
競技会名

投 て き 審 判 長 新井　　充

主催者名 関東中学校体育連盟　埼玉県教育委員会　熊谷市教育委員会　関東陸上競技協会　公益財団法人東京陸上競技会　一般財団法人埼玉陸上競技協会 ト ラ ッ ク 審 判 長 菅野　潤一 混 成 審 判 長 遠藤　良宏

開催期日 令和3年8月7日(土）・8日（日） ス タ ー ト 審 判 長 市倉　隆有 招 集 所 審 判 長 長屋　勝浩

会場 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 跳 躍 審 判 長 森下　和哉 記 録 主 任 馬場　洋平

日付 種目

村上颯太朗(1) 11.64 土屋　玲人(1) 11.66 萩原　悠海(1) 11.68 松井　奏人(1) 11.76 佐々木寛大(1) 11.83 松木　典之(1) 11.89 庄司　　蓮(1) 11.90 岡澤　凜併(1) 11.97

千葉・千葉日大一 群馬・大類 東京・白金の丘 群馬・北橘 神奈川・都田 山梨・駿台甲府 茨城・中郷 千葉・土気南

生貝　奏人(2) 11.11 大楽　　翔(2) 11.26 水谷　陽亮(2) 11.37 藤﨑　　怜(2) 11.39 桜井　礼大(2) 11.43 黒澤　諒介(2) 11.44 小泉　優星(2) 11.52 澁谷　光希(2) 11.54

千葉・鴨川 千葉・柏風早 千葉・蘇我 埼玉・所沢 埼玉・吉川中央 茨城・水戸三 東京・高島一 埼玉・杉戸

馬原浩志郎(3) 10.95 渡辺　　諒(3) 11.07 岡村　滉大(3) 11.15 會田　聖也(3) 11.18 山田　空駕(3) 11.23 清水　陽翔(3) 11.29 藤原　駿成(3) 11.30

千葉・土気南 D 群馬・中央中等 神奈川・日大 茨城・大穂 埼玉・戸田笹目 山梨・八田 東京・光が丘三

小室歩久斗(3) 10.95

茨城・霞ヶ浦 D

有井　謙成(3) 22.14 若菜　　敬(3) 22.27 勝畑進ノ介(3) 22.39 柄澤　修太(3) 22.50 小林　洸稀(3) 22.56 野間　隼人(3) 22.74 對馬　　玲(3) 22.76 河田　　凌(3) 23.05

山梨・韮崎東 栃木・大平 埼玉・戸田新曽 千葉・市川三 群馬・嬬恋 東京・都富士 千葉・常盤平 東京・出雲

新井　颯斗(3) 50.85 池田　龍也(3) 50.89 菊田　響生(3) 51.21 内藤　朔也(3) 51.41 福田　晴仁(3) 51.94 田辺　貴也(3) 52.17 印南　智史(3) 52.56 沼山　晴音(3) 52.60

栃木・佐野南 群馬・寺尾 神奈川・川崎田島 東京・立川五 千葉・木更津第二 千葉・渋谷幕張 栃木・国分寺 神奈川・光丘

梅原　俊太(2) 1:55.82 小川　心徠(3) 1:55.87 小倉　哲也(3) 1:58.26 山鹿　快琉(3) 1:58.38 荒谷　俊輔(3) 1:58.98 小林　大也(3) 1:58.98 石戸谷亮羽(3) 1:59.37 浅沼　　盤(3) 1:59.46

栃木・間々田 栃木・氏家 栃木・中村 群馬・伊勢崎第三 神奈川・白山 S 群馬・前橋第六 S 山梨・韮崎西 神奈川・山城

北山俊太朗(1) 4:22.55 利根川悠樹(1) 4:22.95 加瀬　唯翔(1) 4:23.14 松本　晄空(1) 4:23.80 北條　文隆(1) 4:26.61 阿久津和希(1) 4:27.09 林　　奏斗(1) 4:27.16 佐々木虎太郎(1) 4:27.24

東京・千寿桜堤 埼玉・さいたま尾間木 千葉・旭第一 埼玉・寄居城南 東京・早稲田実業 栃木・久下田 群馬・沼田南 千葉・七次台

生天目　温(3) 3:59.67 山田　晃央(3) 4:00.67 津田　莞太(3) 4:02.39 福井　　煌(3) 4:02.90 三井　翔太(3) 4:03.87 森尻　悠翔(3) 4:04.07 和久井夏輝(3) 4:05.08 田村虎太郎(3) 4:05.22

茨城・金砂郷 神奈川・新田 神奈川・川崎生田 栃木・三島 埼玉・坂戸 栃木・栃木東陽 千葉・常盤平 群馬・富士見

鈴木　琉胤(3) 8:36.56 神邑　亮佑(3) 8:44.71 石川　浩輝(3) 8:48.03 岸本　駿吾(3) 8:49.38 大島　　福(3) 8:50.56 林　　春空(3) 8:51.50 佐上　湘哉(3) 8:51.85 中野　大翔(3) 8:53.37

千葉・小金北 GR 東京・葛西第二 埼玉・さいたま原山 埼玉・戸田 栃木・厚崎 東京・上板橋二 神奈川・太洋 千葉・東金

橋本　　悠(3) 13.92 熊谷 ｴｸﾞｾﾞｲｳﾞｨｱ 叶海琉(3) 14.17 堀井　永遠(3) 14.26 吉田　智哉(3) 14.50 井原　波月(3) 14.56 齋藤　　匠(3) 14.57 八木澤　透(3) 14.71 嶋﨑　結己(2) 14.77

埼玉・熊谷三尻 GR 神奈川・横須賀大津 埼玉・草加 茨城・土浦第四 神奈川・上鶴間 神奈川・鶴ケ峯 千葉・松戸六 茨城・竹園東

横須賀大津 43.35 熊谷三尻 43.75 所沢小手指 43.95 茅ケ崎 44.10 新座第二 44.13 桑 44.32 船橋葛飾 44.50 立石 44.50

村松　駿平(3) 櫻木　一也(3) 茂貫　初満(3) 瀧本　悠幹(3) 大野　湊翔(3) 山中　翔穏(3) 石田  柊介(3) 丸井　陽太(2)

木寺　嘉晴(3) 坂本　洋輔(3) 土屋　将哉(3) 米山　和磨(2) 小田　悠太(3) 増山　裕介(3) 金居  秀弥(3) 大神田秀人(3)

別府公太郎(3) 石井　翔貴(3) 齋藤隆太朗(3) 瀧本　悠陽(3) 板本　勇樹(3) 渡邊　将己(3) 賀川  然太(3) 岡本　颯也(3)

熊谷 ｴｸﾞｾﾞｲｳﾞｨｱ 叶海琉(3) 橋本　　悠(3) 坂東　孝大(2) 萩原　　遼(3) 島村　　捺(3) 髙金　　翔(3) 小野  海城(3) 豊島　悠真(3)

清水情太郎(3) 1m94 金子　　剛(3) 1m88 森田　大智(3) 1m88 浅井　　優(3) 1m85 館　　海斗(3) 1m85 石見だいや(3) 1m80 木村　充稀(3) 1m75

埼玉・上尾大石南 神奈川・腰越 群馬・宮郷 千葉・松戸五 群馬・並榎 栃木・中村 埼玉・日高高萩北

大岡　虹瑛(3) 1m80

東京・神代

髙橋　涼哉(3) 4m20 鈴木　悠聖(3) 4m00 牧内　伶澪(2) 4m00 倉地　崚太(3) 3m90 大黒　愛斗(3) 3m80 羽川　拓希(3) 3m80 齋藤　成輝(2) 3m80

埼玉・さいたま片柳 千葉・佐原 埼玉・さいたま第二東 埼玉・さいたま植竹 群馬・藤岡西 群馬・樹徳 群馬・南橘

柴田　渉吏(3) 3m80

東京・開進第一

関口　我空(1) 5m72(+1.3) 田伏　兜真(1) 5m70(+0.7) 石坂　銀汰(1) 5m51(+1.5) 森野　桜佑(1) 5m45(-0.5) 高野　大翔(1) 5m45(+1.7) 川口　　優(1) 5m39(+1.8) 飯島　一翔(1) 5m38(+2.0) 狩野　大成(1) 5m35(-2.3)

群馬・伊勢崎あずま 千葉・柏田中 東京・貫井 埼玉・草加花栗 山梨・甲府北 群馬・矢中 栃木・真岡東 群馬・榛東

上河内理来(3) 6m78(+1.2) 坂田　有弥(3) 6m67(+0.6) 武岡　世航(3) 6m59(+0.9) 栁田　聖大(3) 6m59(+1.0) 篠田　浩己(3) 6m55(-1.3) 淡路　亮介(3) 6m38(-0.1) 小栗　昇大(3) 6m36(-0.1) 川村　飛夢(3) 6m32(+0.1)

東京・府中八 千葉・畑沢 千葉・浦安 群馬・館林第一 千葉・小見川 神奈川・樽町 東京・西葛西 群馬・藪塚本町

菅野　颯輝(3) 15m22 野口　晴也(3) 13m33 入船　太一(3) 13m26 松本　蒔人(3) 13m20 海蓋　恋大(3) 13m01 篠崎　侍世(3) 12m91 堤　　駿太(3) 12m54 石井　敏斗(3) 12m52

東京・八王子二 栃木・若松原 群馬・富士見 東京・用賀 埼玉・さいたま宮原 栃木・若松原 群馬・前橋第五 埼玉・新座第二

渡井　琥鉄(3) 2648点 菊田　力輝(3) 2619点 神永　昂季(3) 2567点 壹岐　　翼(3) 2510点 内山　潤太(2) 2438点 畠山　允弥(3) 2429点 渡部　透悟(3) 2420点 吉里　　礼(3) 2402点

埼玉・さいたま桜木 東京・恩方 栃木・若松原 栃木・瑞穂野 神奈川・横須賀鴨居 東京・立石 千葉・太田 栃木・清原

4位 5位 6位 7位 8位

8月8日
中学１年男子100m

風：+1.0

8月8日
中学２年男子100m

風：+0.6

8月8日
中学３年男子100m

風：-0.9

1位 2位 3位

8月8日
中学男子200m

風：+1.1

8月8日 中学男子400m

8月8日 中学男子800m

8月7日 中学男子1500m

8月7日 中学１年男子1500m

8月7日 中学男子3000m

8月8日 中学男子棒高跳

8月8日 中学男子走幅跳

8月8日
中学男子110mH(0.914m)

風：+0.7

8月8日 中学男子4X100mR

8月7日 中学男子走高跳

8月7日 中学１年男子走幅跳

8月8日 中学男子砲丸投(5.000kg)

15.02(+0.5)-11m25

1m66-51.92

8月7日
～8日

中学男子四種競技

1m63-54.64

16.86(+0.5)-11m52

1m66-52.76

15.30(+0.5)-11m54

1m72-53.36

15.90(-3.2)-12m62

1m57-51.70

15.60(+0.5)-11m84

1m75-56.24

15.72(-1.5)-10m84

1m66-55.24

16.51(+0.5)-11m08

1m75-54.33

15.90(-3.2)-11m63

令和３年度      　第４９回関東中学校陸上競技大会
決　勝　成　績　一　覧　



凡例  D:同着 S:着差あり GR:大会記録

競技会名

投 て き 審 判 長 新井　　充

主催者名 関東中学校体育連盟　埼玉県教育委員会　熊谷市教育委員会　関東陸上競技協会　公益財団法人東京陸上競技会　一般財団法人埼玉陸上競技協会 ト ラ ッ ク 審 判 長 菅野　潤一 混 成 審 判 長 遠藤　良宏

開催期日 令和3年8月7日(土）・8日（日） ス タ ー ト 審 判 長 市倉　隆有 招 集 所 審 判 長 長屋　勝浩

会場 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 跳 躍 審 判 長 森下　和哉 記 録 主 任 馬場　洋平

日付 種目

伊藤　優亜(1) 12.42 山﨑　蒼海(1) 12.69 川口　心花(1) 12.74 遠山　あん(1) 12.76 小池　　苺(1) 12.87 根岸　美乃(1) 13.06 江口　美玲(1) 13.10 小宮　璃音(1) 13.11

千葉・旭二 千葉・多古 東京・目黒十 埼玉・越谷富士 茨城・水戸四 群馬・宮郷 神奈川・大綱 埼玉・東松山松山

田中　真央(2) 12.53 エゼ　アマカ(2) 12.57 山田　姫蘭(2) 12.71 渡辺　幸穂(2) 12.74 小田島美恩(2) 12.77 田村　　夕(2) 12.79 田中　里歩(2) 12.87 山口　采実(2) 12.90

千葉・宮本 神奈川・久里浜 千葉・旭第一 埼玉・朝霞第三 群馬・安中第二 茨城・豊浦 埼玉・川越初雁 東京・調布三

ロス　瑚花アディア(3) 12.12 ワジェロ　リサ(3) 12.28 杉本　心結(3) 12.30 藤井南月子(3) 12.33 奥村　　陽(3) 12.41 宇山　理央(3) 12.47 小松崎妃紅(3) 12.47 須賀　結暖(3) 12.68

東京・世田谷駒沢 埼玉・桶川東 千葉・幕張西 東京・鴎友女子 山梨・韮崎東 千葉・和名ケ谷 S 茨城・鉾田南 S 群馬・荒砥

坂本　渚咲(3) 25.10 福西和香子(3) 25.18 ヌワエメ　グレース(3) 25.60 三島　菜楠(3) 25.72 伊藤　麻紗(3) 26.05 ガムンダニ晏那(3) 26.17 福貝　紗良(3) 26.20 小暮　舞乙(3) 26.49

千葉・野田南部 東京・府中六 東京・世田谷駒沢 埼玉・国際学院 千葉・旭二 埼玉・所沢 千葉・八千代大和田 群馬・伊勢崎第四

大木　優奈(1) 2:14.85 長島　彩音(1) 2:16.66 井上　穂奏(1) 2:16.94 一兜　咲子(1) 2:19.60 今井　優羽(1) 2:20.67 戸澤　瑠南(1) 2:20.72 保坂　知穂(1) 2:21.02 奥田　莉乃(1) 2:21.05

東京・葛西第二 GR 栃木・真岡 神奈川・山内 東京・杉並大宮 群馬・宝泉 山梨・山梨学院 千葉・五井 東京・三原台

中村　愛花(3) 2:13.83 畑　　和希(3) 2:13.90 江良　梨音(3) 2:14.36 岡田透桜子(3) 2:14.84 落合優希奈(3) 2:15.92 松本　美澄(3) 2:16.27 大圖　希々(3) 2:17.44 渡辺　光桃(2) 2:18.14

群馬・中央中等 神奈川・浜須賀 埼玉・さいたま宮原 埼玉・川口幸並 群馬・甘楽 埼玉・寄居男衾 千葉・根郷 千葉・常盤平

須藤　心愛(1) 4:35.95 今西　紗世(3) 4:36.03 小泉　咲菜(3) 4:36.92 磯　　陽向(2) 4:38.91 鈴木　凜皇(3) 4:38.92 村瀬音々羽(3) 4:40.18 臼井　瑠花(3) 4:40.61 塚原　深結(2) 4:40.67

群馬・館林第一 千葉・八木 群馬・伊勢崎第四 栃木・厚崎 茨城・中郷 神奈川・横須賀大津 東京・日野第四 栃木・長沼

清水　望生(3) 14.00 香取　奈摘(1) 14.06 横山　涼葉(3) 14.22 仮屋　愛優(3) 14.24 坂田　涼音(2) 14.60 加藤　美都(2) 14.75 横瀬  姫由(3) 14.85 日髙　彩葉(3) 15.10

千葉・野田南部 茨城・三和 群馬・桂萱 東京・稲城第三 千葉・太田 神奈川・緑が丘 神奈川・秦野北 埼玉・新座第三

深谷幡羅 48.36 世田谷駒沢 48.84 野田南部 49.35 旭二 49.56 江東第二砂町 49.66 熊谷富士見 50.02 桂萱 50.03 栃木西 50.18

伊藤　和奏(2) 大村　　和(2) 佐々木結彩(3) 鏑木　渚音(2) 小方　愛紗(3) 大野　愛生(3) 荒井　咲輝(3) 森　さあや(3)

墨野倉千夏(3) 藤原　優心(2) 清水　望生(3) 伊藤　優亜(1) 神田　実咲(3) 新木　水姫(3) 横山　涼葉(3) 藤田　実優(3)

柴崎　千奈(3) ヌワエメ　グレース(3) 岩間　絢香(2) 伊藤　麻紗(3) 鈴木　結衣(2) 並木　胡桃(2) 山口　実優(2) 飯村　柚葉(2)

本木　結萌(2) ロス　瑚花アディア(3) 坂本　渚咲(3) 飯島　香撫(3) 渡辺　　琴(2) 清水菜々美(3) 荒井　美輝(3) 覺本　千莉(3)

青木　萌佳(3) 1m63 宮澤　美桜(3) 1m63 菊池　彩文(3) 1m63 中村　菜結(3) 1m60 神永　日向(3) 1m55 手島　花奈(3) 1m55 千葉　玲奈(3) 1m55 石原　真咲(3) 1m50

埼玉・春日部共栄 東京・八王子二 神奈川・南が丘 神奈川・高田 茨城・結城 東京・八王子椚田 東京・文京八 神奈川・麻溝台

佐藤麻里奈(1) 5m17(+1.0) 川端　梨聖(1) 4m98(-0.2) 厚木ひまり(1) 4m88(+0.1) 丸山　愛留(1) 4m81(+3.4) 黒木　彩音(1) 4m79(+3.1) 山形美由紀(1) 4m76(-1.1) 佐藤那々子(1) 4m73(-2.1) 広瀬　愛栞(1) 4m65(+0.7)

栃木・陽南 神奈川・梅田 栃木・足利二 群馬・笠懸 公認4m76(+0.9) 千葉・根木内 公認4m78(-0.7) 埼玉・伊奈小針 東京・志村第五 埼玉・越谷中央

成澤　柚日(2) 5m82(+0.4) 池上　瑠依(3) 5m48(+0.5) 近藤いおん(3) 5m45(-0.2) 峠田　夏希(3) 5m44(-0.5) 岡田　陽奈(3) 5m31(+0.4) 飯島　香撫(3) 5m30(+0.2) 宮原　紫乃(3) 5m30(0.0) 山田　　南(3) 5m24(-0.1)

群馬・藪塚本町 埼玉・戸田笹目 埼玉・三郷彦成 千葉・真砂 群馬・伊勢崎第一 千葉・旭二 東京・慶應 東京・立石

黛　　香帆(3) 13m47 伊藤知以子(3) 12m88 松本　実咲(3) 12m81 川上　風花(3) 12m80 山下　春花(3) 12m52 伊藤日菜子(3) 12m45 五十嵐　瑛(3) 12m22 川浦　もえ(2) 12m12

東京・三田国際学園 栃木・旭 東京・武蔵野 埼玉・富士見台 千葉・新松戸南 神奈川・十日市場 群馬・富士見 群馬・群馬南

石原　南菜(1) 2974点 香川恵愛ｼﾎﾟｰﾗ ﾊｳﾞｨﾘ(3) 2885点 明石　侑奈(3) 2698点 髙橋　玲緒(3) 2591点 清水　　忍(3) 2495点 ガードナ　レイチェル(2) 2494点 小石　芹奈(3) 2472点 安斉　未来(3) 2462点

栃木・足利二 埼玉・さいたま三室 東京・調布三 栃木・清原 栃木・若松原 東京・松濤 群馬・前橋第七 千葉・流山南部

対抗得点 男子総合 埼玉 123点 千葉 111.5点 東京 86点 栃木 82.5点 群馬 82.5点 神奈川 77点 茨城 30.5点 山梨 19点

対抗得点 女子総合 東京 105点 千葉 104点 埼玉 91点 群馬 69点 栃木 52点 神奈川 52点 茨城 24点 山梨 7点

対抗得点 男女総合 千葉 215.5点 埼玉 214点 東京 191点 群馬 151.5点 栃木 134.5点 神奈川 129点 茨城 54.5点 山梨 26点

※中学１年女子１００ｍ予選　伊藤　優亜(1)　12.32(＋2.0)＝ＧＲ　　　　凡例  D:同着 S:着差あり GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

8月8日
中学１年女子100m

風：-0.1

8月8日
中学２年女子100m

風：+0.4

1位

8月8日
中学３年女子100m

風：0.0

8月8日
中学女子200m

風：+0.4

8月8日 中学女子800m

8月8日 中学１年女子800m

8月7日 中学女子1500m

8月8日
中学女子100mH(0.762m)

風：+0.9

8月8日 中学女子4X100mR

8月8日 中学女子走高跳

8月8日 中学女子走幅跳

8月7日 中学１年女子走幅跳

8月7日 中学女子砲丸投

14.25(-0.4)-1m50

11m70-26.32(+0.2)

8月7日
～8日

中学女子四種競技
14.94(-2.2)-1m59

10m64-26.66(+0.2)

15.27(-2.2)-1m47

10m48-26.63(+0.2)

15.38(-0.3)-1m50

9m38-27.28(+0.2)

6位 7位 8位

16.17(-2.2)-1m44

11m40-28.07(+0.2)

15.82(-0.3)-1m50

7m65-26.43(+0.5)

15.33(-0.4)-1m41

8m66-27.05(+0.5)

15.52(-2.2)-1m44

9m57-27.99(+0.2)

令和３年度      　第４９回関東中学校陸上競技大会
決　勝　成　績　一　覧　

2位 3位 4位 5位


