
第86回関東陸上競技選手権大会 決勝記録一覧表
兼　日本陸上競技選手権大会関東地区予選会

主　催:関東陸上競技協会
後　援:関東各県教育委員会、群馬県、群馬県教育委員会、群馬県スポーツ協会

競技場:正田醤油ｽﾀｼﾞｱﾑ群馬 期日：2012年8月24日(金)～8月26日(日)
種目 日程

100m 8/26 畠山  純 10秒47 寺田  優志 10秒61 草野  誓也 10秒62 石川  直人 10秒65 根岸  紀仁 10秒72 小木  萌人 10秒78 本間  圭祐 10秒81 宮﨑  久 10秒83
中央大 -0.2 平成国際大 -0.2 ぴえろ -0.2 法政大 -0.2 中央大 -0.2 東京学館浦安 -0.2 城西大 -0.2 大倉山藍田学舎 -0.2

男 ト 200m 8/25 小林  靖典 20秒76 寺田  優志 20秒81 根岸  紀仁 21秒14 原    翔太 21秒16 石井  達哉 21秒19 渡邊  侑平 21秒26 大谷  俊貴 21秒33 本間  圭祐 21秒35
ラ 法政大 NGR -0.3 平成国際大 NGR -0.3 中央大 -0.3 上武大 -0.3 Team Accel -0.3 岩槻ＡＣ -0.3 大東文化大 -0.3 城西大 -0.3

子 ッ 400m 8/26 山﨑  謙吾 47秒10 小林  直己 47秒43 大岐  亮平 48秒18 室伏  基 48秒32 本木  安倫 49秒33 谷原  達也 50秒00 長谷川  佑 51秒41 原    佑樹 1分42秒12
ク 日本大 S.A.C. チームアイマ 慶應義塾大 東邦大 宇都宮大 東京農大 上武大
800m 8/25 糸川  航太 1分51秒87 渡邉  悠弥 1分53秒71 伊澤  賢人 1分53秒77 川口  大雅 1分53秒99 一木  悠太 1分55秒11 馬宮  惇 1分56秒09 保坂  貴昭 1分57秒66 入山  優斗 1分58秒57

ｼﾞｬﾊﾟﾝｱｽﾘｰﾄｹｱ 横芝敬愛高 早稲田大 日本大 高経大 中央大 日本大 春日部高
1500m 8/24 中野  正人 3分57秒30 小泉  稜 3分59秒34 坂庭  大輝 4分00秒14 栗原  勇貴 4分01秒29 梅谷  健太 4分01秒38 小笠原  柊 4分01秒48 中山  裕貴 4分01秒60 鎌田  晃輔 4分01秒65

日製日立 CREST 慶応義塾大 高崎高 東海大望洋高 東海大相模高 コモディイイダ 前橋高
5000m 8/25 佐野  広明 14分39秒72 千葉  優 14分48秒26 牛窪  浩平 14分54秒20 児玉  雄介 15分02秒41 樽木  将吾 15分16秒95 中野  正人 15分18秒28 仲田  晶太 15分20秒85 藤松  利之 15分23秒17

ＨＯＮＤＡ ＨＯＮＤＡ 高崎高 コモディイイダ SEISHO.RT 日製日立 茨城陸協 CREST
10000m 8/24 千葉  優 30分31秒88 佐野  広明 30分46秒04 土田  純 30分54秒06 阪上  孝輝 31分21秒01 下山  高嶺 32分19秒34 渡邉  克則 32分26秒04 伊澤  聡 32分39秒45 川又  諭 33分31秒72

ＨＯＮＤＡ ＨＯＮＤＡ コモディイイダ ボッシュ 金沢大 コモディイイダ 平塚市役所 茨城陸協
110mH 8/25 首藤  貴之 14秒18 川内  裕太 14秒27 阿部  洋文 14秒38 渡邊  和敏 14秒42 白山  大樹 14秒57 青木  健太 14秒72 皆藤  慧 14秒93 今関  真悟 14秒94
(1.067m) 栃木陸協 +1.4 チームアイマ +1.4 川崎市陸協 +1.4 LOW-TECH +1.4 国際武道大 +1.4 国際武道大 +1.4 国際武道大 +1.4 ｱｽﾚﾃｨｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ +1.4
400mH 8/24 前野  景 50秒99 野口  直人 51秒39 平井  健一 51秒41 武井  隼児 52秒57 宮寺  剛 52秒71 山本  陽希 53秒67 佐々木  孝史 53秒99
(0.914m) 法政大 NGR 西武台千葉高 NewModeAC 筑波大 明治大 国武大 大阪体育大
3000mSC 8/26 齋藤  雄太郎 9分13秒23 小野木  俊 9分19秒25 大久保  誠吾 9分21秒37 吉田  潤 9分25秒02 三浦  伸二郎 9分25秒84 渡辺  修 9分27秒38 三浦  裕一 9分33秒57 木村  充 9分33秒73

CREST 鉾田一高 法政大 CREST コモディイイダ モントブラン S.A.C. 横浜市役所
5000mW 8/24 松永  大介 21分45秒73 鈴木  数史 21分52秒05 楜澤  湧希 22分22秒57 三田  崇辰 22分29秒18 押山  泰庸 22分42秒07 高木  啓徳 23分03秒63 丸山  暁 23分06秒83 川島  天太 23分08秒79

横浜高 国士舘大 所沢西高 新島学園高 佐野日大高 東京農大 聖望学園高 水戸工高
4×100mR 8/24 早大同好会 40秒82 大東文化大 41秒02 駿河台大 41秒06 上武大 41秒21 西武台千葉高 41秒73 Team Accel 41秒80 WAVE TC 41秒83 東京学館浦安高 41秒91

春田  剛志 神保  雄太 内海  健太 高橋  尚冶 山縣　史博 藤田  勝也 野澤  泰 大内  豪
丹羽  弥奈斗 松村  和也 三ツ尾  誠人 原    翔太 山根  達矢 石井  達哉 上原  雄大 石毛  択海
中山  水麗 大谷  俊貴 野間  耀介 程野  綜一朗 恩田　悠椰 松尾  修平 高橋  直人 苅部  成秋
長堀  光 友光  駿 南雲  亮孝 今村  迅人 堀越　淳史 里舘  敬博 羽木  翔一 小木  萌人

4×400mR 8/26 大東文化大 3分13秒53 WAVE TC 3分13秒60 国士舘大 3分13秒85 駿河台大 3分17秒56 作新大 3分17秒88 上武大 3分18秒24 西武台千葉 3分19秒69 駿河台大 3分19秒95
中村  哲也 上原  雄大 梅田  正輝 池田  和也 津布久  彩乃 工藤  大地 志村  優作 井上  智仁
内海  司 高橋  直人 宍倉  隆広 三ツ尾  誠人 海老原  侑也 今村  迅人 四家  瑛斗 杉山  誠

６位５位４位１位 ２位 ３位 ８位７位

工藤  圭太 石川  太己 柴田  亜蘭 矢作  大地 豊田  雄大 角田  創志 岸川　隼人 小林  史弥
大谷  俊貴 前内  洸介 木塚  渚 南雲  亮孝 田中  雄也 林    拓己 西田  卓充 吉原  優人

走高跳 8/25 髙張  広海 2m21 高山  豊 2m15 村田  祥人 2m09 大山  健 2m03 4位 榎本  優太 2m03 根岸  佑弥 2m00 宮沢  真人 2m00 丸山  智也 2m00
日立ICT NGR 順天堂大 川崎市橘高 しきしま 国士舘大 登利平ＡＣ チームアイマ 富岡市陸協

フ 棒高跳 8/24 田中  充 5m10 田中  亘 5m00 石川  文貴 5m00 藤野  亮太 5m00 金城  力 4m90 上野  伊織 4m90 田口  大隆 4m80 7位 髙橋  友輝 4m80
ィ 群大ＴＦ 群馬大 順天堂大 日本大 YPVC 城西大 群大ＴＦ 群大ＴＦ
｜ 走幅跳 8/24 高政  知也 7m63 佐藤  佑哉 7m51 橋本  尚弥 7m49 中島  貴大 7m45 長山  淳 7m25 吉原  良大 7m10 中谷  詠二 7m08 松原  聖一 7m04
ル 順天堂大 +1.3 中央大 +1.2 国際武道大 +1.2 早大同好会 +0.8 ビーイング W +2.5 千葉大クラブ +1.9 大東文化大 +0.6 法政大 -1.8
ド 三段跳 8/25 稲葉  広幸 16m00 長山  淳 15m51 鳥越  陽介 15m05 島田  喜文 15m05 池畠  旭佳瑠 14m94 狩野  佑輔 14m90 藤田  勝也 14m76 三島  大輝 14m52

TAC +0.5 ビーイング W +2.7 TAC W +2.3 土気ＴＦＣ +0.9 聖望学園高 W +2.9 上武大 +1.7 Team Accel +1.9 東海大 W +3.0
砲丸投 8/24 吉田  孝博 15m58 奥野  風摩 15m11 仁藤  友喜 14m54 和田  遼 13m87 内木  一貴 13m79 須田  裕太郎 13m70 小高  輝久 13m69 金田  力 13m56
(7.260kg) 茨城茗友クラブ 西武台高 東海大 国士舘大 国際武道大 巨摩高 新栄高 日本ウエルネス
円盤投 8/26 秋場  堅太 50m23 桜井  徹 47m69 中津川  真一 47m38 小林  寛雅 45m76 武田  一城 43m40 奥野  風摩 41m64 岡本  洸耶 40m87 篠崎  拓郎 39m81
(2.000kg) 日本大 流通経済大院 東海大 順天堂大 日本大 西武台高 国際武道大 前橋育英高
ﾊﾝﾏｰ投 8/24 野口  裕史 68m61 廣瀬  健一 62m90 碓井  崇 62m38 保坂  雄志郎 61m89 須加  幸生 59m58 栁川  紀之 59m49 中澤  正道 58m35 鈴木  雄大 56m31
(7.260kg) 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ チームアイマ 蓮田市陸協 筑波大 東海大 日本大 順天堂大 順天堂大
やり投 8/25 井上  順仁 68m43 中嶋  計介 64m96 生方  光貴 64m46 高橋  輝 63m93 小川  真 62m51 阿部  祥久 61m88 松坂  圭祐 61m46 猪ﾉ原  達弥 61m26
(0.800kg) 埼玉陸協 TAC 国士舘大 大阪体育大 大東文化大 高崎市陸協 大東文化大 千葉陸協

混 十種競技 8/24 染谷  幸喜 7149点 村田  龍 7054点 澤邊  直人 6686点 津久井  亮介 6459点 飯島  篤史 6333点 新井  真秀 6295点 新井  翔輝 5996点 相原  樹 5712点
成 8/25 千葉陸協 NGR ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉ 山梨大AC 順天堂大 千葉大クラブ 順天堂大 国際武道大 山梨大AC

トラック審判長　： 髙橋  勝則 8月24日10:00晴れ34℃51%南西1.2m/s 8月25日9:30晴れ34℃51%南東0.8m/s 8月26日9:30晴れ34.5℃48%東1.1m/s
フィールド審判長： 加藤  祐司 8月24日11:00晴れ35℃52%南東1.5m/s 8月25日10:00晴れ34.5℃48%北東0.6m/s 8月26日10:00晴れ34℃48%南東1.2m/s
混 成 審 判 長　： 田中  恵一 8月24日12:00晴れ35℃52%東北東1.6m/s 8月25日11:00晴れ35℃48%南2.8m/s 8月26日11:00晴れ33.5℃47%北東1.7m/s
記　録　主　任　： 吉田  正 8月24日13:00晴れ34.5℃48%南東1.8m/s 8月25日12:00晴れ34.5℃45%南2.0m/s 8月26日12:00晴れ34℃42%南南東1.0m/s

8月24日14:00晴れ34.5℃48%南東2.4m/s 8月25日13:00晴れ34.5℃45%南東1.6m/s 8月26日13:00晴れ34℃45%北1.5m/s
8月24日15:00晴れ34.5℃48%東1.9m/s 8月25日14:00晴れ34.5℃42%東1.9m/s 8月26日14:00晴れ34.5℃40%南2.1m/s
8月24日16:00晴れ34.5℃43%南東1.1m/s 8月25日15:00晴れ34.5℃39%南3.4m/s 8月26日15:00晴れ34.5℃34%北東2.5m/s
8月24日17:00晴れ34℃45%南1.2m/s 8月25日16:00晴れ34℃38%東1.8m/s 8月26日14:00晴れ34℃34%東2.2m/s

8月25日17:00晴れ33.5℃38%東2.1m/s
8月25日18:00晴れ33.5℃38%東1.7m/s

100m 400m 1500m 110mH 走
高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投
円盤投 やり投

11.36/+0.0  50.49  4:35.68
15.54/-0.8  1m88  4m70
6m73/+1.4  12m19  36m21
51m51

11.15/+0.0  51.04  4:54.24
15.28/+0.1  1m88  4m40
6m68/+0.0  12m09  39m26
52m35

11.48/+0.0  52.15  4:41.42
15.26/-0.8  1m94  4m00
6m69/+0.1   11m40  34m29
43m72

11.20/+0.0  50.53  4:39.19
15.71/+0.1  1m70  3m80
6m69/+0.4  10m49  31m70
46m74

11.44/+0.7  51.44  4:44.82
16.33/-0.8  1m65  3m90
6m78/+1.0  10m78  34m96
45m39

11.59/+0.0  51.60  4:42.40
15.81/+0.1  1m76  3m70
6m33/+1.7   10m90  32m56
47m91

W=追風参考 NGR=大会新 

11.47/+0.7  53.34  4:53.26
16.15/-0.8  1m70  3m60
6m44/+0.0   10m17  27m97
50m57

11.83/+0.7  53.21  4:39.02
17.56/-0.8  1m70  3m90
6m28/+0.0  9m62  28m09
39m12



第86回関東陸上競技選手権大会 決勝記録一覧表
兼　日本陸上競技選手権大会関東地区予選会

主　催:関東陸上競技協会
後　援:関東各県教育委員会、群馬県、群馬県教育委員会、群馬県スポーツ協会

競技場:正田醤油ｽﾀｼﾞｱﾑ群馬 期日：2012年8月24日(金)～8月26日(日)
種目 日程

100m 8/26 阿部  瑛美 12秒19 赤司  かずみ 12秒27 五十嵐  由香 12秒33 髙橋  明日香 12秒47 竹内  爽香 12秒49 小寺  美沙季 12秒51 鈴木  麻衣 12秒54 秋葉  七海 12秒59
ACY -0.3 城西大 -0.3 平成国際大 -0.3 東海大 -0.3 浦和第一女 -0.3 宇都宮清陵 -0.3 千葉商大 -0.3 松山女高 -0.3

女 ト 200m 8/25 新井  祐理菜 25秒14 塩谷  寛美 25秒23 小島  夕季 25秒23 明石  優理 25秒32 竹内  爽香 25秒34 岩田  優奈 25秒45 髙橋  明日香 25秒53 笹子  真衣 25秒62
ラ 平成国際大 -0.4 千葉学芸高 -0.4 市立川口高 -0.4 東京学館高 -0.4 浦和第一女高 -0.4 高崎中尾中 -0.4 東海大 -0.4 安房高 -0.4

子 ッ 400m 8/26 小島  夕季 55秒69 志比  菜津実 56秒54 鈴木  佑菜 57秒08 宇田川  知佳 57秒81 呉屋  明美 57秒95 横沢  舞莉 58秒23 川﨑  文香 58秒78 白井  咲 58秒86
ク 市立川口高 慶應義塾大 埼玉栄高 立教大 厚木北高 吾妻高 平成国際大 東女体大
800m 8/25 望月  晴佳 2分08秒20 宇田川  知佳 2分08秒53 伊藤  美穂 2分09秒75 小松  有梨 2分10秒02 横沢  舞莉 2分10秒99 北根  万由佳 2分11秒91 財津  絵美 2分15秒09 大森  郁香 2分16秒72

順天堂大 NGR 立教大 NGR 順天堂大 順天堂大 吾妻高 順天堂大 順天堂大 日本大
1500m 8/24 望月  晴佳 4分23秒37 小林  美貴 4分25秒13 出水田  眞紀 4分27秒91 伊藤  美穂 4分31秒34 赤坂  よもぎ 4分32秒35 井上  実乃里 4分36秒70 舘  あさひ 4分38秒38 石井  まい 4分41秒09

順天堂大 順天堂大 白鵬女高 順天堂大 元石川高 ユニバーサル 中之条中 ユニバーサル
5000m 8/25 中村  萌乃 16分33秒45 上原  明悠美 16分53秒36 赤坂  よもぎ 17分06秒18 平井  友貴 17分18秒59 松本  綺らら 17分24秒05 青山  由佳 17分35秒63 渡邉  志穂 17分45秒20 金子  美鈴 17分48秒21

ユニバーサル 白鵬女高 元石川高 高崎女高 高崎商高 CREST 春日部東高 栃木女子高
10000m 8/24 菅生  晶子 37分59秒33 上野  リサ 39分59秒86 佐野  花夏 40分02秒24 木村  世奈 40分09秒36 清水  萌衣乃 40分16秒16 鈴木  香南 40分36秒20 高萩  美穂 40分57秒46 川嶋  真実 40分59秒79

柏南高 春日部東高 流経大付柏高 茨城大 逗子高 逗子高 流山南高 水戸三高
100mH 8/25 大内  優美子 14秒34 小林  悠香 14秒66 羽石  成美 14秒74 川上  風花 14秒82 中辻  彩加 14秒83 足立  花子 14秒86 内田  莉奈 14秒87 原  美咲 14秒90
(0.840m) 千葉商大付高教 -3.1 都留AC -3.1 日女体大 -3.1 昌平高 -3.1 希望ヶ丘高 -3.1 川崎市橘高 -3.1 巨摩高 -3.1 流山南高 -3.1
400mH 8/24 鈴木  佑菜 1分02秒08 小山内  恩情 1分02秒12 小野木  桃子 1分02秒63 長嶋  美樹 1分02秒84 荷田  翔子 1分03秒48 樽川  侑奈 1分03秒66 川端  涼夏 1分04秒37 田中  玲奈 1分05秒27
(0.762m) 埼玉栄高 元石川高 青山学院大 弥栄高 聖学院大 越谷西高 法政大 東京学館高
3000mSC 8/26 丹羽  七海(2) 10分19秒73 佐藤  美杏樹(3) 10分20秒57 澤田  静香 11分57秒03 萩谷  知央 13分28秒17

白鵬女高 NGR　HBP 白鵬女高 NGR　HBP 川越南高 甲府工高
5000mW 8/25 関根  菜月 25分12秒95 工藤  友里奈 25分41秒69 前田  佳奈 25分47秒09 長濱  実奈 25分55秒46 森  まりの 26分31秒68 福田  彩恵 26分42秒26 猿田  愛実 27分12秒80 今泉  麻弥 27分50秒35

順天堂大 浦和第一女高 日女体大 久喜高 所沢西高 東女体大 佐原高 岩瀬高
4×100mR 8/24 國學院栃木高 47秒78 昌平高 47秒94 東海大相模高 48秒58 国際学院高 48秒64 東京学館高 48秒81 成田高 48秒93 白鴎大足利高 48秒96 宇都宮中央女高 50秒07

沼沢  美季 田中  美月 成瀬  未帆 南雲  美穂 伊藤  奈々 森下  実里 白寄  桃名 深澤  めい
皆川  光希 倉田  朱夏 山崎  瑠里子 落合  優華 佐藤  里佳 髙島  里奈子 櫻井  保美 星  希望
畑澤  桃香 川上  風花 湯原  美月 三浦  海友 久保木  千晴 中島  美咲 湯本  風香 山口  茉由
神山  綾音 尾形  夏奈 勝又  美幸 諸橋  愛 明石  優理 阿部  彩香 坂本  陽香 三輪  聡子

4×400mR 8/26 埼玉栄高 3分53秒53 聖学院大 3分54秒59 成田高 3分54秒87 伊奈学園総合 3分57秒25 希望ヶ丘高 3分58秒10 国際学院高 3分59秒13 伊勢崎清明 4分00秒57 富岡東高 4分01秒89
吉田  実結 荷田  翔子 髙島  里奈子 鈴木  亜悠 木村  仁美 宮井  沙華 中川  莉沙 柳澤  明音
奥冨  莉央 稲葉  美帆 鬼塚  咲伎 鳥居  帆乃佳 中辻  彩加 三浦  海友 蓮沼  凌加 中條  咲
鬼塚 玲寧 本間 涼夏 板倉 寿々 荻野 啓子 鈴木 理咲子 野口 香音 奥村 絵水 川崎 智恵

１位 ２位 ３位 ４位 ６位５位 ７位 ８位

鬼塚  玲寧 本間  涼夏 板倉  寿々 荻野  啓子 鈴木  理咲子 野口  香音 奥村  絵水 川崎  智恵
池田  菜月 小野  南 阿部  彩香 石井  彩 春日  紗英 串田  遥香 浅見  翠 木村  ひかり

走高跳 8/26 庄司  雪乃 1m74 加藤  玲奈 1m68 金井  瞳 1m68 照井  はるか 1m65 樺澤  志穂 1m60 5位 菅沼  美咲 1m60 5位 多田  理紗 1m60 5位 依田  友希奈 1m60
筑波大 東海大 筑波大 坂戸西高 共愛学園高 中央大 東京学館高 富岡東高

棒高跳 8/25 井桁  愛 3m90 有川  星女 3m80 住石  智子 3m70 榎本  優子 3m60 小田嶋  怜美 3m50 生井  ちま 3m50 吉田  愛菜 3m50 田中  万智 3m40
しきしま EGR 筑波大 新日鐵君津 筑波大 清和大 日本体育大 前橋七中 平成国際大

走幅跳 8/25 砂川  絵理子 6m12 須藤  愛美 5m84 淺野  えりな 5m79 小林  悠香 5m76 剱持  早紀 5m74 朝妻  優萌 5m73 高橋  友果 5m72 黒岩  唯 5m66
栃木陸協 +0.7 日女体大 -0.8 中央大 +1.4 都留AC +1.7 山梨学院附高 +1.7 深谷商高 W +2.4 東京学芸大 -0.4 共愛学園高 +0.4

三段跳 8/26 吉田  文代 12m78 剱持  早紀 12m48 飯山  彩加 12m42 須藤  愛美 12m13 加藤  玲奈 12m12 内海  智香 11m81 近藤  祐未 11m70 清水  ちはる 11m66
成田空港 W +2.7 山梨学院附高 +2.0 JUVY-TC W +2.6 日女体大 -0.8 東海大 +0.1 東海大 +1.2 山梨学院附高 +0.9 国際学院高 +1.5

フ 砲丸投 8/24 神保  恵理 13m66 佐賀  衣里子 13m54 柴沼  千晴 12m78 田中  真里奈 12m58 樋川  仁子 12m47 菊地  江里加 12m01 津金  恵美 11m94 二方  恵里奈 11m86
ィ (4.000kg) 早稲田大 東海大 中央大 日本体育大 中央大 本庄東高 青藍泰斗高 西武台高
｜ 円盤投 8/26 日下  望美 51m49 富沢  舞子 40m72 磯部  恵美利 39m63 金谷  瑞紀 39m61 塗  真奈美 39m32 福田  友里子 39m31 髙山  和歌子 38m98 樋川  仁子 38m49
ル (1.000kg) 筑波大 NGR 埼玉大 東女体大 東女体大 西武台高 日本体育大 前橋女高 中央大
ド ﾊﾝﾏｰ投 8/24 勝山  眸美 54m17 土方  ありさ 51m57 松崎  鈴 48m85 野中  愛里 48m22 廣田  知穂 47m22 弓削  真理子 45m57 鳥越  美穂 42m81 小松崎  珠月 42m38
(4.000kg) 進修館高 NGR 中京大 国士舘大 土浦湖北高 千葉陸協 千葉陸協 東女体大 東海大相模高
やり投 8/25 宮本  紀澄 49m97 武井  陽香 46m34 山本  千帆里 45m21 牧野  仁美 44m93 二方  恵里奈 43m58 渡邉  智恵美 43m55 佐藤  愛 43m14 小河原  智絵 42m25
(0.600kg) 日本体育大 聖学院大 日女体大 追浜高 西武台高 東女体大 中京大 前橋育英高

混 七種競技 8/25 諏訪間  恵美 4657点 青野  杏子 4557点 月田  絢優子 4497点 新村  慶 4394点 荻原  さや 4280点 平石  風歩 4214点 大竹  祥乃 4138点 大塚  美穂 4040点
成 8/26 国士舘大 千葉大 富岡東高 東女体大 慶應義塾大 太田女高 希望ヶ丘高 宇都宮南高

トラック審判長　： 髙橋  勝則 8月24日10:00晴れ34℃51%南西1.2m/s 8月25日9:30晴れ34℃51%南東0.8m/s 8月26日9:30晴れ34.5℃48%東1.1m/s
フィールド審判長： 加藤  祐司 8月24日11:00晴れ35℃52%南東1.5m/s 8月25日10:00晴れ34.5℃48%北東0.6m/s 8月26日10:00晴れ34℃48%南東1.2m/s
混 成 審 判 長　： 田中  恵一 8月24日12:00晴れ35℃52%東北東1.6m/s 8月25日11:00晴れ35℃48%南2.8m/s 8月26日11:00晴れ33.5℃47%北東1.7m/s
記　録　主　任　： 吉田  正 8月24日13:00晴れ34.5℃48%南東1.8m/s 8月25日12:00晴れ34.5℃45%南2.0m/s 8月26日12:00晴れ34℃42%南南東1.0m/s

8月24日14:00晴れ34.5℃48%南東2.4m/s 8月25日13:00晴れ34.5℃45%南東1.6m/s 8月26日13:00晴れ34℃45%北1.5m/s
8月24日15:00晴れ34.5℃48%東1.9m/s 8月25日14:00晴れ34.5℃42%東1.9m/s 8月26日14:00晴れ34.5℃40%南2.1m/s
8月24日16:00晴れ34.5℃43%南東1.1m/s 8月25日15:00晴れ34.5℃39%南3.4m/s 8月26日15:00晴れ34.5℃34%北東2.5m/s
8月24日17:00晴れ34℃45%南1.2m/s 8月25日16:00晴れ34℃38%東1.8m/s 8月26日14:00晴れ34℃34%東2.2m/s

8月25日17:00晴れ33.5℃38%東2.1m/s
8月25日18:00晴れ33.5℃38%東1.7m/s

200m 800m 100mH 走高跳 走
幅跳 砲丸投 やり投

27.33/-3.2  2:25.31
14.87/+1.5  1m59  4m92/+1.0
9m83  35m45

25.79/+0.0  2:30.60
15.25/+0.4  1m56  5m26/+1.2
8m69  30m36

NGR=大会新 HBP=日本高校最高 EGR=大会タイ W=追風参考 

27.60/-3.2  2:36.26
15.63/+1.5  1m35  4m97/-0.6
9m20  31m94

27.14/+0.0  2:34.63
16.33/+0.4  1m45  5m11/+0.8
8m40  33m76

27.61/-0.2  2:31.79
15.03/+1.5  1m50  5m19/+1.4
8m51  28m30

26.99/-0.2  2:37.66
16.83/+0.4  1m40  5m07/+1.3
10m88  36m93

26.73/-0.2  2:34.22
15.26/+0.4  1m50  5m15/+0.0
9m19  37m27

28.04/-3.2  2:27.29  15.62/-
0.9  1m56  4m94/+1.7  9m69
33m11


