO Ryouta

17 26 50 福田 凛太郎(3) 大宮北 16:53.26 17 15 120 山本 崚太(3) 浦和麗明 18:44.13
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ｵｶﾔｽ ﾀﾂﾔ

18 25 36 鈴木 将之(3) 大宮 16:55.67 18 24 131 岡安 達也(2) 南稜 18:55.90
ﾐｽﾞﾓﾄ ﾑｻｼ KINOSHITA Ryuji

19 13 138 水本 武蔵(2) 伊奈学園総合 16:56.42 19 20 10 木下 龍志(2) 浦和商 18:59.75
ｱｻｶﾗｽ ﾘｸﾄ ｻｻｷ ﾄﾓﾔ

20 22 43 朝烏 陸斗(3) 大宮東 16:56.87 20 14 145 佐々木 智哉(3) 大宮ろう 19:00.48
ﾜﾀﾘ ﾘｸ TAKEDA Ryunosuke

21 23 65 渡 大陸(3) 川口 16:58.41 21 19 29 武田 隆之介(3) 浦和学院 19:13.91
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ MYOCHIN Haruto

22 15 2 井上 優斗(3) 浦和 17:01.03 22 23 11 明珍 春人(2) 浦和商 19:14.08
ｶﾈﾀｶ ﾃｯﾍﾟｲ ﾀｹｳﾁ ｶﾅﾄ

23 17 23 金髙 哲平(2) 浦和実 17:15.42 23 17 33 竹内 奏登(2) 浦和東 19:23.08
ﾎｳﾁﾄﾞ ｱﾕﾏ ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾚﾝ

24 20 69 宝地戸 歩真(3) 川口市立 17:20.63 24 26 104 本舘 蓮(2) 岩槻 19:43.31
ﾏﾙｶﾜ ﾀｶﾐ Yoshiki SHIBATA

25 24 98 丸川 貴海(2) いずみ 17:33.33 11 96 柴田 祥希(2) 与野 DNS
ｷｸﾁ ﾕｳｷ IMAMURA Shunya

26 27 97 菊地 優樹(3) いずみ 17:52.81 25 63 今村 俊哉(2) 大宮開成 DNS
ﾀﾂﾐ ﾕｳｷ ｼﾌﾞｲ ｶﾂｷ

12 162 巽 勇樹(2) 栄北 DNS 27 89 渋井 克紀(3) 武南 DNS
ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ ﾏﾂｶﾜ ﾂﾖｼ

28 16 石原 拓実(3) 浦和北 DNS 28 105 松川 剛(2) 岩槻 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子5000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)              14:43.25     館澤 亨次(埼玉・埼玉栄)               2014
日本高校記録(NR)          13:34.74     石田 洸介(群馬・東農大二)             2020
埼玉県高校記録(SHR)       13:54.32     服部 翔大(埼玉・埼玉栄)               2009 4月25日 14:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞﾀ ﾙｷ

1 57 久保田 琉月(2) 埼玉栄 15:30.62
ﾈﾓﾄ ｲﾂｷ

2 19 根本 樹(3) 浦和南 15:34.77
ｶﾜﾊﾗ ﾔﾏﾄ

3 45 河原 大和(2) 大宮東 15:36.17
ｱｶﾏ ﾙｲ

4 68 赤間 瑠衣(3) 川口市立 15:39.75
ﾀｹｳﾁ ｹｲﾏ

5 3 竹内 慶真(3) 浦和 15:42.15
ﾖｼﾉ ﾕｳｷ

6 1 吉野 雄貴(3) 浦和 15:43.10
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾄ

7 22 岡田 涼斗(3) 浦和実 15:45.92
ｹﾂﾞﾞｶ ﾏﾅﾄ

8 44 毛塚  愛斗(3) 大宮東 15:49.51

凡例  DNS:欠場



高校男子110mH(1.067m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 14.59     行武 茂(埼玉・大宮東)                 1989
日本高校記録(NR)             13.83     古谷 拓夢(神奈川・相洋)               2014 4月26日 10:30 予　選
埼玉県高校記録(SHR)          13.98     大橋 祐二(埼玉・浦和)                 2001 4月26日 13:40 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:-1.1) 2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
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ ﾉﾅｶ ｴｲｼﾝ

1 4 3035 佐藤 優守(3) 埼玉栄 15.46 q 1 6 3045 野中 瑛心(2) 埼玉栄 15.45 q
ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ ﾆｼｻﾞﾄ ﾍｷﾄ

2 6 1207 大野 滉平(3) 川口市立 16.09 q 2 3 3 西里 碧澄(3) 浦和 15.89 q
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ｲｼｲ ｿｳ

3 3 10 池田 聖吾(2) 浦和 16.82 3 4 5174 石井 創(2) 伊奈学園総合 16.31 q
ｽｷﾞﾀ ｼｮｳ ｱｼｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ

4 8 5146 杉田 翔(3) 川口青陵 17.55 4 5 4627 芦沢 柚葵(2) 大宮南 16.68
ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓｷ ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾄ

5 5 3151 片山 智貴(3) 川口北 18.19 5 7 6123 佐々木 信斗(3) 栄北 17.57
ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ

7 2107 今井 大翔(3) 浦和南 DNS 6 8 2105 志水 謙介(3) 浦和南 18.61

3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
ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

1 3 5173 伊藤 温登(3) 伊奈学園総合 15.42 q
ﾌｶｻﾞﾜ ﾑｶｲ

2 4 1218 深澤 向快(2) 川口市立 15.52 q
ｲｼｶﾜ ｼｮｳ

3 6 4624 石川 翔(3) 大宮南 16.26 q
ﾀﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ

4 5 1730 棚澤 樹(1) 武南 16.31
ﾋﾗﾉ ｶｹﾙ

5 7 2103 平野 翔(3) 浦和南 17.68
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ

6 8 1021 石川 諒(3) 蕨 18.28

決　勝　

(風:-2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ

1 5 3035 佐藤 優守(3) 埼玉栄 15.65
ﾌｶｻﾞﾜ ﾑｶｲ

2 6 1218 深澤 向快(2) 川口市立 15.67
ﾉﾅｶ ｴｲｼﾝ

3 3 3045 野中 瑛心(2) 埼玉栄 15.68
ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

4 4 5173 伊藤 温登(3) 伊奈学園総合 15.74
ﾆｼｻﾞﾄ ﾍｷﾄ

5 8 3 西里 碧澄(3) 浦和 16.21
ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ

6 7 1207 大野 滉平(3) 川口市立 16.28
ｲｼｶﾜ ｼｮｳ

7 1 4624 石川 翔(3) 大宮南 16.47
ｲｼｲ ｿｳ

8 2 5174 石井 創(2) 伊奈学園総合 16.67

凡例  DNS:欠場



高校男子400mH(0.914m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 52.44     長島 貴之(埼玉・浦和)                 2007
日本高校記録(NR)             49.09     為末 大(広島・皆実)                   1996 4月25日 10:45 予　選
埼玉県高校記録(SHR)          50.83     加藤 誠也(埼玉・松山)                 2010 4月25日 15:25 決　勝

予　選　3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

ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ

1 4 1714 清水 涼太(3) 武南 59.49 q 1 6 1212 川尻 太一(2) 川口市立 54.29 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾄ ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ

2 6 5172 山口 拓人(3) 伊奈学園総合 1:00.22 q 2 4 4644 上野 翔平(2) 大宮南 58.02 q
ｽｷﾞﾀ ｼｮｳ ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

3 5 5146 杉田 翔(3) 川口青陵 1:00.38 q 3 5 1715 長谷川 颯人(3) 武南 1:02.05 q
ﾅｶﾀﾞ ﾖｳﾀ ｻｲﾀ ｺｳﾀﾛｳ

4 3 2114 中田 遥太(2) 浦和南 1:02.35 4 7 2111 齊田 晃太郎(2) 浦和南 1:02.29
ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｷ ｳﾁﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

5 7 3309 中山 春輝(3) 大宮武蔵野 1:02.62 5 8 4906 内村 太紀(3) 上尾橘 1:02.55
ｲﾄｳ ﾀｸﾏﾏﾄﾝﾄﾞ ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾀｶ

6 8 1539 伊藤 拓真ﾏﾄﾝﾄﾞ(2) 岩槻 1:05.57 6 2 4018 川口 完(2) 浦和北 1:03.06
ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾄ

7 3 6123 佐々木 信斗(3) 栄北 1:03.67

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵｷ ﾕｳﾄ

1 3 3038 大木 優大(3) 埼玉栄 57.74 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ

2 5 3163 山田 智輝(3) 川口北 59.56 q
ｻﾝﾍﾟｲ ﾄﾓｷ

3 4 5150 三瓶 友輝(3) 川口青陵 1:02.59
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

4 8 4474 長谷川 優太(2) 栄東 1:03.90
ｲｼﾂﾞｶ ｲｯｷ

5 7 4237 石塚 壱輝(2) 大宮東 1:04.00
SHIBATA Yuichiro

6 6 4061 芝田 雄一郎(2) 浦和学院 1:07.02

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ

1 6 1212 川尻 太一(2) 川口市立 53.94
ｵｵｷ ﾕｳﾄ

2 4 3038 大木 優大(3) 埼玉栄 55.68
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ

3 3 1714 清水 涼太(3) 武南 57.80
ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ

4 5 4644 上野 翔平(2) 大宮南 58.30
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ

5 8 3163 山田 智輝(3) 川口北 58.67
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾄ

6 7 5172 山口 拓人(3) 伊奈学園総合 59.43
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

7 1 1715 長谷川 颯人(3) 武南 1:00.73
ｽｷﾞﾀ ｼｮｳ

8 2 5146 杉田 翔(3) 川口青陵 1:00.98



高校男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               9:16.73     澤 大樹(埼玉・埼玉栄)                 2004
日本高校記録(NR)           8:39.37     三浦 龍司(京都・洛南)                 2019
埼玉県高校記録(SHR)        8:55.28     小林 正幹(埼玉・松山)                 1990 4月26日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2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

ｲﾀﾊﾞｼ ｼｮｳｺﾞ ﾔﾏｻｷ ｿｳ

1 10 55 板橋 将吾(3) 埼玉栄 9:50.95 1 4 57 山﨑 颯(3) 埼玉栄 9:44.28
ｵｵﾀｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｱｶﾎｼ ﾄｵﾏ

2 11 67 大竹 優一郎(3) 川口市立 9:57.92 2 13 56 赤星 龍舞(3) 埼玉栄 9:51.63
ｼﾉ ﾀｸﾏ ｲﾘｻﾜ ﾀﾞｲﾁ

3 4 2 篠 拓真(3) 浦和 10:16.37 3 6 24 入澤 大陸(2) 浦和実 10:02.74
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾛﾄ ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ

4 5 22 島津 大叶(3) 浦和実 10:25.64 4 10 23 須藤 大地(2) 浦和実 10:18.28
ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ ｽｽﾞｷ ｲﾌﾞｷ

5 13 69 冨田 洋輔(1) 川口市立 10:28.32 5 7 45 鈴木 伊吹(2) 大宮東 10:18.90
ｷﾘｭｳ ﾀｲｷ ｾｼﾓ ｶｲﾄ

6 1 70 桐生 太稀(3) 川口工 10:31.65 6 9 68 瀬下 開斗(2) 川口市立 10:26.39
ｸｻﾉ ﾊﾙｷ ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

7 6 1 草野 陽樹(3) 浦和 10:39.03 7 5 31 小山 純(3) 浦和東 10:27.54
ｼｮｳｼﾞ ｼｭｳﾄ ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ

8 8 44 庄子 柊斗(2) 大宮東 10:42.47 8 2 3 西山 温人(2) 浦和 10:48.94
ｶﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾏﾂｲ ｿﾗ

9 3 137 嘉村 光一郎(2) 伊奈学園総合 10:49.70 9 11 71 松井 蒼空(2) 川口工 10:55.11
ｸﾛｻﾜ ﾄｼﾔ ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｽｹ

10 14 43 黒沢 敏也(3) 大宮東 11:15.65 10 14 58 大竹 涼介(3) 大宮南 10:59.93
Yuta FUKE ｲｴﾀﾞ ﾄｳﾔ

11 12 94 浮池 優太(3) 与野 11:17.80 11 1 136 家田 統矢(3) 伊奈学園総合 11:00.85
ｸﾞｼｹﾝ ﾘｭｳｷ ｵｵﾊﾞ ﾖｼｷ

12 7 85 具志堅 竜圭(3) 川口青陵 11:25.65 12 12 34 大場 佳樹(3) 大宮 11:10.40
ﾅｶﾀﾞ ｴｲﾀ ｶﾐｳﾗ ｹﾝ

13 2 75 中田 瑛太(2) 川口北 11:30.81 13 3 52 上浦 健(2) 大宮武蔵野 11:28.82
ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ ｻﾝﾉﾏﾙ ｶﾅﾒ

14 9 35 高山 翔太郎(2) 大宮 12:03.98 14 8 138 三ノ丸 要(2) 伊奈学園総合 11:34.42

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻｷ ｿｳ

1 57 山﨑 颯(3) 埼玉栄 9:44.28
ｲﾀﾊﾞｼ ｼｮｳｺﾞ

2 55 板橋 将吾(3) 埼玉栄 9:50.95
ｱｶﾎｼ ﾄｵﾏ

3 56 赤星 龍舞(3) 埼玉栄 9:51.63
ｵｵﾀｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ

4 67 大竹 優一郎(3) 川口市立 9:57.92
ｲﾘｻﾜ ﾀﾞｲﾁ

5 24 入澤 大陸(2) 浦和実 10:02.74
ｼﾉ ﾀｸﾏ

6 2 篠 拓真(3) 浦和 10:16.37
ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ

7 23 須藤 大地(2) 浦和実 10:18.28
ｽｽﾞｷ ｲﾌﾞｷ

8 45 鈴木 伊吹(2) 大宮東 10:18.90



高校男子5000mW
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)              20:51.02     長山 達彦(埼玉・埼玉栄)               2017
日本高校記録(NR)          19:29.84     住所 大翔(兵庫・飾磨工)               2017
埼玉県高校記録(SHR)       20:12.40     寺嶋 和也(埼玉・鳩山)                 1997 4月24日 13:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾆｲ ﾕｳﾄ

1 1 55 國井 優仁(3) 埼玉栄 24:26.56
ﾀｶｼﾏ ｼｮｳｾｲ

2 2 56 高島 翔成(2) 埼玉栄 25:21.65
ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ

3 3 50 久保田 大介(3) 大宮北 27:30.59
ｶｾ ｺｳﾒｲ

4 4 99 嘉瀬 晃明(3) いずみ 32:09.97



高校男子4X100mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 41.07     山中・亀井･石﨑･影山(埼玉・埼玉栄)    2015
日本高校記録(NR)             39.57     和田・宮本・井本・平賀(京都・洛南)    2017 4月24日 10:55 予　選
埼玉県高校記録(SHR)          40.58     片山･大野･成山･大沢(埼玉・松山)       1987 4月24日 15:25 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 川口市立 1206 藤原 陽(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳ 43.06 1 5 埼玉栄 3033 神田 陽太(3) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 42.00
1218 深澤 向快(2) ﾌｶｻﾞﾜ ﾑｶｲ q 3032 安藤 李空(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ q
1208 塚原 大雅(3) ﾂｶﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 3031 福田 凱璃(3) ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾘ
1212 川尻 太一(2) ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ 3040 廿浦 亮仁(3) ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ

2 3 浦和 6 飯原 圭祐(3) ｲｲﾊﾗ ｹｲｽｹ 43.31 2 3 武南 1711 吉田 旭善(3) ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙﾖｼ 42.37
11 藤村 泰成(2) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｾｲ q 1722 富樫 竜輝(2) ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ q
2 磯部 隼汰(3) ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 1719 伊藤 空(2) ｲﾄｳ ｿﾗ
3 西里 碧澄(3) ﾆｼｻﾞﾄ ﾍｷﾄ 1713 加藤 奨啓(3) ｶﾄｳ ｼｮｳｹｲ

3 6 浦和南 2107 今井 大翔(3) ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ 44.60 3 4 大宮北 1250 高津 彩樹(2) ﾀｶﾂ ｻｲｷ 44.19
2110 後藤 優雅(2) ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶﾞ 1237 井上 陸仁(3) ｲﾉｳｴ ﾘｸﾄ q
2105 志水 謙介(3) ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 1239 柿沼 大翔(3) ｶｷﾇﾏ ﾋﾛﾄ
2103 平野 翔(3) ﾋﾗﾉ ｶｹﾙ 1246 芦埜 克明(2) ｱｼﾉ ｶﾂｱｷ

4 5 市立浦和 1112 金子 周平(3) ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 44.85 4 6 蕨 1031 笠井 勇佑(3) ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 44.59
1119 満山 慶亮(3) ﾐﾂﾔﾏ ｱｷﾖｼ 1029 山内 友貴(3) ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓｷ
1114 櫻井 翔(3) ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 1035 石川 遼(2) ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ
1113 金田 綾祐(3) ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 1021 石川 諒(3) ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ

5 8 大宮開成 5674 鈴木 元希(2) SUZUKI Genki 45.00 5 7 いずみ 1681 小野 芽人(3) ｵﾉ ｶﾔﾄ 45.20
5677 倉 一石(2) KURA Isseki 1682 鈴木 綾太(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ
5671 飯野 優斗(2) IINO Yuto 1684 西片 綾哉(2) ﾆｼｶﾀ ﾘｮｳﾔ
5689 菅野 舜童靖国(3) KANNO Shidoyasukuni 1685 三浦 光騎(2) ﾐｳﾗ ｺｳｷ

6 7 南稜 4303 根岸 勇太(2) ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 45.31 6 2 岩槻 1538 中村 恒介(2) ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 46.43
4292 松下 優希(3) ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ 1539 伊藤 拓真ﾏﾄﾝﾄﾞ(2) ｲﾄｳ ﾀｸﾏﾏﾄﾝﾄﾞ
4296 髙橋 岬希(3) ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ 1531 坂本 光翼(3) ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ
4291 上條 功貴(3) ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｷ 1534 中田 隼輔(3) ﾅｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

7 1 浦和実 1982 矢部  由翔(3) ﾔﾍﾞ ﾕｳﾄ 48.94 7 1 秀明英光 5409 山田 航輝(1) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 47.15
1981 岡田 侑士(3) ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 5408 駒澤 昴(1) ｺﾏｻﾞﾜ ｽﾊﾞﾙ
1982 安齋  憲太郎(3) ｱﾝｻﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 5402 野口 愛輝(3) ﾉｸﾞﾁ ｱｲｷ
1984 玉城  和(3) ﾀﾏｷ ﾔﾏﾄ 5404 杉原 健心(2) ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾝ

2 鳩ヶ谷 DNS 8 8 浦和東 4931 伊佐 駿輝(2) ｲｻ ｼｽﾞｷ 47.18
4923 山路 太陽(3) ﾔﾏｼﾞ ﾀｲﾖｳ
4932 片倉 豪太(2) ｶﾀｸﾗ ｺﾞｳﾀ
4921 後藤 寛人(3) ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 伊奈学園総合 5173 伊藤 温登(3) ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 42.64 1 6 大宮東 4240 木村 陽路(1) ｷﾑﾗ ﾋﾛ 42.46
5161 八柳 拓磨(3) ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ q 4231 松田 璃央(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ q
5162 齊間 聖(3) ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ 4232 野口 翔汰(2) ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ
5163 山崎 颯太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 4259 大久保 直樹(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ

2 6 上尾 1095 田中 亮羽(2) ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 44.97 2 5 川口北 3160 萩原 拓実(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 43.78
1090 石川 龍之介(3) ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 3167 栗山 海斗(2) ｸﾘﾔﾏ ｶｲﾄ q
1092 野見山 丈琉(3) ﾉﾐﾔﾏ ﾀｹﾙ 3153 綾 彪竜(3) ｱﾔ ﾀｹﾙ
1101 星野 啓太(2) ﾎｼﾉ ｹｲﾀ 3152 今井 遥輝(3) ｲﾏｲ ﾊﾙｷ

3 5 上尾南 3722 久保 慶明(2) ｸﾎﾞ ﾖｼｱｷ 45.00 3 7 川口青陵 5158 三谷 朋也(3) ﾐﾀﾆ ﾄﾓﾔ 44.68
3721 中村 優(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 5148 池田 健人(3) ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ
3723 川崎 楓人(2) ｶﾜｻｷ ｶｲﾄ 5146 杉田 翔(3) ｽｷﾞﾀ ｼｮｳ
3730 采女 珀(2) ｳﾈﾒ ﾊｸ 5150 三瓶 友輝(3) ｻﾝﾍﾟｲ ﾄﾓｷ

4 3 浦和北 4009 岩田 悠吾(3) ｲﾜﾀ ﾕｳｺﾞ 45.38 4 3 大宮 441 石塚 一平(2) ｲｼﾂﾞｶ ｲｯﾍﾟｲ 44.70
4015 水村 太郎(3) ﾐｽﾞﾑﾗ ﾀﾛｳ 448 中井 竣也(2) ﾅｶｲ ｼｭﾝﾔ
4013 小林 春斗(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 449 平賀 帆一(2) ﾋﾗｶﾞ ﾊﾙﾋﾄ
4014 坂元 駿斗(3) ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 445 佐々木 輝(2) ｻｻｷ ﾋｶﾙ

5 8 栄北高 6124 大西 健斗(2) ｵｵﾆｼ ｹﾝﾄ 45.66 5 4 大宮南 4622 渋谷 昂生(2) ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ 45.24
6130 伊東 尚大朗(2) ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 4621 西崎 広望(2) ﾆｼｻﾞｷ ﾋﾛﾐ
6123 佐々木 信斗(3) ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾄ 4637 加藤 陽翔(3) ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ
6122 鈴木 翔真(3) ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ 4627 芦沢 柚葵(2) ｱｼｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ

6 7 与野 910 石澤 七斗(2) Nanato ISHIZAWA 46.10 6 8 大宮光陵高 5350 山﨑 健人(2) ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾄ 46.24
901 小阪 恵斗(3) Keito KOSAKA 5351 石崎 浩也(2) ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛﾔ
908 間宮 悠介(3) Yusuke MAMIYA 5341 水野 遥斗(3) ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙﾄ
909 川口 璃士(3) Akio KAWAGUCHI 5348 千葉 俊輔(2) ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ

7 2 大宮工 1155 坂口 依生(3) ｻｶｸﾞﾁ ｲｵ 46.56 7 1 川口工 524 工藤 颯太(1) ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ 46.48
1165 小山 真太郎(2) ｵﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 518 レー クァン(2) ﾚｰ ｸｧﾝ
1164 大和田 希(2) ｵｵﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 515 大沢 心(2) ｵｵｻﾜ ｼﾝ
1152 大塚 瑠衣(3) ｵｵﾂｶ ﾙｲ 513 高橋 幸太(3) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ

8 1 開智中高 5764 近藤 拓也(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 46.66 8 2 大宮ろう 4444 齋藤 優太(3) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 47.45
5770 多武 陽仁(1) ﾀﾌﾞ ﾊﾙﾄ 4443 河野 心(3) ｺｳﾉ ｼﾝ
5768 宮島 拓士(2) ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾄ 4442 及川 慶太(3) ｵｲｶﾜ ｹｲﾀ
5786 須藤 滉(1) ｽﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 4441 熱田 笙馬(2) ｱﾂﾀ ｼｮｳﾏ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



高校男子4X100mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 41.07     山中・亀井･石﨑･影山(埼玉・埼玉栄)    2015
日本高校記録(NR)             39.57     和田・宮本・井本・平賀(京都・洛南)    2017 4月24日 10:55 予　選
埼玉県高校記録(SHR)          40.58     片山･大野･成山･大沢(埼玉・松山)       1987 4月24日 15:25 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 武南 1711 吉田 旭善(3) ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙﾖｼ 41.67
1722 富樫 竜輝(2) ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ
1719 伊藤 空(2) ｲﾄｳ ｿﾗ
1713 加藤 奨啓(3) ｶﾄｳ ｼｮｳｹｲ

2 6 大宮東 4238 小池 諒武(3) ｺｲｹ ﾘｮｳﾑ 41.68
4231 松田 璃央(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ
4232 野口 翔汰(2) ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ
4259 大久保 直樹(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ

3 8 浦和 6 飯原 圭祐(3) ｲｲﾊﾗ ｹｲｽｹ 41.79
11 藤村 泰成(2) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｾｲ
2 磯部 隼汰(3) ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ
3 西里 碧澄(3) ﾆｼｻﾞﾄ ﾍｷﾄ

4 5 埼玉栄 3033 神田 陽太(3) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 41.82
3032 安藤 李空(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ
3031 福田 凱璃(3) ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾘ
3040 廿浦 亮仁(3) ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ

5 7 川口市立 1213 田村 海斗(2) ﾀﾑﾗ ｶｲﾄ 42.93
1218 深澤 向快(2) ﾌｶｻﾞﾜ ﾑｶｲ
1208 塚原 大雅(3) ﾂｶﾊﾗ ﾀｲｶﾞ
1212 川尻 太一(2) ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ

6 1 川口北 3160 萩原 拓実(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 43.69
3167 栗山 海斗(2) ｸﾘﾔﾏ ｶｲﾄ
3153 綾 彪竜(3) ｱﾔ ﾀｹﾙ
3152 今井 遥輝(3) ｲﾏｲ ﾊﾙｷ

7 2 大宮北 1250 高津 彩樹(2) ﾀｶﾂ ｻｲｷ 44.11
1237 井上 陸仁(3) ｲﾉｳｴ ﾘｸﾄ
1239 柿沼 大翔(3) ｶｷﾇﾏ ﾋﾛﾄ
1246 芦埜 克明(2) ｱｼﾉ ｶﾂｱｷ

4 伊奈学園総合 5169 武正 琉生(3) ﾀｹﾏｻ ﾙｲ DQ,R1

5161 八柳 拓磨(3) ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ
5162 齊間 聖(3) ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ
5163 山崎 颯太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



高校男子4X400mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               3:14.56     小高･大塚・高山・志賀(埼玉・埼玉栄)   2017
日本高校記録(NR)           3:08.32     苗木･山本･菅井･鈴木(千葉・千葉)       2003
埼玉県高校記録(SHR)        3:11.24     瀬野･飯崎･遠藤･山崎(埼玉・埼玉栄)     2010 4月26日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 蕨 1021 石川 諒(3) ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 3:43.51 1 4 秀明英光 5403 森山 涼音(3) ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾄ 3:37.16

1022 木村 優太(3) ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 5407 石川 有志(1) ｲｼｶﾜ ﾕｳｼ
1035 石川 遼(2) ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 5401 神山 勝之(3) ｺｳﾔﾏ ｶﾂﾕｷ
1023 星野 壯典(3) ﾎｼﾉ ｿｳｽｹ 5405 三柴 嗣音(2) ﾐｼﾊﾞ ｼｵﾝ

2 8 浦和麗明 118 渡邊 航太(3) WATANABE Kouta 3:47.06 2 3 大宮開成 5672 廣澤 力樹(2) HIROSAWA Riki 3:38.19

118 高橋 光生(3) TAKAHASI Kousei 5697 小野寺 和志(3) ONODERA Kazushi

120 山本 崚太(3) YAMAMOTO Ryouta 5671 飯野 優斗(2) IINO Yuto
119 坪山 久穏(3) TSUBOYAMA Kuon 5689 菅野 舜童靖国(3) KANNO Shidoyasukuni

3 5 浦和東 4923 山路 太陽(3) ﾔﾏｼﾞ ﾀｲﾖｳ 3:47.42 3 8 岩槻 1534 中田 隼輔(3) ﾅｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 3:42.16

4921 後藤 寛人(3) ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ 1536 根本 武輝(3) ﾈﾓﾄ ﾀｹﾙ
4931 伊佐 駿輝(2) ｲｻ ｼｽﾞｷ 1533 淺井 紘仁(3) ｱｻｲ ﾋﾛﾄ
4922 小山 純(3) ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 1546 松川 剛(2) ﾏﾂｶﾜ ﾂﾖｼ

4 3 栄東 4475 徳岡 俊介(2) ﾄｸｵｶ ｼｭﾝｽｹ 3:48.32 4 5 いずみ 1681 小野 芽人(3) ｵﾉ ｶﾔﾄ 3:44.91

4476 富田 陸斗(2) ﾄﾐﾀ ﾘｸﾄ 1686 丸川 貴海(2) ﾏﾙｶﾜ ﾀｶﾐ
4472 池田 環(2) ｲｹﾀﾞ ｶﾝ 1682 鈴木 綾太(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ
4474 長谷川 優太(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 1684 西片 綾哉(2) ﾆｼｶﾀ ﾘｮｳﾔ

5 4 栄北高 6122 鈴木 翔真(3) ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ 3:53.23 5 6 市立浦和 1119 満山 慶亮(3) ﾐﾂﾔﾏ ｱｷﾖｼ 3:46.98

6123 佐々木 信斗(3) ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾄ 1113 金田 綾祐(3) ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ
6124 大西 健斗(2) ｵｵﾆｼ ｹﾝﾄ 1112 金子 周平(3) ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ
6127 中谷 英司(2) ﾅｶﾔ ｴｲｼﾞ 1115 中村 友哉(3) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ

6 6 大宮光陵高 5341 水野 遥斗(3) ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙﾄ 3:54.18 6 7 川口工 515 大沢 心(2) ｵｵｻﾜ ｼﾝ 3:48.22

5346 飯塚 颯汰(3) ｲｲﾂｶ ｿｳﾀ 518 レー クァン(2) ﾚｰ ｸｧﾝ
5344 尾島 陸斗(3) ｵｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 524 工藤 颯太(1) ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ
5343 德田 蓮(3) ﾄｸﾀﾞ ﾚﾝ 512 桐生 太稀(3) ｷﾘｭｳ ﾀｲｷ

2 開智中高 DNS 7 2 上尾南 3724 水谷 音央(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾈｵ 3:52.96

3725 中村 優斗(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ
3726 千葉 裕太(3) ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ
3731 和泉田 陽(2) ｲｽﾞﾐﾀ ﾊﾙ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 浦和北 4009 岩田 悠吾(3) ｲﾜﾀ ﾕｳｺﾞ 3:31.18 1 4 川口市立 1224 小瀬 堅大(2) ｺｾ ｹﾝﾀ 3:19.73

4011 小鷹 瑞生(3) ｵﾀﾞｶ ﾐｽﾞｷ 1201 佐倉 由樹(3) ｻｸﾗ ﾖｼｷ
17 石見 広輔(3) ｲﾜﾐ ｺｳｽｹ 1223 原 悠貴(2) ﾊﾗ ﾕｳｷ

4014 坂元 駿斗(3) ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 1212 川尻 太一(2) ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ
2 3 武南 1714 清水 涼太(3) ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 3:33.27 2 6 埼玉栄 3056 黄金井 唯翔(2) ｺｶﾞﾈｲ ﾕｳﾄ 3:23.52

1722 富樫 竜輝(2) ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ 3046 深瀨 遥斗(2) ﾌｶｾ ﾊﾙﾄ
1719 伊藤 空(2) ｲﾄｳ ｿﾗ 3038 大木 優大(3) ｵｵｷ ﾕｳﾄ
1715 長谷川 颯人(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 3040 廿浦 亮仁(3) ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ

3 2 大宮 447 立沢 英臣(2) ﾀﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵﾐ 3:34.08 3 5 伊奈学園総合 5169 武正 琉生(3) ﾀｹﾏｻ ﾙｲ 3:27.29

441 石塚 一平(2) ｲｼﾂﾞｶ ｲｯﾍﾟｲ 5163 山崎 颯太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ
422 清水 歩(3) ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ 5173 伊藤 温登(3) ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ
443 黒岩 洸大(2) ｸﾛｲﾜ ｺｳﾀﾞｲ 5162 齊間 聖(3) ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ

4 5 大宮北 1237 井上 陸仁(3) ｲﾉｳｴ ﾘｸﾄ 3:35.05 4 7 川口北 3160 萩原 拓実(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 3:30.84

1250 高津 彩樹(2) ﾀｶﾂ ｻｲｷ 3172 松澤 直希(2) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ
1236 小林 進太郎(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ 3153 綾 彪竜(3) ｱﾔ ﾀｹﾙ
1239 柿沼 大翔(3) ｶｷﾇﾏ ﾋﾛﾄ 3163 山田 智輝(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ

5 8 上尾 1087 松本 響(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 3:40.28 5 3 浦和南 2107 今井 大翔(3) ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ 3:31.79

1090 石川 龍之介(3) ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 2110 後藤 優雅(2) ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶﾞ
1089 安藤 佑一郎(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 2109 根本 樹(3) ﾈﾓﾄ ｲﾂｷ
1093 原 柊悠人(3) ﾊﾗ ｼｭｳﾄ 2113 瀧澤 寿安(2) ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾞｭｱﾝ

6 7 大宮工 1165 小山 真太郎(2) ｵﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 3:41.61 6 2 大宮東 4234 大庭 健太(3) ｵｵﾊﾞ ｹﾝﾀ 3:33.37

1162 加賀江 巧(2) ｶｶﾞｴ ﾀｸﾐ 4259 大久保 直樹(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ
1157 百瀬 稜久(3) ﾓﾓｾ ﾘｸ 4247 藤波 志憧(2) ﾌｼﾞﾅﾐ ｼﾄﾞｳ
1152 大塚 瑠衣(3) ｵｵﾂｶ ﾙｲ 4242 大瀧 司(1) ｵｵﾀｷ ﾂｶｻ

7 1 与野 913 齋藤 維吹(2) Ibuki SAITO 3:44.87 7 1 大宮南 4637 加藤 陽翔(3) ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ 3:35.11

902 植田 恭典(3) Kyosuke UEDA 4644 上野 翔平(2) ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ
914 武藤 充樹(2) Mitsuki MUTO 4624 石川 翔(3) ｲｼｶﾜ ｼｮｳ
95 齊藤 涼太(3) Ryota SAITO 4621 西崎 広望(2) ﾆｼｻﾞｷ ﾋﾛﾐ

8 6 川口 151 南 怜央(3) ﾐﾅﾐ ﾚｵ 3:46.46 8 8 浦和 17 仲山 智也(2) ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾔ 3:35.87

155 奥田  将悟(2) ｵｸﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 8 竹林 蒼真(3) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ
153 細田   翔汰(3) ﾎｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ 1 鴨志田 育哉(3) ｶﾓｼﾀﾞ ｲｸﾔ
152 齋藤 佑月(3) ｻｲﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 10 池田 聖吾(2) ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

凡例  DNS:欠場



高校男子4X400mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               3:14.56     小高･大塚・高山・志賀(埼玉・埼玉栄)   2017
日本高校記録(NR)           3:08.32     苗木･山本･菅井･鈴木(千葉・千葉)       2003
埼玉県高校記録(SHR)        3:11.24     瀬野･飯崎･遠藤･山崎(埼玉・埼玉栄)     2010 4月26日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 川口市立 1224 小瀬 堅大(2) ｺｾ ｹﾝﾀ 3:19.73

1201 佐倉 由樹(3) ｻｸﾗ ﾖｼｷ
1223 原 悠貴(2) ﾊﾗ ﾕｳｷ
1212 川尻 太一(2) ｶﾜｼﾘ ﾀｲﾁ

2 埼玉栄 3056 黄金井 唯翔(2) ｺｶﾞﾈｲ ﾕｳﾄ 3:23.52

3046 深瀨 遥斗(2) ﾌｶｾ ﾊﾙﾄ
3038 大木 優大(3) ｵｵｷ ﾕｳﾄ
3040 廿浦 亮仁(3) ﾂﾂﾞｳﾗ ｶﾂﾄ

3 伊奈学園総合 5169 武正 琉生(3) ﾀｹﾏｻ ﾙｲ 3:27.29

5163 山崎 颯太(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ
5173 伊藤 温登(3) ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ
5162 齊間 聖(3) ｻｲﾏ ﾋｼﾞﾘ

4 川口北 3160 萩原 拓実(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 3:30.84

3172 松澤 直希(2) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ
3153 綾 彪竜(3) ｱﾔ ﾀｹﾙ
3163 山田 智輝(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ

5 浦和北 4009 岩田 悠吾(3) ｲﾜﾀ ﾕｳｺﾞ 3:31.18

4011 小鷹 瑞生(3) ｵﾀﾞｶ ﾐｽﾞｷ
17 石見 広輔(3) ｲﾜﾐ ｺｳｽｹ

4014 坂元 駿斗(3) ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ
6 浦和南 2107 今井 大翔(3) ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ 3:31.79

2110 後藤 優雅(2) ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶﾞ
2109 根本 樹(3) ﾈﾓﾄ ｲﾂｷ
2113 瀧澤 寿安(2) ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾞｭｱﾝ

7 武南 1714 清水 涼太(3) ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 3:33.27

1722 富樫 竜輝(2) ﾄｶﾞｼ ﾘｭｳｷ
1719 伊藤 空(2) ｲﾄｳ ｿﾗ
1715 長谷川 颯人(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

8 大宮東 4234 大庭 健太(3) ｵｵﾊﾞ ｹﾝﾀ 3:33.37

4259 大久保 直樹(3) ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ
4247 藤波 志憧(2) ﾌｼﾞﾅﾐ ｼﾄﾞｳ
4242 大瀧 司(1) ｵｵﾀｷ ﾂｶｻ

凡例  DNS:欠場



高校男子走高跳
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立
大会記録(GR)                  2m15     渡邊 高宏(埼玉・武南)                 1988
日本高校記録(NR)              2m23     戸邊 直人(千葉・専大松戸)             2009
埼玉県高校記録(SHR)           2m15     渡邊 高宏(埼玉・武南)                 1988
埼玉県高校記録(SHR)           2m15     石井 孝治(埼玉・八潮)                 1996 4月25日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙ － － － － － － － －

1 26 1726 中田 陽(2) 武南 ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × 2m05
ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ － － － － － ○ ○ × ○

2 23 1683 鈴木 陸人(2) いずみ × × ○ × ○ × × × 1m90
ﾀﾅｶ ｼｭｳｴｲ － － － － × ○ ○ × ○ ○

3 20 5170 田中 萩瑛(1) 伊奈学園総合 × × ○ × × × 1m85
ｵｳ ﾄﾓﾔ － － － － － ○ ○ ○

4 21 1731 王 知己(1) 武南 × × × 1m80
ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾋﾛ － － － － － ○ ○ × ○

5 19 6068 川上 貴洋(3) 国際学院 × × × 1m80
ﾓﾘ ﾎｸﾄ － － － － － ○ ○ × × ×

6 22 1159 森 北翔(3) 大宮工 1m75
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ － － － ○ × ○ ○ ○ × × ×

7 16 1727 中村 勇冴(2) 武南 1m75
ｶﾝﾅﾐ ｺｳｽｹ － － － － ○ × × ○ ○ × × ×

8 15 3165 神南 洸介(2) 川口北 1m75
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ － － － － － ○ × ○ × × ×

9 24 4013 小林 春斗(3) 浦和北 1m75
ｳﾒﾓﾄ ｹｲｽｹ － － － － × ○ ○ × × ○ × × ×

10 17 5 梅本 啓佑(3) 浦和 1m75
ﾜｶﾏﾂ ﾙｷｱ － － － ○ ○ ○ × × ×

11 9 4244 若松 琉来也(2) 大宮東 1m70
ﾐﾓﾄ ｺｳﾍｲ － ○ － ○ ○ ○ × × ×

11 14 3765 三本 耕平(1) 埼玉栄 1m70
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ － － － ○ × ○ ○ × × ×

13 11 2105 志水 謙介(3) 浦和南 1m70
ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾑ － － － ○ × × ○ ○ × × ×

14 18 1121 山下 希(2) 市立浦和 1m70
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｺﾞ － － － ○ ○ × ○ × × ×

15 12 1210 中村 瞭吾(3) 川口市立 1m70
ｲﾄｳ ｿｳﾀ － － － ○ × ○ × ○ × × ×

16 10 4245 伊藤 聡大(2) 大宮東 1m70
ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙﾄ × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

17 5 6126 水野 颯斗(2) 栄北 1m70
ｻｶｸﾞﾁ ｲｵ － － － － ○ × × ×

18 8 1155 坂口 依生(3) 大宮工 1m65
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ － － － ○ × × ×

19 13 3052 村上 遥太(2) 埼玉栄 1m60
ｳﾁ ﾕｳﾀ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

20 3 1232 内 勇太(3) 大宮北 1m60
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ － － ○ × × ○ × × ×

20 7 3158 中島 俊哉(3) 川口北 1m60
ｸﾄﾞｳ ﾚｵ － ○ ○ × × ×

22 4 1100 工藤 怜央(2) 上尾 1m55
ﾂｼﾞﾑﾗ ｺﾝﾍﾟｲ ○ × ○ × × ×

23 1 1146 辻村 紺平(2) 大宮工 1m50
ﾓﾘｲ ｼﾝﾉｽｹ × × ×

2 4016 森井 慎之助(3) 浦和北 NM
ﾑﾅｶﾀ ｺﾅﾝ － × × ×

6 2108 宗像 幸楠(3) 浦和南 NM
ｾﾉｳ ｼｭﾝｷ － － － － － － － × × ×

25 3037 瀬能 駿希(3) 埼玉栄 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m45

1m85

1m50

1m90

1m55

1m93

1m60

1m98

1m80

2m07
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m65

2m01

1m70

2m03

1m75

2m05

凡例  NM:記録なし



高校男子走幅跳
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                  7m28     野見山 幸之(埼玉・伊奈学園総合)       1990
日本高校記録(NR)              8m12     藤原 孝輝(京都・洛南)                 2018
埼玉県高校記録(SHR)           7m69     嘉山 大介(埼玉・深谷商)               2007 4月24日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｸﾀﾞ ｱﾕﾑ 6m81 6m68 6m75 6m81 8 6m47 6m52 6m69 6m81
1 46 3041 白田 歩夢(3) 埼玉栄 +0.7 +2.8 0.0 +0.7 +0.1 +0.3 0.0 +0.7

ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳﾀ × 6m73 6m52 6m73 7 6m07 6m74 × 6m74
2 45 5164 奥村 亮太(3) 伊奈学園総合 +2.6 +2.3 +2.6 -0.3 +0.1 +0.1

ｲﾁﾑﾗ ｿｳﾏ × 6m67 5m91 6m67 6 × × × 6m67
3 42 16 市村 颯麻(2) 浦和 +0.4 +1.3 +0.4 +0.4

ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ 6m38 6m62 6m64 6m64 5 × 6m51 6m57 6m64
4 41 1207 大野 滉平(3) 川口市立 0.0 +1.1 +1.2 +1.2 0.0 +2.1 +1.2

ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓｷ 6m31 6m58 6m12 6m58 4 6m54 6m53 6m53 6m58
5 44 1029 山内 友貴(3) 蕨 +0.8 +1.8 +1.4 +1.8 +2.1 +0.1 +1.0 +1.8

ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ 6m48 6m19 × 6m48 2 × × 6m58 6m58
6 47 4259 大久保 直樹(3) 大宮東 -0.3 +2.3 -0.3 -0.2 -0.2

ﾀﾅｲ ﾏｻｷ 6m53 6m39 6m53 6m53 3 － － × 6m53
7 39 1240 棚井 将輝(3) 大宮北 +0.4 -0.3 +1.6 +0.4 +0.4

ﾌﾀﾞ ﾏｻｷ 6m46 6m39 6m20 6m46 1 6m30 6m42 6m36 6m46
8 40 3042 布田 真基(3) 埼玉栄 -0.4 +0.3 +1.3 -0.4 +1.8 +1.9 +0.3 -0.4

ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 6m29 × 6m46 6m46 6m46
9 37 1114 櫻井 翔(3) 市立浦和 -0.5 +1.4 +1.4 +1.4

ﾀｹﾏｻ ﾙｲ × 5m94 6m42 6m42 6m42
10 35 5169 武正 琉生(3) 伊奈学園総合 -2.0 +2.0 +2.0 +2.0

ﾎｼﾉ ｹﾞﾝｷ 6m12 6m16 6m35 6m35 6m35
11 34 5171 星野 元希(1) 伊奈学園総合 -0.7 -1.1 +0.6 +0.6 +0.6

ｱｵｷ ｸｳﾄ 6m33 5m94 × 6m33 6m33
12 32 3727 青木 空斗(2) 上尾南 0.0 +1.6 0.0 0.0

ﾉﾐﾔﾏ ﾀｹﾙ 5m88 5m74 6m21 6m21 6m21
13 36 1092 野見山 丈琉(3) 上尾 -0.5 -2.0 +0.9 +0.9 +0.9

ｱﾔ ﾀｹﾙ 6m18 × 6m19 6m19 6m19
14 38 3153 綾 彪竜(3) 川口北 -0.2 +1.9 +1.9 +1.9

ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 6m06 6m10 6m11 6m11 6m11
15 28 1112 金子 周平(3) 市立浦和 0.0 +0.6 +1.1 +1.1 +1.1

KANNO Shidoyasukuni 5m64 6m10 5m87 6m10 6m10
16 29 5689 菅野 舜童靖国(3) 大宮開成 +1.5 0.0 +1.3 0.0 0.0

ｲｲﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ × 6m09 5m98 6m09 6m09
17 31 3044 飯田 寛太郎(3) 埼玉栄 +0.2 +2.4 +0.2 +0.2

KURA Isseki 5m64 6m07 5m97 6m07 6m07
18 23 5677 倉 一石(2) 大宮開成 +0.4 +1.5 +1.9 +1.5 +1.5

ｳｽｲ ﾖｳﾍｲ 6m07 5m95 × 6m07 6m07
19 25 14 薄井 陽平(2) 浦和 +0.3 +1.9 +0.3 +0.3

ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 5m80 5m93 5m94 5m94 5m94
20 33 844 清水 亮汰(3) 大宮商 0.0 -0.8 +1.3 +1.3 +1.3

ｻｻｷ ﾋｶﾙ × × 5m93 5m93 5m93
21 30 445 佐々木 輝(2) 大宮 +0.8 +0.8 +0.8

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 5m72 5m88 5m81 5m88 5m88
22 22 1115 中村 友哉(3) 市立浦和 +1.6 -0.3 +0.8 -0.3 -0.3

ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ 5m34 5m78 5m47 5m78 5m78
23 24 4622 渋谷 昂生(2) 大宮南 -0.3 +1.4 +1.5 +1.4 +1.4

ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 5m56 5m73 × 5m73 5m73
24 15 1728 林 秀紀(2) 武南 +2.2 +2.5 +2.5 +2.5

ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ 5m71 5m35 × 5m71 5m71
25 21 1683 鈴木 陸人(2) いずみ +1.9 +0.1 +1.9 +1.9

ｴｸﾞﾁ ｱﾂｼ 5m51 5m70 5m42 5m70 5m70
26 18 4019 江口 淳久(2) 浦和北 +0.8 +0.6 +0.5 +0.6 +0.6

ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ 5m70 × × 5m70 5m70
27 10 1233 加藤 滉一(3) 大宮北 +0.8 +0.8 +0.8

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ × 5m32 5m62 5m62 5m62
28 11 5355 山﨑 大夢(2) 大宮光陵 +1.6 +2.1 +2.1 +2.1

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 5m57 5m55 × 5m57 5m57
29 17 3171 中村 悠椰(2) 川口北 +3.4 +0.7 +3.4 +3.4

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾗ × 5m57 × 5m57 5m57
30 9 2119 小林 泰良(2) 浦和南 +2.2 +2.2 +2.2

ｺﾓﾘﾔ ｶｽﾞｷ 5m45 5m32 5m54 5m54 5m54
31 12 5345 小森谷 一樹(3) 大宮光陵 +3.4 +2.0 +2.3 +2.3 +2.3

Keito KOSAKA 4m49 5m49 5m25 5m49 5m49
32 26 901 小阪 恵斗(3) 与野 +0.1 +1.2 +0.5 +1.2 +1.2

ﾆｼｶﾀ ﾘｮｳﾔ 5m31 5m15 5m44 5m44 5m44
33 20 1684 西片 綾哉(2) いずみ +0.4 0.0 +0.1 +0.1 +0.1

凡例  DNS:欠場



高校男子走幅跳
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                  7m28     野見山 幸之(埼玉・伊奈学園総合)       1990
日本高校記録(NR)              8m12     藤原 孝輝(京都・洛南)                 2018
埼玉県高校記録(SHR)           7m69     嘉山 大介(埼玉・深谷商)               2007 4月24日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 5m26 5m44 × 5m44 5m44
34 19 13 関口 竣翔(2) 浦和 +0.1 -0.4 -0.4 -0.4

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 5m27 5m29 5m34 5m34 5m34
35 8 4474 長谷川 優太(2) 栄東 +0.9 +2.0 +2.5 +2.5 +2.5

ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙﾖｼ 5m31 4m77 × 5m31 5m31
36 16 1711 吉田 旭善(3) 武南 +2.3 +1.9 +2.3 +2.3

IIDUKA Kosuke 3m30 4m97 5m18 5m18 5m18
37 14 4067 飯塚 康介(2) 浦和学院 +3.1 +2.7 +1.3 +1.3 +1.3

ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾏｻｷ 4m80 3m39 5m11 5m11 5m11
38 5 1541 松平 匡生(2) 岩槻 +0.9 +2.4 +1.9 +1.9 +1.9

ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 5m03 5m07 4m99 5m07 5m07
39 6 1543 佐藤 優守(2) 岩槻 +1.0 +0.6 +1.5 +0.6 +0.6

ﾂｼﾞﾑﾗ ｺﾝﾍﾟｲ 4m83 4m84 － 4m84 4m84
40 1 1146 辻村 紺平(2) 大宮工 +0.6 0.0 0.0 0.0

ﾀｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 4m16 4m65 4m52 4m65 4m65
41 3 1542 田口 竜也(2) 岩槻 +1.2 +1.8 +2.6 +1.8 +1.8

Hayato SHITARA 4m26 4m18 4m16 4m26 4m26
42 7 916 設樂 颯翔(2) 与野 +0.3 +1.8 +1.8 +0.3 +0.3

ﾎｿﾉ ﾀｸﾐ 3m89 4m11 4m20 4m20 4m20
43 2 5406 細野 巧光(2) 秀明英光 +1.6 +2.6 +2.3 +2.3 +2.3

ﾌｸﾀﾞ ｷﾘｭｳ 6m07 6m18 6m00 6m18 6m18
OP 53 3051 福田 輝琉(2) 埼玉栄 +1.4 +2.3 +2.2 +2.3 +2.3

ﾈﾓﾄ ｾﾅ × 5m35 × 5m35 5m35
OP 51 3751 根本 聖夏(2) 埼玉栄 +2.2 +2.2 +2.2

ｲﾄｳ ﾕﾒﾄ 4m94 4m84 5m04 5m04 5m04
OP 52 3048 伊藤 夢人(2) 埼玉栄 0.0 +3.1 +3.0 +3.0 +3.0

ｵﾇｷ ﾀﾂﾔ × 4m95 × 4m95 4m95
OP 48 1982 小貫 達也(3) 浦和実 +1.6 +1.6 +1.6

ｴｶﾞﾜ ｺｳﾀ 4m20 4m18 4m30 4m30 4m30
OP 54 1983 江川  康太(3) 浦和実 +1.2 +2.4 +1.8 +1.8 +1.8

ｶﾈﾀ ﾔｽﾀｶ

4 3728 金田 康孝(2) 上尾南 DNS
ｽﾄﾞｳ ﾐﾂｷ

13 5354 須藤 潤騎(2) 大宮光陵 DNS
ｴﾉｷ ｼﾝｺﾞ

27 1981 榎  真吾(3) 浦和実 DNS
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳ

43 1206 藤原 陽(3) 川口市立 DNS
ｸﾎﾞｲ ｺｳﾀ

49 5356 久保井 光太(2) 大宮光陵 DNS
ﾀﾏｷ ﾔﾏﾄ

50 1984 玉城  和(3) 浦和実 DNS
ｶﾜｲ ﾀﾞｲｷ

55 1985 河井  大喜(3) 浦和実 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子三段跳
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 14m85     秋山 智也(埼玉・武南)                 2018
日本高校記録(NR)             16m10     山本 凌雅(長崎・諫早農)               2013
埼玉県高校記録(SHR)          15m61     大野 正(埼玉・松山)                   1988 4月26日 13:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｲ ﾏｻｷ × 13m74 × 13m74 8 14m03 － × 14m03
1 23 1240 棚井 将輝(3) 大宮北 +2.7 +2.7 +3.5 +3.5

ﾉﾐﾔﾏ ﾀｹﾙ 13m42 × 13m36 13m42 7 13m12 13m36 11m46 13m42
2 22 1092 野見山 丈琉(3) 上尾 +2.4 +2.3 +2.4 +3.6 +4.1 +3.4 +2.4

ｾﾉｳ ｼｭﾝｷ 11m84 13m27 12m91 13m27 6 13m10 × 13m03 13m27
3 19 3037 瀬能 駿希(3) 埼玉栄 +3.9 +2.8 +2.5 +2.8 +1.7 +6.1 +2.8

ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ 12m78 12m67 13m00 13m00 5 12m92 12m94 13m22 13m22
4 20 1683 鈴木 陸人(2) いずみ +1.7 +3.3 +1.9 +1.9 +2.4 +3.6 +5.2 +5.2

ｻｶｲ ｹｲｼｭｳ 11m96 12m73 13m00 13m00 4 12m93 12m64 13m13 13m13
5 24 5168 堺 圭秀(3) 伊奈学園総合 +2.7 +4.0 +5.2 +5.2 +1.6 +5.1 +3.2 +3.2

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 12m42 12m95 12m69 12m95 3 12m68 12m51 12m44 12m95
6 3 4013 小林 春斗(3) 浦和北 +3.5 +2.3 +4.4 +2.3 +1.5 +3.5 +5.4 +2.3

SHOUDA Soma 12m61 12m32 12m73 12m73 2 12m76 12m91 12m78 12m91
7 21 2405 正田 蒼馬(3) 浦和麗明 +2.5 +4.9 +2.2 +2.2 +2.3 +3.6 +3.9 +3.6

ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ × 12m70 12m62 12m70 1 12m82 × × 12m82
8 15 1233 加藤 滉一(3) 大宮北 +4.0 +4.5 +4.0 +3.1 +3.1

ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 12m62 － 12m38 12m62 12m62
9 16 1114 櫻井 翔(3) 市立浦和 +4.3 +2.7 +4.3 +4.3

ﾊｷﾞｸﾗ ﾕｳｼﾞ 12m48 11m87 12m10 12m48 12m48
10 14 4246 萩倉 祐二(2) 大宮東 +4.7 +4.1 +3.2 +4.7 +4.7

ｻｻｷ ﾋｶﾙ 12m16 12m42 12m23 12m42 12m42
11 13 445 佐々木 輝(2) 大宮 +4.8 +4.3 +5.3 +4.3 +4.3

ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ 12m40 11m94 12m02 12m40 12m40
12 18 4622 渋谷 昂生(2) 大宮南 +4.1 +2.2 +6.6 +4.1 +4.1

ｼｶｸﾎﾞ ｺｳﾀ 11m88 12m16 12m38 12m38 12m38
13 17 3308 鹿久保 孝大(3) 大宮武蔵野 +0.6 +3.0 +4.8 +4.8 +4.8

ﾖｼﾑﾗ ﾚｵﾝ × × 12m07 12m07 12m07
14 11 3050 吉村 礼恩(2) 埼玉栄 +4.2 +4.2 +4.2

ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ 11m50 11m87 12m03 12m03 12m03
15 9 1209 安藤 海翔(3) 川口市立 +2.3 +3.8 +1.8 +1.8 +1.8

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 11m85 11m85 12m00 12m00 12m00
16 10 1115 中村 友哉(3) 市立浦和 +1.0 +1.8 +2.4 +2.4 +2.4

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ 11m75 11m89 × 11m89 11m89
17 5 3052 村上 遥太(2) 埼玉栄 +1.5 +4.1 +4.1 +4.1

ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ 11m89 11m71 × 11m89 11m89
18 1 3158 中島 俊哉(3) 川口北 +6.5 +2.0 +6.5 +6.5

Keito KOSAKA 11m67 11m69 11m52 11m69 11m69
19 12 901 小阪 恵斗(3) 与野 +4.3 +4.1 +3.9 +4.1 +4.1

ｵｵｻﾜ ｼﾝ 11m60 11m34 11m39 11m60 11m60
20 6 515 大沢 心(2) 川口工 +1.8 +2.8 +4.4 +1.8 +1.8

ﾆｼｶﾀ ﾘｮｳﾔ 11m52 11m56 11m02 11m56 11m56
21 8 1684 西片 綾哉(2) いずみ +1.7 +4.3 +4.7 +4.3 +4.3

ﾓﾘｲ ｼﾝﾉｽｹ × × ×
2 4016 森井 慎之助(3) 浦和北 NM

ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ × × ×
7 13 関口 竣翔(2) 浦和 NM

ｽﾄﾞｳ ﾐﾂｷ

4 5354 須藤 潤騎(2) 大宮光陵 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 15m43     林 優太(埼玉・川口総合)               2016
日本高校記録(NR)             19m28     アツオビン・ジェイソン(大阪・大阪桐蔭)2020
埼玉県高校記録(SHR)          17m03     奥野 風摩(埼玉・西武台)               2012 4月25日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 〇 〇 〇

1 27 1221 長谷川 新太(2) 川口市立 13m43 13m75 13m75 8 13m95 13m95
ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 〇

2 26 3761 橋本 空楽(1) 埼玉栄 11m87 12m06 12m22 12m22 7 × 12m52 12m52
ﾅｶﾞｻｷ ﾘｮｳｺﾞ

3 25 3753 永崎 亮伍(3) 埼玉栄 × × 10m94 10m94 6 11m05 12m16 × 12m16
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

4 24 1158 中澤 良太(3) 大宮工 10m06 10m45 10m53 10m53 5 × 10m94 11m20 11m20
ﾔﾏｼﾛ ｹﾝﾀ 〇 〇 〇

5 21 3061 山城 健太(2) 埼玉栄 10m27 10m27 4 10m29 10m44 10m44
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 〇 〇 〇

6 19 4238 桑原 優希(3) 大宮東 9m49 9m68 9m68 1 10m30 10m30
ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 〇 〇

7 20 1031 笠井 勇佑(3) 蕨 9m70 9m83 × 9m83 3 × 9m83
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾝ 〇 〇 〇 〇

8 22 4648 山田 梓温(2) 大宮南 9m47 9m70 9m70 2 9m70
ﾌｼﾞｲ ｳﾂｷ 〇 〇

9 23 5521 藤井 鼓樹(3) 鳩ヶ谷 9m56 9m56 9m56
ｵｲｶﾜ ｲｯｾｲ 〇 〇

10 18 1163 及川 一聖(2) 大宮工 9m40 9m40 9m40
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ

11 16 511 木村 優人(3) 川口工 8m43 × 8m99 8m99 8m99
ｳｼﾔﾏ ｴｲｼﾞ 〇

12 11 5352 牛山 瑛二(2) 大宮光陵 8m05 8m98 8m98 8m98
ｺﾝ ｶﾝﾀ

13 17 514 昆 冠汰(3) 川口工 8m42 8m48 8m85 8m85 8m85
ﾄﾗﾝﾐﾝ ﾆｬﾝ 〇

14 14 5523 トランミン ニャン(3) 鳩ヶ谷 8m60 8m62 8m62 8m62
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ

15 15 5643 小林 啓人(1) 川口市立 8m28 × × 8m28 8m28
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾋﾛ 〇

16 12 1545 藤原 英博(2) 岩槻 8m19 × 8m19 8m19
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｲｷ 〇

17 13 5527 安藤 愛唯輝(2) 鳩ヶ谷 8m02 8m12 8m12 8m12
ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 〇

18 8 4639 佐藤 祐哉(3) 大宮南 7m59 8m06 8m06 8m06
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｷ 〇

19 9 604 川村 勇樹(2) 岩槻商 7m94 7m97 7m97 7m97
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾋﾛ

20 10 154 藤本  真拓(3) 川口 × 7m21 7m87 7m87 7m87
ｱｻﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 〇

21 1 5157 浅水 智也(3) 川口青陵 7m26 7m63 7m63 7m63
ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ 〇

22 4 4625 影山 拓海(2) 大宮南 7m13 7m45 7m45 7m45
ﾉﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 〇

23 7 1117 野邉 和弘(3) 市立浦和 7m26 7m43 7m43 7m43
ｸﾛﾀﾞ  ﾄﾓｱｷ 〇 〇

24 3 157 黒田  智晃(2) 川口 6m95 6m95 6m95
ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾀ

25 6 5155 後藤 隆太(3) 川口青陵 6m52 6m59 6m88 6m88 6m88
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ

2 4237 遠藤 快斗(2) 大宮東 × × × NM
ｴﾋﾞﾊﾗ ｿﾗ

5 1111 海老原 蒼良(3) 市立浦和 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 46m88     近藤 廉(埼玉・川口総合)               2012
日本高校記録(NR)             58m38     山下 航生(岐阜・岐阜商)               2018
埼玉県高校記録(SHR)          51m10     近藤 廉(埼玉・川口総合)               2012 4月26日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 〇 〇

1 22 511 木村 優人(3) 川口工 × 29m87 36m34 36m34 8 × 36m34
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾝ 〇 〇 〇 〇

2 20 4648 山田 梓温(2) 大宮南 29m69 29m74 29m74 7 29m74
ｱﾘｻｶ ﾀｸﾏ 〇

3 21 1220 有坂 匠真(2) 川口市立 26m25 × 28m58 28m58 6 × × 28m58
Shuichiro YAGUCHI 〇

4 19 904 矢口 秀一郎(3) 与野 × × 25m39 25m39 2 25m96 27m83 27m83
ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 〇 〇 〇

5 17 1031 笠井 勇佑(3) 蕨 26m58 × 26m58 5 27m11 27m11
ﾌｾ ﾘｮｳｲﾁ 〇 〇 〇

6 15 4642 布施 凌一(3) 大宮南 25m70 26m20 26m20 4 26m48 26m48
ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 〇

7 16 4639 佐藤 祐哉(3) 大宮南 26m08 × 26m08 3 × × × 26m08
ｺﾝ ｶﾝﾀ 〇

8 18 514 昆 冠汰(3) 川口工 24m89 × × 24m89 1 × × 24m89
ｵｲｶﾜ ｲｯｾｲ 〇 〇

9 14 1163 及川 一聖(2) 大宮工 24m09 24m09 24m09
ﾉﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

10 12 1117 野邉 和弘(3) 市立浦和 22m09 × 23m90 23m90 23m90
ｱｻﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 〇

11 13 5157 浅水 智也(3) 川口青陵 22m58 22m81 22m81 22m81
ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 〇 〇

12 8 3761 橋本 空楽(1) 埼玉栄 21m93 21m93 21m93
ﾌﾙﾐ ｼｮｳﾀﾞｲ 〇

13 7 4 古海 晶大(3) 浦和 20m65 20m77 20m77 20m77
ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 〇 〇

14 10 2104 小川 真毅(3) 浦和南 20m48 20m48 20m48
ﾐﾀﾆ ﾄﾓﾔ 〇 〇

15 9 5158 三谷 朋也(3) 川口青陵 20m29 20m29 20m29
ｶﾐﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ

16 11 3729 上村 修一(2) 上尾南 19m43 × × 19m43 19m43
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｷ 〇

17 4 604 川村 勇樹(2) 岩槻商 18m43 × 18m43 18m43
ﾂｼﾞ ｶﾅｳ 〇 〇

18 2 5154 辻 叶生(3) 川口青陵 18m37 18m37 18m37
ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ 〇

19 3 525 住吉 洸太(1) 川口工 15m39 × 15m39 15m39
ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ 〇

OP 23 4625 影山 拓海(2) 大宮南 16m27 16m87 16m87 16m87
ﾊﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ

1 5347 濵本 真灯(2) 大宮光陵 DNS
ｶﾄｳ ｿｳﾀ

5 1729 加藤 壮太(2) 武南 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ

6 9 山本 優太(3) 浦和 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 54m59     北沢 雄哉(埼玉・川口総合)             2012
日本高校記録(NR)             68m33     柏村 亮太(鳥取・倉吉北)               2007
埼玉県高校記録(SHR)          63m83     保坂 雄志郎(埼玉・松山)               2009 4月24日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 〇 〇

1 13 511 木村 優人(3) 川口工 38m71 42m29 42m29 7 43m83 47m60 47m60
ﾌｼﾞｲ ｳﾂｷ 〇 〇

2 12 5521 藤井 鼓樹(3) 鳩ヶ谷 × 32m12 42m99 42m99 8 × 42m99
ﾄﾗﾝﾐﾝ ﾆｬﾝ 〇 〇

3 11 5523 トランミン ニャン(3) 鳩ヶ谷 × 25m35 33m27 33m27 6 × 33m27
ﾖｺﾀ ﾔｽﾊﾙ 〇 〇 〇

4 10 1243 横田 靖遥(2) 大宮北 29m19 30m04 30m04 5 31m65 31m65
ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 〇

5 9 1221 長谷川 新太(2) 川口市立 25m25 25m70 26m50 26m50 3 29m31 29m89 29m89
ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾀ 〇

6 6 5155 後藤 隆太(3) 川口青陵 25m32 × 26m27 26m27 2 27m08 × 27m08
ｳｼﾔﾏ ｴｲｼﾞ 〇

7 7 5352 牛山 瑛二(2) 大宮光陵 24m17 27m05 × 27m05 4 × × 27m05
ｺﾝ ｶﾝﾀ 〇 〇

8 5 514 昆 冠汰(3) 川口工 23m23 25m92 25m92 1 × 26m45 26m45
ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ

9 8 2104 小川 真毅(3) 浦和南 21m45 22m18 25m31 25m31 25m31
Shuichiro YAGUCHI

10 3 904 矢口 秀一郎(3) 与野 18m55 × 23m01 23m01 23m01
ﾊﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ 〇

11 4 5347 濵本 真灯(2) 大宮光陵 21m16 21m18 21m18 21m18
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｲｷ

12 2 5527 安藤 愛唯輝(2) 鳩ヶ谷 20m30 × × 20m30 20m30
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ

1 5643 小林 啓人(1) 川口市立 × × × NM

凡例  NM:記録なし



高校男子やり投(800g)
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 61m82     一郎丸 恵一(埼玉・大宮工)             1989
日本高校記録(NR)             76m54     村上 幸史(愛媛・今治明徳)             1997
埼玉県高校記録(SHR)          70m01     中島 善寛(埼玉・杉戸)                 2010 4月25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

ｻﾉ ﾌﾐﾔ 〇 〇 〇

1 23 1211 佐野 文哉(3) 川口市立 54m29 57m06 57m06 8 59m07 59m07
ｷﾄﾞ ﾘｸ 〇 〇 〇

2 22 3059 城戸 陸(3) 埼玉栄 47m02 47m02 6 48m16 50m81 50m81
ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ 〇 〇 〇 〇

3 21 3156 鈴木 結人(3) 川口北 46m28 48m81 48m81 7 48m81
ｶﾜﾉ ｺｳﾀ 〇

4 20 1091 河野 康太(3) 上尾 46m53 － － 46m53 5 － － 46m53
ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 〇 〇 〇

5 19 2104 小川 真毅(3) 浦和南 38m42 42m23 42m23 4 42m25 42m25
ﾌﾙﾐ ｼｮｳﾀﾞｲ 〇 〇 〇

6 16 4 古海 晶大(3) 浦和 39m38 39m38 3 × 42m14 42m14
ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 〇 〇 〇

7 18 1531 坂本 光翼(3) 岩槻 38m23 38m23 1 39m29 40m46 40m46
ﾐｽﾞﾑﾗ ﾀﾛｳ 〇 〇 〇 〇 〇

8 14 4015 水村 太郎(3) 浦和北 39m35 39m35 2 39m35
ﾔﾅｷﾞ ﾐｵ

9 11 1120 柳 海臣(3) 市立浦和 34m21 36m56 37m48 37m48 37m48
ｻｲﾊﾗ ﾊﾔﾄ 〇

10 17 4239 才原 隼斗(3) 大宮東 35m00 × 35m00 35m00
ｼｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ

11 10 3060 鴫原 悠人(3) 埼玉栄 × × 34m86 34m86 34m86
ﾂｼﾞ ｶﾅｳ 〇 〇

12 12 5154 辻 叶生(3) 川口青陵 32m46 32m46 32m46
ｴﾋﾞﾊﾗ ｿﾗ 〇

13 7 1111 海老原 蒼良(3) 市立浦和 30m47 32m38 32m38 32m38
ｷｸﾁ ﾘﾝ 〇 〇

14 3 3315 菊地 りん(1) 大宮武蔵野 32m32 32m32 32m32
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 〇

15 9 1544 柳田 悠雅(2) 岩槻 31m93 31m93 31m93 31m93
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 〇

16 15 9 山本 優太(3) 浦和 29m10 30m70 30m70 30m70
ﾉｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 〇 〇

17 6 3159 野崎 颯大(3) 川口北 30m50 30m50 30m50
ﾇﾏﾀ ﾏｻｷ 〇 〇

18 5 156 沼田 将季(2) 川口 30m04 30m04 30m04
ｶﾄｳ ｿｳﾀ 〇

19 4 1729 加藤 壮太(2) 武南 24m45 27m84 27m84 27m84
ﾖｺﾀ ﾔｽﾊﾙ

20 2 1243 横田 靖遥(2) 大宮北 21m30 24m72 25m76 25m76 25m76
SAKURABA Yamato 〇 〇

21 1 817 櫻庭 大和(2) 浦和商 24m82 24m82 24m82
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 〇

22 8 4238 桑原 優希(3) 大宮東 13m27 16m23 16m23 16m23
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳ

13 1206 藤原 陽(3) 川口市立 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                  5024     林 寛高(埼玉・国際学院)               2012

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100m 走幅跳 砲丸投 400m 110mH やり投 走高跳 1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ

11.51 6m31 7m97 52.04 15.84 33m40 1m79 5:09.16

1 4624 -1.4 +2.3 +0.4 4718
(750) (655) (365) (723) (751) (347) (619) (508)
11.94 6m08 10m37 54.01 16.79 38m76 1m76 5:10.62

2 5165 -1.4 -1.4 +0.4 4577
(663) (604) (508) (639) (646) (424) (593) (500)
11.77 6m50 9m32 52.47 17.48 36m97 1m73 5:26.13

3 5179 -1.4 +2.2 +0.4 4504
(697) (697) (445) (704) (575) (398) (569) (419)
12.12 5m82 7m78 51.51 18.89 30m89 1m55 4:38.04

4 2107 -1.4 +1.0 +0.4 4148
(628) (548) (353) (746) (442) (312) (426) (693)
12.09 5m17 6m70 56.05 22.82 28m51 1m45 5:26.61

5 4242 -1.4 0.0 +0.4 3102
(633) (415) (290) (557) (161) (278) (352) (416)

DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
2105 DNS

(3)

(2)
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ

志水 謙介 浦和南

(3)
ﾋﾛｼ ﾕｲﾄ

廣 優一翔 大宮東

(3)
ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ

今井 大翔 浦和南

(2)
ｶﾐﾑﾗ ｺｳｾｲ

上村 晃誠 伊奈学園総合

(3)
ﾐｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ

三枝 隼士 伊奈学園総合

氏名 所属

ｲｼｶﾜ ｼｮｳ

石川 翔 大宮南

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 100m
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月24日 09:30 決　勝

(風:-1.4)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｶﾜ ｼｮｳ

1 5 4624 石川 翔(3) 大宮南 11.51 750
ｶﾐﾑﾗ ｺｳｾｲ

2 6 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合 11.77 697
ﾐｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ

3 8 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合 11.94 663
ﾋﾛｼ ﾕｲﾄ

4 7 4242 廣 優一翔(2) 大宮東 12.09 633
ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ

5 4 2107 今井 大翔(3) 浦和南 12.12 628
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ

3 2105 志水 謙介(3) 浦和南 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 走幅跳
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月24日 11:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾐﾑﾗ ｺｳｾｲ

1 1 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合
ｲｼｶﾜ ｼｮｳ

2 2 4624 石川 翔(3) 大宮南
ﾐｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ

3 5 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合
ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ

4 6 2107 今井 大翔(3) 浦和南
ﾋﾛｼ ﾕｲﾄ

5 4 4242 廣 優一翔(2) 大宮東
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ

3 2105 志水 謙介(3) 浦和南 DNS

× 6m08 4m26 6m08

× 5m67 5m82 5m82

6m31 × × 6m31

× × 5m17 5m17

6m50 × 6m23 6m50

1回目 2回目 3回目 記録 得点

+2.2 -0.7 +2.2 697

0.0 0.0 415

+2.3 +2.3 655

-1.1 +1.0 +1.0 548

-1.4 -0.5 -1.4 604

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 砲丸投(6.000kg)
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月24日 14:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ

1 3 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合
ｶﾐﾑﾗ ｺｳｾｲ

2 1 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合
ｲｼｶﾜ ｼｮｳ

3 6 4624 石川 翔(3) 大宮南
ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ

4 5 2107 今井 大翔(3) 浦和南
ﾋﾛｼ ﾕｲﾄ

5 2 4242 廣 優一翔(2) 大宮東
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ

4 2105 志水 謙介(3) 浦和南 DNS

1回目 2回目 3回目 記録 得点

10m37
〇 〇

10m37 508

9m32
〇 〇

9m32 445

× 7m19 7m97 7m97 365

7m10 7m67 7m78 7m78 353

6m50
〇

6m70 6m70 290

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 400m
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月24日 15:05 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ

1 8 2107 今井 大翔(3) 浦和南 51.51 746
ｲｼｶﾜ ｼｮｳ

2 5 4624 石川 翔(3) 大宮南 52.04 723
ｶﾐﾑﾗ ｺｳｾｲ

3 7 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合 52.47 704
ﾐｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ

4 6 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合 54.01 639
ﾋﾛｼ ﾕｲﾄ

5 3 4242 廣 優一翔(2) 大宮東 56.05 557
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ

4 2105 志水 謙介(3) 浦和南 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 110mH(1.067m)
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月25日 09:20 決　勝

(風:+0.4)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｶﾜ ｼｮｳ

1 4 4624 石川 翔(3) 大宮南 15.84 751
ﾐｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ

2 8 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合 16.79 646
ｶﾐﾑﾗ ｺｳｾｲ

3 6 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合 17.48 575
ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ

4 5 2107 今井 大翔(3) 浦和南 18.89 442
ﾋﾛｼ ﾕｲﾄ

5 7 4242 廣 優一翔(2) 大宮東 22.82 161
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ

3 2105 志水 謙介(3) 浦和南 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 やり投(800g)
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月25日 10:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ

1 2 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合
ｶﾐﾑﾗ ｺｳｾｲ

2 3 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合
ｲｼｶﾜ ｼｮｳ

3 6 4624 石川 翔(3) 大宮南
ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ

4 4 2107 今井 大翔(3) 浦和南
ﾋﾛｼ ﾕｲﾄ

5 1 4242 廣 優一翔(2) 大宮東
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ

5 2105 志水 謙介(3) 浦和南 DNS

278

312

× 28m51 28m51

347

30m89 30m89

398

33m40 33m40

424

36m97 36m97

38m76 × × 38m76

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 走高跳
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月25日 14:00  1組

ｲｼｶﾜ ｼｮｳ － － － － － ○ × ○ × ○

1 1 4624 石川 翔(3) 大宮南 × × ○ × ○ × × × 1m79 619
ﾐｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ － － － － － ○ × ○ ○

2 5 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合 × ○ × × × 1m76 593
ｶﾐﾑﾗ ｺｳｾｲ － － － － － × ○ × ○ × × ○

3 2 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合 × × × 1m73 569
ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ － － ○ × ○ × × ×

4 3 2107 今井 大翔(3) 浦和南 1m55 426
ﾋﾛｼ ﾕｲﾄ × ○ ○ × × ×

5 4 4242 廣 優一翔(2) 大宮東 1m45 352
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ

6 2105 志水 謙介(3) 浦和南 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m40

1m76

1m45

1m79

1m50

1m82

1m55 1m60 1m65 1m70 1m73
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

凡例  DNS:欠場



高校男子八種競技 1500m
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月25日 16:10 決　勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ

1 4 2107 今井 大翔(3) 浦和南 4:38.04 693
ｲｼｶﾜ ｼｮｳ

2 5 4624 石川 翔(3) 大宮南 5:09.16 508
ﾐｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ

3 1 5165 三枝 隼士(2) 伊奈学園総合 5:10.62 500
ｶﾐﾑﾗ ｺｳｾｲ

4 2 5179 上村 晃誠(3) 伊奈学園総合 5:26.13 419
ﾋﾛｼ ﾕｲﾄ

5 3 4242 廣 優一翔(2) 大宮東 5:26.61 416



高校男子OP100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月25日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

1組 (風:-0.6) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｳﾗ ｶｲﾙ ﾌｶｻﾞﾜ ﾑｶｲ

1 5 3756 三浦 海瑠(1) 埼玉栄 11.09 1 3 1218 深澤 向快(2) 川口市立 11.44
ｷﾑﾗ ﾋﾛ ｶﾜﾉ ﾅｷﾞ

2 8 4240 木村 陽路(1) 大宮東 11.30 2 4 19 河野 凪(1) 浦和 11.62
ｺｲｹ ﾘｮｳﾑ ﾐｿﾞｴ ﾘｭｳﾏ

3 6 4238 小池 諒武(3) 大宮東 11.36 3 6 3058 溝江 竜馬(2) 埼玉栄 11.65
ｱｷﾔ ﾕｳﾄ ｽｷﾞｻﾞｷ ﾕｳﾄ

4 3 5178 秋谷 優斗(1) 伊奈学園総合 11.36 4 2 3039 杉﨑 勇斗(3) 埼玉栄 11.70
ｱﾎﾞ ｺｳﾀ ﾄﾐｴ ｼﾞｮｳ

5 4 5176 阿保 昊太(1) 伊奈学園総合 11.47 5 1 1230 富江 錠(1) 川口市立 11.72
ｲﾁﾑﾗ ｿｳﾏ ｺｼﾞﾏ ﾗｸ

1 16 市村 颯麻(2) 浦和 DNS 6 7 3755 小島 楽空(1) 埼玉栄 11.76
ﾀﾓ ﾄｷｵ ｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ

2 5184 田茂 時生(1) 伊奈学園総合 DNS 7 8 7 久保 皓平(3) 浦和 11.79
ﾂｶﾊﾗ ﾀｲｶﾞ ﾆｼｻﾞﾄ ﾍｷﾄ

7 1208 塚原 大雅(3) 川口市立 DNS 5 3 西里 碧澄(3) 浦和 DNS

3組 (風:-2.3) 4組 (風:-4.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾝﾄﾞｳ ｼｲﾀ ﾉﾌﾞ ﾄｷ

1 1 3759 安藤 椎汰(1) 埼玉栄 11.69 1 5 4241 延 朱鷺(1) 大宮東 12.14
ｵｵﾊﾞ ｹﾝﾀ ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾔ

2 6 4234 大庭 健太(3) 大宮東 11.78 2 1 3057 長島 拓也(2) 埼玉栄 12.16
ｼﾓﾀﾞ ｶｲﾄ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ

3 5 1720 下田 海斗(2) 武南 11.78 3 4 3160 萩原 拓実(3) 川口北 12.21
ｱﾏﾇﾏ ｼﾝﾉｽｹ ｷﾇｶﾞｻ ﾏｻﾔ

4 8 3752 天沼 伸之介(3) 埼玉栄 11.83 4 7 2101 衣笠 匡哉(3) 浦和南 12.24
ﾀﾅｶ ｼｭｳﾔ ｻｶｾｶﾞﾜ ﾔｽｱｷ

5 4 5180 田中 秀哉(1) 伊奈学園総合 11.85 5 6 3034 逆瀬川 泰亮(3) 埼玉栄 12.24
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｿﾗﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ

6 7 3169 寺平 空人(2) 川口北 12.02 6 3 3158 中島 俊哉(3) 川口北 12.33
ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ ｸﾘﾔﾏ ｶｲﾄ

2 1244 齊藤 洸佑(2) 大宮北 DNS 7 8 3167 栗山 海斗(2) 川口北 12.41
ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓｷ ｵｵｲｼ ｿﾗ

3 1029 山内 友貴(3) 蕨 DNS 8 2 5644 大石 空(1) 川口市立 12.53

5組 (風:-1.0) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
KURA Isseki ﾎｼﾉ ｹﾞﾝｷ

1 3 5677 倉 一石(2) 大宮開成 11.79 1 3 5171 星野 元希(1) 伊奈学園総合 12.09
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ ﾓﾘﾀ ｹﾝﾄ

2 2 1035 石川 遼(2) 蕨 11.82 2 7 5641 森田 健斗(1) 川口市立 12.10
ﾖｼｶﾜ ﾘｸ ｲﾉｾ ﾗｲｶﾞ

3 8 1219 吉川 陸(2) 川口市立 11.89 3 8 3043 猪瀬 雷雅(3) 埼玉栄 12.21
ｲｲｵ ｺｳｷ ﾌｶﾀｷ ﾘｸｶﾞ

4 5 1712 飯尾 晃輝(3) 武南 11.94 4 4 5182 深滝 陸雅(1) 伊奈学園総合 12.23
ﾄﾖﾊﾗ ｶｽﾞﾄ ｶﾓｼﾀﾞ ｲｸﾔ

5 4 1215 豊原 和人(2) 川口市立 11.97 5 1 1 鴨志田 育哉(3) 浦和 12.41
KANNO Shidoyasukuni ﾀﾅｶ ﾘｮｳ

6 7 5689 菅野 舜童靖国(3) 大宮開成 12.12 6 2 1095 田中 亮羽(2) 上尾 12.55
ﾂｶﾉ ｼｮｳﾀ ﾆｷ ｺｳﾀ

7 6 1214 塚野 翔大(2) 川口市立 12.12 5 18 二木 康太(2) 浦和 DNS
ｷｯｶﾜ ｺｳｾｲ ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ

1 5183 吉川 浩生(1) 伊奈学園総合 DNS 6 1207 大野 滉平(3) 川口市立 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子OP100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月25日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

7組 (風:-1.2) 8組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾀﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ

1 3 20 野村 遼大(1) 浦和 11.62 1 4 1730 棚澤 樹(1) 武南 11.52
ﾌｼﾞﾅﾐ ｼﾄﾞｳ ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾔ

2 1 4247 藤波 志憧(2) 大宮東 11.65 2 1 17 仲山 智也(2) 浦和 11.95
ｼｹﾞﾉ ﾕｳﾄ ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ

3 2 4241 茂野 勇斗(2) 大宮東 11.83 3 3 1021 石川 諒(3) 蕨 11.98
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ

4 4 4240 本田 悠翔(2) 大宮東 11.97 4 2 4303 根岸 勇太(2) 南稜 12.05
ﾏﾂｲ ﾂﾊﾞｻ ｳｽｲ ﾖｳﾍｲ

5 6 3055 松井 翼(2) 埼玉栄 12.23 5 5 14 薄井 陽平(2) 浦和 12.10
ｱﾗﾉ ﾕｳｷ ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ

6 8 4239 荒野 裕樹(2) 大宮東 12.30 6 7 8 竹林 蒼真(3) 浦和 12.17
ｱｲｶﾜ ﾀﾞｲﾁ ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ

7 7 4236 相川 大治(2) 大宮東 12.39 7 6 6130 伊東 尚大朗(2) 栄北 12.27
ｵｻﾞｷ ｹﾝﾄ ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓｷ

5 1103 尾崎 健斗(1) 上尾 DNS 8 3151 片山 智貴(3) 川口北 DNS

9組 (風:-0.6) 10組 (風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｴｸﾞﾁ ｱﾂｼ ｽﾄﾞｳ ﾋｶﾙ

1 4 4019 江口 淳久(2) 浦和北 12.00 1 8 5786 須藤 滉(1) 開智中高 12.04
BABA Shinnosukke ﾌｼﾞﾀ ｹｲｼﾝ

2 2 5692 馬場 慎之佑(3) 大宮開成 12.14 2 1 1038 藤田 啓志(1) 蕨 12.05
ｳﾁ ﾕｳﾀ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ

3 3 1232 内 勇太(3) 大宮北 12.20 3 6 1087 松本 響(3) 上尾 12.13
YOSHIDA Rikuto ｵｵﾉ ｶﾅﾄ

4 5 5695 吉田 陸人(3) 大宮開成 12.22 4 5 3758 大野 奏斗(1) 埼玉栄 12.29
ﾖｺﾀ ｶｽﾞｷ ﾑﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

5 7 1723 横田 和希(2) 武南 12.25 5 3 3053 武藤 秀和(2) 埼玉栄 12.40
ﾐｳﾗ ｺｳｷ Nanato ISHIZAWA

6 1 1685 三浦 光騎(2) いずみ 12.29 6 2 910 石澤 七斗(2) 与野 12.46
ｳﾈﾒ ﾊｸ ｵﾉｴ ﾀｸﾏ

7 8 3730 采女 珀(2) 上尾南 12.36 7 4 5181 小野江 逞(1) 伊奈学園総合 12.55
ﾉﾀﾞ ﾕｳｼ KANDA Riku

8 6 15 野田 侑志(2) 浦和 12.56 8 7 5676 神田 陸空(2) 大宮開成 12.71

11組 (風:-1.5) 12組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｶｸﾞﾁ ｲｵ ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1 2 1155 坂口 依生(3) 大宮工 12.22 1 8 1728 林 秀紀(2) 武南 12.26
ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ ﾆｼｻﾞｷ ﾋﾛﾐ

2 6 13 関口 竣翔(2) 浦和 12.37 2 5 4621 西崎 広望(2) 大宮南 12.28
ｾｷｶﾜ ｷｼﾝ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ

3 1 4628 関川 輝真(2) 大宮南 12.38 3 7 1538 中村 恒介(2) 岩槻 12.41
SAWADA Haruto ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾄ

4 7 4058 澤田 遥人(3) 浦和学院 12.38 4 6 4650 長沼 大翔(2) 大宮南 12.41
ｶﾔﾀﾆ ｱｵ ﾏﾂｵ ｺﾀﾛｳ

5 5 434 萱谷 碧(2) 大宮 12.39 5 3 4649 松尾 虎太朗(2) 大宮南 12.45
ﾖｺﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ ﾄﾁﾉ ｼｭｳｼﾞ

6 4 6129 横山 俊輔(2) 栄北 12.42 6 4 5765 栩野 秀士(2) 開智中高 12.57
HIROSAWA Riki ｶﾐﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ

7 3 5672 廣澤 力樹(2) 大宮開成 12.44 7 2 3729 上村 修一(2) 上尾南 12.57
ｵｵﾀ ｹｲﾄ ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｵｲ

8 8 1025 太田 啓翔(3) 蕨 12.51 8 1 4304 松永 青空(2) 南稜 12.61

凡例  DNS:欠場



高校男子OP100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月25日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

13組 (風:-2.4) 14組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ ｿﾈ ｼｮｳﾀ

1 3 3171 中村 悠椰(2) 川口北 12.50 1 1 4626 曽根 翔太(2) 大宮南 12.49
ｻｲﾀ ｺｳﾀﾛｳ Ibuki SAITO

2 4 2111 齊田 晃太郎(2) 浦和南 12.52 2 6 913 齋藤 維吹(2) 与野 12.50
ﾀﾏﾊｼ ﾄﾓｷ ｳﾒﾓﾄ ｹｲｽｹ

3 7 3157 玉橋 知己(3) 川口北 12.79 3 3 5 梅本 啓佑(3) 浦和 12.59
HASUNUMA Hiroaki MIURA Yuga

4 8 4057 蓮沼 広明(3) 浦和学院 12.80 4 4 5693 三浦 悠雅(3) 大宮開成 12.60
UCHIDA Haruki IIDUKA Kosuke

5 2 5686 内田 遼輝(3) 大宮開成 12.86 5 2 4067 飯塚 康介(2) 浦和学院 12.62
ｵｷﾞﾊﾗ ｿｳﾀ KATO Hayate

6 1 1034 荻原 颯太(2) 蕨 13.02 6 5 5675 加藤 颯(2) 大宮開成 12.73
ｾｼﾏ ﾘｸ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ

5 1721 瀬島 陸功(2) 武南 DNS 7 7 5355 山﨑 大夢(2) 大宮光陵 12.80
ﾔﾅｷﾞ ﾐｵ ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾔﾄ

6 1120 柳 海臣(3) 市立浦和 DNS 8 8 5187 宮﨑 隼(1) 伊奈学園総合 13.07

15組 (風:-0.4) 16組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
IIDA Masaki ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

1 6 4066 飯田 正樹(2) 浦和学院 12.24 1 8 10 池田 聖吾(2) 浦和 12.12
ｱｻｲ ﾋﾛﾄ ｲﾄｳ ﾀｸﾏﾏﾄﾝﾄﾞ

2 8 1533 淺井 紘仁(3) 岩槻 12.37 2 6 1539 伊藤 拓真ﾏﾄﾝﾄﾞ(2) 岩槻 12.25
ｲｸﾀ ﾔﾏﾄ ｶﾝﾅﾐ ｺｳｽｹ

3 2 6128 生田 大和(2) 栄北 12.40 3 1 3165 神南 洸介(2) 川口北 12.50
ﾀｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ Hayato SHITARA

4 7 1542 田口 竜也(2) 岩槻 12.42 4 5 916 設樂 颯翔(2) 与野 12.54
ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙﾄ ﾄﾖﾀ ｱｲﾄ

5 4 6126 水野 颯斗(2) 栄北 12.46 5 3 3054 豊田 藍斗(2) 埼玉栄 12.57
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ ﾉｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ

6 5 1732 伊藤 大輝(1) 武南 12.47 6 7 1116 野澤 侑吾(3) 市立浦和 12.79
ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｰﾝ

7 3 21 齊藤 裕己(1) 浦和 12.62 7 4 3762 中村 翔音(1) 埼玉栄 12.85
SHIOJIRI Ikki WAKAMATSU Taisei

1 5673 塩尻 一希(2) 大宮開成 DNS 8 2 5696 若松 汰星(3) 大宮開成 13.05

17組 (風:-2.4) 18組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｹﾐﾔ ﾕｳﾔ ﾅｶﾔ ｴｲｼﾞ

1 5 4235 池宮 裕矢(3) 大宮東 12.62 1 6 6127 中谷 英司(2) 栄北 12.71
ｵﾊﾗ ｱｷﾋﾛ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳ

2 6 12 小原 彬弘(2) 浦和 12.64 2 3 5782 宮本 優(1) 開智中高 12.76
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳ ｺﾝﾉ ﾊﾙｷ

3 1 3168 小泉 優(2) 川口北 12.76 3 5 608 今野 大輝(2) 岩槻商 12.84
ｱｷﾓﾄ ｺｳｼ ｼﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ

4 3 22 秋本 浩志(1) 浦和 12.96 4 1 1535 進藤 滉平(3) 岩槻 13.02
ﾓﾘｲ ｼﾝﾉｽｹ ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾄ

5 4 4016 森井 慎之助(3) 浦和北 12.96 5 2 5350 山﨑 健人(2) 大宮光陵 13.14
ｱｶｻｶ ﾋﾛﾄ ﾓﾘﾀ ﾘｮｳ

6 7 3764 赤坂 大翔(1) 埼玉栄 13.01 6 8 4623 森田 諒(1) 大宮南 13.23
ｺﾓﾘﾔ ｶｽﾞｷ ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ

7 8 5345 小森谷 一樹(3) 大宮光陵 13.05 7 7 1027 岡田 孝平(3) 蕨 13.44
ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ ｴﾋﾞﾇﾏ ｺｳｽｹ

8 2 4446 松永 和真(3) 大宮ろう 13.48 8 4 5185 海老沼 宏祐(1) 伊奈学園総合 13.47

凡例  DNS:欠場



高校男子OP100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月25日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

19組 (風:-1.3) 20組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ ﾊﾈﾀﾞ ｺｳｷ

1 1 5409 山田 航輝(1) 秀明英光 12.48 1 1 4260 羽田 孝輝(1) 大宮東 12.28
ｾｷﾈ ｶﾅﾑ ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾏｻｷ

2 6 3763 関根 叶夢(1) 埼玉栄 12.86 2 2 1541 松平 匡生(2) 岩槻 12.52
Mitsuki MUTO ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾄ

3 4 914 武藤 充樹(2) 与野 13.15 3 6 6132 大塚 陽斗(2) 栄北 13.09
ｵｵﾉ ﾋﾛﾄ ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀ

4 2 5186 大野 廣人(1) 伊奈学園総合 13.18 4 8 4029 片山 翔太(2) 川口東 13.73
ﾑﾅｶﾀ ｺﾅﾝ ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾀ

5 8 2108 宗像 幸楠(3) 浦和南 13.30 5 3 4301 大森 悠太(2) 南稜 13.73
ﾎｿﾉ ﾀｸﾐ ｲｼﾏﾙ ﾔｽﾋﾛ

6 3 5406 細野 巧光(2) 秀明英光 13.36 6 4 6131 石丸 靖洋(2) 栄北 13.79
ﾉｳ ｹﾝｼﾛｳ ｷﾐｽﾞｶ ﾊﾙｲ

7 5 5353 能 健士郎(2) 大宮光陵 13.75 7 5 450 君塚 晴伊(1) 大宮 14.42
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾋﾛ

8 7 5783 菅原 太基(1) 開智中高 14.34 7 1545 藤原 英博(2) 岩槻 DNS

21組 (風:-1.8) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｱｼﾉ ｶﾂｱｷ ﾐｳﾗ ｶｲﾙ

1 6 1246 芦埜 克明(2) 大宮北 12.04 1 3756 三浦 海瑠(1) 埼玉栄 11.09 -0.6
ﾀｶﾂ ｻｲｷ ｷﾑﾗ ﾋﾛ

2 5 1250 高津 彩樹(2) 大宮北 12.07 2 4240 木村 陽路(1) 大宮東 11.30 -0.6
ｽｶﾀﾞ ｺｳﾀ ｺｲｹ ﾘｮｳﾑ

3 4 606 須賀田 虎太(2) 岩槻商 12.69 3 4238 小池 諒武(3) 大宮東 11.36 -0.6
ﾖｼｲ ﾚｲ ｱｷﾔ ﾕｳﾄ

4 8 1026 吉井 嶺(3) 蕨 13.08 4 5178 秋谷 優斗(1) 伊奈学園総合 11.36 -0.6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ﾌｶｻﾞﾜ ﾑｶｲ

5 2 5784 渡辺 元太朗(1) 開智中高 13.23 5 1218 深澤 向快(2) 川口市立 11.44 -2.6
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ ｱﾎﾞ ｺｳﾀ

6 3 1543 佐藤 優守(2) 岩槻 13.26 6 5176 阿保 昊太(1) 伊奈学園総合 11.47 -0.6
ﾇﾏﾀ ﾂﾊﾞｻ ﾀﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ

7 4021 沼田 翼(3) 川口東 DNS 7 1730 棚澤 樹(1) 武南 11.52 -0.8
ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

8 20 野村 遼大(1) 浦和 11.62 -1.2

凡例  DNS:欠場



高校男子OP400m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月24日 13:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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

ｺｶﾞﾈｲ ﾕｳﾄ ﾆｼｻﾞｷ ﾋﾛﾐ

1 3 3056 黄金井 唯翔(2) 埼玉栄 51.65 1 3 4621 西崎 広望(2) 大宮南 54.49
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｴｲ ｶﾝﾉ ﾚｲ

2 6 3760 中村 公栄(1) 埼玉栄 52.08 2 8 4647 管野 澪(2) 大宮南 55.00
ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ ｲｹﾐﾔ ﾕｳﾔ

3 4 3036 濱田 健心(3) 埼玉栄 52.85 3 4 4235 池宮 裕矢(3) 大宮東 55.11
ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾞｭｱﾝ ｵｵﾂｶ ﾙｲ

4 5 2113 瀧澤 寿安(2) 浦和南 53.22 4 7 1152 大塚 瑠衣(3) 大宮工 55.89
ｺｳﾎ ﾕｳﾍｲ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾄ

5 2 2112 皇甫 友平(2) 浦和南 53.32 5 6 4650 長沼 大翔(2) 大宮南 56.49
ﾅｶﾀﾞ ﾖｳﾀ ｿﾈ ｼｮｳﾀ

6 8 2114 中田 遥太(2) 浦和南 54.21 6 5 4626 曽根 翔太(2) 大宮南 56.86
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀ ﾏﾂｵ ｺﾀﾛｳ

7 7 1225 横田 雄太(2) 川口市立 57.27 7 2 4649 松尾 虎太朗(2) 大宮南 57.37

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾊﾗ ｱｷﾋﾛ ｻｸﾗｲ ｼﾕｳﾏ

1 5 12 小原 彬弘(2) 浦和 55.84 1 6 158 櫻井 秀麻(2) 川口 58.31
ｶｶﾞｴ ﾀｸﾐ KASHIDA Shota

2 3 1162 加賀江 巧(2) 大宮工 57.09 2 7 5688 樫田 祥多(3) 大宮開成 59.04
ｶﾔﾀﾆ ｱｵ KAMIMURA Shintaro

3 6 434 萱谷 碧(2) 大宮 57.65 3 3 5699 上村 真太郎(2) 大宮開成 59.61
ﾉﾀﾞ ﾕｳｼ Nanato ISHIZAWA

4 4 15 野田 侑志(2) 浦和 58.48 4 8 910 石澤 七斗(2) 与野 1:00.55
ｾｷｶﾜ ｷｼﾝ NORIHISA Hiroki

5 8 4628 関川 輝真(2) 大宮南 1:05.61 5 4 5680 則久 寛樹(2) 大宮開成 1:00.69
ｼﾓｻｶ ﾕｳﾀﾛｳ ﾉﾑﾗ ﾙｷﾔ

7 1982 下坂 優太朗(2) 浦和実 DNS 5 1981 野村  琉希也(3) 浦和実 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｶﾞﾈｲ ﾕｳﾄ

1 3056 黄金井 唯翔(2) 埼玉栄 51.65
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｴｲ

2 3760 中村 公栄(1) 埼玉栄 52.08
ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ

3 3036 濱田 健心(3) 埼玉栄 52.85
ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾞｭｱﾝ

4 2113 瀧澤 寿安(2) 浦和南 53.22
ｺｳﾎ ﾕｳﾍｲ

5 2112 皇甫 友平(2) 浦和南 53.32
ﾅｶﾀﾞ ﾖｳﾀ

6 2114 中田 遥太(2) 浦和南 54.21
ﾆｼｻﾞｷ ﾋﾛﾐ

7 4621 西崎 広望(2) 大宮南 54.49
ｶﾝﾉ ﾚｲ

8 4647 管野 澪(2) 大宮南 55.00

凡例  DNS:欠場



高校男子OP3000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月26日 14:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2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

ｺﾔﾏ ｼｮｳﾔ ｲﾜﾌﾁ ｲﾌﾞｷ

1 2 2 小山 翔也(2) 埼玉栄 8:43.55 1 2 2 岩渕 一歩希(2) 伊奈学園総合 9:46.55
ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ

2 1 1 本間 颯(2) 埼玉栄 8:43.82 2 7 7 宮崎 太陽(1) 川口市立 9:46.86
ｶｷﾞﾔﾏ ﾋｶﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾀｶ

3 6 6 鍵山 光琉(2) 埼玉栄 8:45.80 3 1 1 渡邊 和貴(3) 伊奈学園総合 9:48.96
ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ ｱｶﾞﾂﾏ ﾄｼｷ

4 4 4 山中 皇太郎(3) 埼玉栄 8:53.07 4 8 8 我妻 寿貴(3) 大宮 9:49.78
ﾔﾏｶﾜ ｶｲ ｵｵｼﾏ ﾀﾞｲｷ

5 11 11 山川 開(2) 埼玉栄 9:02.59 5 5 5 大島 大輝(1) 伊奈学園総合 9:54.58
ﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ ﾀｻｸ ﾐﾂｷ

6 3 3 森 基(3) 埼玉栄 9:05.53 6 11 11 田作 光希(2) 浦和 10:08.98
ﾀｹｳﾁ ｹｲﾏ ｼﾉﾔﾏ ﾐｽﾞｷ

7 7 8 竹内 慶真(3) 浦和 9:05.62 7 20 20 篠山 瑞樹(3) 大宮 10:15.15
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾗﾀ

8 13 13 佐藤 大介(1) 埼玉栄 9:07.30 8 6 6 富永 新(1) 川口市立 10:15.82
ﾐﾈｵ ｶｹﾄﾗ ｻｻｷ ﾀｸﾏ

9 17 17 峰尾 翔虎(2) 埼玉栄 9:10.75 9 21 21 佐々木 卓摩(3) 川口北 10:16.96
ｻｲﾄｳ ﾕｳ ﾀﾊﾗ ﾅｷﾞ

10 12 12 齋藤 勇羽(3) 埼玉栄 9:12.65 10 12 12 田原 凪(2) 川口市立 10:18.31
ﾖｼﾉ ﾕｳｷ ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

11 8 7 吉野 雄貴(3) 浦和 9:16.91 11 16 16 小島 隆之助(2) 大宮 10:18.83
ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ ｲﾄｳ ﾘｸ

12 9 9 吉田 黎大(2) 埼玉栄 9:17.41 12 9 9 伊藤 陸(2) 伊奈学園総合 10:19.76
ｻｶｲ ﾀｸ ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｷ

13 16 16 酒井 忠久(1) 埼玉栄 9:18.66 13 15 15 服部 大輝(3) 大宮 10:20.33
ｺﾔﾏ ｷﾖﾋﾄ ｼｼﾄﾞ ｲｸﾔ

14 5 5 小山 聖仁(3) 埼玉栄 9:22.10 14 3 3 宍戸 郁哉(3) 浦和実 10:20.44
ｾｷﾈ ﾀｸﾐ ｻｻｷ ｿｳﾀ

15 22 22 関根 巧(1) 埼玉栄 9:23.26 15 22 22 佐々木 蒼太(1) 浦和実 10:22.78
ｺｲｹ ｼｮｳﾀ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝ

16 10 10 小池 翔大(1) 埼玉栄 9:30.42 16 10 10 長谷川 俊(2) 伊奈学園総合 10:27.26
ﾑｶｲ ｱｻﾋ ｲﾄｳ ｺｳﾀ

17 27 27 向井 明飛(1) 埼玉栄 9:32.38 17 23 23 伊藤 幸太(2) 岩槻北陵 10:29.82
ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｸﾄ Keisuke FUJITA

18 23 23 菅原 匠人(1) 埼玉栄 9:34.65 18 29 29 冨士田 圭佑(2) 与野 10:29.96
ｱｶﾏ ﾙｲ ｵｵﾂｶ ﾀﾞｲﾅ

19 14 14 赤間 瑠衣(3) 川口市立 9:35.19 19 34 34 大塚 大菜(1) 川口工 10:31.84
ﾓﾘ ｶﾝﾀ Shuhei UNO

20 21 21 森 寛太(3) 浦和 9:41.49 20 25 25 宇野 修平(3) 与野 10:33.51
ｵｶﾞﾜ ｿｳﾏ ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀ

21 18 18 小川 颯天(1) 埼玉栄 9:41.57 21 13 13 内田 創太(2) 大宮 10:44.88
ﾆｼｼﾞﾏ ｼｭﾝ ｵｵﾂｶ ｼｮｳ

22 26 26 西島 駿(1) 浦和実 9:54.18 22 31 31 大塚 翔(2) 岩槻 10:46.62
ﾄﾘｺﾞｴ ﾚｵ ﾀｶｵｶ ﾘｮｳﾀ

23 24 24 鳥越 怜雄(2) 浦和 9:56.96 23 4 4 高岡 凌大(3) 浦和実 10:48.47
ｵｵｻﾄ ﾕｳｷ ｵｶｻﾞｷ ﾘｭｳ

24 34 34 大里 有輝(2) 伊奈学園総合 9:58.90 24 30 30 岡崎 龍(2) 川口工 10:49.65
ﾎｳﾁﾄﾞ ｱﾕﾏ ﾀﾏｳﾗ ﾀｸﾏ

25 31 31 宝地戸 歩真(3) 川口市立 9:59.33 25 18 18 玉浦 琢磨(2) 伊奈学園総合 10:56.10
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｻｶｲ ﾕｳﾏ

26 25 25 上田 悠斗(3) 浦和 10:03.61 26 35 35 坂井 悠真(3) 川口北 10:56.99
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ ﾌｶﾞﾈ ﾐｼｭｳ

27 20 20 井上 優斗(3) 浦和 10:03.81 27 28 28 府金 美秀(2) 浦和 10:58.04
ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ

28 28 28 金川 玲太(1) 川口市立 10:06.59 28 14 14 細田 将晴(1) 浦和 11:00.55
ﾎﾘ ﾋﾋﾞｷ ﾀﾑﾗ ﾄﾜ

29 33 33 堀 響生(1) 浦和実 10:07.90 29 26 26 田村 瞳和(1) 秀明英光 11:08.36
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾕ ﾀｻｶ ﾕｳｽｹ

30 30 30 大日向 歩(1) 埼玉栄 10:09.00 30 19 19 田坂 優介(1) 伊奈学園総合 11:11.16
ｱﾗﾋﾗ ﾕｳﾄ ｵｵｼﾏ ﾊﾙｷ

31 29 29 荒平 悠登(1) 川口市立 10:25.54 31 24 24 大島 悠希(2) 浦和 11:13.95
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾉｽｹ ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ

32 37 37 小林 慎乃祐(1) 浦和実 10:29.21 32 33 33 川口 諒太(2) 浦和 11:31.69
ｺﾀﾆ ｹﾝﾄ ｲﾜｷ ｹｲ

33 36 36 小谷 堅仁(3) 川口市立 10:36.59 33 32 32 岩城 慶(1) 上尾南 11:49.88

凡例  DNS:欠場



高校男子OP3000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月26日 14:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ ｻｶﾞﾜ ﾄﾑﾔ

15 15 冨田 洋輔(1) 川口市立 DNS 17 17 佐川 翔夢也(2) 浦和実 DNS
ｻｶｳｴ ﾕｳ ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾄ

19 19 坂上 悠(1) 埼玉栄 DNS 27 27 石塚 雄人(1) 埼玉栄 DNS
ｵｵｶﾜ ﾂﾊﾞｻ

32 32 大川 翼(1) 埼玉栄 DNS
ｵｾﾞｷ ｼﾝｼﾞ

35 35 尾關 真司(1) 埼玉栄 DNS
ﾀﾃｼﾏ ﾋﾛｷ

38 38 立嶋 大輝(1) 埼玉栄 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾔﾏ ｼｮｳﾔ

1 2 小山 翔也(2) 埼玉栄 8:43.55
ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ

2 1 本間 颯(2) 埼玉栄 8:43.82
ｶｷﾞﾔﾏ ﾋｶﾙ

3 6 鍵山 光琉(2) 埼玉栄 8:45.80
ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ

4 4 山中 皇太郎(3) 埼玉栄 8:53.07
ﾔﾏｶﾜ ｶｲ

5 11 山川 開(2) 埼玉栄 9:02.59
ﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ

6 3 森 基(3) 埼玉栄 9:05.53
ﾀｹｳﾁ ｹｲﾏ

7 8 竹内 慶真(3) 浦和 9:05.62
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

8 13 佐藤 大介(1) 埼玉栄 9:07.30

凡例  DNS:欠場



高校男子OP5000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月24日 11:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾀｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1 1 1 大竹 優一郎(3) 川口市立 16:03.08
ｾｼﾓ ｶｲﾄ

2 3 3 瀬下 開斗(2) 川口市立 16:31.83
ｵｵｲﾜ ﾘｭｳｽｹ

3 2 2 大岩 龍介(3) 浦和実 16:59.07
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾑ

4 5 5 阿部 真夢(3) 大宮東 17:23.54
ﾏﾁﾀﾞ ｲﾂｷ

5 9 9 町田 樹(2) 大宮東 17:23.79
ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾀﾙ

6 19 19 徳永 直瑠(2) 大宮東 17:26.96
ｲｼｲ ｼｭｳﾏ

7 6 6 石井 秀馬(2) 大宮東 17:28.74
ｲﾄｳ ﾘｸ

8 4 4 伊藤 陸(2) 伊奈学園総合 17:37.30
ﾀﾊﾗ ﾅｷﾞ

9 8 8 田原 凪(2) 川口市立 17:46.54
ﾀｻｸ ﾐﾂｷ

10 7 7 田作 光希(2) 浦和 17:52.90
ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

11 22 22 小島 隆之助(2) 大宮 17:58.30
ﾏﾂｼﾏ  ﾊﾙｷ

12 18 18 松嶋 春樹(2) 川口 18:10.06
ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｷ

13 17 17 服部 大輝(3) 大宮 18:10.41
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝ

14 13 13 長谷川 俊(2) 伊奈学園総合 18:11.04
Keisuke FUJITA

15 20 20 冨士田 圭佑(2) 与野 18:47.95
ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ

16 14 14 大和田 将成(2) 大宮東 19:15.75
ｼﾗﾄ ｸﾝﾍﾟｲ

17 15 15 白土 薫平(2) 大宮東 19:17.83
ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ

18 21 21 半田 勇真(2) 大宮東 20:29.37
ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

10 10 金川 玲太(1) 川口市立 DNS
ｱﾗﾋﾗ ﾕｳﾄ

11 11 荒平 悠登(1) 川口市立 DNS
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ

12 12 宮崎 太陽(1) 川口市立 DNS
ｲﾅｶﾞﾜ ｿｳﾀ

16 16 稲川  颯太(3) 川口 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子800mB決勝
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月25日 15:59 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ ｺｾ ｹﾝﾀ

1 5 91 木村 優太(3) 蕨 2:02.91 1 4 68 小瀬 堅大(2) 川口市立 1:51.31
ｲｼｶﾜ ﾕｳｼ ｽｴﾋﾛ ﾊﾙﾄ

2 6 143 石川 有志(1) 秀明英光 2:03.18 2 5 137 末廣 大翔(2) 伊奈学園総合 2:00.30
ﾓﾓｾ ﾘｸ ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ

3 7 37 百瀬 稜久(3) 大宮工 2:04.38 3 1 34 清水 歩(3) 大宮 2:01.72
ﾓﾘﾀ ｲﾂｷ ｸﾆｲ ｼﾞｭﾝｾｲ

4 4 73 森田 樹(3) 川口北 2:04.61 4 2 75 國井 順生(2) 川口北 2:01.78
ｸﾛｲﾜ ｺｳﾀﾞｲ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ

5 8 36 黒岩 洸大(2) 大宮 2:04.80 5 8 74 松澤 直希(2) 川口北 2:01.89
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ ﾔﾅｷﾞﾀ ｹｲ

6 2 136 渡辺 洸大(3) 伊奈学園総合 2:05.03 6 3 88 柳田 慧(3) 武南 2:02.36
ｲﾜﾐ ｺｳｽｹ ﾊﾗ ﾕｳｷ

7 3 17 石見 広輔(3) 浦和北 2:06.13 7 7 69 原 悠貴(2) 川口市立 2:02.80
ｵﾀﾞｶ ﾐｽﾞｷ ｺｳﾔﾏ ｶﾂﾕｷ

8 1 18 小鷹 瑞生(3) 浦和北 2:07.77 8 6 142 神山 勝之(3) 秀明英光 2:04.23

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｾ ｹﾝﾀ

1 68 小瀬 堅大(2) 川口市立 1:51.31
ｽｴﾋﾛ ﾊﾙﾄ

2 137 末廣 大翔(2) 伊奈学園総合 2:00.30
ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ

3 34 清水 歩(3) 大宮 2:01.72
ｸﾆｲ ｼﾞｭﾝｾｲ

4 75 國井 順生(2) 川口北 2:01.78
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ

5 74 松澤 直希(2) 川口北 2:01.89
ﾔﾅｷﾞﾀ ｹｲ

6 88 柳田 慧(3) 武南 2:02.36
ﾊﾗ ﾕｳｷ

7 69 原 悠貴(2) 川口市立 2:02.80
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ

8 91 木村 優太(3) 蕨 2:02.91



高校女子100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 12.07     金子 朋美(埼玉・伊奈学園総合)         1994 4月25日 09:35 予　選
日本高校記録(NR)             11.43     土井 杏南(埼玉・埼玉栄)               2012 4月25日 14:05 準決勝
埼玉県高校記録(SHR)          11.43     土井 杏南(埼玉・埼玉栄)               2012 4月25日 15:35 決　勝

予　選　8組1着＋16

1組 (風:+0.6) 2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
ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ

1 3 5162 桑原 明菜(3) 伊奈学園総合 12.61 Q 1 3 5161 寺園 華(3) 伊奈学園総合 12.68 Q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ ｵｸﾞﾗ ﾘｶ

2 6 1635 谷口 もも(2) 浦和南 13.25 q 2 5 3036 小倉 緑風(3) 埼玉栄 12.93 q
ﾓﾘﾀ ｻｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕﾘ

3 5 902 森田 咲妃(3) 市立浦和 13.91 3 2 4021 山本 美侑里(3) 川口東 13.62 q
ｱﾍﾞ ﾐｸ KONNO Aoi

4 8 4922 阿部 未來(3) 浦和東 14.26 4 4 15 今野 碧衣(2) 浦和一女 13.70
ｱｷﾀ ｻｷ ﾗｽﾙｲｻ ﾛｻﾘｵ

5 7 6123 秋田 紗輝(3) 栄北 15.17 5 6 1722 ラスルイサ ロサリオ(1) 武南 14.24
ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾙｶ KAWABE Hazuki

6 2 1842 片桐 遥海(3) 岩槻 15.47 6 7 2421 川邉 映月(2) 浦和麗明 14.68
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｸ ﾀﾏｶﾞﾜ ｾﾅ

1 773 杉本 凜紅(2) 大宮商 DNS 7 1 4934 玉川 汐奈(2) 浦和東 14.69
ﾀｸﾞﾁ ﾕﾗ ﾜﾀﾇﾏ ｸﾙﾐ

4 6088 田口 侑楽(1) 国際学院 DNS 8 8 1843 渡沼 くるみ(2) 岩槻 14.76

3組 (風:-0.9) 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
ﾅｶﾞｲ ﾕｷ ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ

1 5 5169 永井 有紀(2) 伊奈学園総合 12.70 Q 1 4 3033 中本 葵(3) 埼玉栄 12.39 Q
ｾﾞﾆﾔ ﾏﾉｶ YONEYAMA Misuzu

2 3 492 銭谷 茉乃香(3) 大宮 13.30 q 2 5 20 米山 実鈴(2) 浦和一女 13.14 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾐ ｶﾄﾞｲ ｿﾗ

3 6 6121 渡辺 楓美(3) 栄北 13.60 q 3 3 3319 門井 紗来(2) 大宮武蔵野 13.67
ｻﾄｳ ﾘｵﾝ ｷｼ ﾏﾕ

4 4 901 佐藤 李音(3) 市立浦和 14.02 4 1 770 岸 真佑(2) 大宮商 14.09
ｵﾀﾞｷ ﾐﾅﾂ ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｶ

5 8 1021 小滝 みなつ(3) 蕨 14.34 5 8 4936 樋口 秀華(2) 浦和東 14.22
ｻｲｼﾞｮｳ ﾓﾈ ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ

6 1 4300 西條 百音(3) 南稜 14.36 6 2 1717 倉林 真歩(2) 武南 14.46
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ ｺﾝﾉ ﾌﾀﾊﾞ

7 7 1712 林 愛華(3) 武南 14.67 7 7 5843 今野 双葉(2) 開智中高 15.31
ｲﾅﾊﾞ ﾓﾓｶ ｲｶﾞﾘ ﾐﾅﾐ

8 2 5521 稲葉 百花(2) 鳩ヶ谷 15.04 6 1622 猪狩 みなみ(2) 浦和南 DNS

5組 (風:-0.4) 6組 (風:+1.6)

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
ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ

1 3 3032 大谷 くる美(3) 埼玉栄 12.31 Q 1 5 4235 土田 涼夏(3) 大宮東 12.59 Q
MOTOYOSHI Rie ｻﾄｳ ﾘﾘｶ

2 6 9 元吉 梨絵(3) 浦和一女 13.16 q 2 6 491 佐藤 凜々香(3) 大宮 13.05 q
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

3 5 903 山岸 ゆい(2) 市立浦和 13.41 q 3 3 883 齊藤 奈々美(1) 川口市立 13.08 q
KADOMATSU Yuzuki ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ

4 8 4063 門松 柚樹(2) 浦和学院 14.85 4 4 1060 小林 遥珂(2) 上尾 13.65 q
ﾃｶﾞﾗ ﾎﾉｶ FUJIHASHI Kotoko

5 2 768 手柄 歩花(2) 大宮商 14.95 5 7 1663 藤橋 采子(3) 大宮開成 14.07
TAKAMOTO Mei ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｱ

6 7 1662 高本 萌衣(3) 大宮開成 14.96 6 1 4026 小林 真璃亜(2) 川口東 14.21
ｳｫﾙｼｭ ｳﾅ ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ

4 1026 ウォルシュ 雲那(2) 蕨 DNS 7 8 1681 齋藤  汐音(3) 浦和実 14.34
ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ

8 2 3315 紺野 鈴香(3) 大宮武蔵野 14.81

凡例  DNS:欠場



高校女子100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 12.07     金子 朋美(埼玉・伊奈学園総合)         1994 4月25日 09:35 予　選
日本高校記録(NR)             11.43     土井 杏南(埼玉・埼玉栄)               2012 4月25日 14:05 準決勝
埼玉県高校記録(SHR)          11.43     土井 杏南(埼玉・埼玉栄)               2012 4月25日 15:35 決　勝

予　選　8組1着＋16

7組 (風:+0.2) 8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
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ ｼﾉ ｶﾚﾝ

1 3 4236 山崎 結子(3) 大宮東 12.58 Q 1 3 4231 篠 かれん(2) 大宮東 12.42 Q
ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ ﾑﾗｺｼ ﾐﾔｺ

2 4 6083 本多 咲輝(2) 国際学院 13.19 q 2 4 6086 村越 京(2) 国際学院 12.85 q
ﾄｸﾅｶﾞ ﾉﾄﾞｶ ﾋﾗﾏﾂ ﾘﾝ

3 5 1636 徳永 和(2) 浦和南 13.28 q 3 5 503 平松 鈴(2) 大宮 13.51 q
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ

4 2 4023 橋本 菜々実(3) 川口東 13.93 4 6 4621 渡邉 瑞希(3) 大宮南 13.62 q
ﾓﾃｷ ﾓｴ ﾖｼﾀﾞ ﾕﾒﾅ

5 6 6122 茂木 萌笑(3) 栄北 14.19 5 8 3721 吉田 夢奈(3) 上尾南 13.83
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｶ YAMAGUCHI Yume

6 7 5846 渡邉 京佳(2) 開智中高 14.56 6 7 4054 山口 結夢(3) 浦和学院 14.44
TAKIYA Mika Minami KURIHARA

7 1 1668 滝谷 美花(3) 大宮開成 14.87 7 1 1876 栗原 みなみ(2) 与野 15.04
SANO Hina ｺﾏﾂ ﾚﾅ

8 8 4055 佐野 陽菜(3) 浦和学院 15.07 8 2 3310 小松 令奈(2) 大宮武蔵野 15.92

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-1.2) 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
ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ ｼﾉ ｶﾚﾝ

1 6 3032 大谷 くる美(3) 埼玉栄 12.19 Q 1 3 4231 篠 かれん(2) 大宮東 12.47 Q
ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ

2 5 5161 寺園 華(3) 伊奈学園総合 12.62 Q 2 4 5162 桑原 明菜(3) 伊奈学園総合 12.71 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ ｵｸﾞﾗ ﾘｶ

3 3 4236 山崎 結子(3) 大宮東 12.69 q 3 6 3036 小倉 緑風(3) 埼玉栄 13.11
YONEYAMA Misuzu MOTOYOSHI Rie

4 7 20 米山 実鈴(2) 浦和一女 13.07 4 8 9 元吉 梨絵(3) 浦和一女 13.41
ｾﾞﾆﾔ ﾏﾉｶ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ

5 8 492 銭谷 茉乃香(3) 大宮 13.33 5 7 1635 谷口 もも(2) 浦和南 13.49
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ ﾋﾗﾏﾂ ﾘﾝ

6 1 903 山岸 ゆい(2) 市立浦和 13.36 6 1 503 平松 鈴(2) 大宮 13.74
ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ

7 4 883 齊藤 奈々美(1) 川口市立 13.41 7 2 4621 渡邉 瑞希(3) 大宮南 13.81
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ ﾑﾗｺｼ ﾐﾔｺ

8 2 1060 小林 遥珂(2) 上尾 13.88 5 6086 村越 京(2) 国際学院 DNS

3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
ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ

1 4 3033 中本 葵(3) 埼玉栄 12.40 Q
ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ

2 6 4235 土田 涼夏(3) 大宮東 12.53 Q
ﾅｶﾞｲ ﾕｷ

3 3 5169 永井 有紀(2) 伊奈学園総合 12.99 q
ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ

4 8 6083 本多 咲輝(2) 国際学院 13.18
ｻﾄｳ ﾘﾘｶ

5 5 491 佐藤 凜々香(3) 大宮 13.41
ﾄｸﾅｶﾞ ﾉﾄﾞｶ

6 7 1636 徳永 和(2) 浦和南 13.46
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾐ

7 1 6121 渡辺 楓美(3) 栄北 13.65
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕﾘ

8 2 4021 山本 美侑里(3) 川口東 13.87

凡例  DNS:欠場



高校女子100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 12.07     金子 朋美(埼玉・伊奈学園総合)         1994 4月25日 09:35 予　選
日本高校記録(NR)             11.43     土井 杏南(埼玉・埼玉栄)               2012 4月25日 14:05 準決勝
埼玉県高校記録(SHR)          11.43     土井 杏南(埼玉・埼玉栄)               2012 4月25日 15:35 決　勝

決　勝　

(風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ

1 5 3032 大谷 くる美(3) 埼玉栄 12.13
ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ

2 3 3033 中本 葵(3) 埼玉栄 12.14
ｼﾉ ｶﾚﾝ

3 6 4231 篠 かれん(2) 大宮東 12.34
ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ

4 4 4235 土田 涼夏(3) 大宮東 12.38
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ

5 1 4236 山崎 結子(3) 大宮東 12.50
ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ

6 7 5161 寺園 華(3) 伊奈学園総合 12.59
ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ

7 8 5162 桑原 明菜(3) 伊奈学園総合 12.60
ﾅｶﾞｲ ﾕｷ

8 2 5169 永井 有紀(2) 伊奈学園総合 12.73

凡例  DNS:欠場



高校女子200m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 24.37     土井 杏南(埼玉・埼玉栄)               2011 4月26日 09:30 予　選
日本高校記録(NR)             23.46     齋藤 愛美(岡山・倉敷中央)             2016 4月26日 11:50 準決勝
埼玉県高校記録(SHR)          23.71     高橋 萌木子(埼玉・埼玉栄)             2006 4月26日 13:50 決　勝

予　選　7組1着＋17

1組 (風:-0.9) 2組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺﾓﾘﾔ ﾚｲ ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ

1 4 4260 小森谷 麗(3) 大宮東 27.10 Q 1 5 3032 大谷 くる美(3) 埼玉栄 26.20 Q
ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ MOTOYOSHI Rie

2 6 6083 本多 咲輝(2) 国際学院 27.54 q 2 4 9 元吉 梨絵(3) 浦和一女 27.07 q
ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ ｻﾄｳ ﾘｵﾝ

3 5 883 齊藤 奈々美(1) 川口市立 28.04 q 3 3 901 佐藤 李音(3) 市立浦和 29.00 q
ｻｻｷ ﾉｱ ｽﾜ ﾕｳｶ

4 8 1621 佐々木 乃愛(3) 浦和南 29.63 4 6 4921 諏訪 結香(3) 浦和東 29.61
SONOBE Nana ｵﾀﾞ ﾅﾂｺ

5 7 16 園部 奈那(2) 浦和一女 30.04 5 8 4624 小田 夏子(2) 大宮南 30.20
ﾏｽｲ ｺｱｷ ｵｸﾔﾏ ｼﾎ

6 2 4025 増井 恋秋(3) 川口東 31.01 6 7 6129 奥山 紫帆(2) 栄北 30.45
ｲｼｾﾞｷ ﾏｲ ｻｸﾗｲ ｶﾉﾝ

3 1059 石関 麻衣(2) 上尾 DQ,FS 7 2 3316 櫻井 花音(3) 大宮武蔵野 30.59

3組 (風:-1.4) 4組 (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 通過
ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ

1 4 1624 木村 美乃里(3) 浦和南 27.74 Q 1 5 4232 長島 ありさ(2) 大宮東 26.82 Q
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ ﾅｶﾞｲ ﾕｷ

2 5 903 山岸 ゆい(2) 市立浦和 28.09 q 2 6 5169 永井 有紀(2) 伊奈学園総合 26.91 q
ｾﾞﾆﾔ ﾏﾉｶ USUI Yuri

3 6 492 銭谷 茉乃香(3) 大宮 28.54 q 3 4 3 碓井 夕莉(3) 浦和一女 27.44 q
ﾓﾘﾀ ﾙﾅ ﾓﾘﾀ ｻｷ

4 3 4623 森田 瑠菜(2) 大宮南 29.44 4 3 902 森田 咲妃(3) 市立浦和 29.15 q
FUJIHASHI Kotoko ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｱ

5 8 1663 藤橋 采子(3) 大宮開成 29.60 5 2 4026 小林 真璃亜(2) 川口東 30.33
ﾏｽﾀﾞ ﾋｲﾛ KAWABE Hazuki

6 7 4352 増田 緋色(3) 岩槻北陵 30.58 6 8 2421 川邉 映月(2) 浦和麗明 30.58
HONDO Yaya ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ

7 2 2423 本道 やや(2) 浦和麗明 32.58 7 7 1712 林 愛華(3) 武南 31.12

5組 (風:-0.2) 6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
ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ

1 4 5162 桑原 明菜(3) 伊奈学園総合 26.55 Q 1 6 3033 中本 葵(3) 埼玉栄 26.65 Q
ｵｸﾞﾗ ﾘｶ ﾅｶﾉ ﾐｷ

2 6 3036 小倉 緑風(3) 埼玉栄 27.75 q 2 3 5163 中野 美貴(3) 伊奈学園総合 27.66 q
ｶﾄﾞｲ ｿﾗ ｻﾄｳ ﾘﾘｶ

3 3 3319 門井 紗来(2) 大宮武蔵野 28.51 q 3 5 491 佐藤 凜々香(3) 大宮 28.69 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾐ

4 5 4621 渡邉 瑞希(3) 大宮南 29.32 q 4 4 6121 渡辺 楓美(3) 栄北 28.93 q
ﾓﾃｷ ﾓｴ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ

5 8 6122 茂木 萌笑(3) 栄北 29.80 5 7 1060 小林 遥珂(2) 上尾 30.06
ｻｸﾗｻﾜ ﾁｻﾄ ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ

6 7 1055 櫻澤 千里(3) 上尾 30.34 6 2 1717 倉林 真歩(2) 武南 30.69
ｸﾞﾝｼﾞ  ﾏﾔ TAKAMOTO Mei

7 2 5836 郡司 まや(1) 開智中高 32.04 7 8 1662 高本 萌衣(3) 大宮開成 31.58

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート



高校女子200m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 24.37     土井 杏南(埼玉・埼玉栄)               2011 4月26日 09:30 予　選
日本高校記録(NR)             23.46     齋藤 愛美(岡山・倉敷中央)             2016 4月26日 11:50 準決勝
埼玉県高校記録(SHR)          23.71     高橋 萌木子(埼玉・埼玉栄)             2006 4月26日 13:50 決　勝

予　選　7組1着＋17

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
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ

1 6 4236 山崎 結子(3) 大宮東 26.69 Q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ

2 3 1635 谷口 もも(2) 浦和南 27.34 q
ｵｶﾞﾜ ﾏﾎ

3 5 880 小川 真歩(2) 川口市立 28.03 q
ﾗｽﾙｲｻ ﾛｻﾘｵ

4 4 1722 ラスルイサ ロサリオ(1) 武南 29.80
TSUKAHARA Hina

5 7 1669 塚原 姫奈(2) 大宮開成 30.14
ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕﾐ

6 8 499 五十嵐 歩実(2) 大宮 30.76
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾑﾂｷ

7 2 4930 萩原 睦生(2) 浦和東 31.89

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-1.2) 2組 (風:-4.2)

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
ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ

1 6 3033 中本 葵(3) 埼玉栄 25.89 Q 1 6 5162 桑原 明菜(3) 伊奈学園総合 26.87 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ

2 4 4236 山崎 結子(3) 大宮東 26.30 Q 2 3 4232 長島 ありさ(2) 大宮東 26.97 Q
ﾅｶﾞｲ ﾕｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ

3 3 5169 永井 有紀(2) 伊奈学園総合 26.77 q 3 4 1635 谷口 もも(2) 浦和南 27.85
MOTOYOSHI Rie ｵｸﾞﾗ ﾘｶ

4 5 9 元吉 梨絵(3) 浦和一女 27.04 q 4 8 3036 小倉 緑風(3) 埼玉栄 27.99
ｶﾄﾞｲ ｿﾗ USUI Yuri

5 7 3319 門井 紗来(2) 大宮武蔵野 28.72 5 5 3 碓井 夕莉(3) 浦和一女 28.02
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾐ ｻﾄｳ ﾘﾘｶ

6 2 6121 渡辺 楓美(3) 栄北 28.99 6 1 491 佐藤 凜々香(3) 大宮 28.87
ｻﾄｳ ﾘｵﾝ ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ

7 1 901 佐藤 李音(3) 市立浦和 29.30 7 7 903 山岸 ゆい(2) 市立浦和 28.94
ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ

8 883 齊藤 奈々美(1) 川口市立 DNS 8 2 4621 渡邉 瑞希(3) 大宮南 29.35

3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
ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ

1 5 3032 大谷 くる美(3) 埼玉栄 26.83 Q
ｺﾓﾘﾔ ﾚｲ

2 4 4260 小森谷 麗(3) 大宮東 27.69 Q
ﾅｶﾉ ﾐｷ

3 8 5163 中野 美貴(3) 伊奈学園総合 27.87
ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ

4 6 1624 木村 美乃里(3) 浦和南 27.88
ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ

5 3 6083 本多 咲輝(2) 国際学院 28.05
ｵｶﾞﾜ ﾏﾎ

6 7 880 小川 真歩(2) 川口市立 28.68
ｾﾞﾆﾔ ﾏﾉｶ

7 1 492 銭谷 茉乃香(3) 大宮 28.69
ﾓﾘﾀ ｻｷ

8 2 902 森田 咲妃(3) 市立浦和 29.68

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート



高校女子200m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 24.37     土井 杏南(埼玉・埼玉栄)               2011 4月26日 09:30 予　選
日本高校記録(NR)             23.46     齋藤 愛美(岡山・倉敷中央)             2016 4月26日 11:50 準決勝
埼玉県高校記録(SHR)          23.71     高橋 萌木子(埼玉・埼玉栄)             2006 4月26日 13:50 決　勝

決　勝　

(風:-2.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ

1 5 3032 大谷 くる美(3) 埼玉栄 25.84
ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ

2 4 3033 中本 葵(3) 埼玉栄 26.24
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ

3 3 4236 山崎 結子(3) 大宮東 26.69
ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ

4 6 5162 桑原 明菜(3) 伊奈学園総合 26.90
ﾅｶﾞｲ ﾕｷ

5 2 5169 永井 有紀(2) 伊奈学園総合 26.99
ｺﾓﾘﾔ ﾚｲ

6 8 4260 小森谷 麗(3) 大宮東 27.69
MOTOYOSHI Rie

7 1 9 元吉 梨絵(3) 浦和一女 27.69
ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ

7 4232 長島 ありさ(2) 大宮東 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート



高校女子400m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 55.49     柿沼 和恵(埼玉・埼玉栄)               1992
日本高校記録(NR)             52.52     杉浦 はる香(静岡・浜松市立)           2013 4月24日 11:55 予　選
埼玉県高校記録(SHR)          53.45     柿沼 和恵(埼玉・埼玉栄)               1992 4月24日 14:30 決　勝

予　選　6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

ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ

1 3 4233 山内 そよ(2) 大宮東 1:00.21 q 1 3 903 山岸 ゆい(2) 市立浦和 1:00.70 q
ﾉｸﾞﾁ ﾐﾊﾔ ﾂｶﾀﾞ ｾﾅ

2 5 3048 野口 美颯(2) 埼玉栄 1:02.66 2 5 498 塚田 世奈(3) 大宮 1:01.49 q
ｵｶﾞﾜ ﾏﾎ ｲｼｲ ｱｽﾞｻ

3 6 880 小川 真歩(2) 川口市立 1:03.54 3 4 4248 石井 梓(3) 大宮東 1:01.92
ｲｼﾀﾞ ﾜｶｺ KOBAYASHI Yuka

4 4 5671 石田   新子(3) 川口 1:06.60 4 6 14 小林 優花(2) 浦和一女 1:04.05
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅﾐ ﾓﾘﾀ ﾙﾅ

5 7 4023 橋本 菜々実(3) 川口東 1:07.57 5 1 4623 森田 瑠菜(2) 大宮南 1:08.28
ｲｽﾞﾐ ｱﾕﾐ ﾏｽﾀﾞ ﾋｲﾛ

6 8 5131 泉 亜由美(2) 川口青陵 1:09.22 6 7 4352 増田 緋色(3) 岩槻北陵 1:08.29
ｶﾊﾞﾀ ﾏｱﾔ ｲﾉｳｴ ﾐﾂﾞｷ

7 2 5847 椛田 真彩(2) 開智中高 1:09.55 7 2 4024 井上 美月(3) 川口東 1:10.61
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾑﾂｷ

8 8 4930 萩原 睦生(2) 浦和東 1:12.09

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ ﾅｶﾉ ﾐｷ

1 3 3034 タネル 舞璃乃(3) 埼玉栄 59.03 q 1 4 5163 中野 美貴(3) 伊奈学園総合 1:01.37 q
ｶﾄｳ ﾕｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｺ

2 4 5168 加藤 優(2) 伊奈学園総合 1:02.00 2 5 3151 小林 瞳子(3) 川口北 1:03.95
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘﾉ ｻｻｷ ﾉｱ

3 6 1623 柏原 梨乃(2) 浦和南 1:02.55 3 3 1621 佐々木 乃愛(3) 浦和南 1:04.54
ｵﾀﾞ ﾅﾂｺ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

4 7 4624 小田 夏子(2) 大宮南 1:07.73 4 8 1841 齋藤 優貴(3) 岩槻 1:07.78
ｻﾉ ｱﾔｶ HOZUMI Maki

5 5 3724 佐野 綾香(2) 上尾南 1:10.19 5 2 1664 保積 真希(3) 大宮開成 1:09.64
ABE Rin ENDO Kokoha

6 8 11 阿部 凜(2) 浦和一女 1:10.52 6 7 4062 遠藤 志華(3) 浦和学院 1:09.69
ｻｸﾗｻﾜ ﾁｻﾄ ｵﾉ ｶﾝﾅ

7 2 1055 櫻澤 千里(3) 上尾 1:11.17 6 500 小野 栞奈(2) 大宮 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂﾉ ｺｳﾒ ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ

1 3 4258 松野 小梅(2) 大宮東 59.03 q 1 3 3037 松田 菜帆(3) 埼玉栄 1:00.80 q
ｸｽ ｱｶﾘ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ

2 5 5171 楠 明莉(2) 伊奈学園総合 1:00.85 q 2 1 1635 谷口 もも(2) 浦和南 1:02.75
USUI Yuri ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ

3 6 3 碓井 夕莉(3) 浦和一女 1:01.58 3 6 3156 田中 綺音(2) 川口北 1:02.93
ｲｶﾞﾗｼ ｻﾔｶ ｼﾉﾀﾞ ﾜｶﾅ

4 8 6126 五十嵐 爽香(3) 栄北 1:08.71 4 5 1024 篠田 和叶(3) 蕨 1:02.95
ﾎｼ ｶﾚﾝ ﾓﾄﾔﾏ ﾏﾅﾐ

5 4 875 星 花恋(2) 川口市立 1:08.99 5 4 505 元山 茉奈美(2) 大宮 1:03.70
ｽｶﾞ ﾕｳﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅ

6 2 5675 菅 優美(2) 川口 1:11.84 6 8 5674 山田 菜々(2) 川口 1:07.42
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾐ ﾏｽｲ ｺｱｷ

7 7 3722 西村 夏南(3) 上尾南 1:14.50 7 2 4025 増井 恋秋(3) 川口東 1:09.91
ｲｼｾﾞｷ ﾏｲ

8 7 1059 石関 麻衣(2) 上尾 1:10.78

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校女子400m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 55.49     柿沼 和恵(埼玉・埼玉栄)               1992
日本高校記録(NR)             52.52     杉浦 はる香(静岡・浜松市立)           2013 4月24日 11:55 予　選
埼玉県高校記録(SHR)          53.45     柿沼 和恵(埼玉・埼玉栄)               1992 4月24日 14:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ

1 4 3034 タネル 舞璃乃(3) 埼玉栄 55.46 GR
ﾏﾂﾉ ｺｳﾒ

2 3 4258 松野 小梅(2) 大宮東 58.55
ﾅｶﾉ ﾐｷ

3 2 5163 中野 美貴(3) 伊奈学園総合 1:00.11
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ

4 6 903 山岸 ゆい(2) 市立浦和 1:00.16
ｸｽ ｱｶﾘ

5 8 5171 楠 明莉(2) 伊奈学園総合 1:00.46
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ

6 7 3037 松田 菜帆(3) 埼玉栄 1:01.61
ﾂｶﾀﾞ ｾﾅ

7 1 498 塚田 世奈(3) 大宮 1:01.73
ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ

5 4233 山内 そよ(2) 大宮東 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校女子800m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               2:10.58     竹田 千春(埼玉・埼玉栄)               1992
日本高校記録(NR)           2:02.57     塩見 綾乃(京都・京都文教)             2017 4月25日 11:10 予　選
埼玉県高校記録(SHR)        2:05.30     徳田 由美子(埼玉・埼玉栄)             1990 4月25日 15:50 決　勝

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

ｺﾔﾉ ﾓﾓｶ ｲｼﾜﾀﾘ ﾐｶ

1 5 67 古谷野 百香(2) 川口市立 2:26.39 q 1 3 55 石渡 未夏(3) 埼玉栄 2:27.46
KOBAYASHI Yuka ﾓﾄﾔﾏ ﾏﾅﾐ

2 6 4 小林 優花(2) 浦和一女 2:26.58 q 2 6 35 元山 茉奈美(2) 大宮 2:29.07
ｺｲｹ ﾅﾂﾐ ENDO Kokoha

3 4 138 小池 夏未(1) 伊奈学園総合 2:30.06 3 7 28 遠藤 志華(3) 浦和学院 2:40.61
ｺﾊｷﾞ ｻｸ ｵｵﾀﾆ ｱﾕ

4 3 115 小萩 咲来(3) 上尾 2:30.37 4 8 161 大谷 彩友(3) 栄北 2:51.45
ｲｽﾞﾐ ｱﾕﾐ KABAYASHI Nozomi

5 8 85 泉 亜由美(2) 川口青陵 2:41.35 5 2 63 小林 望海(3) 大宮開成 3:01.45
ｷｸﾁ ｱﾝﾘ ﾊﾔｶﾜ ﾕﾘﾅ

6 7 32 菊池 杏璃(2) 浦和東 2:51.20 4 174 早川 由梨奈(2) 国際学院 DNS
KONNNO Ai ｸﾘﾔﾏ ﾊﾙｶ

7 2 11 紺野 愛(2) 浦和商 2:53.03 5 90 栗山 遥(2) 武南 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

ｵｵﾉ ﾕｲ ｵｶ ﾉﾄﾞｶ

1 5 13 大野 結以(3) 市立浦和 2:22.10 q 1 3 89 岡 和花(3) 武南 2:24.32 q
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘﾉ ｺｲﾉ ｱｲ

2 3 20 柏原 梨乃(2) 浦和南 2:27.94 2 4 45 濃野 愛(2) 大宮東 2:24.40 q
Shiori SEKI ﾀﾓﾘ ｸﾙﾐ

3 4 94 関 史織(3) 与野 2:36.71 3 5 117 田森 胡桃(2) 上尾 2:27.36
ﾀﾁｶﾜ ﾕｲ ｱﾀﾞﾁ ﾘﾉ

4 7 116 立川 由依(3) 上尾 2:38.76 4 6 57 安達 梨乃(1) 埼玉栄 2:30.89
OBA Natsue ｲｶﾞﾗｼ ｻﾔｶ

5 6 62 大葉 夏映(2) 大宮開成 2:41.15 5 8 162 五十嵐 爽香(3) 栄北 2:44.16
ﾔｴｶﾞｼ ｻｷ ﾅｶﾞｻｷ ﾏﾔｶ

6 8 75 八重樫 彩季(3) 川口北 2:50.52 6 7 60 長崎 真也花(2) 大宮南 2:46.87
ﾂﾌﾞｸ ｱｶﾘ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ

7 2 137 津布久 灯(2) 伊奈学園総合 2:56.59 2 40 山﨑 優菜(2) 大宮商 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｸﾔﾏ ﾓﾓｶ ﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶ

1 4 56 奥山 桃花(2) 埼玉栄 2:22.67 q 1 4 44 田辺 楓果(3) 大宮東 2:28.72
ｵｵｳﾁ ｶﾅｴ HASUMI Rina

2 5 74 大内 奏愛(2) 川口北 2:26.81 2 7 5 蓮見 李菜(2) 浦和一女 2:32.24
ｵﾉ ｱｻｷ ﾎｼ ｶﾚﾝ

3 6 136 尾野 亜咲(3) 伊奈学園総合 2:27.26 3 3 68 星 花恋(2) 川口市立 2:33.24
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾅ ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓｶ

4 8 66 池田  暖菜(3) 川口 2:39.87 4 5 19 中澤 有伽(3) 浦和南 2:33.96
Nanako URANO HOZUMI Maki

5 7 96 浦野 奈南子(2) 与野 2:50.02 5 6 61 保積 真希(3) 大宮開成 2:43.99
ｶﾜｲ ﾐｷ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

6 2 58 川井 美生(3) 大宮南 2:52.43 6 2 1841 齋藤 優貴(3) 岩槻 2:45.28
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ﾅｵ

3 165 武内 彩夏(2) 開智中高 DNS 7 8 65 三本木 奈生(2) 川口 2:47.47

凡例  DNS:欠場



高校女子800m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               2:10.58     竹田 千春(埼玉・埼玉栄)               1992
日本高校記録(NR)           2:02.57     塩見 綾乃(京都・京都文教)             2017 4月25日 11:10 予　選
埼玉県高校記録(SHR)        2:05.30     徳田 由美子(埼玉・埼玉栄)             1990 4月25日 15:50 決　勝

予　選　7組0着＋8

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｽｴﾅｶﾞ ﾕｲ

1 4 69 末永 結唯(2) 川口市立 2:23.62 q
ﾀﾅｶ ｻｵﾘ

2 3 91 田中 彩織(3) 蕨 2:24.47 q
ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ

3 5 43 鈴木 明花(3) 大宮東 2:27.35
ｽﾉﾊﾗ ﾋﾅﾐ

4 6 14 春原 日向美(2) 市立浦和 2:36.97
ITO Kyoka

5 8 10 伊東 杏華(3) 浦和商 2:39.52
ｻｲﾄｳ ﾐｷ

6 2 59 齋藤 海希(2) 大宮南 2:55.38
ｵﾀﾞｲ ﾕｶ

7 7 148 尾臺 有香(3) 大宮光陵 2:58.30

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｸﾔﾏ ﾓﾓｶ

1 4 56 奥山 桃花(2) 埼玉栄 2:18.50
ｵｵﾉ ﾕｲ

2 5 13 大野 結以(3) 市立浦和 2:19.73
ﾀﾅｶ ｻｵﾘ

3 7 91 田中 彩織(3) 蕨 2:23.97
ｽｴﾅｶﾞ ﾕｲ

4 6 69 末永 結唯(2) 川口市立 2:25.02
ｺｲﾉ ｱｲ

5 8 45 濃野 愛(2) 大宮東 2:25.31
KOBAYASHI Yuka

6 2 4 小林 優花(2) 浦和一女 2:26.26
ｵｶ ﾉﾄﾞｶ

7 3 89 岡 和花(3) 武南 2:28.78
ｺﾔﾉ ﾓﾓｶ

1 67 古谷野 百香(2) 川口市立 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子1500m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               4:30.74     和田 春香(埼玉・埼玉栄)               2012
日本高校記録(NR)           4:07.86     小林 祐梨子(兵庫・須磨学園)           2006 4月24日 09:40 予　選
埼玉県高校記録(SHR)        4:19.12     鈴木 真紀(埼玉・埼玉栄)               1990 4月24日 14:45 決　勝

予　選　3組5着＋3

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

ｵｸﾔﾏ ﾓﾓｶ SHIROZONO Haruka

1 18 56 奥山 桃花(2) 埼玉栄 5:03.78 Q 1 13 4 四郎園 悠花(3) 浦和一女 5:08.30 Q
ｶﾀﾉ ｱｵｲ ﾅｶｻﾞﾜ ｻｴｺ

2 4 138 片野 碧(1) 伊奈学園総合 5:04.56 Q 2 10 55 中澤 咲絵子(3) 埼玉栄 5:08.40 Q
ｵｵｳﾁ ｶﾅｴ ｽｴﾅｶﾞ ﾕｲ

3 9 74 大内 奏愛(2) 川口北 5:04.70 Q 3 20 69 末永 結唯(2) 川口市立 5:08.60 Q
ｺﾔﾉ ﾓﾓｶ ﾀﾅｶ ｻｵﾘ

4 7 67 古谷野 百香(2) 川口市立 5:04.80 Q 4 2 91 田中 彩織(3) 蕨 5:08.71 Q
ｸﾛﾀﾞ  ﾊﾙｶ ｵｵﾉ ﾕｲ

5 3 64 黒田  遥(3) 川口 5:05.27 Q 5 1 13 大野 結以(3) 市立浦和 5:08.90 Q
OSAKA Mone FUJIMIYA Minori

6 10 5 大坂 百嶺(2) 浦和一女 5:08.41 q 6 3 29 藤宮 美乃里(3) 浦和学院 5:10.35
ｺﾊｷﾞ ｻｸ ﾀﾓﾘ ｸﾙﾐ

7 20 115 小萩 咲来(3) 上尾 5:12.82 7 5 117 田森 胡桃(2) 上尾 5:12.39
Haruno OTAKE ｸﾏｶﾞｲ ｶﾉｶ

8 11 95 大竹 悠乃(3) 与野 5:24.39 8 7 45 熊谷 叶香(2) 大宮東 5:14.53
ｽﾉﾊﾗ ﾋﾅﾐ ﾅﾘﾀ ｱｶﾘ

9 16 14 春原 日向美(2) 市立浦和 5:24.99 9 14 137 成田 明香里(2) 伊奈学園総合 5:25.65
ﾔﾋﾛ ｻﾂｷ ﾔｻﾞｷ ﾌﾐ

10 1 34 八尋 咲月(3) 大宮 5:27.63 10 8 35 矢崎 楓実(3) 大宮 5:30.57
KIKUCHI Maho ﾌｸﾄﾐ ｱﾑ

11 12 63 菊池 真帆(2) 大宮開成 5:30.75 11 6 75 福富 彩夢(2) 川口北 5:34.51
ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾀﾊﾞ ﾅｶﾞｻｷ ﾏﾔｶ

12 13 31 遠藤 双葉(3) 浦和東 5:34.17 12 16 60 長崎 真也花(2) 大宮南 5:37.43
ﾅｶﾑﾗ ｺﾄﾐ OBA Natsue

13 15 107 中村 琴美(3) 岩槻商 5:43.67 13 9 62 大葉 夏映(2) 大宮開成 5:38.75
HIROSUE Kanon ｶﾜｾ ｼｮｳｺ

14 8 118 広末 翔音(2) 浦和麗明 5:44.91 14 19 164 川瀬 晶子(2) 開智中高 5:49.69
KUMAGAI Miyuki ｱﾍﾞ ﾏｲｶ

15 6 30 熊谷 美幸(3) 浦和学院 5:51.63 15 11 88 阿部 舞花(3) 武南 5:58.30
ｻｲﾄｳ ﾐｷ ｳﾗﾀ ﾕｳｶ

16 14 59 齋藤 海希(2) 大宮南 6:00.25 16 18 108 浦田 優香(3) 岩槻商 5:58.69
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ ｵﾀﾞｲ ﾕｶ

17 2 40 山﨑 優菜(2) 大宮商 6:32.44 17 4 148 尾臺 有香(3) 大宮光陵 6:03.60
ｸﾘﾔﾏ ﾊﾙｶ Nanako URANO

5 90 栗山 遥(2) 武南 DNS 18 15 96 浦野 奈南子(2) 与野 6:05.16
ｼﾉﾀﾞ ｱﾔ ｵｵﾀﾆ ｱﾕ

17 162 篠田 彩(2) 栄北 DNS 19 17 161 大谷 彩友(3) 栄北 6:06.72
ｶﾄｳ ﾅﾅ ﾊﾔｶﾜ ﾕﾘﾅ

19 127 加藤 菜花(2) 上尾橘 DNS 12 174 早川 由梨奈(2) 国際学院 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子1500m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               4:30.74     和田 春香(埼玉・埼玉栄)               2012
日本高校記録(NR)           4:07.86     小林 祐梨子(兵庫・須磨学園)           2006 4月24日 09:40 予　選
埼玉県高校記録(SHR)        4:19.12     鈴木 真紀(埼玉・埼玉栄)               1990 4月24日 14:45 決　勝

予　選　3組5着＋3

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾅ

1 1 44 松田 亜季奈(3) 大宮東 5:01.29 Q
ﾈｷﾞｼ ｽｽﾞｶ

2 2 57 根岸 涼香(2) 埼玉栄 5:01.55 Q
ｵｶ ﾉﾄﾞｶ

3 6 89 岡 和花(3) 武南 5:02.02 Q
ﾔｼﾞﾏ ｻｴ

4 8 136 矢嶋 彩恵(3) 伊奈学園総合 5:03.33 Q
ﾊﾗ ﾕﾒﾉ

5 16 68 原 夢乃(2) 川口市立 5:04.62 Q
ｴﾅｶ ｻﾔ

6 11 116 江中 咲彩(2) 上尾 5:07.28 q
MATSUI Misaki

7 17 6 松井 美幸(3) 浦和一女 5:08.59 q
ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ

8 19 36 鈴木 心結(2) 大宮 5:15.53
ISHIDA Rino

9 18 61 石田 理乃(3) 大宮開成 5:21.73
Shiori SEKI

10 13 94 関 史織(3) 与野 5:27.18
ｶﾜﾅ ﾅﾙﾐ

11 9 65 川名 成実(3) 川口 5:32.33
ﾎﾘｴ ﾀﾏｷ

12 14 73 堀江 珠生(3) 川口北 5:36.49
YOKOTA Koharu

13 10 12 横田 瑚華(3) 浦和商 5:50.52
ﾖﾓﾀﾞ ｱｵｲ

14 5 109 四方田 蒼衣(3) 岩槻北陵 5:51.01
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ

15 7 165 武内 彩夏(2) 開智中高 5:57.35
ｶﾐﾑﾗ ﾐﾕ

16 12 58 上村 美夢(2) 大宮南 6:05.52
ｺﾜ ﾅﾅﾐ

3 50 古和 七海(3) 大宮北 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ

4 32 小林 友菜(2) 浦和東 DNS
ｲﾄｳ ﾘｻ

15 163 伊藤 里紗(2) 栄北 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子1500m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               4:30.74     和田 春香(埼玉・埼玉栄)               2012
日本高校記録(NR)           4:07.86     小林 祐梨子(兵庫・須磨学園)           2006 4月24日 09:40 予　選
埼玉県高校記録(SHR)        4:19.12     鈴木 真紀(埼玉・埼玉栄)               1990 4月24日 14:45 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｸﾔﾏ ﾓﾓｶ

1 4 56 奥山 桃花(2) 埼玉栄 4:47.01
ｵｵﾉ ﾕｲ

2 18 13 大野 結以(3) 市立浦和 4:47.64
ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾅ

3 6 44 松田 亜季奈(3) 大宮東 4:49.91
ﾈｷﾞｼ ｽｽﾞｶ

4 5 57 根岸 涼香(2) 埼玉栄 4:51.24
ｽｴﾅｶﾞ ﾕｲ

5 14 69 末永 結唯(2) 川口市立 4:53.03
SHIROZONO Haruka

6 3 4 四郎園 悠花(3) 浦和一女 4:53.47
ﾅｶｻﾞﾜ ｻｴｺ

7 17 55 中澤 咲絵子(3) 埼玉栄 4:54.59
ｺﾔﾉ ﾓﾓｶ

8 7 67 古谷野 百香(2) 川口市立 4:57.15
ｸﾛﾀﾞ  ﾊﾙｶ

9 2 64 黒田  遥(3) 川口 4:58.34
ﾊﾗ ﾕﾒﾉ

10 9 68 原 夢乃(2) 川口市立 4:59.83
ｶﾀﾉ ｱｵｲ

11 15 138 片野 碧(1) 伊奈学園総合 5:00.64
ﾔｼﾞﾏ ｻｴ

12 8 136 矢嶋 彩恵(3) 伊奈学園総合 5:01.93
ｵｶ ﾉﾄﾞｶ

13 13 89 岡 和花(3) 武南 5:02.25
ｴﾅｶ ｻﾔ

14 10 116 江中 咲彩(2) 上尾 5:07.38
ｵｵｳﾁ ｶﾅｴ

15 12 74 大内 奏愛(2) 川口北 5:08.14
OSAKA Mone

16 16 5 大坂 百嶺(2) 浦和一女 5:09.55
MATSUI Misaki

17 11 6 松井 美幸(3) 浦和一女 5:13.90
ﾀﾅｶ ｻｵﾘ

1 91 田中 彩織(3) 蕨 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子3000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               9:30.29     小林 美貴(埼玉・伊奈学園総合)         2010
日本高校記録(NR)           8:52.33     小林 祐梨子(兵庫・須磨学園)           2005
埼玉県高校記録(SHR)        9:08.12     橋本 知子(埼玉・埼玉栄)               1997 4月26日 10:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾅ

1 3 44 松田 亜季奈(3) 大宮東 10:21.09
ﾅｶｻﾞﾜ ｻｴｺ

2 9 56 中澤　咲絵子(3) 埼玉栄 10:21.53
ｵｵｶﾜ ﾐｷ

3 8 69 大川 美紀(2) 川口市立 10:37.87
ｵｵｷ ﾏﾅﾐ

4 1 55 大木 愛実(3) 埼玉栄 10:44.81
SHIROZONO Haruka

5 4 4 四郎園 悠花(3) 浦和一女 10:46.22
FUJIMIYA Minori

6 12 29 藤宮 美乃里(3) 浦和学院 10:48.05
ｶﾀﾉ ｱｵｲ

7 20 138 片野 碧(1) 伊奈学園総合 10:49.16
ｸﾛﾀﾞ  ﾊﾙｶ

8 10 64 黒田  遥(3) 川口 10:49.37
ﾊﾗ ﾕﾒﾉ

9 5 68 原 夢乃(2) 川口市立 10:49.73
ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ

10 16 36 鈴木 心結(2) 大宮 10:52.47
OSAKA Mone

11 14 5 大坂 百嶺(2) 浦和一女 10:54.55
ﾔｼﾞﾏ ｻｴ

12 7 136 矢嶋 彩恵(3) 伊奈学園総合 10:57.05
ｺﾜ ﾅﾅﾐ

13 2 50 古和 七海(3) 大宮北 11:01.83
AKIMOTO Moeri

14 11 6 秋本 萌里(3) 浦和一女 11:04.65
ﾀｹﾔﾏ ﾏｲ

15 6 67 竹山 舞(3) 川口市立 11:07.40
ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓｶ

16 22 19 中澤 有伽(3) 浦和南 11:08.91
ﾀﾁｶﾜ ﾕｲ

17 13 117 立川 由依(3) 上尾 11:10.76
ﾏﾂﾊｼ ｱｶﾅ

18 23 57 松橋 愛奏(1) 埼玉栄 11:13.32
ｴﾅｶ ｻﾔ

19 18 116 江中 咲彩(2) 上尾 11:22.14
MINAKAWA Miwa

20 25 11 皆川 実和(3) 浦和商 11:30.82
ISHIDA Rino

21 15 61 石田 理乃(3) 大宮開成 11:35.09
ﾔｻﾞｷ ﾌﾐ

22 28 35 矢崎 楓実(3) 大宮 11:39.14
Haruno OTAKE

23 19 95 大竹 悠乃(3) 与野 11:43.68
ﾅﾘﾀ ｱｶﾘ

24 24 137 成田 明香里(2) 伊奈学園総合 11:49.12
ﾔﾋﾛ ｻﾂｷ

25 21 34 八尋 咲月(3) 大宮 11:49.57
ﾎﾘｴ ﾀﾏｷ

26 26 73 堀江 珠生(3) 川口北 11:55.10
KIKUCHI Maho

27 31 63 菊池 真帆(2) 大宮開成 11:59.31
NAMEKAWA Runa

28 32 10 滑川 月渚(3) 浦和商 12:22.82
ﾖﾓﾀﾞ ｱｵｲ

29 33 109 四方田 蒼衣(3) 岩槻北陵 12:33.34
ｱﾍﾞ ﾏｲｶ

30 35 88 阿部 舞花(3) 武南 12:36.87
ｲﾄｳ ﾘｻ

31 29 163 伊藤 里紗(2) 栄北 12:45.41
ｼﾉﾀﾞ ｱﾔ

32 30 162 篠田 彩(2) 栄北 12:52.79
ﾐﾔﾅﾘ ﾊﾙﾅ

33 34 75 宮成 春奈(2) 川口北 13:02.57

凡例  DNS:欠場



高校女子3000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               9:30.29     小林 美貴(埼玉・伊奈学園総合)         2010
日本高校記録(NR)           8:52.33     小林 祐梨子(兵庫・須磨学園)           2005
埼玉県高校記録(SHR)        9:08.12     橋本 知子(埼玉・埼玉栄)               1997 4月26日 10:50 決　勝

ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ

17 43 鈴木 明花(3) 大宮東 DNS
ｶﾜｾ ｼｮｳｺ

27 164 川瀬 晶子(2) 開智中高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子100mH(0.838m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 13.95     柳 久美子(埼玉・埼玉栄)               2002
日本高校記録(NR)             13.34     小林 歩未(千葉・市立船橋)             2018 4月26日 10:20 予　選
埼玉県高校記録(SHR)          13.44     森本 明子(埼玉・埼玉栄)               1994 4月26日 13:30 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:-0.6) 2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
ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ

1 3 5187 ワジェロ サラ(3) 伊奈学園総合 15.63 q 1 3 1711 岡田 萌花(3) 武南 15.10 q
ﾀｶﾉ ﾕｲ ﾋﾗｺ ﾊﾙｶ

2 4 3041 高野 結(3) 埼玉栄 16.90 q 2 4 3054 平子 遙夏(1) 埼玉栄 15.59 q
ﾔﾀﾍﾞ ｱﾔｶ ｻｻｷ ｱﾔﾉ

3 5 504 矢田部 彩夏(2) 大宮 17.85 q 3 5 5174 佐々木 彩乃(1) 伊奈学園総合 16.19 q
ｾｷ ｽｽﾞ ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾅ

4 2 1025 関 鈴(2) 蕨 19.30 4 6 1681 高橋  礼奈(3) 浦和実 17.04 q
ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗﾉ ｳｫﾙｼｭ ｳﾅ

5 8 1682 清水 桜乃(2) 浦和実 19.45 5 7 1026 ウォルシュ 雲那(2) 蕨 17.40 q
ﾊﾅﾐ ﾅﾅ ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｶ

6 7 772 花見 奈茄(2) 大宮商 20.31 6 1 4936 樋口 秀華(2) 浦和東 18.67
ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ ｷｼ ﾏﾕ

6 3035 田口 真悠(3) 埼玉栄 DNS 7 2 770 岸 真佑(2) 大宮商 19.39
ﾌｼﾞﾀ ﾅﾂﾐ

8 8 493 藤田 菜摘(3) 大宮 21.12

決　勝　

(風:-3.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ

1 5 1711 岡田 萌花(3) 武南 15.34
ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ

2 3 5187 ワジェロ サラ(3) 伊奈学園総合 16.24
ﾋﾗｺ ﾊﾙｶ

3 6 3054 平子 遙夏(1) 埼玉栄 16.42
ｻｻｷ ｱﾔﾉ

4 4 5174 佐々木 彩乃(1) 伊奈学園総合 17.14
ﾀｶﾉ ﾕｲ

5 8 3041 高野 結(3) 埼玉栄 17.49
ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾅ

6 7 1681 高橋  礼奈(3) 浦和実 17.58
ﾔﾀﾍﾞ ｱﾔｶ

7 1 504 矢田部 彩夏(2) 大宮 17.98
ｳｫﾙｼｭ ｳﾅ

8 2 1026 ウォルシュ 雲那(2) 蕨 18.14

凡例  DNS:欠場



高校女子400mH(0.762m)
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               1:00.11     ﾍﾞﾝｼﾞｬﾊﾞﾗ 美奈(埼玉・国際学院)        2011
日本高校記録(NR)             57.09     石塚 晴子(大阪・東大阪大敬愛)         1992 4月25日 10:35 予　選
埼玉県高校記録(SHR)          57.73     大野 瑞奈(埼玉・埼玉栄)               2020 4月25日 15:15 決　勝

予　選　2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

ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ

1 3 3034 タネル 舞璃乃(3) 埼玉栄 1:01.78 q 1 5 1624 木村 美乃里(3) 浦和南 1:07.79 q
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ ｶﾏﾀ ﾅｺﾞﾐ

2 5 3037 松田 菜帆(3) 埼玉栄 1:06.64 q 2 4 5186 鎌田 和(3) 伊奈学園総合 1:09.12 q
ANDO Tamaki ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｺ

3 6 6 安藤 珠希(3) 浦和一女 1:08.74 q 3 3 3151 小林 瞳子(3) 川口北 1:10.71 q
ｾｷ ｽｽﾞ ﾀｹﾀﾞ ﾁｻﾄ

4 8 1025 関 鈴(2) 蕨 1:13.46 q 4 7 3723 武田 千怜(3) 上尾南 1:13.59 q
ﾔﾀﾍﾞ ｱﾔｶ ABE Rin

5 7 504 矢田部 彩夏(2) 大宮 1:14.71 5 2 11 阿部 凜(2) 浦和一女 1:19.01
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｶ ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾅ

6 4 4936 樋口 秀華(2) 浦和東 1:19.09 6 8 1681 高橋  礼奈(3) 浦和実 1:20.22
ｺｸﾞﾚ ｻﾂｷ ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ

7 2 1630 小暮 咲月(3) 浦和南 1:20.04 6 3035 田口 真悠(3) 埼玉栄 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ

1 4 3034 タネル 舞璃乃(3) 埼玉栄 1:00.69
ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ

2 5 1624 木村 美乃里(3) 浦和南 1:06.17
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ

3 6 3037 松田 菜帆(3) 埼玉栄 1:06.71
ANDO Tamaki

4 3 6 安藤 珠希(3) 浦和一女 1:07.18
ｶﾏﾀ ﾅｺﾞﾐ

5 8 5186 鎌田 和(3) 伊奈学園総合 1:07.34
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｺ

6 7 3151 小林 瞳子(3) 川口北 1:09.37
ｾｷ ｽｽﾞ

7 1 1025 関 鈴(2) 蕨 1:14.46
ﾀｹﾀﾞ ﾁｻﾄ

8 2 3723 武田 千怜(3) 上尾南 1:15.13

凡例  DNS:欠場



高校女子5000mW
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)              25:37.03     高橋 七琉(埼玉・大宮北)               2021
日本高校記録(NR)          21:33.44     藤井菜々子(福岡 ・北九州市立)         2017
埼玉県高校記録(SHR)       21:45.09     岡田 久美子(埼玉・熊谷女)             2009 4月24日 13:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ

1 1 136 小林 愛樺(3) 伊奈学園総合 31:19.31
OZAWA Kana

2 2 4 小澤 花奈(3) 浦和一女 33:08.34



高校女子4X100mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 46.80     吉澤･大野･菊池･鈴木(埼玉・埼玉栄)     2019
日本高校記録(NR)             44.48     斉田・福田・上村・ｴﾄﾞﾊﾞｰ(埼玉・東京)  2015 4月24日 10:40 予　選
埼玉県高校記録(SHR)          45.23     初見･阿部･吉田･土井(埼玉・埼玉栄)     2013 4月24日 15:15 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 埼玉栄 3035 田口 真悠(3) ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 47.03 1 6 大宮東 4235 土田 涼夏(3) ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ 47.64
3034 タネル 舞璃乃(3) ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ q 4236 山崎 結子(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ q
3033 中本 葵(3) ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ 4231 篠 かれん(2) ｼﾉ ｶﾚﾝ
3032 大谷 くる美(3) ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ 4233 山内 そよ(2) ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ

2 3 国際学院 6083 本多 咲輝(2) ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ 50.36 2 5 川口市立 873 佐藤 遥空(3) ｻﾄｳ ｿﾗ 49.72
6086 村越 京(2) ﾑﾗｺｼ ﾐﾔｺ q 872 馬場 彩香(3) ﾊﾞﾊﾞ ｻﾔｶ q
6087 橋本 結空(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ 871 阪井 文音(3) ｻｶｲ ｱﾔﾈ
6067 日髙 夢羽(2) ﾋﾀﾞｶ ﾕﾒﾊ 883 齊藤 奈々美(1) ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

3 5 浦和南 1636 徳永 和(2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾉﾄﾞｶ 50.50 3 8 上尾 1060 小林 遥珂(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 54.08
1635 谷口 もも(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ q 1053 國嶋 美月(3) ｸﾆｼﾏ ﾐﾂﾞｷ
1624 木村 美乃里(3) ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ 1059 石関 麻衣(2) ｲｼｾﾞｷ ﾏｲ
1627 岩田 歩花(3) ｲﾜﾀ ﾎﾉｶ 1055 櫻澤 千里(3) ｻｸﾗｻﾜ ﾁｻﾄ

4 7 浦和東 4922 阿部 未來(3) ｱﾍﾞ ﾐｸ 53.55 4 3 大宮南 4626 渡辺 実海(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｳ 54.43
4921 諏訪 結香(3) ｽﾜ ﾕｳｶ q 4624 小田 夏子(2) ｵﾀﾞ ﾅﾂｺ
4929 河合 莉乃愛(2) ｶﾜｲ ﾘﾉｱ 4623 森田 瑠菜(2) ﾓﾘﾀ ﾙﾅ
4936 樋口 秀華(2) ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｶ 4621 渡邉 瑞希(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ

5 8 大宮開成 1668 滝谷 美花(3) TAKIYA Mika 55.99 5 2 川口東 4026 小林 真璃亜(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｱ 55.10
1663 藤橋 采子(3) FUJIHASHI Kotoko 4021 山本 美侑里(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕﾘ
1669 塚原 姫奈(2) TSUKAHARA Hina 4023 橋本 菜々実(3) ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅﾐ
1662 高本 萌衣(3) TAKAMOTO Mei 4025 増井 恋秋(3) ﾏｽｲ ｺｱｷ

4 蕨 1021 小滝 みなつ(3) ｵﾀﾞｷ ﾐﾅﾂ DQ,R1 6 7 大宮商 768 手柄 歩花(2) ﾃｶﾞﾗ ﾎﾉｶ 57.36
1025 関 鈴(2) ｾｷ ｽｽﾞ 770 岸 真佑(2) ｷｼ ﾏﾕ
1028 増子 渚紗(2) ﾏｼｺ ﾅｷﾞｻ 772 花見 奈茄(2) ﾊﾅﾐ ﾅﾅ
1026 ウォルシュ 雲那(2) ｳｫﾙｼｭ ｳﾅ 773 杉本 凜紅(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｸ

4 武南 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 伊奈学園総合 5176 木村 愛(3) ｷﾑﾗ ｱｲ 47.75
5162 桑原 明菜(3) ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ q
5161 寺園 華(3) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ
5187 ワジェロ サラ(3) ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ

2 6 浦和一女 3 碓井 夕莉(3) USUI Yuri 49.60
20 米山 実鈴(2) YONEYAMA Misuzu q
9 元吉 梨絵(3) MOTOYOSHI Rie

15 今野 碧衣(2) KONNO Aoi
3 8 栄北高 6128 吉川 由美子(2) ﾖｼｶﾜ ﾕﾐｺ 55.37

6121 渡辺 楓美(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾐ
6123 秋田 紗輝(3) ｱｷﾀ ｻｷ
6122 茂木 萌笑(3) ﾓﾃｷ ﾓｴ

4 5 大宮 491 佐藤 凜々香(3) ｻﾄｳ ﾘﾘｶ 56.18
492 銭谷 茉乃香(3) ｾﾞﾆﾔ ﾏﾉｶ
498 塚田 世奈(3) ﾂｶﾀﾞ ｾﾅ
494 佐藤 舞佳(3) ｻﾄｳ ﾏｲｶ

5 2 開智中高 5847 椛田 真彩(2) ｶﾊﾞﾀ ﾏｱﾔ 56.28
5846 渡邉 京佳(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｶ
5843 今野 双葉(2) ｺﾝﾉ ﾌﾀﾊﾞ
5837 大島 小牧(1) ｵｵｼﾏ ｺﾏｷ

7 淑徳与野 1193 安田 結依(2) ﾔｽﾀﾞ ﾕｲ DQ,R1

1195 中島 彩華(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ
1194 高田 夏希(3) ﾀｶﾀﾞ ﾅﾂｷ
1192 香川 素菜(2) ｶｶﾞﾜ ｿﾅ

3 市立浦和 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



高校女子4X100mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 46.80     吉澤･大野･菊池･鈴木(埼玉・埼玉栄)     2019
日本高校記録(NR)             44.48     斉田・福田・上村・ｴﾄﾞﾊﾞｰ(埼玉・東京)  2015 4月24日 10:40 予　選
埼玉県高校記録(SHR)          45.23     初見･阿部･吉田･土井(埼玉・埼玉栄)     2013 4月24日 15:15 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 埼玉栄 3035 田口 真悠(3) ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 46.77 GR
3034 タネル 舞璃乃(3) ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ
3033 中本 葵(3) ﾅｶﾓﾄ ｱｵｲ
3032 大谷 くる美(3) ｵｵﾀﾆ ｸﾙﾐ

2 3 大宮東 4235 土田 涼夏(3) ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ 47.50
4236 山崎 結子(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲｺ
4231 篠 かれん(2) ｼﾉ ｶﾚﾝ
4232 長島 ありさ(2) ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ

3 6 伊奈学園総合 5176 木村 愛(3) ｷﾑﾗ ｱｲ 47.85
5162 桑原 明菜(3) ｸﾜﾊﾗ ﾒｲﾅ
5161 寺園 華(3) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾅ
5187 ワジェロ サラ(3) ﾜｼﾞｪﾛ ｻﾗ

4 5 浦和一女 3 碓井 夕莉(3) USUI Yuri 49.73
20 米山 実鈴(2) YONEYAMA Misuzu

9 元吉 梨絵(3) MOTOYOSHI Rie

15 今野 碧衣(2) KONNO Aoi
5 7 川口市立 873 佐藤 遥空(3) ｻﾄｳ ｿﾗ 49.79

872 馬場 彩香(3) ﾊﾞﾊﾞ ｻﾔｶ
871 阪井 文音(3) ｻｶｲ ｱﾔﾈ
883 齊藤 奈々美(1) ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

6 2 浦和南 1636 徳永 和(2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾉﾄﾞｶ 50.57
1635 谷口 もも(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ
1624 木村 美乃里(3) ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ
1627 岩田 歩花(3) ｲﾜﾀ ﾎﾉｶ

7 8 国際学院 6083 本多 咲輝(2) ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ 50.76
6086 村越 京(2) ﾑﾗｺｼ ﾐﾔｺ
6087 橋本 結空(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ
6067 日髙 夢羽(2) ﾋﾀﾞｶ ﾕﾒﾊ

8 1 浦和東 4922 阿部 未來(3) ｱﾍﾞ ﾐｸ 53.75
4921 諏訪 結香(3) ｽﾜ ﾕｳｶ
4929 河合 莉乃愛(2) ｶﾜｲ ﾘﾉｱ
4936 樋口 秀華(2) ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｶ

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



高校女子4X400mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               3:47.56     栗本･泉･竹本･安楽(埼玉・埼玉栄)       2002
日本高校記録(NR)           3:37.67     戸谷温･川田･戸谷湧･佐々木(大阪・東大阪大敬愛)2016
埼玉県高校記録(SHR)        3:43.24     吉沢･タネル･大谷･大野(埼玉・埼玉栄)   2020 4月26日 15:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 川口東 4024 井上 美月(3) ｲﾉｳｴ ﾐﾂﾞｷ 4:30.15 1 6 浦和南 1635 谷口 もも(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ 4:14.97

4021 山本 美侑里(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕﾘ 1624 木村 美乃里(3) ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ
4023 橋本 菜々実(3) ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅﾐ 1623 柏原 梨乃(2) ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘﾉ
4025 増井 恋秋(3) ﾏｽｲ ｺｱｷ 1621 佐々木 乃愛(3) ｻｻｷ ﾉｱ

2 4 浦和東 4921 諏訪 結香(3) ｽﾜ ﾕｳｶ 4:36.08 2 3 市立浦和 903 山岸 ゆい(2) ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ 4:17.29

4922 阿部 未來(3) ｱﾍﾞ ﾐｸ 13 大野 結以(3) ｵｵﾉ ﾕｲ
4936 樋口 秀華(2) ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｶ 902 森田 咲妃(3) ﾓﾘﾀ ｻｷ
4924 遠藤 双葉(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾀﾊﾞ 901 佐藤 李音(3) ｻﾄｳ ﾘｵﾝ

3 3 大宮南 4623 森田 瑠菜(2) ﾓﾘﾀ ﾙﾅ 4:38.55 3 5 川口北 3151 小林 瞳子(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｺ 4:21.66

4621 渡邉 瑞希(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 3155 大内 奏愛(2) ｵｵｳﾁ ｶﾅｴ
4624 小田 夏子(2) ｵﾀﾞ ﾅﾂｺ 3157 福富 彩夢(2) ﾌｸﾄﾐ ｱﾑ
4626 渡辺 実海(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｳ 3156 田中 綺音(2) ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ

4 5 栄北高 6126 五十嵐 爽香(3) ｲｶﾞﾗｼ ｻﾔｶ 4:38.72 4 4 大宮 498 塚田 世奈(3) ﾂｶﾀﾞ ｾﾅ 4:23.93

6129 奥山 紫帆(2) ｵｸﾔﾏ ｼﾎ 491 佐藤 凜々香(3) ｻﾄｳ ﾘﾘｶ
6125 折原 綾(3) ｵﾘﾊﾗ ｱﾔ 492 銭谷 茉乃香(3) ｾﾞﾆﾔ ﾏﾉｶ
6122 茂木 萌笑(3) ﾓﾃｷ ﾓｴ 505 元山 茉奈美(2) ﾓﾄﾔﾏ ﾏﾅﾐ

5 2 大宮商 770 岸 真佑(2) ｷｼ ﾏﾕ 5:05.64 5 2 川口 5671 石田   新子(3) ｲｼﾀﾞ ﾜｶｺ 4:31.23

772 花見 奈茄(2) ﾊﾅﾐ ﾅﾅ 5674 山田 菜々(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅ
773 杉本 凜紅(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｸ 5677 川名 成実(3) ｶﾜﾅ ﾅﾙﾐ
771 山﨑 優菜(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ 5678 池田  暖菜(3) ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾅ

6 与野 DNS 6 8 大宮開成 1663 藤橋 采子(3) FUJIHASHI Kotoko 4:32.62

1664 保積 真希(3) HOZUMI Maki
1669 塚原 姫奈(2) TSUKAHARA Hina

1662 高本 萌衣(3) TAKAMOTO Mei
8 開智中高 DNS 7 7 上尾 1059 石関 麻衣(2) ｲｼｾﾞｷ ﾏｲ 4:36.95

1054 小萩 咲来(3) ｺﾊｷﾞ ｻｸ
1055 櫻澤 千里(3) ｻｸﾗｻﾜ ﾁｻﾄ
1056 立川 由依(3) ﾀﾁｶﾜ ﾕｲ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 伊奈学園総合 5176 木村 愛(3) ｷﾑﾗ ｱｲ 4:02.00

5171 楠 明莉(2) ｸｽ ｱｶﾘ
5179 内田 実咲(2) ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ
5163 中野 美貴(3) ﾅｶﾉ ﾐｷ

2 4 大宮東 4248 石井 梓(3) ｲｼｲ ｱｽﾞｻ 4:07.58

4258 松野 小梅(2) ﾏﾂﾉ ｺｳﾒ
4260 小森谷 麗(3) ｺﾓﾘﾔ ﾚｲ
4253 西田 礼菜(2) ﾚｲﾅ 

3 3 埼玉栄 3037 松田 菜帆(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ 4:09.26

3054 平子 遙夏(1) ﾋﾗｺ ﾊﾙｶ
3049 小宮山 涼(2) ｺﾐﾔﾏ ｽｽﾞ
3048 野口 美颯(2) ﾉｸﾞﾁ ﾐﾊﾔ

4 6 浦和一女 3 碓井 夕莉(3) USUI Yuri 4:12.86

9 元吉 梨絵(3) MOTOYOSHI Rie

20 米山 実鈴(2) YONEYAMA Misuzu

14 小林 優花(2) KOBAYASHI Yuka

5 8 蕨 1023 エドワード 永美(3) ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｴｲﾐ 4:16.55

1022 田中 彩織(3) ﾀﾅｶ ｻｵﾘ
1021 小滝 みなつ(3) ｵﾀﾞｷ ﾐﾅﾂ
1024 篠田 和叶(3) ｼﾉﾀﾞ ﾜｶﾅ

6 1 川口市立 880 小川 真歩(2) ｵｶﾞﾜ ﾏﾎ 4:20.30

871 阪井 文音(3) ｻｶｲ ｱﾔﾈ
873 佐藤 遥空(3) ｻﾄｳ ｿﾗ
872 馬場 彩香(3) ﾊﾞﾊﾞ ｻﾔｶ

7 7 武南 89 岡 和花(3) ｵｶ ﾉﾄﾞｶ 4:52.97

1717 倉林 真歩(2) ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ
1712 林 愛華(3) ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ
88 阿部 舞花(3) ｱﾍﾞ ﾏｲｶ

2 国際学院 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子4X400mR
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)               3:47.56     栗本･泉･竹本･安楽(埼玉・埼玉栄)       2002
日本高校記録(NR)           3:37.67     戸谷温･川田･戸谷湧･佐々木(大阪・東大阪大敬愛)2016
埼玉県高校記録(SHR)        3:43.24     吉沢･タネル･大谷･大野(埼玉・埼玉栄)   2020 4月26日 15:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 伊奈学園総合 5176 木村 愛(3) ｷﾑﾗ ｱｲ 4:02.00

5171 楠 明莉(2) ｸｽ ｱｶﾘ
5179 内田 実咲(2) ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ
5163 中野 美貴(3) ﾅｶﾉ ﾐｷ

2 大宮東 4248 石井 梓(3) ｲｼｲ ｱｽﾞｻ 4:07.58

4258 松野 小梅(2) ﾏﾂﾉ ｺｳﾒ
4260 小森谷 麗(3) ｺﾓﾘﾔ ﾚｲ
4253 西田 礼菜(2) ﾚｲﾅ 

3 埼玉栄 3037 松田 菜帆(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ 4:09.26

3054 平子 遙夏(1) ﾋﾗｺ ﾊﾙｶ
3049 小宮山 涼(2) ｺﾐﾔﾏ ｽｽﾞ
3048 野口 美颯(2) ﾉｸﾞﾁ ﾐﾊﾔ

4 浦和一女 3 碓井 夕莉(3) USUI Yuri 4:12.86

9 元吉 梨絵(3) MOTOYOSHI Rie

20 米山 実鈴(2) YONEYAMA Misuzu

14 小林 優花(2) KOBAYASHI Yuka

5 浦和南 1635 谷口 もも(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓ 4:14.97

1624 木村 美乃里(3) ｷﾑﾗ ﾐﾉﾘ
1623 柏原 梨乃(2) ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘﾉ
1621 佐々木 乃愛(3) ｻｻｷ ﾉｱ

6 蕨 1023 エドワード 永美(3) ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｴｲﾐ 4:16.55

1022 田中 彩織(3) ﾀﾅｶ ｻｵﾘ
1021 小滝 みなつ(3) ｵﾀﾞｷ ﾐﾅﾂ
1024 篠田 和叶(3) ｼﾉﾀﾞ ﾜｶﾅ

7 市立浦和 903 山岸 ゆい(2) ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ 4:17.29

13 大野 結以(3) ｵｵﾉ ﾕｲ
902 森田 咲妃(3) ﾓﾘﾀ ｻｷ
901 佐藤 李音(3) ｻﾄｳ ﾘｵﾝ

8 川口市立 880 小川 真歩(2) ｵｶﾞﾜ ﾏﾎ 4:20.30

871 阪井 文音(3) ｻｶｲ ｱﾔﾈ
873 佐藤 遥空(3) ｻﾄｳ ｿﾗ
872 馬場 彩香(3) ﾊﾞﾊﾞ ｻﾔｶ

凡例  DNS:欠場



高校女子走高跳
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立
大会記録(GR)                  1m75     船越 紀子(埼玉・埼玉栄)               1987
大会記録(GR)                  1m75     河原 志津子(埼玉・浦和一女)           1982
日本高校記録(NR)              1m90     佐藤 恵(新潟・沼垂)                   1983
埼玉県高校記録(SHR)           1m80     船越 紀子(埼玉・埼玉栄)               1988 4月24日 10:00 決　勝

決　勝　

ｵｶﾉ ﾐｻｷ － － － － － － － －

1 14 3031 岡野 弥幸(3) 埼玉栄 － － － ○ ○ × ○ × ○ r 1m72
ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ － － － － － － － －

2 13 1711 岡田 萌花(3) 武南 － ○ ○ ○ ○ ○ × × × 1m69
ｱｷﾓﾄ ｻｴ － － － － ○ ○ ○ × ○

3 10 3055 秋元 彩詠(1) 埼玉栄 × ○ × × ○ × × × 1m57
ｽｽﾞｷ ﾓﾈ － － － － － ○ ○ ○

4 12 5182 鈴木 百音(2) 伊奈学園総合 × × ○ × × × 1m54
ﾆｼﾀﾞ ｴﾘｲ － － － － ○ × ○ × × ○ ○

5 5 1057 西田 恵梨衣(3) 上尾 × × × 1m51
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕｽﾞｷ － － － － － ○ × ○ × ○

6 11 5178 長濱 柚葵(3) 伊奈学園総合 × × × 1m51
ｵｵﾀｶ ｱﾔｶ － － － － ○ × × ○ ○ × × ×

7 7 5180 大高 文華(2) 伊奈学園総合 1m48
ｶﾄｳ ｼﾎ － － － － － ○ × × ○ × × ×

8 9 1720 加藤 志歩(2) 武南 1m48
ﾋﾗｺ ﾊﾙｶ － － － ○ ○ × ○ × × ×

9 8 3054 平子 遙夏(1) 埼玉栄 1m45
ｼﾅｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

10 4 1027 品川 夏実(2) 蕨 1m40
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ － － ○ ○ × ○ × × ×

11 3 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南 1m40
ﾔﾏﾉ ｷｮｳｶ ○ ○ ○ ○ × × ×

12 1 4931 山野 杏果(2) 浦和東 1m35
YONEYAMA Misuzu － ○ － ○ － － － × × ×

12 6 20 米山 実鈴(2) 浦和一女 1m35
ｶｲﾊﾞﾗ ﾅﾂﾒ ○ × × ×

14 2 3152 貝原 夏芽(3) 川口北 1m20
ﾄﾞｳﾔﾏ ｱﾐ － － － ○ ○ × × ×

OP 17 5177 堂山 亜美(3) 伊奈学園総合 1m40
ｼﾐｽﾞ ﾐｳ － － ○ ○ × × ×

OP 16 3053 清水 美羽(2) 埼玉栄 1m35
ﾏｽﾀﾞ ﾌｳｶ × ○ ○ ○ × × ×

OP 15 5188 増田 楓夏(2) 伊奈学園総合 1m30

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20

1m54

1m25

1m57

1m30

1m60

1m35

1m63

1m51

1m75
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m40

1m66

1m45

1m69

1m48

1m72



高校女子棒高跳
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                  3m30     笠原 英美璃(埼玉・大宮東)             2012
日本高校記録(NR)              4m13     古林 愛理(兵庫・明石商)               2020
埼玉県高校記録(SHR)           3m85     橋本 直(埼玉・越谷南)                 2017 4月24日 11:00 決　勝

決　勝　

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲﾘ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

1 1 4243 渡邊 冴璃(1) 大宮東 3m30 =GR
ﾀﾊﾞﾀ ｱｽﾐ ○ × ○ × ○ × × ×

2 2 5732 田畠 杏純(3) いずみ 3m10

ｺﾒﾝﾄ
3m00 3m10 3m20 3m30 3m35

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m40

凡例  =GR:大会タイ記録



高校女子走幅跳
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                  6m01     城島 直美(埼玉・埼玉栄)               1984
日本高校記録(NR)              6m44     中野 瞳(兵庫・長田)                   2007
埼玉県高校記録(SHR)           6m38     高松 仁美(埼玉・春日部東)             1992 4月25日 10:45 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ 5m83 5m54 × 5m83 8 5m63 × 5m76 5m83
1 30 6087 橋本 結空(2) 国際学院 +0.9 +1.0 +0.9 +0.8 +0.2 +0.9

ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ × 5m33 5m59 5m59 7 × 5m66 × 5m66
2 29 5179 内田 実咲(2) 伊奈学園総合 +0.1 -0.6 -0.6 +1.1 +1.1

ﾊﾞﾊﾞ ｻﾔｶ × 5m49 5m54 5m54 6 5m65 5m60 5m37 5m65
3 34 872 馬場 彩香(3) 川口市立 +0.5 +1.4 +1.4 +1.4 +0.5 0.0 +1.4

ｻｶｲ ｱﾔﾈ 5m31 5m43 5m39 5m43 4 5m41 5m41 5m58 5m58
4 31 871 阪井 文音(3) 川口市立 +1.8 0.0 -1.3 0.0 +1.2 0.0 -0.2 -0.2

ｻﾄｳ ｿﾗ 5m18 × 5m48 5m48 5 5m47 5m45 × 5m48
5 26 873 佐藤 遥空(3) 川口市立 +0.7 +0.1 +0.1 +2.0 +0.3 +0.1

ｷﾑﾗ ｱｲ 5m31 5m10 × 5m31 2 5m32 5m39 5m30 5m39
6 28 5176 木村 愛(3) 伊奈学園総合 +1.8 +1.3 +1.8 +1.1 +1.0 0.0 +1.0

ﾑｷﾞﾀﾆ ﾏﾋﾛ 5m31 － 5m38 5m38 3 4m90 5m33 5m24 5m38
7 27 5183 麦谷 茉優(2) 伊奈学園総合 +0.8 +0.5 +0.5 +1.1 +1.0 -0.6 +0.5

ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾚﾅ 5m10 5m16 4m86 5m16 1 5m16 5m15 5m11 5m16
8 20 3039 パトリック レナ(3) 埼玉栄 0.0 +1.3 +1.0 +1.3 +1.4 +0.9 +0.6 +1.3

ﾚｲﾅ × × 5m16 5m16 5m16
9 24 4253 西田 礼菜(2) 大宮東 -0.3 -0.3 -0.3

ﾑﾗｺｼ ﾐﾔｺ 5m12 4m94 5m13 5m13 5m13
10 33 6086 村越 京(2) 国際学院 +0.5 +0.4 +0.8 +0.8 +0.8

ｻﾄﾞ ｸﾚﾊ × 4m95 5m06 5m06 5m06
11 25 1716 佐渡 紅葉(3) 武南 +0.6 0.0 0.0 0.0

ｻﾄｳ ﾏｲｶ 5m06 4m69 4m94 5m06 5m06
12 22 494 佐藤 舞佳(3) 大宮 +1.3 0.0 +0.5 +1.3 +1.3

ｶｸﾀ ｼｽﾞｸ 5m02 × 4m97 5m02 5m02
13 23 4250 角田 穏紅(3) 大宮東 +1.1 0.0 +1.1 +1.1

TANAKA Wakaha × × 5m02 5m02 5m02
14 21 2 田中 若葉(3) 浦和一女 +0.7 +0.7 +0.7

ﾀｸﾞﾁ ﾕﾗ × 5m02 － 5m02 5m02
14 32 6088 田口 侑楽(1) 国際学院 +0.7 +0.7 +0.7

ｲﾜﾀ ﾎﾉｶ × × 4m93 4m93 4m93
16 19 1627 岩田 歩花(3) 浦和南 -0.3 -0.3 -0.3

ﾖｼﾉ ｱﾔｶ 4m59 4m80 4m60 4m80 4m80
17 14 4251 吉野 彩花(3) 大宮東 -0.3 +1.6 -0.9 +1.6 +1.6

ｼﾛﾉ ｶﾅｴ 4m70 4m74 4m69 4m74 4m74
18 17 3044 城野 伽奈恵(3) 埼玉栄 -0.7 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3

ｲﾏｲ ｻｸﾗｺ 4m72 4m62 4m60 4m72 4m72
19 18 5673 今井  桜子(3) 川口 +0.1 -0.2 -0.7 +0.1 +0.1

ｸﾆｼﾏ ﾐﾂﾞｷ 4m70 4m70 4m66 4m70 4m70
20 16 1053 國嶋 美月(3) 上尾 -1.0 +0.6 +0.2 -1.0 -1.0

ｻｶﾈ ｷｮｳｶ 4m52 4m59 4m58 4m59 4m59
21 11 5731 坂根 杏佳(3) いずみ -0.9 +2.1 -0.9 +2.1 +2.1

Riko NAKAI × 4m57 4m44 4m57 4m57
22 13 1873 中井 理子(3) 与野 +0.2 0.0 +0.2 +0.2

ｲｶﾞﾘ ﾐﾅﾐ 4m25 4m53 4m51 4m53 4m53
23 9 1622 猪狩 みなみ(2) 浦和南 -1.1 0.0 -0.5 0.0 0.0

ｶｲﾊﾞﾗ ﾅﾂﾒ 4m38 × 4m21 4m38 4m38
24 10 3152 貝原 夏芽(3) 川口北 -1.3 -0.2 -1.3 -1.3

ﾏｼｺ ﾅｷﾞｻ 4m37 × 4m35 4m37 4m37
25 8 1028 増子 渚紗(2) 蕨 -0.5 +1.0 -0.5 -0.5

ﾉｻﾞﾜ ﾐｳ × × 4m27 4m27 4m27
26 12 3050 野沢 美羽(2) 埼玉栄 -0.5 -0.5 -0.5

ｵｵｼﾏ ｺﾏｷ × × 4m25 4m25 4m25
27 5 5837 大島 小牧(1) 開智中高 +0.1 +0.1 +0.1

ﾄｸﾅｶﾞ ﾉﾄﾞｶ 4m19 4m05 4m22 4m22 4m22
28 6 1636 徳永 和(2) 浦和南 -0.5 0.0 +0.2 +0.2 +0.2

KONNO Aoi 4m06 4m14 4m17 4m17 4m17
29 15 15 今野 碧衣(2) 浦和一女 -0.5 +1.5 +0.3 +0.3 +0.3

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｶ × 4m07 3m92 4m07 4m07
30 4 1681 冨永  梨華(3) 浦和実 -0.4 +0.8 -0.4 -0.4

YATA Masaki 3m74 3m88 3m88 3m88 3m88
31 7 2420 矢田 雅姫(3) 浦和麗明 -1.1 -0.7 +1.8 -0.7 -0.7

ｷﾅﾐ ｶﾅﾝ 3m88 × 3m69 3m88 3m88
32 2 1715 木浪 翔南(3) 武南 +0.8 0.0 +0.8 +0.8

ｵｶﾀﾞ ﾐｻﾄ × 3m71 × 3m71 3m71
33 3 3320 岡田 美里(2) 大宮武蔵野 -0.4 -0.4 -0.4

凡例  DNS:欠場



高校女子走幅跳
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                  6m01     城島 直美(埼玉・埼玉栄)               1984
日本高校記録(NR)              6m44     中野 瞳(兵庫・長田)                   2007
埼玉県高校記録(SHR)           6m38     高松 仁美(埼玉・春日部東)             1992 4月25日 10:45 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾞﾝｺﾞ ﾕﾂﾞｷ × 3m32 3m34 3m34 3m34
34 1 1721 豊後 佑月(2) 武南 -0.2 -0.8 -0.8 -0.8

ﾏﾂｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 4m64 4m64 4m47 4m64 4m64
OP 40 4252 松﨑 奈々美(3) 大宮東 -0.4 -0.2 0.0 -0.4 -0.4

ﾋﾀﾞｶ ﾕﾒﾊ 4m53 4m44 × 4m53 4m53
OP 37 6067 日髙 夢羽(2) 国際学院 +0.1 0.0 +0.1 +0.1

ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｶﾘ 4m29 × 4m44 4m44 4m44
OP 36 4257 松澤 星(2) 大宮東 +0.5 +0.4 +0.4 +0.4

ｻｲﾀ ｷｶ

35 3052 斉田 嬉果(2) 埼玉栄 DNS
ｺｲｽﾞﾐ ﾓｴｶ

38 3056 小泉 萌花(1) 埼玉栄 DNS
ﾄﾐﾀ ﾅﾙﾐ

39 881 富田 成実(2) 川口市立 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子三段跳
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立
大会記録(GR)                 12m47     鴨下 若菜(埼玉・武南)                 2019
日本高校記録(NR)             12m96     河添 千秋(愛媛・松山北)               2018
日本高校記録(NR)             12m92     竹田 小百合(北海道・恵庭北)           2007
埼玉県高校記録(SHR)          12m57     藤田 弥生(埼玉・久喜)                 1991 4月26日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾚﾅ 11m19 11m20 11m19 11m20 8 11m04 × 11m04 11m20
1 14 3039 パトリック レナ(3) 埼玉栄 +1.1 -1.8 +2.8 -1.8 -0.5 +2.1 -1.8

TANAKA Wakaha 10m83 × × 10m83 7 10m40 10m74 10m93 10m93
2 13 2 田中 若葉(3) 浦和一女 +1.3 +1.3 -0.3 +2.0 +1.9 +1.9

ｸﾆｼﾏ ﾐﾂﾞｷ 10m31 10m12 10m26 10m31 2 10m48 10m57 10m82 10m82
3 11 1053 國嶋 美月(3) 上尾 +0.3 +1.1 -0.4 +0.3 +0.5 +2.6 +3.3 +3.3

ｱｶﾏﾂ ﾐｸ 9m96 10m31 10m60 10m60 6 － 10m61 10m38 10m61
4 12 5175 赤松 美空(3) 伊奈学園総合 +1.4 +0.4 +1.4 +1.4 +1.4 +1.0 +1.4

ｵｶﾞﾜ ﾏﾘﾙ 10m32 10m26 10m10 10m32 3 10m27 10m54 10m46 10m54
5 3 5181 小川 真里瑠(2) 伊奈学園総合 +0.7 +3.4 -0.1 +0.7 -0.6 +0.9 +2.4 +0.9

ﾖｼﾉ ｱﾔｶ 10m18 10m48 10m36 10m48 5 10m32 × 10m46 10m48
6 7 4251 吉野 彩花(3) 大宮東 +1.6 +1.9 +1.3 +1.9 0.0 +1.4 +1.9

ｻｶﾈ ｷｮｳｶ 10m35 10m35 10m07 10m35 4 10m20 10m24 10m40 10m40
7 8 5731 坂根 杏佳(3) いずみ +1.1 +1.4 +2.0 +1.1 +1.7 +2.1 +1.8 +1.8

ｻﾄｳ ﾏｲｶ 10m06 10m20 10m31 10m31 1 9m49 － 10m00 10m31
8 10 494 佐藤 舞佳(3) 大宮 +1.4 +2.4 +0.1 +0.1 +0.7 +2.0 +0.1

ｲﾜﾀ ﾎﾉｶ 10m14 － － 10m14 10m14
9 9 1627 岩田 歩花(3) 浦和南 +0.8 +0.8 +0.8

ﾏﾂｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 9m77 10m09 10m01 10m09 10m09
10 6 4252 松﨑 奈々美(3) 大宮東 +1.2 +2.4 +1.0 +2.4 +2.4

ﾋﾀﾞｶ ﾕﾒﾊ 9m97 9m93 9m80 9m97 9m97
11 5 6067 日髙 夢羽(2) 国際学院 +1.1 +1.5 +0.2 +1.1 +1.1

ﾅｶﾑﾗ ｼｱﾝ 9m76 9m65 9m94 9m94 9m94
12 4 5170 中村 汐杏(2) 伊奈学園総合 +0.8 +2.9 -1.1 -1.1 -1.1

ｲｶﾞﾘ ﾐﾅﾐ 9m85 9m70 9m20 9m85 9m85
13 2 1622 猪狩 みなみ(2) 浦和南 +3.8 +2.9 +1.0 +3.8 +3.8

YATA Masaki × 9m32 9m09 9m32 9m32
14 1 2420 矢田 雅姫(3) 浦和麗明 +1.7 +0.8 +1.7 +1.7



高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 14m29     吉田 いずみ(埼玉・埼玉栄)             2005
日本高校記録(NR)             15m70     郡 菜々佳(大阪・東大阪大敬愛)         2015
埼玉県高校記録(SHR)          15m27     大野 史佳(埼玉・西武台)               2018 4月26日 12:00 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

ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾚﾅ 〇 〇

1 6 3039 パトリック レナ(3) 埼玉栄 8m91 9m50 10m23 10m23 6 10m37 10m37
ｵｵｶﾜ ﾘｺ 〇 〇

2 5 1681 大川  璃子(3) 浦和実 7m80 8m13 8m66 8m66 5 × 8m66
TAKEI Risa 〇 〇

3 2 4 武井 里紗(3) 浦和一女 7m23 7m76 7m76 4 7m75 8m05 8m05
ﾋﾗﾔﾏ ﾕﾘ 〇

4 4 1322 平山 友梨(3) 岩槻商 6m97 7m14 7m28 7m28 2 7m56 7m69 7m69
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 〇 〇 〇

5 3 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄 6m96 7m39 7m39 3 7m30 7m39
ﾎﾝﾏ ﾓﾓｶ 〇 〇

6 1 4925 本間 百花(2) 浦和東 6m03 6m13 6m13 1 6m40 6m49 6m49



高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 48m54     中西 美代子(埼玉・埼玉栄)             1994
日本高校記録(NR)             54m00     齋藤 真希(山形・鶴岡工高)             2018
埼玉県高校記録(SHR)          48m54     中西 美代子(埼玉・埼玉栄)             1994 4月25日 12:00 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

ｸｻﾉ ﾊﾙ 〇

1 8 5184 草野 晴(2) 伊奈学園総合 23m71 26m69 × 26m69 7 28m73 31m41 31m41
ﾔﾏｵｶ ｱﾝ 〇 〇

2 9 5185 山岡 杏(3) 伊奈学園総合 27m38 × 29m56 29m56 8 30m09 30m09
TAKEI Risa 〇 〇 〇 〇 〇

3 7 4 武井 里紗(3) 浦和一女 25m71 25m71 6 25m71
muramatsu Kirara 〇 〇 〇

4 4 735 村松 希桜(2) 浦和商 16m32 × 20m97 20m97 5 20m97
ﾋﾛｲｹ ﾘﾝ 〇 〇 〇 〇 〇

5 6 1058 広池 凜(3) 上尾 19m71 19m71 4 19m71
ｻｸﾗｲ ｶﾉﾝ

6 5 3316 櫻井 花音(3) 大宮武蔵野 × × 15m31 15m31 3 16m86 17m08 17m21 17m21
ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 〇 〇 〇 〇

7 3 3156 田中 綺音(2) 川口北 14m91 14m91 2 × 14m91
TAKAGI Akiho 〇 〇 〇 〇

8 1 734 髙木 暁萠(2) 浦和商 11m84 14m39 14m39 1 14m39
ﾎｿﾉ ﾘﾗ 〇

9 2 3160 細野 倫良(2) 川口北 12m73 13m45 13m45 13m45



高校女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 42m44     外 雅美(埼玉・与野)                   2011
日本高校記録(NR)             61m02     村上 来花(青森・弘前実)               2020
埼玉県高校記録(SHR)          56m46     勝山 眸美(埼玉・進修館)               2012 4月24日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀ ｱｲﾐ 〇 〇

1 1 4234 太田 愛美(3) 大宮東 39m40 41m72 41m72 42m40 × 42m40



高校女子やり投(600g)
審 判 長：大塚　寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                 44m52     亘理 美樹(埼玉・伊奈学園総合)         2013
日本高校記録(NR)             58m90     北口 榛花(北海道・旭川東)             2015
埼玉県高校記録(SHR)          48m70     古川 杏奈(埼玉・本庄東)               2016 4月24日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ANDO Tamaki 〇 〇 〇

1 15 6 安藤 珠希(3) 浦和一女 36m20 38m54 39m93 39m93 8 39m93
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 〇 〇 〇 〇

2 14 6124 松澤 柚希(3) 栄北 33m26 37m94 37m94 7 37m94
ｼﾛﾉ ｶﾅｴ 〇

3 13 3044 城野 伽奈恵(3) 埼玉栄 34m02 34m27 34m20 34m27 6 34m43 35m53 35m53
ｻｸﾀﾞ ﾉﾜ 〇 〇 〇

4 10 3045 佐久田 和愛(3) 埼玉栄 31m47 32m33 32m42 32m42 5 32m42
ﾋﾗﾔﾏ ﾕﾘ 〇 〇 〇

5 11 1322 平山 友梨(3) 岩槻商 31m03 31m95 31m95 4 32m13 32m13
ｸｻﾉ ﾊﾙ 〇 〇 〇 〇 〇

6 8 5184 草野 晴(2) 伊奈学園総合 29m48 29m48 3 29m48
ｾﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾉ 〇 〇 〇

7 9 5672 仙道  妃奈乃(3) 川口 28m78 29m35 29m35 2 29m45 29m45
ｺｸﾞﾚ ｻﾂｷ 〇 〇 〇

8 7 1630 小暮 咲月(3) 浦和南 24m36 25m19 26m19 26m19 1 26m19
ﾎｼﾉ ﾕｳﾐ 〇

9 12 3046 星野 優美(3) 埼玉栄 24m98 25m73 25m73 25m73
ﾋﾛｲｹ ﾘﾝ 〇

10 5 1058 広池 凜(3) 上尾 20m87 22m18 22m18 22m18
KUMAI Ayaka 〇

11 6 733 熊井 彩花(3) 浦和商 21m25 × 21m25 21m25
ｶﾈﾀ ﾅﾅﾐ 〇

12 3 1628 金田 七海(2) 浦和南 17m54 18m20 18m20 18m20
ｵﾘﾊﾗ ｱﾔ 〇

13 4 6125 折原 綾(3) 栄北 16m36 17m75 17m75 17m75
ﾀﾅﾊｼ ﾐｺﾄ

14 1 4020 棚橋 尊(2) 浦和北 × 13m37 16m39 16m39 16m39
ARIYOSHI Ayano 〇

15 2 10 有吉 彩乃(2) 浦和一女 × 12m97 12m97 12m97



高校女子七種競技
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

大会記録(GR)                  4486     竹内 舞(埼玉・大宮東)                 2016

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ

17.69 1m48 7m32 26.72 5m63 26m32 2:31.39

1 6087 +1.3 -2.1 +0.8 4032
(521) (599) (356) (735) (738) (407) (676)
17.52 1m35 8m60 27.64 4m68 33m32 2:34.47

2 5164 +1.3 -2.1 +0.7 3748
(539) (460) (438) (659) (474) (540) (638)
16.06 1m35 7m80 28.59 4m48 15m24 2:35.50

3 3051 +1.3 -2.1 +1.6 3388
(707) (460) (386) (585) (423) (201) (626)
17.71 1m45 7m27 27.85 4m56 16m99 2:44.31

4 5166 +1.3 -2.1 +2.1 3280
(519) (566) (352) (643) (443) (233) (524)
16.74 1m35 7m46 29.23 4m20 20m62 2:35.57

5 5165 +1.3 -2.1 +1.4 3268
(626) (460) (365) (537) (355) (300) (625)
17.04 1m40 6m50 28.74 4m41 21m60 2:45.43

6 1637 +1.3 -2.1 +0.2 3218
(592) (512) (303) (574) (406) (319) (512)
18.38 1m25 5m61 30.20 4m07 19m65 2:49.43

7 1628 +1.3 -2.1 +3.0 2600
(450) (359) (247) (468) (324) (282) (470)
19.82 1m35 5m23 31.65 4m20 19m93 2:51.06

8 1630 +1.3 -2.1 +2.6 2469
(317) (460) (223) (373) (355) (288) (453)

氏名 所属

ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

橋本 結空 国際学院

(2)
ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ

水野 泰葉 伊奈学園総合

(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ

中嶋 愛佳 埼玉栄

(2)
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ

南屋 芹名 伊奈学園総合

(3)
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ

榊原 美結 伊奈学園総合

(2)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

吉澤 里咲 浦和南

(2)
ｶﾈﾀ ﾅﾅﾐ

金田 七海 浦和南

(3)

(2)
ｺｸﾞﾚ ｻﾂｷ

小暮 咲月 浦和南

凡例 



高校女子七種競技 100mH(0.838m)
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月25日 09:25 決　勝

(風:+1.3)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ

1 2 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄 16.06 707
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ

2 6 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合 16.74 626
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

3 1 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南 17.04 592
ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ

4 4 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合 17.52 539
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

5 5 6087 橋本 結空(2) 国際学院 17.69 521
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ

6 8 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合 17.71 519
ｶﾈﾀ ﾅﾅﾐ

7 3 1628 金田 七海(2) 浦和南 18.38 450
ｺｸﾞﾚ ｻﾂｷ

8 7 1630 小暮 咲月(3) 浦和南 19.82 317



高校女子七種競技 走高跳
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月25日 12:00  1組

ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ － － － － × ○ ○ × ○ ○

1 4 6087 橋本 結空(2) 国際学院 × × × 1m48 599
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ － － － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

2 8 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合 1m45 566
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ － － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

3 1 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南 1m40 512
ｺｸﾞﾚ ｻﾂｷ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

4 3 1630 小暮 咲月(3) 浦和南 1m35 460
ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ － － ○ ○ ○ × × ×

4 7 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合 1m35 460
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ － － ○ ○ × ○ × × ×

6 5 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合 1m35 460
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ － × ○ ○ ○ × × ○ × × ×

7 6 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄 1m35 460
ｶﾈﾀ ﾅﾅﾐ ○ ○ × ○ × × ×

8 2 1628 金田 七海(2) 浦和南 1m25 359

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m15

1m51

1m48
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45



高校女子七種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月25日 14:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ

1 8 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ

2 3 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ

3 5 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

4 1 6087 橋本 結空(2) 国際学院
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ

5 6 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

6 7 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南
ｶﾈﾀ ﾅﾅﾐ

7 2 1628 金田 七海(2) 浦和南
ｺｸﾞﾚ ｻﾂｷ

8 4 1630 小暮 咲月(3) 浦和南 223

247

5m23
〇 〇

5m23

303

5m37
〇

5m61 5m61

352

6m05 6m24 6m50 6m50

356

6m77 7m27
〇

7m27

365

7m32
〇 〇

7m32

386

7m10 7m34 7m46 7m46

438

7m44
〇

7m80 7m80

7m66 8m22 8m60 8m60

1回目 2回目 3回目 記録 得点



高校女子七種競技 200m
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月25日 16:20 決　勝

(風:-2.1)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

1 8 6087 橋本 結空(2) 国際学院 26.72 735
ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ

2 2 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合 27.64 659
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ

3 4 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合 27.85 643
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ

4 1 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄 28.59 585
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

5 3 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南 28.74 574
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ

6 5 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合 29.23 537
ｶﾈﾀ ﾅﾅﾐ

7 6 1628 金田 七海(2) 浦和南 30.20 468
ｺｸﾞﾚ ｻﾂｷ

8 7 1630 小暮 咲月(3) 浦和南 31.65 373



高校女子七種競技 走幅跳
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月26日 09:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

1 8 6087 橋本 結空(2) 国際学院
ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ

2 3 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ

3 2 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ

4 7 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

5 6 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南
ｺｸﾞﾚ ｻﾂｷ

6 1 1630 小暮 咲月(3) 浦和南
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ

7 5 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合
ｶﾈﾀ ﾅﾅﾐ

8 4 1628 金田 七海(2) 浦和南

+2.2 +0.4 +1.6 +1.6 423

+3.2 +0.5 +2.1 +2.1 443

+0.6 -0.6 +0.2 +0.2 406

+1.7 +1.3 +0.7 +0.7 474

+2.6 +1.2 -0.6 +2.6 355

+0.8 -0.7 +0.8 +0.8 738

+1.4 +2.4 0.0 +1.4 355

1回目 2回目 3回目 記録 得点

+3.0 +2.2 +1.8 +3.0 324

5m24 5m36 5m63 5m63

4m07 3m92 3m66 4m07

4m57 4m67 4m68 4m68

4m20 4m08 4m05 4m20

3m71 4m39 4m56 4m56

4m20 4m10 3m93 4m20

4m09 4m04 4m48 4m48

4m16 4m07 4m41 4m41



高校女子七種競技 やり投(600g)
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月26日 12:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ

1 4 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

2 2 6087 橋本 結空(2) 国際学院
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

3 3 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ

4 5 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合
ｺｸﾞﾚ ｻﾂｷ

5 8 1630 小暮 咲月(3) 浦和南
ｶﾈﾀ ﾅﾅﾐ

6 7 1628 金田 七海(2) 浦和南
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ

7 6 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ

8 1 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄

1回目 2回目 3回目 記録 得点

33m32 33m32 540

26m32 26m32 407

21m60 21m60 319

20m62 20m62 300

19m93 19m93 288

19m65 19m65 282

16m99 16m99

201

233

15m24 15m24



高校女子七種競技 800m
審 判 長：岩崎慎一郎・大塚寿

記録主任：中里　信立

4月26日 14:10 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ

1 1 6087 橋本 結空(2) 国際学院 2:31.39 676
ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾊ

2 2 5164 水野 泰葉(2) 伊奈学園総合 2:34.47 638
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ

3 3 3051 中嶋 愛佳(2) 埼玉栄 2:35.50 626
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｲ

4 6 5165 榊原 美結(2) 伊奈学園総合 2:35.57 625
ﾐﾅﾐﾔ ｾﾘﾅ

5 4 5166 南屋 芹名(3) 伊奈学園総合 2:44.31 524
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｻ

6 5 1637 吉澤 里咲(2) 浦和南 2:45.43 512
ｶﾈﾀ ﾅﾅﾐ

7 7 1628 金田 七海(2) 浦和南 2:49.43 470
ｺｸﾞﾚ ｻﾂｷ

8 8 1630 小暮 咲月(3) 浦和南 2:51.06 453



高校女子OP100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月25日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 (風:-0.2) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾚｲﾅ ﾅｶﾑﾗ ｼｱﾝ

1 4 4253 西田 礼菜(2) 大宮東 12.60 1 1 5170 中村 汐杏(2) 伊奈学園総合 13.12
ｷﾑﾗ ｱｲ ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ

2 8 5176 木村 愛(3) 伊奈学園総合 12.72 2 5 5179 内田 実咲(2) 伊奈学園総合 13.15
ﾀﾃﾀﾞ ﾓｶ ｶﾄｳ ﾘｻ

3 2 4255 舘田 木香(2) 大宮東 12.82 3 3 3042 加藤 理沙(3) 埼玉栄 13.22
ﾆｼﾑﾗ ﾘｽﾞ ｲﾄｳ ﾊﾅ

4 7 5172 西村 梨鶴(1) 伊奈学園総合 12.85 4 8 5190 伊東 花夏(1) 伊奈学園総合 13.22
ｺﾓﾘﾔ ﾚｲ ｻｻｷ ｱﾔﾉ

5 1 4260 小森谷 麗(3) 大宮東 12.85 5 2 5174 佐々木 彩乃(1) 伊奈学園総合 13.23
ｱﾗｲ ﾊﾅｺ ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｶﾘ

6 5 5173 新井 華子(1) 伊奈学園総合 13.12 6 4 4257 松澤 星(2) 大宮東 13.36
ﾏﾂﾉ ｺｳﾒ ﾓﾘ ﾐﾕｷ

3 4258 松野 小梅(2) 大宮東 DNS 7 6 3047 守 美幸(2) 埼玉栄 13.44
ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ ｲｼｲ ｱｽﾞｻ

6 4232 長島 ありさ(2) 大宮東 DNS 8 7 4248 石井 梓(3) 大宮東 13.64

3組 (風:0.0) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸｽ ｱｶﾘ ﾏｽﾀﾞ ﾌｳｶ

1 5 5171 楠 明莉(2) 伊奈学園総合 13.16 1 7 5188 増田 楓夏(2) 伊奈学園総合 13.11
ｻﾄｳ ﾐﾘ ｲｸﾀ ﾐﾕｷ

2 3 3040 佐藤 未理(3) 埼玉栄 13.53 2 4 3038 生田 幸(3) 埼玉栄 13.75
ｶｸﾀ ｼｽﾞｸ ｻｵﾄﾒ ﾕﾅ

3 1 4250 角田 穏紅(3) 大宮東 13.56 3 8 884 五月女 由菜(1) 川口市立 13.77
ﾀｶｷ ﾘｴ ﾔﾀﾍﾞ ｱﾔｶ

4 6 5190 高木 理笑(1) 伊奈学園総合 13.70 4 5 504 矢田部 彩夏(2) 大宮 13.86
ﾅｶﾞｼﾏ ｺｺﾊ ﾓｳﾘ ﾕﾅ

5 2 1638 永嶋 心華(1) 浦和南 13.79 5 3 5167 毛利 優奈(3) 伊奈学園総合 13.86
ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾙﾉ ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾙｶ

6 8 5189 飯塚 悠乃(1) 伊奈学園総合 13.96 6 2 1031 冨澤 春可(1) 蕨 14.00
ｲﾜﾀ ｼｭﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲﾘ

7 7 4256 岩田 珠奈(2) 大宮東 14.04 6 4243 渡邊 冴璃(1) 大宮東 DNS
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂ

8 4 4249 宮嵜 奈都(3) 大宮東 14.19

5組 (風:0.0) 6組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｻｷ ﾉｱ ｶﾜｲ ﾘﾉｱ

1 3 1621 佐々木 乃愛(3) 浦和南 14.02 1 5 4929 河合 莉乃愛(2) 浦和東 14.29
TSUKAHARA Hina Riko NAKAI

2 8 1669 塚原 姫奈(2) 大宮開成 14.22 2 4 1873 中井 理子(3) 与野 14.31
ｵﾘﾊﾗ ｱﾔ ﾔｽﾀﾞ ﾕｲ

3 2 6125 折原 綾(3) 栄北 14.24 3 2 1193 安田 結依(2) 淑徳与野 14.31
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ SONOBE Nana

3 6 6124 松澤 柚希(3) 栄北 14.24 4 8 16 園部 奈那(2) 浦和一女 14.44
ﾖｼｶﾜ ﾕﾐｺ ｵｸﾔﾏ ｼﾎ

5 4 6128 吉川 由美子(2) 栄北 14.34 5 6 163 奥山 紫帆(2) 栄北 14.56
ﾏｼｺ ﾅｷﾞｻ ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕﾐ

6 7 1028 増子 渚紗(2) 蕨 14.90 6 7 499 五十嵐 歩実(2) 大宮 14.92
ｱﾗｲ ｻﾅ ｶｶﾞﾜ ｿﾅ

7 5 890 新井 沙南(1) 川口市立 15.02 7 3 1192 香川 素菜(2) 淑徳与野 15.30

凡例  DNS:欠場



高校女子OP100m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月25日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 (風:-1.2) 8組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
KAWAHARA Nanami ﾏｽｲ ｺｱｷ

1 5 1670 河原 七夏海(2) 大宮開成 14.74 1 2 4025 増井 恋秋(3) 川口東 14.62
ﾄﾂｶ ｱﾂﾞｷ ｲﾉｳｴ ﾐﾂﾞｷ

2 3 3043 戸塚 あづき(3) 埼玉栄 15.20 2 7 4024 井上 美月(3) 川口東 14.83
ﾀｹﾍﾞ ﾌﾀﾊﾞ ｱﾝ ｱﾘﾝ

3 2 4254 竹部 双葉(2) 大宮東 15.34 3 4 5838 安 娥林(1) 開智中高 15.81
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｳ ﾀｺﾞ ﾐｻﾈ

4 7 4626 渡辺 実海(2) 大宮南 15.60 4 5 1191 田子 美紗音(3) 淑徳与野 15.85
ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ ﾃﾂﾞｶ ｱﾔ

4 904 伊藤 真奈美(1) 市立浦和 DNS 5 3 4935 手塚 亜弥(2) 浦和東 16.00
ﾎﾝﾏ ﾓﾓｶ ｳｴﾉ ﾊﾙｶ

6 4925 本間 百花(2) 浦和東 DNS 6 8 5839 上野 遥花(1) 開智中高 16.97
ｲｲﾑﾛ ﾏﾘ ｱｵｷ ﾐﾅﾐ

8 4625 飯室 愛梨(2) 大宮南 DNS 6 4022 青木 南実(3) 川口東 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾚｲﾅ 

1 4253 西田 礼菜(2) 大宮東 12.60 -0.2
ｷﾑﾗ ｱｲ

2 5176 木村 愛(3) 伊奈学園総合 12.72 -0.2
ﾀﾃﾀﾞ ﾓｶ

3 4255 舘田 木香(2) 大宮東 12.82 -0.2
ﾆｼﾑﾗ ﾘｽﾞ

4 5172 西村 梨鶴(1) 伊奈学園総合 12.85 -0.2
ｺﾓﾘﾔ ﾚｲ

5 4260 小森谷 麗(3) 大宮東 12.85 -0.2
ﾏｽﾀﾞ ﾌｳｶ

6 5188 増田 楓夏(2) 伊奈学園総合 13.11 -0.1
ﾅｶﾑﾗ ｼｱﾝ

7 5170 中村 汐杏(2) 伊奈学園総合 13.12 0.0
ｱﾗｲ ﾊﾅｺ

7 5173 新井 華子(1) 伊奈学園総合 13.12 -0.2

凡例  DNS:欠場



高校女子OP400m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月24日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｺﾐﾔﾏ ｽｽﾞ ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾊﾈ

1 3 3049 小宮山 涼(2) 埼玉栄 1:03.61 1 3 886 篠﨑 美羽(1) 川口市立 1:15.34
ｶﾏﾀ ﾅｺﾞﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｳ

2 4 5186 鎌田 和(3) 伊奈学園総合 1:03.86 2 4 4626 渡辺 実海(2) 大宮南 1:16.94
ﾓｳﾘ ﾕﾅ ﾀｹﾀﾞ ｺｺﾈ

3 6 5167 毛利 優奈(3) 伊奈学園総合 1:05.56 5 889 武田 心音(1) 川口市立 DNS
ｲﾜﾀ ｼｭﾅ ｲｲﾑﾛ ﾏﾘ

4 5 4256 岩田 珠奈(2) 大宮東 1:06.37 6 4625 飯室 愛梨(2) 大宮南 DNS
ｿﾉﾍﾞ ﾗﾝ ｸﾘﾊﾗ ｻﾗ

5 7 882 園部 蘭(1) 川口市立 1:07.16 7 1681 栗原  沙良(3) 浦和実 DNS
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂ ﾋﾛｶﾜ ﾕｶﾅ

6 8 4249 宮嵜 奈都(3) 大宮東 1:09.59 8 1682 廣川  悠奏(3) 浦和実 DNS
ﾅｶﾔﾏ ﾘｾﾅ

7 2 885 中山 璃星奈(1) 川口市立 1:10.84

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾐﾔﾏ ｽｽﾞ

1 3049 小宮山 涼(2) 埼玉栄 1:03.61
ｶﾏﾀ ﾅｺﾞﾐ

2 5186 鎌田 和(3) 伊奈学園総合 1:03.86
ﾓｳﾘ ﾕﾅ

3 5167 毛利 優奈(3) 伊奈学園総合 1:05.56
ｲﾜﾀ ｼｭﾅ

4 4256 岩田 珠奈(2) 大宮東 1:06.37
ｿﾉﾍﾞ ﾗﾝ

5 882 園部 蘭(1) 川口市立 1:07.16
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂ

6 4249 宮嵜 奈都(3) 大宮東 1:09.59
ﾅｶﾔﾏ ﾘｾﾅ

7 885 中山 璃星奈(1) 川口市立 1:10.84
ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾊﾈ

8 886 篠﨑 美羽(1) 川口市立 1:15.34

凡例  DNS:欠場



高校女子OP3000m
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月26日 14:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｴﾅｶﾞ ﾕｲ

1 2 2 末永 結唯(2) 川口市立 10:55.03
ｿﾉﾍﾞ ﾗﾝ

2 4 4 園部 蘭(1) 川口市立 11:24.05
ﾎｼ ｶﾚﾝ

3 3 3 星 花恋(2) 川口市立 11:28.83
ﾅｶﾔﾏ ﾘｾﾅ

4 6 6 中山 璃星奈(1) 川口市立 11:48.16
KAWAGUCHI Saki

5 8 8 河口 紗葵(2) 浦和一女 11:50.13
ﾅｶﾞｻｷ ﾏﾔｶ

6 9 9 長崎 真也花(2) 大宮南 12:19.98
TAKEMOTO Kanae

7 11 11 武本 夏苗(2) 浦和一女 12:21.05
ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾊﾈ

8 7 7 篠﨑 美羽(1) 川口市立 12:22.97
ｶﾜｲ ﾐｷ

9 10 10 川井 美生(3) 大宮南 12:57.43
TSUJIMAE Yui

10 12 12 辻??前 佑衣(2) 浦和一女 13:35.20
ｺﾔﾉ ﾓﾓｶ

1 1 古谷野 百香(2) 川口市立 DNS
ﾀｹﾀﾞ ｺｺﾈ

5 5 武田 心音(1) 川口市立 DNS
KATO Koko

13 13 加藤 瑚子(2) 浦和学院 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子800mB決勝
審 判 長：岩崎　慎一郎

記録主任：中里　信立

4月25日 15:49 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶ

1 2 44 田辺 楓果(3) 大宮東 2:25.46
ｲｼﾜﾀﾘ ﾐｶ

2 7 55 石渡 未夏(3) 埼玉栄 2:26.14
ﾀﾓﾘ ｸﾙﾐ

3 6 117 田森 胡桃(2) 上尾 2:26.28
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘﾉ

4 8 20 柏原 梨乃(2) 浦和南 2:26.86
ｵｵｳﾁ ｶﾅｴ

5 3 74 大内 奏愛(2) 川口北 2:26.99
ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ

6 5 43 鈴木 明花(3) 大宮東 2:27.03
ﾓﾄﾔﾏ ﾏﾅﾐ

7 1 35 元山 茉奈美(2) 大宮 2:27.18
ｵﾉ ｱｻｷ

8 4 136 尾野 亜咲(3) 伊奈学園総合 2:29.40


