
開 始 完 了

1 10:00 南 男 １００ｍ ８種 ２組 09:35 09:45

2 10:10 北 男 １００ｍ ８種 ２組 09:45 09:55

3 10:20 南 女 ４００ｍ 予選 ３－２＋２ 09:55 10:05

4 10:35 北 女 ４００ｍ 予選 ３－２＋２ 10:10 10:20

5 10:50 南 男 ４００ｍ 予選 ３－２＋２ 10:25 10:35

6 11:05 北 男 ４００ｍ 予選 ３－２＋２ 10:40 10:50

7 11:20 南 男 １５００ｍ 予選 ２－５＋２ 10:55 11:05

8 11:40 北 男 １５００ｍ 予選 ２－５＋２ 11:15 11:25

9 12:00 南 女 １５００ｍ 予選 ２－５＋２ 11:35 11:45

10 12:20 北 女 １５００ｍ 予選 ２－５＋２ 11:55 12:05

11 12:40 南 女 ５０００ｍＷ 決勝 12:15 12:25

12 13:30 南 女 ４００ｍ 決勝 13:05 13:15

13 13:40 北 女 ４００ｍ 決勝 13:15 13:25

14 13:50 南 男 ４００ｍ 決勝 13:25 13:35

15 14:00 北 男 ４００ｍ 決勝 13:35 13:45

16 14:10 北 女 ５０００ｍＷ 決勝 13:45 13:55

17 15:00 南 男 １５００ｍ 決勝 14:35 14:45 オーダー

18 15:10 北 男 １５００ｍ 決勝 14:45 14:55 提出締切

19 15:25 南 女 ４ｘ１００ｍＲ 予選 ３－２＋２ 15:00 15:10 14:10

20 15:45 北 女 ４ｘ１００ｍＲ 予選 ３－２＋２ 15:20 15:30 14:30

21 16:05 南 男 ４ｘ１００ｍＲ 予選 ３－２＋２ 15:40 15:50 14:50

22 16:25 北 男 ４ｘ１００ｍＲ 予選 ３－２＋２ 16:00 16:10 15:10

23 16:45 南 男 ４００ｍ ８種 ２組 混成控室 16:25

24 16:55 北 男 ４００ｍ ８種 ２組 混成控室 16:35

開 始 完 了

1 10:00 南 女 棒高跳 決勝 バックストレート 08:20 08:30

2 10:00 南 女 走高跳 決勝 Bゾーン 09:05 09:15

3 11:30 南 男 走幅跳 ８種 メインA 混成控室 10:50

4 11:30 北 男 走幅跳 ８種 メインB 混成控室 10:50

5 13:30 北 女 走高跳 決勝 Bゾーン 12:35 12:45

6 13:30 南 男 棒高跳 決勝 バックストレート 11:50 12:00

7 13:30 南 男 走幅跳 決勝 メインA 12:35 12:45

8 13:30 北 男 走幅跳 決勝 メインB 12:35 12:45

〈投てき競技〉

開 始 完 了

1 10:00 北 男 砲丸投 決勝 Ｂゾーン 09:05 09:15

2 10:00 南 女 やり投 決勝 Aゾーン 09:05 09:15

3 12:30 北 女 やり投 決勝 Aゾーン 11:35 11:45

4 14:00 南 男 砲丸投 ８種 混成控室 13:20

5 14:00 北 男 砲丸投 ８種 混成控室 13:20

6 15:00 南 男 ハンマー投 決勝 Ａゾーン 13:50 14:00

ピット
招 集 時 刻

補助競技場

No
競技開始
時      刻

地区 性別 種目 種別

招 集 時 刻

〈跳躍競技〉

No
競技開始
時      刻

地区 性別 種目 種別 ピット
招 集 時 刻

2019 関東高等学校陸上競技大会 競技日程

〈第１日目〉　　　６月１４日（金）

〈トラック競技〉

No
競技開始
時      刻

地 区 性 別 種 目 種 別 組・着・＋



開 始 完 了

1 10:00 南 男 １１０ｍ ８種 ２組 09:35 09:45

2 10:10 北 男 １１０ｍ ８種 ２組 09:45 09:55

3 10:25 南 女 １００ｍ 予選 ４－３＋４ 10:00 10:10

4 10:40 北 女 １００ｍ 予選 ４－３＋４ 10:15 10:25

5 10:55 南 男 １００ｍ 予選 ４－３＋４ 10:30 10:40

6 11:10 北 男 １００ｍ 予選 ４－３＋４ 10:45 10:55

7 11:30 南 女 ４００ｍ 予選 ３－２＋２ 11:05 11:15

8 11:45 北 女 ４００ｍ 予選 ３－２＋２ 11:20 11:30

9 12:05 南 男 ４００ｍ 予選 ３－２＋２ 11:40 11:50

10 12:20 北 男 ４００ｍ 予選 ３－２＋２ 11:55 12:05

11 12:40 南 女 １００ｍ 決 ２－４ 12:15 12:25

12 12:50 北 女 １００ｍ 決 ２－４ 12:25 12:35

13 13:00 南 男 １００ｍ 決 ２－４ 12:35 12:45

14 13:10 北 男 １００ｍ 決 ２－４ 12:45 12:55

15 13:20 南 女 １５００ｍ 決勝 12:55 13:05

16 13:30 北 女 １５００ｍ 決勝 13:05 13:15

17 13:40 南 男 ５０００ｍ 決勝 13:15 13:25

18 14:05 北 男 ５０００ｍ 決勝 13:40 13:50

19 14:30 南 女 １００ｍ 決勝 14:05 14:15

20 14:40 北 女 １００ｍ 決勝 14:15 14:25

21 14:50 南 男 １００ｍ 決勝 14:25 14:35

22 15:00 北 男 １００ｍ 決勝 14:35 14:45

23 15:15 南 女 ４００ｍ 決勝 14:50 15:00

24 15:25 北 女 ４００ｍ 決勝 15:00 15:10

25 15:35 南 男 ４００ｍ 決勝 15:10 15:20

26 15:45 北 男 ４００ｍ 決勝 15:20 15:30

27 16:00 南 男 １５００ｍ ８種 １組 混成控室 15:40 オーダー

28 16:10 北 男 １５００ｍ ８種 １組 混成控室 15:50 提出締切

29 16:25 南 女 ４ｘ１００ｍＲ 決勝 16:00 16:10 15:10

30 16:35 北 女 ４ｘ１００ｍＲ 決勝 16:10 16:20 15:20

31 16:45 南 男 ４ｘ１００ｍＲ 決勝 16:20 16:30 15:30

32 16:55 北 男 ４ｘ１００ｍＲ 決勝 16:30 16:40 15:40

開 始 完 了

1 10:00 北 女 棒高跳 決勝 バックストレート 08:20 08:30

2 13:30 北 男 棒高跳 決勝 バックストレート 11:50 12:00

3 13:30 南 男 走高跳 ８種 ＢゾーンＡ 混成控室 12:50

4 13:30 北 男 走高跳 ８種 ＢゾーンＢ 混成控室 12:50

開 始 完 了

1 09:30 北 女 投 決勝 Ａゾーン 08:35 08:45

2 10:00 南 男 砲丸投 決勝 Ｂゾーン 09:05 09:15

3 11:00 南 男 やり投 ８種 混成控室 10:20

4 11:00 北 男 やり投 ８種 混成控室 10:20

5 12:00 南 女 投 決勝 Ａゾーン 11:05 11:15

6 15:00 北 男 ハンマー投 決勝 Ａゾーン 13:50 14:00

補助競技場

〈投てき競技〉

No
競技開始
時      刻

地区 性別 種目 種別 ピット
招 集 時 刻

招 集 時 刻

〈跳躍競技〉

No
競技開始
時      刻

地区 性別 種目 種別 ピット
招 集 時 刻

2019 関東高等学校陸上競技大会 競技日程

〈第２日目〉　　　６月１５日（ ）

〈トラック競技〉

No
競技開始
時 刻

地 区 性 別 種 目 種 別 組・着・＋



開 始 完 了

1 09:30 南 女 １００ｍ 種 ２組 09:05 09:15

2 09:40 北 女 １００ｍ 種 ２組 09:15 09:25

3 09:55 南 女 ８００ｍ 予選 ３－２＋２ 09:30 09:40

4 10:10 北 女 ８００ｍ 予選 ３－２＋２ 09:45 09:55

5 10:25 南 男 ８００ｍ 予選 ３－２＋２ 10:00 10:10

6 10:40 北 男 ８００ｍ 予選 ３－２＋２ 10:15 10:25

7 10:55 南 女 ２００ｍ 予選 ３－２＋２ 10:30 10:40

8 11:05 北 女 ２００ｍ 予選 ３－２＋２ 10:40 10:50

9 11:20 南 男 ２００ｍ 予選 ３－２＋２ 10:55 11:05

10 11:30 北 男 ２００ｍ 予選 ３－２＋２ 11:05 11:15

11 11:40 南 男 ５０００ｍＷ 決勝 11:15 11:25

12 12:15 南 女 ８００ｍ 決勝 11:50 12:00

13 12:25 北 女 ８００ｍ 決勝 12:00 12:10

14 12:35 南 男 ８００ｍ 決勝 12:10 12:20

15 12:45 北 男 ８００ｍ 決勝 12:20 12:30

16 12:55 北 男 ５０００ｍＷ 決勝 12:30 12:40

17 13:30 南 女 ２００ｍ 決勝 13:05 13:15

18 13:40 北 女 ２００ｍ 決勝 13:15 13:25

19 13:50 南 男 ２００ｍ 決勝 13:25 13:35

20 14:00 北 男 ２００ｍ 決勝 13:35 13:45

21 14:10 南 男 ３０００ｍ 予選 ２－５＋２ 13:45 13:55 オーダー

22 14:45 北 男 ３０００ｍ 予選 ２－５＋２ 14:20 14:30 提出締切

23 15:20 南 女 ４ｘ４００ｍＲ 予選 ３－２＋２ 14:55 15:05 14:05

24 15:45 北 女 ４ｘ４００ｍＲ 予選 ３－２＋２ 15:20 15:30 14:30

25 16:10 南 男 ４ｘ４００ｍＲ 予選 ３－２＋２ 15:45 15:55 14:55

26 16:35 北 男 ４ｘ４００ｍＲ 予選 ３－２＋２ 16:10 16:20 15:20

27 17:00 南 女 ２００ｍ 種 ２組 混成控室 16:40

28 17:10 北 女 ２００ｍ 種 ２組 混成控室 16:50

開 始 完 了

2 10:00 南 女 走幅跳 決勝 09:05 09:15

3 10:00 北 女 走幅跳 決勝 09:05 09:15

4 11:00 南 女 走高跳 種 BゾーンＡ 混成控室 10:20

5 11:00 北 女 走高跳 種 BゾーンＢ 混成控室 10:20

7 14:30 南 男 走高跳 決勝 BゾーンＡ 13:35 13:45

8 14:30 北 男 走高跳 決勝 BゾーンＢ 13:35 13:45

開 始 完 了

1 09:30 南北 女 ハンマー投 決勝 Ａゾーン 08:20 08:30

2 12:30 南 男 やり投 決勝 Aゾーン 11:35 11:45

3 14:00 南 女 砲丸投 種 混成控室 13:20

4 14:00 北 女 砲丸投 種 混成控室 13:20

5 15:30 北 男 やり投 決勝 Aゾーン 14:35 14:45

補助競技場

招 集 時 刻

〈投てき競技〉

No
競技開始
時      刻

地区 性別 種目 種別 ピット
招 集 時 刻

招 集 時 刻

〈跳躍競技〉

No
競技開始
時      刻

地区 性別 種目 種別 ピット

2019 関東高等学校陸上競技大会 競技日程

〈第３日目〉　　  ６月１６日（日）　　 １４ ０５ １５ １０ 時 １時 て

〈トラック競技〉

No
競技開始
時 刻

地 区 性 別 種 目 種 別 組・着・＋



開 始 完 了

1 10:00 南 女 １００ｍ 予選 ４－３＋４ 09:35 09:45

2 10:20 北 女 １００ｍ 予選 ４－３＋４ 09:55 10:05

3 10:45 南 男 １１０ｍ 予選 ４－３＋４ 10:20 10:30

4 11:05 北 男 １１０ｍ 予選 ４－３＋４ 10:40 10:50

5 11:30 南 女 ３０００ｍ 決勝 11:05 11:15

6 11:45 北 女 ３０００ｍ 決勝 11:20 11:30

7 12:05 南 女 １００ｍ 決 ２－４ 11:40 11:50

8 12:15 北 女 １００ｍ 決 ２－４ 11:50 12:00

9 12:30 南 男 １１０ｍ 決 ２－４ 12:05 12:15

10 12:40 北 男 １１０ｍ 決 ２－４ 12:15 12:25

11 12:55 南 男 ３０００ｍ 決勝 12:30 12:40

12 13:10 北 男 ３０００ｍ 決勝 12:45 12:55

13 13:40 南 女 １００ｍ 決勝 13:15 13:25

14 13:50 北 女 １００ｍ 決勝 13:25 13:35

15 14:05 南 男 １１０ｍ 決勝 13:40 13:50

16 14:15 北 男 １１０ｍ 決勝 13:50 14:00

17 14:30 南 女 ８００ｍ 種 ２組 混成控室 14:10 オーダー

18 14:45 北 女 ８００ｍ 種 ２組 混成控室 14:25 提出締切

19 15:00 南 女 ４ｘ４００ｍＲ 決勝 14:35 14:45 13:45

20 15:10 北 女 ４ｘ４００ｍＲ 決勝 14:45 14:55 13:55

21 15:20 南 男 ４ｘ４００ｍＲ 決勝 15:55 15:05 14:05

22 15:30 北 男 ４ｘ４００ｍＲ 決勝 15:05 15:15 14:15

開 始 完 了

1 09:30 南 女 走幅跳 種 バックＡ 08:35 08:45

2 09:30 北 女 走幅跳 種 バックＢ 08:35 08:45

3 09:30 南 女 跳 決勝 メインＡ 08:35 08:45

4 11:00 南 男 跳 決勝 バックＡ 10:05 10:15

5 11:00 北 男 跳 決勝 バックＢ 10:05 10:15

6 12:30 北 女 跳 決勝 メインＢ 11:35 11:45

開 始 完 了

1 09:30 南 男 投 決勝 Ａゾーン 08:35 08:45

2 10:00 北 女 砲丸投 決勝 Ｂゾーン 09:05 09:15

3 11:30 南 女 やり投 種 混成控室 10:50

4 11:30 北 女 やり投 種 混成控室 10:50

5 12:30 南 女 砲丸投 決勝 Ｂゾーン 11:35 11:45

6 12:30 北 男 投 決勝 Ａゾーン 11:35 11:45

補助競技場

〈投てき競技〉

No
競技開始
時      刻

地区 性別 種目 種別 ピット
招 集 時 刻

招 集 時 刻

〈跳躍競技〉

No
競技開始
時      刻

地区 性別 種目 種別 ピット
招 集 時 刻

2019 関東高等学校陸上競技大会 競技日程

〈第４日目〉　　　６月１ 日（月）

〈トラック競技〉

No
競技開始
時 刻

地 区 性 別 種 目 種 別 組・着・＋



日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2019/06/14 10:00 晴 25.0 65 南東 1.6

11:00 晴 26.5 57 南東 2.1

12:00 晴 25.5 57 南東 2.1

13:00 晴 24.5 51 南東 1.6

14:00 晴 24.5 60 南東 1.8

15:00 晴 23.5 64 南東 2.8

16:00 晴 23.5 64 南 2.4

17:00 晴 22.5 70 南 1.4

2019/06/15 09:30 雨 16.5 95 北東 1.8

10:00 雨 16.5 95 北 0.8

11:00 雨 17.5 95 北東 1.7

12:00 雨 17.0 95 南東 3.2

13:00 雨 17.0 95 東北東 2.7

14:00 雨 17.0 95 北東 3.2

15:00 雨 17.5 95 北東 4.2

16:00 雨 18.0 95 北東 4.9

2019/06/16 09:30 晴 23.5 75 南南西 1.9

10:00 晴 25.0 68 南西 2.0

11:00 晴 27.0 66 南西 2.5

12:00 晴 28.5 51 南西 2.9

13:00 晴 28.0 47 西 3.4

14:00 雨 28.5 48 西 2.7

15:00 曇 26.0 69 東 1.6

16:00 晴 26.5 55 北東 2.1

17:00 晴 26.5 52 東 1.0

18:00 晴 26.0 62 南西 1.0

2019/06/17 09:30 晴 26.0 40 南東 1.9

10:00 晴 27.0 41 南東 1.9

11:00 晴 26.0 36 北北東 2.5

12:00 晴 28.0 36 南東 1.9

13:00 晴 27.0 38 北北東 1.5

14:00 晴 26.5 36 北北東 1.2

15:00 晴 23.5 56 南東 1.4

※６月１５日　荒天が予想されたため，棒高跳を１６日に延期した。

※６月１５日　北関東男子100m準決勝２組は，暴風雨のため風速の計測ができなかった。

※６月１６日　雷雨のため14:05～15:10一時中断，以後１時間ずつ遅れて実施した。



日付 種目

設楽 王我(3) 10.51 井上 直紀(1) 10.54 高木 陸(2) 10.56 岩本 康佑(2) 10.63 鈴木 碧斗(3) 10.64 谷島 大貴(3) 10.69 吉野 陽輝(3) 10.79 堀 拓斗(2) 10.83

埼 玉・西武文理 群 馬・高崎 茨 城・土浦湖北 埼 玉・伊奈学園総合 埼 玉・大宮北 茨 城・土浦日大 埼 玉・川越東 茨 城・土浦日大

豊田 颯(3) 21.77 金井 太陽(3) 21.94 千田 杜真寿(2) 21.99 関根 功織(2) 22.03 設楽 王我(3) 22.07 岩本 康佑(2) 22.07 谷島 大貴(3) 22.20 野本 陸斗(3) 22.28

茨 城・日立工 群 馬・東京農大二 茨 城・茨城キリスト 栃 木・宇都宮 埼 玉・西武文理 埼 玉・伊奈学園総合 茨 城・土浦日大 埼 玉・花咲徳栄

地主 直央(3) 47.68 佐藤 敦輝(3) 48.46 友田 真隆(2) 48.68 佐々木 翼(3) 48.73 伊藤 俊明(2) 48.86 園田 竜冶(3) 48.99 北澤 徹(3) 49.04 岡野 太一(3) 49.33

埼 玉・川越東 埼 玉・所沢 埼 玉・川越東 茨 城・霞ヶ浦 群 馬・前橋育英 群 馬・桐生第一 茨 城・東洋大牛久 茨 城・下妻一
藤原 広翔(3) 1:53.23 鈴木 景仁(3) 1:53.56 土屋 勇貴(3) 1:54.15 石川 心(3) 1:54.24 靑木 陸(3) 1:54.32 太田 蓮斗(3) 1:55.27 渡邉 竣介(3) 1:59.87 須山 傑(3) 2:05.91

栃 木・作新学院 栃 木・國學院栃木 埼 玉・不動岡 埼 玉・武蔵越生 茨 城・水戸工 埼 玉・浦和実 群 馬・渋川 茨 城・水戸一

唐澤 拓海(3) 3:49.87 北村 光(3) 3:51.74 石田 洸介(2) 3:52.41 奥山 輝(3) 3:54.12 工藤 巧夢(2) 3:55.18 赤津 勇進(3) 3:56.88 平山 大雅(3) 3:59.77 帰山 侑大(1) 4:00.32

埼 玉・花咲徳栄 群 馬・樹徳 群 馬・東京農大二 埼 玉・浦和実 栃 木・那須拓陽 茨 城・日立工 栃 木・宇都宮 群 馬・樹徳

唐澤 拓海(3) 14:29.37 石田 洸介(2) 14:36.77 久保田 徹(3) 14:37.65 伊井 修司(3) 14:39.27 赤津 勇進(3) 14:39.63 赤坂 匠(3) 14:48.21 青柿 響(3) 14:53.20 佐藤 真優(3) 14:53.41
埼 玉・花咲徳栄 群 馬・東京農大二 埼 玉・聖望 群 馬・東京農大二 茨 城・日立工 群 馬・樹徳 埼 玉・聖望 茨 城・東洋大牛久

菅谷 拓海(3) 14.50 中村 奏斗(3) 14.65 福島 歩武(3) 14.79 栗田 拓実(3) 14.81 吉田 龍生(3) 14.82 宮﨑 大成(3) 14.89 有江 祥真(2) 15.05 中里 碧翔(1) 15.61
栃 木・さくら清修 群 馬・西邑楽 埼 玉・坂戸西 群 馬・四ツ葉学園 栃 木・白鴎大足利 群 馬・吾妻中央 栃 木・真岡 栃 木・白鴎大足利

金井 嘉哉(3) 54.87 中井 脩太(3) 55.76 内田 愛斗(3) 55.95 森 誠也(3) 55.97 有江 祥真(2) 56.44 宮﨑 大成(3) 56.78 若林 樹(2) 1:00.79

埼 玉・昌平 埼 玉・深谷一 群 馬・前橋商 埼 玉・大宮東 栃 木・真岡 群 馬・吾妻中央 埼 玉・早大本庄

北村 光(3) 9:02.29 平山 大雅(3) 9:12.23 宗像 直輝(3) 9:14.60 亀田 航希(3) 9:15.46 大谷 健斗(3) 9:16.37 斎藤 舜太(3) 9:18.62 白石 達也(3) 9:20.98 中林 俊(3) 9:26.51

群 馬・樹徳 栃 木・宇都宮 群 馬・東京農大二 栃 木・佐野日大 埼 玉・川口市立 群 馬・桐生 茨 城・日立一 群 馬・高崎
眞下 太壱(3) 22:57.44 横田 浩人(3) 22:58.75 松本 祐翔(3) 23:00.11 小林 響平(3) 23:01.21 髙山 尚人(3) 23:03.80 北條 晴也(3) 23:06.81 秋山 勇人(3) 23:41.48 稲葉 奎人(3) 24:14.55

埼 玉・児玉 埼 玉・聖望 茨 城・日立工 埼 玉・坂戸西 群 馬・太田工 埼 玉・所沢西 茨 城・水戸工 群 馬・樹徳
群　馬・東京農大二 41.76 埼 玉・西武文理 42.02 群 馬・太田東 42.20 栃 木・作新学院 42.21 茨　城・つくば秀英 42.47 茨　城・茨城キリスト 42.58 埼 玉・大宮東 42.83

金井 太陽(3) 岩本 祐弥(2) 柿本 悠伊(3) 齋藤 海斗(3) 児矢野 佑都(2) 猿田 宙光(3) 大水 竜馬(2)

渡邉 雄宇(2) 三輪 颯太(2) 柿沼 天我(3) ｶﾄﾗﾙ ﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ(2) 吉田 温大(3) 荻津 圭吾(3) 森 誠也(3)

三留 伊織(3) 二重作 斗羽(3) 近江 清能(3) 古島 匠稀(3) 井上 翔太(2) 祝 晴登(3) 平野 佑真(2)

栁田 大輝(1) 設楽 王我(3) 藤田 徹(3) ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ(2) 山田 吾(1) 千田 杜真寿(2) 工藤 稜(3)
群　馬・東京農大二 3:15.28 茨 城・下妻一 3:15.80 群 馬・桐生第一 3:15.97 埼 玉・埼玉栄 3:17.29 埼 玉・大宮北 3:17.40 群 馬・前橋育英 3:17.55 埼 玉・立教新座 3:18.34 茨 城・土浦湖北 3:18.87

上田 昌弥(3) 新野 孝典(3) 塩野 文都(3) 神田 有希(3) 永井 翼(3) 伊藤 俊明(2) 山本 純太郎(3) 伊早坂 凌士(3)

金井 太陽(3) 岡野 太一(3) 鈴木 音雄(3) 志賀 康晟(2) 鈴木 颯斗(3) 小菅 永遠(2) 佐藤 蓮(3) 佐藤 修斗(3)

渡邉 雄宇(2) 堀江 瞬(3) 白石 皓暉(3) 坂上 幹斗(2) 渡邊 渚斗(2) 新井 健将(3) 宮﨑 暉(1) 大関 隼輝(2)

松本 龍英(2) 神門 研吾(3) 園田 竜冶(3) 文狭 悠(3) 鈴木 碧斗(3) 足尾 遼(2) 飯濵 友太郎(3) 長谷川 貴也(3)

大平 海史(3) 2m04 茂呂 碧斗(3) 2m01 柿沼 幸輝(3) 1m98 横田 空羽太(1) 1m98 大山 凌雅(2) 1m95 小松澤 祥太(3) 1m95 角田 リコ(1) 1m90
群 馬・高崎 茨 城・古河中等 埼 玉・羽生一 埼 玉・東野 群 馬・東京農大二 茨 城・牛久 埼 玉・八潮

富井 海斗(2) 1m90

群 馬・桐生南

古澤 一生(2) 4m90 髙橋 陸人(2) 4m80 柄澤 智哉(2) 4m80 小暮 七斗(1) 4m70 末吉 哲人(3) 4m60 橋本 樹(3) 4m60

群 馬・前橋育英 群 馬・樹徳 群 馬・前橋育英 群 馬・樹徳 埼 玉・羽生一 埼 玉・越谷南
小林 拓己(3) 4m70 鈴木 健礼(3) 4m60

群 馬・市立前橋 茨 城・水戸商
栁田 大輝(1) 7m26(+0.8) 鈴木 碧斗(3) 7m21(+1.8) 中島 大空(3) 7m21(+4.1) 村上 潤(3) 7m19(+1.9) 江田 拓斗(3) 7m19(+0.8) 浦部 拓磨(3) 7m13(-0.2) 中島 陽輝(3) 7m11(+3.1) 大前 遼馬(2) 6m94(-0.6)

群 馬・東京農大二 埼 玉・大宮北 群 馬・市立太田 公認6m73(+0.1) 栃 木・那須拓陽 埼 玉・昌平 埼 玉・川口市立 群 馬・市立太田 公認6m94(+2.0) 茨 城・土浦湖北

根岸 拓未(3) 14m36(+3.4) 吉川 遼祐(3) 14m26(+0.7) 小堀 健斗(3) 14m25(+0.8) 中島 陽輝(3) 14m19(-0.3) 宇田 陸人(3) 14m09(-0.2) 室井 颯太(3) 14m03(-1.2) 村加 亘翼(3) 14m02(-2.4) 増田 悠人(3) 13m79(-0.3)

埼 玉・不動岡 公認14m15(+1.0) 埼 玉・豊岡 埼 玉・宮代 群 馬・市立太田 群 馬・前橋育英 栃 木・矢板東 埼 玉・杉戸 埼 玉・西武文理

藤田 天史(3) 15m05 岡田 大輝(3) 14m44 大塚 優太朗(3) 14m15 久保田 亞央(3) 14m02 磯田 力(3) 13m99 神部 雄大(2) 13m77 真中 貴与史(3) 13m46 勝山 恵介(3) 13m41

栃 木・青藍泰斗 埼 玉・進修館 埼 玉・進修館 群 馬・桐生 栃 木・文星芸大附 群 馬・吉井 茨 城・古河中等 埼 玉・豊岡

沼田 浩士(3) 43m52 大塚 優太朗(3) 43m28 磯田 力(3) 42m37 山口 翔(3) 41m71 嶋田 裕二(2) 40m43 長嶋 大樹(3) 40m31 髙橋 春裕(2) 39m99 小倉 洸哉(3) 39m86
茨 城・鉾田二 埼 玉・進修館 栃 木・文星芸大附 群 馬・桐生第一 栃 木・青藍泰斗 茨 城・土浦湖北 埼 玉・川口市立 栃 木・矢板

岡田 大輝(3) 57m35 大島 瑶(3) 56m60 太﨑 秀隆(3) 54m76 仲沢 夢孫(3) 54m35 高橋 勇二(3) 54m32 磯田 力(3) 53m92 足立 陸(3) 48m22 石井 智哉(3) 48m19

埼 玉・進修館 栃 木・矢板 群 馬・関東学園大附 群 馬・吾妻中央 栃 木・真岡工 栃 木・文星芸大附 茨 城・多賀 埼 玉・坂戸西

中根 大翔(3) 60m54 楳澤 寿稀(3) 56m88 藤田 天史(3) 56m75 木野内 辰登(3) 56m40 重藤 明夫(3) 55m94 山名 勇吹(3) 55m94 中野 玲亜(2) 55m87 寺嶋 岳都(3) 54m97

茨 城・鉾田二 埼 玉・滑川総合 栃 木・青藍泰斗 茨 城・鉾田二 埼 玉・武南 茨 城・水海道一 茨 城・日立一 栃 木・佐野

金子 柊也(3) 5260点 栗田 拓実(3) 5112点 大前 遼馬(2) 5073点 原 龍生(3) 4957点 横山 昇太(2) 4899点 清水 翼(3) 4762点 大草 悠希(3) 4601点 宇野 涼馬(3) 4569点
埼 玉・昌平 群 馬・四ツ葉学園 茨 城・土浦湖北 群 馬・前橋育英 群 馬・太田 埼 玉・花咲徳栄 茨 城・牛久 埼 玉・西武文理

北関東男子対校 東京農大二 59点 樹徳 31.5点 前橋育英 30点 進修館 28点 鉾田二 21点 西武文理 21点 日立工 21点 昌平 20点
北関東男子トラック 東京農大二 47点 日立工 21点 樹徳 20点 西武文理 19点 花咲徳栄 17点 川越東 16点 聖望 15点 宇都宮 14点
北関東男子ﾌｨｰﾙﾄﾞ 進修館 28点 鉾田二 21点 青藍泰斗/前橋育英 18点 市立太田 13点 文星芸大附 13点 東京農大二 12点 樹徳 11.5点
北関東男子混成 昌平 8点 四ツ葉学園 7点 土浦湖北 6点 前橋育英 5点 太田 4点 花咲徳栄 3点 牛久 2点 西武文理 1点

凡例  ＝GR:大会タイ記録 GR:大会記録

対抗得点

16.25(+0.1)-41m75-1m76-5:11.69 16.06(+0.4)-36m33-1m65-4:37.39 16.13(+0.1)-37m66-1m88-4:47.88 16.76(+0.4)-37m16-1m65-4:37.79 16.36(+0.4)-36m24-1m65-4:50.76 17.00(+0.1)-36m32-1m60-4:55.66

11.28(+0.1)-7m08(+2.7)-10m00-52.69 11.65(-2.6)-6m31(+0.8)-9m68-50.34 11.81(+0.1)-6m53(+4.2)-8m16-53.12 11.36(+0.1)-5m88(-0.7)-8m50-50.88 11.69(+0.1)-5m85(+2.8)-8m34-51.44 11.66(+0.1)-6m19(-0.4)-9m76-52.82

6月16日 北関東男子やり投

6月14日�
～15日

北関東男子八種競技
11.64(-2.6)-6m75(+0.5)-10m46-51.95 11.66(-2.6)-6m60(+2.7)-8m94-51.14

15.22(+0.4)-43m59-1m76-4:47.84 14.93(+0.4)-38m14-1m70-4:41.46

6月14日 北関東男子砲丸投

6月17日 北関東男子円盤投

6月15日 北関東男子ハンマー投

6月16日 北関東男子棒高跳

6月14日 北関東男子走幅跳

6月17日 北関東男子三段跳

6月15日 北関東男子4X100mR

6月17日 北関東男子4X400mR

6月16日 北関東男子走高跳

6月15日 北関東男子400mH

6月17日 北関東男子3000mSC

6月16日 北関東男子5000mW

6月14日 北関東男子1500m

6月15日 北関東男子5000m

6月17日
北関東男子110mH�

風：-0.5

6月16日
北関東男子200m�

風：-5.4

6月14日 北関東男子400m

6月16日 北関東男子800m

5位 6位 7位 8位

6月15日
北関東男子100m�

風：+2.0

1位 2位 3位 4位



日付 種目

宮武　 ー ラリー(3) 11.86 佐藤　天 (3) 11.95 鈴木　一葉(3) 11.97 名越　有 (3) 12.01 松永　 ら(2) 12.17 中條　 月(2) 12.17 本田　 (3) 12.20 白井　理子(3) 12.21

埼　玉・大宮東 埼　玉・星野 埼　玉・埼玉栄 茨　城・土浦日大中等 群　馬・伊 崎清明 群　馬・ 愛学園 茨　城・牛久 茨　城・牛久栄進
宮武　 ー ラリー(3) 24.63 神藤　未弥(3) 25.06 白井　理子(3) 25.15 鈴木　一葉(3) 25.22 佐藤　天 (3) 25.34 ー 　 (3) 25.38 大野　 奈(2) 25.50 名越　有 (3) 25.69

埼　玉・大宮東 群　馬・ 愛学園 茨　城・牛久栄進 埼　玉・埼玉栄 埼　玉・星野 茨　城・土浦日大 埼　玉・埼玉栄 茨　城・土浦日大中等

吉中　日 子(3) 55.68 塩 　未 (3) 56.31 大野　 奈(2) 56.63 江 　鈴音(2) 57.03 松下　真生子(3) 57.54 髙橋　 仁(3) 57.65 タ 　 (1) 58.02 関口　 (3) 58.97

埼　玉・和光 埼　玉・埼玉栄 埼　玉・埼玉栄 埼　玉・大宮東 群　馬・新島学園 栃　木・國學院栃木 埼　玉・埼玉栄 埼　玉・伊奈学園総合

福田　 (3) 2:10.88 木下　 那(1) 2:11.51 羽　 奈(1) 2:12.46 飯塚　 (2) 2:12.71 大山　 花(1) 2:13.86 吉田　 央(3) 2:14.07 小暮　真 (2) 2:15.49 太田　 (1) 2:25.60

埼　玉・東京農大三 埼　玉・昌平 埼　玉・昌平 栃　木・白鴎大足利 群　馬・ 愛学園 埼　玉・埼玉栄 埼　玉・所沢西 栃　木・白鴎大足利

宮　 奈(3) 4:35.52 吉井　 咲(3) 4:35.76 四 　 奈(2) 4:35.84 林　亜 (3) 4:36.68 宮内　志 (3) 4:37.19 藤原　 奈(2) 4:37.23 河野　 (2) 4:37.37 山 　 らら(3) 4:38.68

茨　城・水城 埼　玉・本庄東 埼　玉・昌平 群　馬・ 茨　城・茨城キリスト 栃　木・白鴎大足利 埼　玉・昌平 群　馬・

星野　輝 (2) 9:35.01 宮内　志 (3) 9:42.15 小林　 (3) 9:44.53 四 　 奈(2) 9:44.76 野本　未 (3) 9:45.51 中村　 (2) 9:50.08 林　亜 (3) 9:50.80 子　 実(1) 9:51.79

群　馬・ 茨　城・茨城キリスト 栃　木・那須拓陽 埼　玉・昌平 群　馬・東京農大二 埼　玉・埼玉栄 群　馬・ 群　馬・前橋東

本田　 (3) 14.18 田　実 (3) 14.48 　愛 (2) 14.56 野　咲希(3) 14.70 小林　 (3) 14.72 本松　史歩(2) 14.76 田口　真悠(1) 14.77 保 　晴 (3) 15.01

茨　城・牛久 群　馬・ 愛学園 埼　玉・埼玉栄 埼　玉・所沢北 茨　城・ 木中等 埼　玉・春日部東 埼　玉・埼玉栄 埼　玉・昌平

田中　 (3) 1:01.71 塩 　未 (3) 1:02.24 大野　 里 (3) 1:03.01 石澤　 弥(3) 1:03.15 小川　 織(3) 1:04.30 内　 咲(3) 1:05.00 矢口　 子(3) 1:05.46 村　 (3) 1:08.24

群　馬・ 愛学園 埼　玉・埼玉栄 埼　玉・大宮東 埼　玉・昌平 埼　玉・ 学院 埼　玉・草加 栃　木・國學院栃木 茨　城・ 園

藤井　 (3) 25:08.30 井　和 奈(2) 25:14.61 佐藤　 (3) 25:17.19 渋谷　七未(3) 25:23.54 髙橋　千里(3) 25:29.68 内藤　未 (2) 26:14.56 堀井　奏音(3) 26:53.87 寺山　愛 加(2) 27:14.59

埼　玉・所沢西 茨　城・水戸二 埼　玉・本庄東 埼　玉・蓮田松 茨　城・水海道一 栃　木・石橋 茨　城・下妻一 群　馬・太田

群　馬・ 愛学園 47.09 埼　玉・埼玉栄 47.26 栃　木・白鴎大足利 47.76 茨　城・土浦日大 47.89 栃　木・國學院栃木 47.93 栃　木・作新学院 48.09 埼　玉・大宮東 48.31 埼　玉・昌平 48.70

久保田　 羽(3) 大谷　く (1) 尾崎　 (3) 山口　 愛(2) 井　 (2) 倉澤　 (1) 山崎　 子(1) 倉田　羽七(3)

神藤　未弥(3) 宮　悠(2) 福田　 (3) 岡野　 (3) 古山　 優(2) 市川　亜 (3) 海　 花(3) 髙橋　侑希(1)

中條　 月(2) 　愛 (2) 関根　 (3) ー 　 (3) 髙橋　 仁(3) 山口　優 (1) 野　日 (2) 石澤　 弥(3)

田中　 (3) 鈴木　一葉(3) 保坂　日 (1) 　 り (1) 大橋　 友(3) 田中　 留実(2) 宮武　 ー ラリー(3) 八城　和 葉(3)

埼　玉・埼玉栄 3:45.44 埼　玉・大宮東 3:48.28 群　馬・ 愛学園 3:48.69 栃　木・國學院栃木 3:51.57 埼　玉・昌平 3:51.71 埼　玉・伊奈学園総合 3:52.52 栃　木・宇都宮 3:52.61 茨　城・茨城キリスト 3:57.42

塩 　未 (3) 江 　鈴音(2) 神藤　未弥(3) 矢口　 子(3) 石澤　 弥(3) 関口　 (3) 仁野平　千 (1) 大部　 (3)

鈴木　一葉(3) 大野　 里 (3) 崎　友希(3) 髙橋　 仁(3) 木　志織(3) 上野　 羽(3) 平山　 花(2) 中嶋　 り (2)

タ 　 (1) 関根　 (3) 大山　 花(1) 大橋　 友(3) 中林　優 (2) 野村　 嘉(2) 大山　 (1) 井　 (2)

大野　 奈(2) 宮武　 ー ラリー(3) 田中　 (3) 古山　 優(2) 八城　和 葉(3) 高橋　 (3) 鈴木　 ば(2) 澤　祐月(3)

岡野　弥幸(1) 1m70 加藤　海咲(1) 1m64 岡田　 花(1) 1m64 北 　 子(3) 1m61 齋藤　優羽(3) 1m61 谷内  実優(2) 1m61 鈴木　 (3) 1m58

埼　玉・埼玉栄 栃　木・那須拓陽 埼　玉・武南 埼　玉・ 谷 埼　玉・埼玉栄 群　馬・吾妻中央 茨　城・日立一

渡邉　里咲(2) 1m61

栃　木・作新学院

村　 子(2) 3m70 田　祐 (3) 3m60 根本　 (3) 3m40 木澤　仁海(3) 3m40 倉地　陽南(3) 3m20 高 　実侑(3) 3m20 和 　空 (2) 3m00

埼　玉・羽生一 群　馬・太田 埼　玉・越谷南 埼　玉・羽生一 埼　玉・草加 茨　城・鉾田二 茨　城・水戸二

大 　 (3) 3m20

群　馬・東京農大二

前野　 (2) 5m92(-0.5) 佐藤　優月(3) 5m89(+2.3) 齋藤　 音(3) 5m82(+2.8) 森 　紀葉(3) 5m80(+4.2) 宮　悠(2) 5m73(+3.6) 小 　亜 (3) 5m70(+1.5) 野田　 (1) 5m68(+3.3) 村　 月(1) 5m65(+3.2)

埼　玉・花咲徳栄 埼　玉・埼玉栄 公認5m69(+1.7) 群　馬・樹徳 公認5m71(+1.7) 群　馬・ 多農林 公認5m44(-0.8) 埼　玉・埼玉栄 公認5m61(+0.9) 埼　玉・聖望 栃　木・真岡 公認5m58(+0.4) 群　馬・高崎 公認5m52(+1.6)

下　若 (3) 12m23(+0.6) 大谷　実央(2) 12m03(+1.2) 山田　愛(3) 12m03(+1.3) 齋藤　 音(3) 12m00(-0.1) 　七海(3) 11m74(-0.2) 　南 (2) 11m62(+1.2) 　 (3) 11m54(-0.1) 小 　奈々 (3) 11m53(+2.2)

埼　玉・武南 GR 埼　玉・聖望 GR 埼　玉・聖望 GR 群　馬・樹徳 GR 栃　木・宇都宮中央 群　馬・新島学園 栃　木・白鴎大足利 埼　玉・浦和南 公認11m35(-0.2)

澤　希実(2) 12m53 風岡　 (3) 12m39 上神谷　咲 (3) 12m19 古森　花 (3) 12m18 田　 (3) 12m01 小暮　未 (3) 11m99 吉成　 羽(1) 11m70 矢口　輪花(2) 11m43

埼　玉・西武 栃　木・石橋 茨　城・茨城キリスト 埼　玉・西武 群　馬・前橋育英 群　馬・樹徳 栃　木・青藍泰斗 群　馬・桐生市商

稲 　 (3) 37m67 佐々木　未 (3) 37m41 上神谷　咲 (3) 37m26 鈴木　 子(2) 36m87 佐野　 (2) 36m09 大 　 (3) 35m58 小平　 子(2) 35m47 栗島　優都紀(3) 35m28

埼　玉・昌平 茨　城・水海道一 茨　城・茨城キリスト 栃　木・小山西 茨　城・明秀日立 茨　城・茨城キリスト 埼　玉・西武 埼　玉・早大本庄

　 (2) 48m13 野　真 (2) 44m61 中田　 (3) 43m77 早坂　晴 (3) 41m81 川　 (3) 39m64 立花　日和(3) 39m47 城下　友 (2) 38m97 津　 (3) 37m17

茨　城・水戸工 茨　城・霞ヶ浦 埼　玉・進修館 埼　玉・松山 栃　木・矢板 埼　玉・松山 茨　城・古河中等 群　馬・藤岡中央

地　真奈 (3) 44m21 津久井　夢(3) 44m05 　千裕(3) 44m03 亀谷　 生(1) 43m47 海　愛 (2) 43m41 澤　希実(2) 41m81 山崎　 (2) 41m04 海野　 (3) 40m91

茨　城・多賀 栃　木・青藍泰斗 栃　木・大田原 茨　城・茨城キリスト 埼　玉・花咲徳栄 埼　玉・西武 茨　城・鉾田二 茨　城・水戸工

小室　 (3) 4273点 新野　恵(3) 4206点 野　 (3) 3956点 田﨑　 (1) 3846点 中村　 (3) 3812点 中井　 (3) 3797点 川　花音(3) 3774点 佐藤　里優(2) 3772点

栃　木・作新学院 群　馬・高崎 大附 埼　玉・大宮東 栃　木・宇都宮 茨　城・水戸二 茨　城・ 園 群　馬・市立前橋 群　馬・桐生第一

北関東 子対校 埼玉栄 86点 昌平 45点 愛学園 43点 大宮東 42点 茨城キリスト 32点 西武 18点 白鴎大足利 17点 16点
北関東 子トラック 埼玉栄 64点 愛学園 43点 昌平 37点 大宮東 36点 16点 白鴎大足利 15点 國學院栃木 14点 本庄東 13点
北関東 子ﾌｨｰﾙﾄﾞ 埼玉栄 22点 茨城キリスト 20点 西武 18点 聖望 16点 武南 14点 樹徳 14点 羽生一 13点 花咲徳栄 12点
北関東 子混成 作新学院 8点 高崎 大附 7点 大宮東 6点 宇都宮 5点 水戸二 4点 園 3点 市立前橋 2点 桐生第一 1点

凡例  ＝GR:大会タイ記録 GR:大会記録

4m75(-0.6)-20m08-2:35.52 4m61(+0.5)-30m80-2:34.82

対抗得点

17.52(-3.1)-1m40-7m99-26.99(-0.7) 16.83(-2.4)-1m30-8m96-27.01(-0.7) 15.90(-2.4)-1m40-8m21-26.96(-0.5) 16.39(-2.4)-1m40-7m64-27.95(-0.5)

4m77(+1.4)-32m27-2:37.18 4m86(+0.9)-27m98-2:29.53 5m05(+3.0)-29m13-2:36.50 4m60(+1.0)-29m28-2:35.79 4m67(+1.7)-30m22-2:29.72 4m89(+5.0)-24m85-2:30.19

6月16日�
～17日

北関東 子七種競技
15.85(-3.1)-1m57-9m86-27.20(-0.5) 15.38(-2.4)-1m40-10m20-27.14(-0.5) 15.64(-2.4)-1m35-8m84-27.94(-0.7) 16.34(-3.1)-1m45-8m34-27.80(-0.7)

6月15日 北関東 子円盤投

6月16日 北関東 子ハンマー投

6月14日 北関東 子やり投

6月16日 北関東 子走幅跳

6月17日 北関東 子三段跳

6月17日 北関東 子砲丸投

6月17日 北関東 子4X400mR

6月14日 北関東 子走高跳

6月16日 北関東 子棒高跳

6月15日 北関東 子400mH

6月14日 北関東 子5000mW

6月15日 北関東 子4X100mR

6月15日 北関東 子1500m

6月17日 北関東 子3000m

6月17日
北関東 子100mH�

風：-1.4

6月16日
北関東 子200m�

風：-3.8

6月14日 北関東 子400m

6月16日 北関東 子800m

5位 6位 7位 8位

6月15日
北関東 子100m�

風：+2.2

1位 2位 3位 4位



日付 種目

塚口　哲平(3) 10.44 藤原　 人(2) 10.48 秀島　 (3) 10.48 堀田　竣斗(3) 10.51 高橋　哲也(3) 10.53 海 澤　蓮(2) 10.59 野　大生(3) 10.68 吉田　有佑(3) 10.74

東　京・明星 千　葉・東海大浦 千　葉・東海大浦 千　葉・野田中央 東　京・八王子 千　葉・西武 千葉 千　葉・千葉 明 千　葉・市立 橋

秀島　 (3) 21.47 木村　颯太(3) 21.61 小宮山　拓(3) 21.75 高橋　哲也(3) 21.86 海 澤　蓮(2) 21.93 部　隆佑(2) 21.93 松永　隆 介(3) 21.99 小金井　裕貴(3) 22.15

千　葉・東海大浦 東　京・明星学園 千　葉・八千代松 東　京・八王子 千　葉・西武 千葉 神奈川・ 洋 東　京・ 神奈川・ 沼

吉川　 (3) 48.26 小宮山　拓(3) 48.51 河本　直弥(3) 48.71 中島　佑 ｼﾞ ﾌ(3) 48.84 眞々田　洸大(2) 48.92 山本　 (2) 48.97 功 　友貴(3) 49.15 野　 多(3) 49.33

千　葉・千葉東 千　葉・八千代松 千　葉・東海大浦 東　京・城西 千　葉・成田 千　葉・八千代松 山　 ・ 西 神奈川・希望ヶ
ク イ ー ン　竜 (3) 1:49.39 石井　優吉(2) 1:50.82 金子　 人(3) 1:51.24 横田　悠斗(3) 1:53.72 田　翼(3) 1:54.13 宮下　 光(3) 1:54.52 井　 (3) 1:55.68 渡利　健人(2) 1:58.25

神奈川・ 洋 GR 千　葉・八千代松 千　葉・ ヶ谷 千　葉・市立 東　京・城西 神奈川・ 大学第二 千　葉・東海大浦 千　葉・東海大望洋

山田　俊輝(3) 3:51.52 石塚　陽士(2) 3:51.93 木　康 (2) 3:52.59 　立 (2) 3:53.19 栗原　直央(2) 3:53.27 谷　航 (2) 3:54.82 原　 太朗(2) 3:59.89 大野　雅也(2) 4:01.85

神奈川・川崎市立 東　京・早稲田実 東　京・城西 神奈川・ 木 東　京・野津田 千　葉・八千代松 千　葉・富里 千　葉・八千代松

石井　一希(3) 14:13.81 児玉　真輝(3) 14:22.36 石塚　陽士(2) 14:23.98 馬 園　 生(3) 14:25.30 力石　 (3) 14:26.86 伊東　 (3) 14:29.68 部　 作(3) 14:33.89 佐藤　 二(2) 14:39.40

千　葉・八千代松 神奈川・ 倉学園 東　京・早稲田実 神奈川・藤沢翔 神奈川・ 倉学園 神奈川・藤沢翔 東　京・國學院久我山 千　葉・市立 橋

村 　ラ ッ (3) 13.91 岡　巧(2) 14.50 髙橋　航平(3) 14.50 山　翔平(3) 14.59 森上　 (3) 14.60 山　真翔(3) 14.67 　 (3) 14.72 田　竜也(3) 14.74
千　葉・松戸 GR 神奈川・川崎市立 千　葉・東海大浦 東　京・立教 神奈川・ 南 千　葉・西武 千葉 神奈川・川崎市立 神奈川・川崎市立

髙橋　航平(3) 54.01 石渡　 寿(3) 54.67 新井　公貴(3) 54.76 松本　雅翔(3) 55.21 谷　龍(3) 55.36 豊田　 (2) 55.46 小島　 宗(3) 56.24 大川　颯斗(3) 56.51

千　葉・東海大浦 東　京・東京 神奈川・ 子 成 東　京・東京 千　葉・成田 東　京・桐 神奈川・ 洋 神奈川・横 市立金沢

大吉　優 (3) 9:07.11 内田　 利(3) 9:10.85 中 　空(3) 9:13.97 宮澤　徹(3) 9:14.41 板橋　遼大(3) 9:18.33 金田　遼祐(3) 9:19.84 村　織(3) 9:21.02 嶋田　舜紀(3) 9:21.87

千　葉・市立 橋 東　京・ 大 山　 ・ 東　京・國學院久我山 千　葉・ 大 千　葉・ 修大松戸 東　京・城西 東　京・多 学技

谷　康成(2) 21:48.23 石戸　 (3) 21:54.44 村越　優 (2) 21:54.99 吉川　 斗(3) 21:58.26 藤　俊介(3) 22:38.81 大 　歩(3) 22:46.73 宮﨑　　蓮(3) 23:24.88 荻原　那和(2) 25:45.89

神奈川・日本大学 東　京・東京実 神奈川・横 神奈川・中大附 横 千　葉・市立 子 千　葉・我孫子 千　葉・ 山南 山　 ・ 吹

東　京・明星学園 41.44 東　京・東京 41.74 神奈川・東海大 41.83 神奈川・川崎市立 41.85 東　京・八王子 42.08 神奈川・ 大学第二 42.23 千　葉・ 総合 42.23

崎　学(3) 飯野　 (3) 飯田　勝大(2) 　大暉(3) 小林　 介(2) 木　拓(2) 吉野　颯人(2)

堀江　優斗(2) 小野寺　潤(3) 深川　優樹(3) 岡　巧(2) 中村　仁平(2) 藤井　和寿(2) 三田寺　 (2)

木村　颯太(3) 太田　泰生(3) 倉岡　大貴(2) 田　竜也(3) 村田　愛武(2) 矢崎　稜典(3) 村山　 太(3)

吉田　 哉(2) 中村　圭 (2) 橋本　 生(1) 江戸　大祐(3) 高橋　哲也(3) 村上　優馬(2) 長江　佑人(2)

神奈川・ 洋 3:10.58 千　葉・東海大浦 3:11.28 東　京・明星学園 3:12.19 東　京・城西 3:12.54 千　葉・千葉東 3:12.81 千　葉・成田 3:12.90 千　葉・八千代松 3:13.45 神奈川・ 子 成 3:20.54

小田　 (2) 河本　直弥(3) 堀江　優斗(2) 木　隼哉(2) 地　主馬(2) 宇佐 　祐太(3) 清水　将貴(3) 工藤　 (3)

森木　龍弥(3) 藤原　 人(2) 木村　颯太(3) 角　 (1) 吉川　 (3) 眞々田　洸大(2) 小宮山　拓(3) 部　空 (3)

山本　 (3) 髙橋　航平(3) 吉田　 哉(2) 日高　裕 人(1) 古川　幹 (3) 　康輝(1) 山本　 (2) 小西　一真(3)

ク イ ー ン　竜 (3) 秀島　 (3) 寺内　智徳(2) 中島　佑 ｼﾞ ﾌ(3) 川上　智也(3) 谷　龍(3) 髙澤　優生(2) 新井　公貴(3)

南 　優吾(3) 2m07 青沼　徳大(3) 2m04 宮田　風(3) 2m04 武田　翔太(3) 2m01 生　涼馬(2) 2m01 谷本　健 (3) 1m95 下村　康 (3) 1m95

東　京・東京 千　葉・小金 東　京・東京 神奈川・ 神奈川・ 大学第二 神奈川・ 神奈川・

渡 　公己(3) 1m95

東　京・つばさ総合

山田　直 (3) 5m00 中野　隼斗(3) 5m00 三 　 太郎(3) 4m90 小林　直樹(2) 4m90 直井　 (3) 4m80 岡部　 (3) 4m70 石塚　隼人(3) 4m70 森本　竜二(3) 4m60

千　葉・日 大 神奈川・金井 東　京・明星学園 東　京・明星学園 千　葉・日 大 東　京・東京 千　葉・木 津総合 千　葉・木 津総合

海　勇斗(3) 7m49(+3.9) 澤田　空 (3) 7m24(+3.8) 松山　隼陽(3) 7m18(+2.8) 京角　 都(3) 7m16(+0.9) 井上　 (3) 7m16(+5.2) 武田　翔太(3) 7m11(+4.8) 中村　祐希(3) 6m96(+3.2) 井　 (2) 6m93(+4.7)
千　葉・東京学館 橋 公認7m34(-2.8) 千　葉・木 津総合 公認6m93(-0.7) 神奈川・三浦学 公認7m06(-0.2) 東　京・東京 東　京・東京 公認6m96(-0.1) 神奈川・ 公認7m02(+1.5) 千　葉・渋谷学園 公認6m94(+0.5) 千　葉・西武 千葉 公認記録

海　勇斗(3) 15m03(-0.2) 沼　 太郎(3) 14m77(-0.6) 根本　 (2) 14m72(+1.2) 本田　隼二郎(3) 14m71(+1.5) 田　 大(3) 14m54(-0.9) 三浦　和真(3) 14m53(-2.1) 水　康佑(3) 14m40(+2.6) 山本　智 (2) 14m26(+1.9)

千　葉・東京学館 橋 東　京・桐 千　葉・東京学館 橋 千　葉・ 総合 千　葉・成田 東　京・小山 千　葉・ 公認14m02(-1.5) 東　京・文京

井上　光陽(3) 17m27 井上　翼(2) 15m25 鈴木　愛 (3) 15m19 田　大晟(3) 14m95 木村　 (3) 14m43 増井　脩人(3) 14m37 大沢　 斗(3) 14m13 小森　直 (1) 13m93
千　葉・東京学館 橋 GR 東　京・東京 東　京・東京 東　京・東大和 神奈川・横 市立金沢 千　葉・東京学館 橋 東　京・東京 山　 ・

岩 　健太郎(2) 47m89 小森　裕翔(3) 47m54 倉　 (3) 46m99 井　優斗(3) 46m78 齋藤　祥太郎(3) 45m89 口　武(3) 43m62 藤田　海(3) 42m56 三坂　拓夢(3) 41m69

神奈川・川崎市立 千　葉・西武 千葉 東　京・田 東　京・東京 神奈川・ 東　京・東京 千　葉・八千代 千　葉・東京学館 橋

塩澤　拓海(3) 59m09 小野　 希(3) 55m79 部　雄太郎(3) 53m27 増井　脩人(3) 52m39 　和(2) 52m04 西岡　大 (2) 51m96 永嶋　隼弥(2) 51m02 井口　颯太(2) 50m06

千　葉・木 津総合 神奈川・小田原城北工 東　京・保 千　葉・東京学館 橋 東　京・東京 東　京・保 千　葉・木 津総合 千　葉・東京学館

鈴木　 (2) 63m56 伊東　武 (3) 61m02 山 　光(3) 58m93 渡 　康太(3) 58m75 大 　天(3) 58m45 岸田　 人(3) 57m42 山　翔史輝(2) 55m92 伊東　大輝(2) 55m44

山　 ・山 学院 東　京・ 田 千　葉・ 拓心 神奈川・ 子 神奈川・小田原城北工 神奈川・ 東　京・東京 神奈川・東海大

小 　 二朗(3) 5375点 清水　将貴(3) 5338点 岡　泰我(2) 5310点 　 (3) 5231点 桐　秀太(3) 5219点 大久保　志温(3) 4931点 石橋　新大(3) 4771点 佐藤　 (3) 4709点

東　京・文京 千　葉・八千代松 神奈川・ 洋 神奈川・川崎市立 東　京・日本工大 東　京・東京 神奈川・ 大学第二 神奈川・横 市立戸塚

南関東男子対校 東京 77点 東海大浦 50点 八千代松 44点 東京学館 橋 39点 川崎市立 36点 明星学園 32点 洋 27点 城西 22点
南関東男子トラック 東海大浦 50点 八千代松 37点 川崎市立 23点 城西 22点 洋 21点 明星学園 21点 東京 19点 早稲田実 13点
南関東男子ﾌｨｰﾙﾄﾞ 東京 55点 東京学館 橋 39点 木 津総合 20点 日 大 12点 小田原城北工 11点 明星学園 11点 保 9点 川崎市立 /山 学院 8点
南関東男子混成 文京 8点 八千代松 7点 洋 6点 川崎市立 5点 日本工大 4点 東京 3点 大学第二 2点 横 市立戸塚 1点

凡例  ＝GR:大会タイ記録 GR:大会記録

16.10(+1.3)-32m43-1m55-4:53.29 15.92(+1.3)-32m73-1m82-4:57.79

対抗得点

11.37(+0.7)-6m68(+1.2)-11m80-50.64 11.67(+0.7)-6m27(+3.6)-11m68-53.55 11.24(+0.7)-6m20(+2.7)-10m66-51.94 11.89(-0.8)-6m11(+0.8)-10m32-54.37

15.48(+1.3)-42m26-1m94-4:50.81 16.15(+1.3)-40m05-1m79-4:40.80 16.07(+2.0)-50m75-1m88-4:45.44 15.05(+2.0)-41m80-1m85-4:53.57 16.56(+1.3)-43m60-1m79-5:03.91 16.11(+2.0)-49m19-1m70-5:14.03

6月14日�
～15日

南関東男子八種競技
11.57(+0.7)-6m60(+1.1)-10m45-50.89 11.29(-0.8)-6m83(-1.4)-10m26-50.04 11.77(+0.7)-6m59(+1.7)-11m81-54.16 11.50(-0.8)-6m51(+0.9)-10m75-53.30

6月17日 南関東男子円盤投

6月14日 南関東男子ハンマー投

6月16日 南関東男子やり投

6月14日 南関東男子走幅跳

6月17日 南関東男子三段跳

6月15日 南関東男子砲丸投

6月17日 南関東男子4X400mR

6月16日 南関東男子走高跳

6月14日 南関東男子棒高跳

6月17日 南関東男子3000mSC

6月16日 南関東男子5000mW

6月15日 南関東男子4X100mR

6月15日 南関東男子5000m

6月17日
南関東男子110mH�

風：-0.1

6月15日 南関東男子400mH

6月14日 南関東男子400m

6月16日 南関東男子800m

6月14日 南関東男子1500m

6位 7位 8位

6月15日
南関東男子100m�

風：+6.0

6月16日
南関東男子200m�

風：-2.3

1位 2位 3位 4位 5位



日付 種目

景山　咲 (3) 11.65 三村　 実(3) 11.81 　 子(2) 11.86 石川　優(2) 11.88 田　 海(2) 11.98 小川　 り(3) 12.00 名　 (3) 12.05 沼　有咲(3) 12.06

千　葉・市立 橋 神奈川・東海大 東　京・八王子東 神奈川・ 洋 東　京・東京 神奈川・ 洋 千　葉・東海大浦 千　葉・野田中央

景山　咲 (3) 24.24 髙島　咲 (3) 24.29 三村　 実(3) 24.76 名　 (3) 24.82 須藤　 (3) 24.87 田　 海(2) 24.89 野　夢 (2) 24.91

千　葉・市立 橋 神奈川・ 洋 神奈川・東海大 千　葉・東海大浦 東　京・東京 東　京・東京 千　葉・東海大望洋

髙島　咲 (3) 53.40 川崎　 実(3) 54.22 須藤　 (3) 54.81 松岡　 (2) 55.13 江　明歩(3) 55.52 津川　 (3) 55.52 新田　望(1) 56.25 　 花(3) 57.12

神奈川・ 洋 GR 神奈川・ 洋 東　京・東京 千　葉・東海大浦 神奈川・ 南 東　京・八王子 神奈川・ 大学第二 東　京・東大和

ｰ　 (3) 2:09.53 南　日 (1) 2:10.60 鈴木　 々亜(3) 2:11.09 岡本　愛 (2) 2:11.15 新田　望(1) 2:11.49 川島　 (3) 2:12.84 八代　 々 (3) 2:15.50 菅原　優 (3) 2:15.55

東　京・明星 東　京・ 天 東　京・南平 東　京・東京 神奈川・ 大学第二 東　京・白 学園 千　葉・ 橋 典 神奈川・平塚江南

　空(3) 4:26.99 南　日 (1) 4:27.11 保坂　晴子(3) 4:28.33 増 　祐 (3) 4:28.74 山﨑　りさ(2) 4:29.20 菅原　優那(3) 4:29.70 下里　 (3) 4:34.00 加藤　礼 (3) 4:34.26

神奈川・川崎市立 東　京・ 天 東　京・ 城学園 東　京・ 城学園 千　葉・成田 神奈川・平塚江南 神奈川・白 子 千　葉・小金

　空(3) 9:24.28 小坂井　智 (2) 9:24.71 加藤　礼 (3) 9:25.58 増 　祐 (3) 9:26.43 小谷　真 (3) 9:28.32 風 　歩 (3) 9:28.85 下里　 (3) 9:32.78 保坂　晴子(3) 9:37.92

神奈川・川崎市立 千　葉・成田 千　葉・小金 東　京・ 城学園 神奈川・白 子 千　葉・成田 神奈川・白 子 東　京・ 城学園

島野　真生(3) 13.68 山西　 子(3) 13.75 大 　 (3) 13.94 増田　 (3) 14.02 原　 (3) 14.06 小川　 り(3) 14.09 佐藤　 (3) 14.26 岩佐　 子(2) 14.31

東　京・東京 東　京・白 学園 千　葉・市立 橋 千　葉・市立 橋 神奈川・川崎市立 神奈川・ 洋 神奈川・ 大学第二 千　葉・成田

有賀　 春(3) 59.37 川村　優 (3) 59.52 清水　羽 (3) 1:01.15 津川　 (3) 1:01.45 中野　 (3) 1:01.64 髙　花(3) 1:01.67 吉田　花音(3) 1:02.03 岸　 (3) 1:02.50

神奈川・川崎市立 東　京・日大 東　京・白 学園 東　京・八王子 東　京・ 大 東　京・白 学園 神奈川・ 洋 千　葉・市立 橋

大 　 (3) 24:46.65 矢内　 木(3) 25:03.19 富 　 佐子(3) 25:07.78 渋谷　 月(2) 25:09.63 林　 (2) 26:50.70 根岸　涼 (3) 27:10.26 加藤　実 (3) 27:48.93 澤　 花(3) 28:09.77

千　葉・成田 神奈川・大和 神奈川・中大附 横 神奈川・二 川 神奈川・中大附 横 東　京・武蔵野北 千　葉・千城 東　京・東京成徳

神奈川・ 洋 46.29 神奈川・ 大学第二 47.49 東　京・日本工大 47.85 神奈川・東海大 47.95 東　京・八王子 48.56 千　葉・市立 橋 51.11

小川　 り(3) 石津　咲(1) 田　陽 (2) 　 (1) 原本　愛 (2) 越　 加(2)

髙島　咲 (3) 佐藤　 (3) 伊藤　 (3) 永　理 (2) 井　 花(3) 景山　咲 (3)

金子　 (3) 佐藤　 歩(2) 松岡　邑奈(3) 川越　 咲(2) イ ーマン　 (2) 小松　 里 (3)

川崎　 実(3) 内田　 (2) 髙橋　 月(3) 三村　 実(3) 　真奈花(2) 谷　 (2)

神奈川・ 洋 3:40.50 千　葉・市立 橋 3:43.95 東　京・八王子 3:47.91 東　京・白 学園 3:48.75 千　葉・東海大浦 3:48.78 神奈川・ 大学第二 3:50.76 東　京・東京 3:51.15 千　葉・成田 3:54.16

川崎　 実(3) GR 川 　 (2) 光井　 (3) 清水　羽 (3) 鈴木　 子(3) 田橋　 希 (2) 岡本　愛 (2) 藤代　 花(1)

金子　 (3) 景山　咲 (3) 井　 花(3) 山西　 子(3) 名　 (3) 新田　望(1) 飯田　景子(2) 塚本　 (1)

岩本　真 (3) 岸　 (3) 志田　裕 (2) 山口　幸 (2) 春日　優 里(2) 佐藤　 (3) 島野　真生(3) 越川　 咲(1)

髙島　咲 (3) 谷　 (2) 津川　 (3) 髙　花(3) 松岡　 (2) 内田　 (2) 須藤　 (3) 三浦　 さ (3)

田　弥々(2) 1m67 西　 (2) 1m67 横山　七海(3) 1m64 田　 (3) 1m61 本田　 々子(3) 1m61 岡部　 鈴(3) 1m61

東　京・東京 神奈川・ 上 神奈川・日本大学藤沢 千　葉・ 総合 千　葉・成田 東　京・白 学園

金澤　恵 (2) 1m61 野　 鈴音(3) 1m61

東　京・明星学園 東　京・日 大 原

野　さくら(3) 3m50 大久保　 (3) 3m40 森　陽 (3) 3m40 小松　晴 (3) 3m40 野口　 (3) 3m30 村上　 (3) 3m30 近田　優里(2) 3m20 月足　真 (3) 3m20

神奈川・横須賀 GR 東　京・富士 ＝GR 神奈川・金井 ＝GR 東　京・明星学園 ＝GR 千　葉・翔 東　京・富士 千　葉・ 神奈川・横 清風

藤山　有希(3) 6m09(+3.5) 古屋　日奈子(2) 5m88(+1.8) 白土　 実(2) 5m86(+2.6) 小林　 樹(3) 5m73(+1.3) 小 　 (1) 5m70(+2.6) 関口　 実(3) 5m69(+1.7) 岩井　 (2) 5m63(+1.6) 古屋　 (3) 5m55(+2.5)
神奈川・東海大 公認5m86(+1.9) 山　 ・ 千　葉・成田 公認5m61(+0.9) 山　 ・ 神奈川・川崎市立 公認5m50(+1.9) 千　葉・成田 東　京・東京 東　京・岩倉 公認5m47(+0.5)

加藤　 (3) 12m45(+3.4) 藤山　有希(3) 12m37(-0.8) 原　 奈(1) 12m00(-0.2) 磯　陽奈 (2) 11m83(+0.6) 野　 鈴音(3) 11m80(+1.6) 岡部　玲奈(2) 11m72(-0.1) 岩井　 (2) 11m71(+0.2) 関口　 実(3) 11m59(+0.2)

千　葉・ 総合 公認12m38(+0.5) 神奈川・東海大 山　 ・ 千　葉・ 総合 東　京・日 大 原 千　葉・市立 橋 東　京・東京 千　葉・成田

髙橋　和奏(2) 13m30 塚　 咲(2) 12m84 豊川　日加里(3) 12m80 有馬　 (3) 12m47 田　 (3) 12m24 　 々子(3) 12m13 山田　 (1) 11m63 柿沼　春風(3) 11m52

東　京・東京 千　葉・東京学館 千　葉・東京学館 橋 千　葉・成田 神奈川・ 沼 東　京・東京 千　葉・ 総合 神奈川・

　 々子(3) 40m14 塚　 咲(2) 39m75 内田　 奈(3) 38m95 柿沼　春風(3) 38m34 城戸　愛里(3) 35m86 川　 子(3) 35m35 髙橋　咲紀(3) 34m72 井　 (3) 33m90

東　京・東京 千　葉・東京学館 千　葉・西武 千葉 神奈川・ 神奈川・ 神奈川・東海大 神奈川・平塚学園 東　京・ 和

崎　 (3) 46m71 　明日 (3) 46m09 鈴木　 花(3) 43m78 下村　 子(2) 43m06 豊川　日加里(3) 42m83 髙木　一 (2) 41m76 江上　未 (3) 41m51 井 尾　月 (3) 41m20

千　葉・茂原 千　葉・東京学館 神奈川・金沢総合 東　京・富士 千　葉・東京学館 橋 神奈川・金沢総合 神奈川・横須賀総合 千　葉・木 津総合

内田　 奈(3) 47m46 部　 (3) 46m11 上野　千 (3) 44m92 　 名(2) 44m46 西塚　若 (2) 43m60 三井　陽 (3) 42m48 橋本　未奈 (3) 42m31 松下　陽 (1) 40m65

千　葉・西武 千葉 東　京・白 学園 神奈川・平塚学園 神奈川・弥栄 神奈川・川崎市立 山　 ・山 学院 東　京・小平 千　葉・市立 橋

大 　 (3) 5025点 岡部　 鈴(3) 4866点 大久保　 (3) 4469点 西塚　若 (2) 4336点 川　 (3) 4258点 野　 歩(1) 4249点 田　理子(3) 4201点 西村　 (3) 4189点

千　葉・市立 橋 東　京・白 学園 東　京・富士 神奈川・川崎市立 神奈川・藤沢西 東　京・明中八王子 神奈川・川崎市立 山　 ・

南関東 子対校 東京 63点 洋 51点 市立 橋 50点 川崎市立 43点 成田 41.5点 白 学園 39点 東海大 36点 東京学館 21点
南関東 子トラック 洋 51点 市立 橋 38点 東京 32点 川崎市立 28点 成田 24点 白 学園 24点 東海大 18点 大学第二 18点
南関東 子ﾌｨｰﾙﾄﾞ 東京 31点 東京学館 21点 総合 19.5点 東海大 18点 18点 成田 17.5点 富士 15点 西武 千葉 14点
南関東 子混成 市立 橋 8点 白 学園 7点 川崎市立 7点 富士 6点 藤沢西 4点 明中八王子 3点 1点

凡例  ＝GR:大会タイ記録 GR:大会記録

5m01(+3.0)-28m17-2:37.14 5m21(-0.2)-29m91-2:29.79

対抗得点

15.80(-3.2)-1m45-8m28-26.53(-2.5) 14.97(-3.2)-1m54-7m86-26.65(-2.5) 15.28(-3.2)-1m48-9m05-26.90(-2.5) 15.73(-2.7)-1m40-7m77-26.48(-2.5)

5m78(+1.2)-34m53-2:33.88 5m27(+3.8)-35m27-2:24.65 4m99(+0.3)-32m52-2:33.93 4m65(+3.0)-35m68-2:38.83 5m19(-1.0)-29m73-2:29.29 4m90(-0.1)-26m21-2:31.94

6月16日�
～17日

南関東 子七種競技
14.31(-2.7)-1m60-10m20-25.74(-1.7) 14.78(-2.7)-1m66-9m68-27.05(-1.7) 15.55(-3.2)-1m66-9m19-27.25(-1.7) 15.01(-2.7)-1m45-10m66-26.90(-1.7)

6月15日 南関東 子円盤投

6月16日 南関東 子ハンマー投

6月14日 南関東 子やり投

6月16日 南関東 子走幅跳

6月17日 南関東 子三段跳

6月17日 南関東 子砲丸投

6月17日 南関東 子4X400mR

6月14日 南関東 子走高跳

6月14日 南関東 子棒高跳

6月15日 南関東 子400mH

6月14日 南関東 子5000mW

6月15日 南関東 子4X100mR

6月15日 南関東 子1500m

6月17日 南関東 子3000m

6月17日
南関東 子100mH�

風：+0.5

6月16日
南関東 子200m�

風：-2.3

6月14日 南関東 子400m

6月16日 南関東 子800m

5位 6位 7位 8位

6月15日
南関東 子100m�

風：+3.2

1位 2位 3位 4位



. 日付 記録名 種 種目 ﾗ ﾝﾄﾞ 位 記録 風力 名/ ｰ 名 所 / ｰ ﾞｰ

1 6月17日 大会記録 北関東 三段跳 　勝 1 1 12m23 +0.6m/ 下　若 (3) 武南(埼　玉)

2 6月17日 大会記録 北関東 三段跳 　勝 1 2 12m03 +1.2m/ 大谷　実央(2) 聖望(埼　玉)

3 6月17日 大会記録 北関東 三段跳 　勝 1 3 12m03 +1.3m/ 山田　愛(3) 聖望(埼　玉)

4 6月17日 大会記録 北関東 三段跳 　勝 1 4 12m00 -0.1m/ 齋藤　 音(3) 樹徳(群　馬)

5 6月16日 大会記録 男 南関東 800m 　勝 1 1 1:49.39 ク イ ー ン　竜 (3) 洋(神奈川)

6 6月17日 大会記録 男 南関東 110mH(1.067m) 　 2 1 14.03 +2.0m/ 村 　ラ ッ (3) 松戸 (千　葉)

7 6月17日 大会記録 男 南関東 110mH(1.067m) 勝 1 1 14.05 +1.6m/ 村 　ラ ッ (3) 松戸 (千　葉)

8 6月17日 大会記録 男 南関東 110mH(1.067m) 　勝 1 1 13.91 -0.1m/ 村 　ラ ッ (3) 松戸 (千　葉)

9 6月15日 大会記録 男 南関東 砲丸投(6.000 ) 　勝 1 1 17m27 井上　光陽(3) 東京学館 橋(千　葉)

10 6月14日 大会記録 南関東 400m 　勝 1 1 53.40 髙島　咲 (3) 洋(神奈川)

11 6月17日 大会記録 南関東 4X400mR 　勝 1 1 3:40.50 洋(神奈川) 川崎　 実(3)

金子　 (3)

岩本　真 (3)

髙島　咲 (3)

12 6月14日 大会記録 南関東 棒高跳 　勝 1 1 3m50 野　さくら(3) 横須賀(神奈川)

13 6月14日 大会タイ記録 南関東 棒高跳 　勝 1 2 3m40 大久保　 (3) 富士(東　京)

14 6月14日 大会タイ記録 南関東 棒高跳 　勝 1 3 3m40 森　陽 (3) 金井(神奈川)

15 6月14日 大会タイ記録 南関東 棒高跳 　勝 1 4 3m40 小松　晴 (3) 明星学園(東　京)


