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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 8/10 吉田  有伯(1) 11.96/-2.0

御滝・千葉

須田  拓斗(1) 12.05/-2.0

大田原・栃木

喜連川  遵一(1) 12.12/-2.0

中村・東京

長田　一希(1) 12.31/-2.0

春日部・埼玉

大山  駿太朗(1) 12.31/-2.0

太田・千葉

久保塚  高志(1) 12.37/-2.0

笠懸・群馬

菊地　航平(1) 12.37/-2.0

円蔵・神奈川

土屋  拓斗(1) 12.40/-2.0

石和・山梨

１５００ｍ 8/10 梅村  大夢(1)  4:18.94

辰巳台・千葉

藤巻  天(1)  4:21.19

石和・山梨

矢野  凌麻(1)  4:22.04

東松山南・埼玉

髙橋  永遠(1)  4:22.32

東大附属・東京

金久保  遥(1)  4:24.57

益子・栃木

森田  瑛介(1)  4:24.58

前橋東・群馬

久留戸  黛良(1)  4:24.85

四街道北・千葉

市村  朋樹(1)  4:25.25

瀬崎・埼玉

男子１年

１００ｍ 8/10 野澤　侑史(2) 11.15/+3.0

桐光学園・神奈川

中島  良太(2) 11.17/+3.0

南山・千葉

鈴木  陽一朗(2) 11.25/+3.0

本庄南・埼玉

武田  翔太(2) 11.27/+3.0

青梅一・東京

高橋  優作(2) 11.41/+3.0

箕郷・群馬

市根井　翔(2) 11.43/+3.0

春日部・埼玉

青  佳祐(2) 11.46/+3.0

小平一・東京

櫻本  史温(2) 11.47/+3.0

市川四・千葉

男子２年

１００ｍ 8/10 大嶋  健太(3) 11.07/-2.8

中村・東京

増田　健吾(3) 11.10/-2.8

田沼西・栃木

平島  春信(3) 11.35/-2.8

辰巳台・千葉

杉尾　拓真(3) 11.38/-2.8

川崎橘・神奈川

石崎　恭弘(3) 11.39/-2.8

三郷早稲田・埼玉

髙橋  雄樹(3) 11.44/-2.8

原町・群馬

渡邊  太規(3) 11.47/-2.8

野田南部・千葉

後藤  出帆(3) 11.49/-2.8

立石・東京

男子３年

２００ｍ 8/10 小池  真郁(3) 22.21/-0.7

国學久我山・東京

猪瀬  翔(3) 22.57/-0.7

石神井西・東京

明石  凌輝(3) 22.82/-0.7

誉田・千葉

大久保  公彦(3) 22.86/-0.7

横浜緑が丘・神奈川

井上  健(3) 22.91/-0.7

羽生東・埼玉

大島　隆佑(3) 22.93/-0.7

泉が丘・栃木

笠原  大暉(3) 22.95/-0.7

大山口・千葉

二平  大成(3) 23.05/-0.7

豊浦・茨城

４００ｍ 8/10 バﾄﾞマス  健(3) 48.78

GR佐野北・栃木

川村  雅俊(3) 49.19

印西・千葉

椿  純平(3) 49.33

関・東京

眞壁　正平(3) 50.55

松田・神奈川

小林  廉太朗(3) 50.70

立石・東京

天野  耕太郎(3) 50.77

石神井西・東京

井村  智哉(3) 51.10

牧野原・千葉

鈴木　颯人(3) 51.23

赤見台・埼玉

８００ｍ 8/10 齋藤  勇也(3)  1:55.70

GR伊勢崎四・群馬

林  純(3)  1:57.91

彦糸・埼玉

佐藤  廉(3)  1:58.11

北本東・埼玉

藤巻  輝(3)  1:59.53

山梨大附・山梨

鵜生川  大貴(3)  1:59.70

殖蓮・群馬

栗田  寛樹(3)  2:00.10

巣鴨・東京

野中　悠平(3)  2:00.18

岩崎・神奈川

雨宮  大地(3)  2:00.24

赤見台・埼玉

１５００ｍ 8/10 齋藤  雅英(3)  4:04.15

大利根・埼玉

廻谷  賢(3)  4:04.83

塩谷・栃木

郡司  陽大(3)  4:06.00

西那須野・栃木

生方  敦也(3)  4:06.22

邑楽・群馬

中村  亮介(3)  4:07.00

高階・埼玉

小室  翼(3)  4:07.08

銀座・東京

打越  晃太(3)  4:07.14

与野西・埼玉

生見　優太(3)  4:07.19

万騎が原・神奈川

３０００ｍ 8/9 羽生  拓矢(3)  8:44.11

GR印西・千葉

長谷川  令(3)  8:45.95

桜・埼玉

橋本　龍一(3)  8:47.51

枡形・神奈川

川澄  克弥(3)  8:48.02

旭・茨城

吉田  祐也(3)  8:50.45

東松山東・埼玉

館澤　亨次(3)  8:59.39

中山・神奈川

斉藤  寛明(3)  9:01.95

足立九・東京

強矢  涼太(3)  9:04.61

富岡西・群馬

１１０ｍＨ

(0.914m)

8/10 金井  直(3) 14.10/-0.2

GR稲田・神奈川

新井  諄(3) 14.91/-0.2

田無四・東京

吉田　風樹(3) 14.96/-0.2

南希望が丘・神奈川

井上  開登(3) 15.16/-0.2

干潟・千葉

小澤  孝文(3) 15.28/-0.2

新里・群馬

土田　千弘(3) 15.30/-0.2

茅ヶ崎・神奈川

長谷川  隼(3) 15.33/-0.2

稲城六・東京

百代  一輝(3) 15.37/-0.2

明海・千葉

４×１００ｍＲ 8/10 藪塚本町･群馬 43.46

GR坂本  大樹(3)

今野  天斗(3)

中田  健太(3)

藤田  智也(3)

中村･東京 43.81

鈴木　健太(3)

萩原　隼士(3)

浦山　和也(3)

大嶋  健太(3)

成城･東京 43.95

新井　雅也(3)

静谷　悠希(3)

中山　拓美(3)

五十嵐  康成(3)

箕郷･群馬 44.16

森山  公晴(3)

高橋  優作(2)

五十嵐  弾(2)

曽根  笙多(3)

成田西･千葉 44.31

稲田  直也(2)

岡勢  悠生(3)

杉田  恭介(3)

笠松  勇志(3)

越谷中央･埼玉 44.55

田中  芳樹(3)

室岡  伸(2)

和田山  晃平(3)

青山  将(3)

佐野北･栃木 44.58

小島  悠矢(2)

バﾄﾞマス  健(3)

渡辺  涼太(2)

小林  直貴(2)

立石･東京 45.66

尾久　弘晃(2)

野﨑　瑞樹(3)

小林  廉太朗(3)

関川　巧海(3)

走高跳 8/9 平塚  玄空(3) 1m97

浅草・東京

横山  隆也(3) 1m94

春日部・埼玉

橋本  陸(3) 1m94

中野島・神奈川

舘野  文裕(3) 1m91

真岡・栃木

石川  遼(3) 1m88

桐朋・東京

鈴木  海平(3) 1m88

東大和四・東京

吉田  光(3) 1m85

小見川・千葉

大森　捷吾(3) 川崎橘・神奈川 1m80

高橋  和希(3) 小川・栃木

田嶋　雄人(3) 藤沢第一・神奈川

棒高跳 8/10 野村　翔太(3) 4m71

GR吉岡・群馬

上原  響(3) 4m50

富士見・群馬

内田  涼太(3) 4m30

総和南・茨城

新井  拓磨(3) 4m30

総和南・茨城

中村　海斗(3) 4m20

浦賀・神奈川

徳間  俊介(3) 4m20

木刈・千葉

神崎　紘生(3) 4m20

上菅田・神奈川

遠藤  巧也(3) 4m10

中之条・群馬

走幅跳 8/10 伊豫田  祐輔(3)   6m62/+1.6

天沼・東京

中村  健士(3)   6m59/+1.5

鶴牧・東京

内澤  駿(3)   6m58/+2.7

豊田・神奈川

奈良  光洋(3)   6m54/+1.6

石和・山梨

古市　斗武(3)   6m52/+2.3

川崎長沢・神奈川

柴  大周(3)   6m46/+1.2

旭二・千葉

平井  涼太(3)   6m45/+0.0

大平南・栃木

石坂  龍平(3)   6m45/+1.2

真岡・栃木

砲丸投

(5.000kg)

8/10 田村  勇太(3)  14m61

飯山満・千葉

河﨑  省吾(3)  14m02

彦糸・埼玉

雨宮  巧(3)  13m96

櫛形・山梨

秋場  康太(3)  13m74

花栗・埼玉

高橋　智哉(3)  13m50

南希望が丘・神奈川

深沢　悠(3)  13m41

中川西・神奈川

岩﨑  瑞生(3)  12m99

稲城六・東京

栗本　恭宏(3)  12m90

上菅田・神奈川

男子共通

男子総合 東　京 118点 埼　玉 91点 千　葉 89点 神奈川 84.66点 群　馬 64点 栃　木 52.33点 山　梨 24点 茨　城 17点

トラック審判長： 髙橋  勝則

フィールド審判長：加藤  祐司

記　録　主　任： 関    稔

 8月 9日 13:45 晴れ  32.0℃   39％ 北東 0.9m/s

 8月 9日 14:45 晴れ  32.0℃   36％ 東 0.7m/s

 8月 9日 15:45 晴れ  32.0℃   39％ 北東 2.1m/s

 8月10日  9:30 晴れ  30.0℃   53％ 北西 0.5m/s

 8月10日 10:30 曇り  30.0℃   53％ 南南西 1.6m/s

 8月10日 11:30 晴れ  31.0℃   51％ 東 1.4m/s

 8月10日 12:30 晴れ  32.5℃   43％ 南西 2.4m/s

 8月10日 13:30 晴れ  33.0℃   40％ 東 1.5m/s
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 8/10 西村　琴葉(1) 12.65/+0.6

武蔵野東・東京

小野  真由(1) 12.76/+0.6

野木・栃木

岩田  芽生(1) 12.92/+0.6

新座五・埼玉

南部  千尋(1) 12.95/+0.6

栃木西・栃木

小桧山  絢菜(1) 12.98/+0.6

海老名有馬・神奈川

石川  りお(1) 12.99/+0.6

協和・栃木

金子  美聡(1) 13.23/+0.6

富士見・群馬

藤澤  真由(1) 13.33/+0.6

桜・茨城

走幅跳 8/10 東  祐希(1)   5m35/+1.8

王禅寺中央・神奈川

滝澤  皐(1)   5m21/+0.3

真岡・栃木

杉村  奏笑(1)   5m20/-0.8

旭二・千葉

山崎　美夏(1)   5m04/+1.9

府中四・東京

清野  涼々花(1)   5m03/+2.4

多古・千葉

石上  莉絵(1)   4m94/+3.0

群馬中央・群馬

雨宮  珠麻(1)   4m94/+1.2

山梨北・山梨

橋本  梨沙(1)   4m80/+0.4

習志野三・千葉

女子１年

１００ｍ 8/10 斉田  果歩(2) 12.49/-1.4

浜・神奈川

渡具知  莉子(2) 12.82/-1.4

中根台・茨城

長原  まりも(2) 12.84/-1.4

松伏・埼玉

中谷  友香(2) 12.88/-1.4

越谷中央・埼玉

川井  祐実(2) 12.95/-1.4

小山・栃木

海老沢  伶那(2) 12.96/-1.4

高島三・東京

杉浦  桃香(2) 12.98/-1.4

幕張本郷・千葉

奈良  愛華(2) 13.05/-1.4

北橘・群馬

女子２年

１００ｍ 8/10 松本  理夏子(3) 12.16/+0.4

ちはら台南・千葉

川浦  麻衣花(3) 12.20/+0.4

安中二・群馬

上村　希実(3) 12.44/+0.4

南成瀬・東京

富村  祐那(3) 12.52/+0.4

東海大相模・神奈川

櫻井  舞(3) 12.56/+0.4

松戸一・千葉

エドバー  イヨバ(3) 12.61/+0.4

川和・神奈川

小松  さくら(3) 12.65/+0.4

石和・山梨

中山　彩花(3) 12.74/+0.4

千登世橋・東京

女子３年

２００ｍ 8/10 岩田  優奈(3) 25.25/-1.0

中尾・群馬

河野　智美(3) 25.49/-1.0

浦島丘・神奈川

村  友佳(3) 25.64/-1.0

松戸一・千葉

堺本  瑞穂(3) 25.88/-1.0

西原・千葉

榛澤  聖子(3) 26.28/-1.0

大網・千葉

井口　彩紀(3) 26.47/-1.0

長房・東京

伊藤　莉子(3) 26.47/-1.0

武蔵野東・東京

鈴木  萌果(3) 26.83/-1.0

平沢・茨城

８００ｍ 8/10 佐藤　成葉(3)  2:11.10

渋谷・神奈川

齋藤  佑以加(2)  2:14.21

増穂・千葉

菊地  梨紅(3)  2:14.48

印旛・千葉

木村  綾愛(3)  2:14.53

木崎・埼玉

田邊  比奈乃(2)  2:15.87

富士見・群馬

高見沢  里歩(3)  2:17.35

飯能西・埼玉

安斉  あゆ美(3)  2:19.40

松林・神奈川

山本  渚(3)  2:19.66

和光三・埼玉

１５００ｍ 8/10 佐藤  みな実(3)  4:33.77

足立十一・東京

川岡  風月(3)  4:34.81

埼玉栄・埼玉

藤田  愛香里(3) 桑・栃木  4:35.92

樺沢  和佳奈(2) 富士見・群馬

髙木  萌子(2)  4:36.59

三島・栃木

小室  日香莉(3)  4:36.60

中之条・群馬

高野  智声(3)  4:37.20

守谷愛宕・茨城

坂尻  有花(1)  4:37.43

八千代第一・茨城

１００ｍＨ

(0.762m)

8/10 澤田 ｲﾚｰﾈｵｷﾞﾓﾝｷﾞ(3) 14.23/-1.3

調布四・東京

大山  茜里(3) 14.25/-1.3

赤見・栃木

田島  梨紗乃(3) 14.30/-1.3

金沢・神奈川

金井  まるみ(3) 14.47/-1.3

岩崎・神奈川

矢澤  成美(3) 14.66/-1.3

大津・神奈川

中島  未貴(3) 14.73/-1.3

杉戸・埼玉

安東  依里奈(3) 14.93/-1.3

府中三・東京

木村  瑠依(3) 15.24/-1.3

光ヶ丘・千葉

４×１００ｍＲ 8/10 松戸一･千葉 48.64

大谷  仁美(1)

村  友佳(3)

ルンバオ  ミチコ(2)

櫻井  舞(3)

ちはら台南･千葉 48.73

富濱  みよこ(3)

濱井  美南(2)

川奈部  真由(3)

松本  理夏子(3)

朝霞一･埼玉 49.05

森田  裕美(3)

ｱﾉﾝﾆｪ  実莉愛(2)

宮本  結衣(2)

二階堂  綸(3)

足立十四･東京 49.59

佐々木  美波(3)

中山  こころ(3)

東本　瑞紀(3)

森川　侑果(3)

武蔵野東･東京 49.77

佐藤  鼓(2)

西村　琴葉(1)

植村　純希(2)

伊藤　莉子(3)

栄進･埼玉 49.78

中嶋  彩花(1)

矢部  稚尋(2)

中村  朱里(3)

瀬川  葵(3)

六月･東京 50.29

池田  ひかり(3)

吉田　実希(3)

山下  真美子(3)

髙橋　彩花(3)

西那須野･栃木 50.36

藤原  のり芳(2)

大野  佑笑(2)

奥山  嘉月(2)

奥山  朋香(3)

走高跳 8/10 青山　夏実(3) 1m66

富岡・神奈川

遠山  友美子(3) 1m66

川角・埼玉

村本  葵(3) 1m63

大原・埼玉

松元  珠凜(3) 1m60

白山・千葉

金光  晴香(3) 1m60

佐野・茨城

竹内  萌(2) 1m60

熊谷荒川・埼玉

小西  佑佳(3) 1m55

習志野五・千葉

朽津　美穂(3) 玉村・群馬 1m55

松井　彩花(3) 希望が丘・神奈川

小林　玲奈(3) 足立十三・東京

走幅跳 8/9 剱持  クリア(3)   5m75/+2.8

山梨南・山梨

松岡  祐里恵(3)   5m65/+1.5

東綾瀬・東京

須田　真子(3)   5m64/+2.4

高津・神奈川

小林  結(3)   5m61/+2.2

稲城五・東京

岡野  真子(3)   5m43/+2.4

あきる野西・東京

高橋  礼奈(3)   5m40/+0.7

新栄・埼玉

諸田  実咲(2)   5m39/+0.7

大泉南・群馬

堀田  優奈(3)   5m31/+4.6

習志野三・千葉

砲丸投

(2.721kg)

8/9 坂本  早映(3)  14m10

戸板・東京

日下  希美恵(3)  13m43

希望が丘・神奈川

髙橋　満南(2)  13m38

横浜田奈・神奈川

海老原  佑香(3)  13m36

結城東・茨城

鈴木  綾夏(3)  13m34

上志津・千葉

藤田  幸楓(3)  12m97

戸板・東京

武井  仁美(3)  12m64

笛川・山梨

奥宮  有里沙(3)  12m61

佐原五・千葉

女子共通

女子総合 神奈川 87.33点 東　京 84.33点 千　葉 82点 埼　玉 64点 栃　木 43.5点 群　馬 35.83点 茨　城 21点 山　梨 14点

男女総合 東　京 202.33点 神奈川 171.99点 千　葉 171点 埼　玉 155点 群　馬 99.83点 栃　木 95.83点 山　梨 38点 茨　城 38点

トラック審判長： 髙橋  勝則

フィールド審判長：加藤  祐司

記　録　主　任： 関    稔

 8月 9日 13:45 晴れ  32.0℃   39％ 北東 0.9m/s

 8月 9日 14:45 晴れ  32.0℃   36％ 東 0.7m/s

 8月 9日 15:45 晴れ  32.0℃   39％ 北東 2.1m/s

 8月10日  9:30 晴れ  30.0℃   53％ 北西 0.5m/s

 8月10日 10:30 曇り  30.0℃   53％ 南南西 1.6m/s

 8月10日 11:30 晴れ  31.0℃   51％ 東 1.4m/s

 8月10日 12:30 晴れ  32.5℃   43％ 南西 2.4m/s

 8月10日 13:30 晴れ  33.0℃   40％ 東 1.5m/s


