
凡例  DNS:欠場

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：坂内　孝弥

中学男子100m

日本中学記録(JHR)       10.4      桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988
日本中学記録(JHR)       10.64     日吉　克実(静岡・伊豆修善寺)          2010
埼玉県中学記録(SJR)     10.7      小野沢清貴(久　喜・太　東)            1990
埼玉県中学記録(SJR)     10.7      井盛　　雅(鴻　巣・　西)              1992 10月29日 11:50 予選
埼玉県中学記録(SJR)     10.75     小島　雅章(川　本・川　本)            1990 10月29日 14:40 決勝

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 埼玉 ｷﾉｼﾀ ｺﾞｳ 埼玉

1 7 49 久喜市菖蒲中学校 12.39 1 4 100 所沢市立小手指中学校 12.38

ｼｵｻﾞｷ ﾘｮｳ 埼玉 ｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 埼玉

2 6 77 加須市立騎西中学校 12.72 2 5 112 熊谷市立熊谷東中学校 12.68

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ 埼玉 ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 埼玉

3 2 102 所沢市立小手指中学校 13.26 3 7 74 加須市立騎西中学校 12.70

ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｹｼ 埼玉 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭｼﾝ 埼玉

4 4 117 熊谷市立熊谷東中学校 13.29 4 6 124 さいたま市立尾間木中学校 12.85

ｲﾜｻﾜ ﾕｳﾄ 埼玉 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 埼玉

5 5 70 深谷市立花園中学校 13.40 5 2 33 桶川市桶川中学校 13.00

ｷｸﾁ ﾀｲﾁ 埼玉 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 埼玉

6 9 5 さいたま市立宮前中学校 13.87 6 3 61 美里町立美里中学校 14.98

ﾐｳﾗ ﾏｻｷ 埼玉 ﾁﾖﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 埼玉

7 3 95 所沢市立小手指中学校 15.55 8 22 鴻巣市陸協 DNS

ｶｷﾇﾏ ﾕｳﾔ 埼玉 ｲﾜｻｷ ｼｮｳ 埼玉

8 8 122 さいたま市立尾間木中学校 15.79 9 23 東松山市立北中学校 DNS

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ 埼玉 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 埼玉

1 5 73 加須市立騎西中学校 12.15 1 5 53 さいたま市立浦和中学校 12.38

ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 埼玉 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾑ 埼玉

2 9 115 熊谷市立熊谷東中学校 13.00 2 7 98 所沢市立小手指中学校 12.74

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 埼玉 ｷﾑﾗ ﾏｺﾄ 埼玉

3 6 71 深谷市立花園中学校 13.30 3 4 118 熊谷市立熊谷東中学校 12.83

ｵｵｽﾐ ﾕｳﾏ 埼玉 ﾏﾂｵ ﾕｳﾍｲ 埼玉

4 3 62 美里町立美里中学校 14.91 4 6 93 所沢市立小手指中学校 12.86

ｶｽﾔ ｼｭﾝﾀ 埼玉 ｲﾏｲ ﾀｶﾋﾄ 埼玉

5 2 121 さいたま市立尾間木中学校 15.45 5 8 78 加須市立騎西中学校 12.97

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 埼玉 ｺｳﾏ ﾋﾛﾐ 埼玉

4 21 鴻巣市陸協 DNS 6 3 6 さいたま市立宮前中学校 14.10

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏｻﾀｶ 埼玉 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾛｳ 埼玉

7 101 所沢市立小手指中学校 DNS 7 9 119 さいたま市立尾間木中学校 14.33

ﾏｽﾌﾞﾁ ﾀｸﾐ 埼玉 ｺｳﾁ ﾕｳﾀ 埼玉

8 51 久喜市菖蒲中学校 DNS 8 2 47 東松山市立松山中学校 14.76

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺｸﾎﾞ ﾀｶﾋｻ 埼玉 ﾓﾃｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉

1 3 17 熊谷陸上競技教室 11.92 1 6 113 熊谷市立熊谷東中学校 12.50

ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳ 埼玉 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 埼玉

2 7 97 所沢市立小手指中学校 12.47 2 7 99 所沢市立小手指中学校 12.68

ﾓﾘﾀ ﾄﾓｷ 埼玉 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻｷ 埼玉

3 4 50 久喜市菖蒲中学校 12.91 3 4 2 さいたま市立宮前中学校 13.05

ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉 ﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 埼玉

4 5 82 加須市立騎西中学校 13.28 4 9 120 さいたま市立尾間木中学校 13.48

ｵｻﾞｷ ﾓﾄﾌﾐ 埼玉 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳﾍｲ 埼玉

5 8 3 さいたま市立宮前中学校 13.41 5 8 67 深谷市立花園中学校 13.67

ｵｵﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 埼玉 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 埼玉

6 9 94 所沢市立小手指中学校 14.14 6 3 79 加須市立騎西中学校 14.64

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 埼玉 ｼﾏﾑﾗ ｴｲｼﾞ 埼玉

7 2 96 所沢市立小手指中学校 14.57 5 19 さいたま市立泰平中学校 DNS

ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 埼玉

6 123 さいたま市立尾間木中学校 DNS

決勝 

所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｸﾎﾞ ﾀｶﾋｻ 埼玉

1 4 17 熊谷陸上競技教室 11.75

ｶﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ 埼玉

2 3 73 加須市立騎西中学校 12.01

ｷﾉｼﾀ ｺﾞｳ 埼玉

3 6 100 所沢市立小手指中学校 12.25

ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 埼玉

4 5 53 さいたま市立浦和中学校 12.48

ｺﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 埼玉

予選 6組0着＋8

1組 風:-0.2 2組 風:+0.1

氏名(学年) 氏名(学年)

小山 瑞己(2) q 木下 豪(2) q

塩崎 諒(1) 和泉 大樹(2) q

渡邊 龍(2) 菊地 将太(2)

梅澤 剛史(2) 山崎 柱信(2)

岩澤 裕斗(1) 関口 良介(2)

菊池 泰智(2) 坂本 佑斗(1)

三浦 聖貴(1) 千代田 凌也(1)

柿沼 佑弥(1) 岩崎 翔(2)

3組 風:0.0 4組 風:+1.3

氏名(学年) 氏名(学年)

金久保 良太(2) q 田村 遼太(3) q

鈴木 晃介(2) 田中 広無(2)

高橋 良介(1) 木村 允(1)

大隅 勇真(1) 松尾 悠平(1)

粕谷 俊太(1) 今井 誉仁(1)

中島 諒汰(2) 小馬 宏海(2)

桑原 雅隆(2) 服部 太郎(1)

増渕 匠(1) 小内 優太(1)

5組 風:+0.6 6組 風:+1.6

氏名(学年) 氏名(学年)

小久保 貴悠(2) q 茂木 大輔(2) q

田口 諒(2) q 佐藤 康太(2) q

森田 智樹(2) 萩原 雅貴(2)

大野 友裕(1) 田村 晃大(1)

小崎 基史(2) 町田 公平(2)

大舘 和真(1) 鈴木 勇真(1)

斉藤 俊平(1) 島村 英治(2)

嶋田 拓馬(2)

風:+1.4

氏名(学年)

小久保 貴悠(2)

金久保 良太(2)

木下 豪(2)

田村 遼太(3)



凡例  DNS:欠場

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：坂内　孝弥

中学男子100m

日本中学記録(JHR)       10.4      桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988
日本中学記録(JHR)       10.64     日吉　克実(静岡・伊豆修善寺)          2010
埼玉県中学記録(SJR)     10.7      小野沢清貴(久　喜・太　東)            1990
埼玉県中学記録(SJR)     10.7      井盛　　雅(鴻　巣・　西)              1992 10月29日 11:50 予選
埼玉県中学記録(SJR)     10.75     小島　雅章(川　本・川　本)            1990 10月29日 14:40 決勝

5 8 49 久喜市菖蒲中学校 12.49

ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳ 埼玉

6 7 97 所沢市立小手指中学校 12.54

ﾓﾃｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉

7 9 113 熊谷市立熊谷東中学校 12.67

ｻﾄｳ ｺｳﾀ 埼玉

8 2 99 所沢市立小手指中学校 12.80

ｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 埼玉

1 112 熊谷市立熊谷東中学校 DNS

小山 瑞己(2)

田口 諒(2)

茂木 大輔(2)

佐藤 康太(2)

和泉 大樹(2)



凡例  DNS:欠場

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：坂内　孝弥

中学男子3000m

日本中学記録(JHR)       8:23.80   大住　　和(北海道・函館大川)          2005
埼玉県中学記録(SJR)     8:32.01   打越　雄允(さいたま・与野西)          2009 10月29日 10:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

所属地 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 埼玉 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾔ 埼玉

1 10 104 所沢市立小手指中学校 9:19.15 1 10 85 加須市立騎西中学校 9:26.90

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 埼玉 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 埼玉

2 14 91 加須市立騎西中学校 9:30.15 2 8 11 加須市立大利根中学校 9:30.36

ｾｷﾓﾄ ﾀｲｼﾝ 埼玉 ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳ 埼玉

3 15 89 加須市立騎西中学校 9:35.07 3 11 84 加須市立騎西中学校 9:46.64

ﾕｱｻ ﾘｮｳ 埼玉 ｶﾈｺ ﾀｶﾉﾘ 埼玉

4 5 105 所沢市立小手指中学校 9:50.06 4 14 18 熊谷市立妻沼西中学校 9:55.99

ｲﾏｲ ﾕｳｻｸ 埼玉 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 埼玉

5 1 64 深谷市立花園中学校 10:03.95 5 9 72 深谷市立花園中学校 10:01.27

ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 埼玉 ﾜｸﾂ ｺｳﾀ 埼玉

6 12 86 加須市立騎西中学校 10:07.06 6 6 34 桶川市桶川中学校 10:13.98

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 埼玉 ｵｶｳﾁ ｾｲﾏ 埼玉

7 17 16 加須市立大利根中学校 10:08.43 7 4 20 鴻巣市陸協 10:14.68

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 埼玉 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 埼玉

8 8 80 加須市立騎西中学校 10:09.66 8 13 107 所沢市立小手指中学校 10:17.50

ｶｺﾞｼﾏ ﾋﾛﾐﾂ 埼玉 ｺｸﾞﾚ ｼｮｳ 埼玉

9 18 8 加須市立大利根中学校 10:19.83 9 15 76 加須市立騎西中学校 10:22.95

ﾖｼﾉ ﾀｲｷ 埼玉 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀ 埼玉

10 11 90 加須市立騎西中学校 10:38.53 10 3 68 深谷市立花園中学校 10:23.86

ﾐｳﾗ ﾀｶｱｷ 埼玉 ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ 埼玉

11 13 41 東松山市立松山中学校 10:47.15 11 12 7 加須市立大利根中学校 10:30.35

ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ 埼玉 ｻｻｷ ｱｵ 埼玉

12 6 32 桶川市桶川中学校 10:54.89 12 2 106 所沢市立小手指中学校 10:53.81

ﾎｼ ﾄｳﾏ 埼玉 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾋ 埼玉

13 3 87 加須市立騎西中学校 10:58.04 13 17 14 加須市立大利根中学校 11:31.02

ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞｷ 埼玉 ｳｴﾉ ﾕﾊ 埼玉

14 9 4 さいたま市立宮前中学校 11:15.60 14 16 10 加須市立大利根中学校 11:33.32

ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲｵﾄ 埼玉 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 埼玉

15 2 103 所沢市立小手指中学校 12:05.94 1 38 東松山市立松山中学校 DNS

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭﾝ 埼玉 ｺｸﾞﾚ ﾀｸﾞ 埼玉

16 16 12 加須市立大利根中学校 12:45.21 5 36 埼玉大学附属中学校 DNS

ｲｿﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 埼玉 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 埼玉

4 48 本庄東中学校 DNS 7 81 加須市立騎西中学校 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ 埼玉

7 102 所沢市立小手指中学校 DNS

タイム決勝
所属地 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 埼玉 ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 埼玉
1 1 75 加須市立騎西中学校 9:14.95 1 75 加須市立騎西中学校 9:14.95

ｺﾞﾄｳ ﾂｶｻ 埼玉 ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 埼玉
2 9 83 加須市立騎西中学校 9:22.73 2 104 所沢市立小手指中学校 9:19.15

ﾉﾑﾗ ﾀﾂｷ 埼玉 ｺﾞﾄｳ ﾂｶｻ 埼玉
3 12 69 深谷市立花園中学校 9:54.31 3 83 加須市立騎西中学校 9:22.73

ﾅｶﾞｵ ﾄｼｷ 埼玉 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾔ 埼玉
4 17 30 桶川市桶川中学校 9:57.91 4 85 加須市立騎西中学校 9:26.90

ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 埼玉 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 埼玉
5 13 92 加須市立騎西中学校 10:20.05 5 91 加須市立騎西中学校 9:30.15

ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾀ 埼玉 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 埼玉
6 10 9 加須市立大利根中学校 10:25.82 6 11 加須市立大利根中学校 9:30.36

ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾁﾔ 埼玉 ｾｷﾓﾄ ﾀｲｼﾝ 埼玉
7 11 108 所沢市立小手指中学校 10:28.29 7 89 加須市立騎西中学校 9:35.07

ﾏﾀﾏ ﾚｲ 埼玉 ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳ 埼玉
8 16 88 加須市立騎西中学校 10:45.02 8 84 加須市立騎西中学校 9:46.64

ﾀｹﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 埼玉

9 8 66 深谷市立花園中学校 10:58.94

ｱﾒﾐﾔ ｼｮｳｺﾞ 埼玉

10 4 39 東松山市立松山中学校 10:59.29

ｶﾜｳﾁ ﾃﾝﾏ 埼玉

11 14 40 東松山市立松山中学校 11:09.91

ﾔﾏｶﾜ ﾀｲｷ 埼玉

12 2 1 さいたま市立宮前中学校 11:11.98

ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲｼﾞ 埼玉

13 3 52 久喜市菖蒲中学校 11:26.12

ﾀｲﾑﾚｰｽ 3組

1組 2組

氏名(学年) 氏名(学年)

飯嶌 健斗(2) 川嶋 健哉(3)

遠藤 祐樹(3) 齋藤 雅英(2)

関本 泰臣(3) 木暮 涼(3)

湯浅 崚(2) 金子 貴紀(1)

今井 優作(2) 橋本 裕太(1)

上田 裕樹(3) 和久津 幸太(2)

丸山 亘毅(3) 岡内 星磨(2)

中村 友哉(1) 佐藤 智哉(2)

鹿児島 広光(3) 木暮 渉(1)

吉野 太希(3) 森田 健太(2)

三浦 昴輝(1) 大塚 祐樹(3)

小川 龍(2) 佐々木 碧(2)

星 柊磨(3) 石川 湧陽(1)

大森 一輝(2) 上野 由把(2)

中川 怜音(2) 清水 和輝(2)

萩原 駿(2) 木暮 濯(1)

磯田 涼介(2) 関口 英樹(1)

渡邊 龍(2)

3組

氏名(学年) 氏名(学年)

金子 智哉(2) 金子 智哉(2)

後藤 司(3) 飯嶌 健斗(2)

野村 樹生(2) 後藤 司(3)

長尾 俊希(3) 川嶋 健哉(3)

田辺 晃輝(3) 遠藤 祐樹(3)

中島 幹太(2) 齋藤 雅英(2)

山岸 道矢(2) 関本 泰臣(3)

俣摩 黎(3) 木暮 涼(3)

竹中 駿介(2)

雨宮 奨悟(2)

河内 天馬(2)

山川 大貴(1)

山崎 誠士(1)



凡例  DNS:欠場

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：坂内　孝弥

中学男子3000m

日本中学記録(JHR)       8:23.80   大住　　和(北海道・函館大川)          2005
埼玉県中学記録(SJR)     8:32.01   打越　雄允(さいたま・与野西)          2009 10月29日 10:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾄ 埼玉

14 6 13 加須市立大利根中学校 11:28.30

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾐﾂ 埼玉

15 15 15 加須市立大利根中学校 11:37.49

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 埼玉

5 37 東松山市立松山中学校 DNS

ｼﾏﾑﾗ ｴｲｼﾞ 埼玉

7 19 さいたま市立泰平中学校 DNS

小倉 有登(2)

小林 孝光(1)

吉田 祐也(2)

島村 英治(2)



凡例 

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：坂内　孝弥

中学男子4X100mR

日本中学記録(JHR)       42.77     金内・田嶋・梶・深谷(福　島・白河第二)2004
日本中学記録(JHR)       41.26     小池・綱川・梨本・田子(千　葉・千葉選抜)2008
埼玉県中学記録(SJR)     43.54     飯島・浅野・原・瓶子(さいたま・宮　原)2004 10月29日 16:30 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 熊谷市立熊谷東中学校・埼玉着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 所沢市立小手指中学校・埼玉着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 さいたま市立宮前中学校・埼玉

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ

記録 47.92 記録 48.55 記録 51.86

所属地 所属地 所属地

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属

ｶﾜｻｷ ｾｲﾔ 埼玉 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 埼玉 ｵｻﾞｷ ﾓﾄﾌﾐ 埼玉

1 111 熊谷市立熊谷東中学校 1 99 所沢市立小手指中学校 1 3 さいたま市立宮前中学校

ｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 埼玉 ｷﾉｼﾀ ｺﾞｳ 埼玉 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻｷ 埼玉

2 112 熊谷市立熊谷東中学校 2 100 所沢市立小手指中学校 2 2 さいたま市立宮前中学校

ｷﾑﾗ ﾏｺﾄ 埼玉 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳ 埼玉 ｷｸﾁ ﾀｲﾁ 埼玉

3 118 熊谷市立熊谷東中学校 3 97 所沢市立小手指中学校 3 5 さいたま市立宮前中学校

ﾓﾃｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾑ 埼玉 ｺｳﾏ ﾋﾛﾐ 埼玉

4 113 熊谷市立熊谷東中学校 4 98 所沢市立小手指中学校 4 6 さいたま市立宮前中学校

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東松山市立北中学校・埼玉

4 6 ｺﾒﾝﾄ

記録 57.79

所属地

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属

ｵｵﾊｼ ｱﾕﾑ 埼玉

1 27 東松山市立北中学校

ﾊﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 埼玉

2 26 東松山市立北中学校

ｲﾜｻｷ ｼｮｳ 埼玉

3 23 東松山市立北中学校

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 埼玉

4 25 東松山市立北中学校

氏名(学年) 氏名(学年) 氏名(学年)

川崎 聖矢(1) 佐藤 康太(2) 小崎 基史(2)

和泉 大樹(2) 木下 豪(2) 萩原 雅貴(2)

木村 允(1) 田口 諒(2) 菊池 泰智(2)

茂木 大輔(2) 田中 広無(2) 小馬 宏海(2)

氏名(学年)

大橋 歩(2)

浜田 海斗(2)

岩崎 翔(2)

山口 響(2)



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

中学男子走高跳
審 判 長：小林　貞雄

記録主任：坂内　孝弥

決勝 

所属地 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m63 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 1m66

日本中学記録(JHR)       2m10      境田　裕之(北海道・春光台)            1986
埼玉県中学記録(SJR)     1m96      中野　清紀(行　田・行田西)            1987
埼玉県中学記録(SJR)     1m96      吉岡　　登(行　田・行　田)            1987 10月29日 14:00 決勝

氏名(学年)

ﾋﾗｷ ﾀｸﾐ 埼玉 － － － － ○ ○ ○ ×○ ×○ ×○

1 3 54 美里町立美里中学校××× 1m63

ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭｼﾝ 埼玉 － － ○ ×○ ○ ○ ×××

2 10 124 さいたま市立尾間木中学校 1m45

ｻｸﾗｲ ﾀｲｶﾞ 埼玉 － － － － ××○×××

3 4 116 熊谷市立熊谷東中学校 1m40

ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 埼玉 － ○ ○ ×○ ×××

4 2 55 美里町立美里中学校 1m35

ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳﾋｶﾙ 埼玉 ○ ○ ×○ ×○ ×××

5 7 109 所沢市立小手指中学校 1m35

ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛｷ 埼玉 ○ ×○ ××○××○×××

6 5 110 所沢市立小手指中学校 1m35

ｲｲﾉ ﾀｶﾋﾛ 埼玉 ×○ ×○ ×××

7 6 56 美里町立美里中学校 1m25

ｵｵﾉ ﾖｼｷ 埼玉 ×××

8 57 美里町立美里中学校 NM

ﾐｳﾗ ｺﾞｳ 埼玉

1 35 桶川市桶川中学校 DNS

ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 埼玉

9 123 さいたま市立尾間木中学校 DNS

平木 拓海(2)

山崎 柱信(2)

櫻井 大雅(2)

田口 誠也(1)

田島 将光(2)

豊田 広樹(2)

飯野 貴大(1)

大野 佳樹(1)

三浦 剛(2)

嶋田 拓馬(2)



凡例  DNS:欠場

中学男子走幅跳
審 判 長：小林　貞雄

記録主任：坂内　孝弥

決勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 ﾍﾞｽﾄ 試順 記録 ｺﾒﾝﾄ

日本中学記録(JHR)       7m32      佐々木勝利(秋　田・大曲南)            1992
埼玉県中学記録(SJR)     7m01      荒井　直樹(鴻　巣・鴻　巣)            1994 10月29日 09:30 決勝

3回 ﾄｯﾌﾟ8

氏名(学年) 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

ﾔﾉﾏ ｼﾝ 埼玉 × × 5m96 5m96 8 × × × 5m96

1 1 28 桶川市桶川中学校 +0.3 +0.3 +0.3

ﾑﾗﾉ ｺｳｽｹ 埼玉 5m03 5m40 × 5m40 7 × 5m52 × 5m52

2 2 29 桶川市桶川中学校 +0.4 +0.3 +0.3 -0.7 -0.7

ｴﾓﾘ ｼｮｳﾀ 埼玉 4m81 5m22 4m82 5m22 6 5m04 4m93 5m21 5m22

3 15 31 桶川市桶川中学校 +0.6 +0.9 -0.1 +0.9 +2.0 +0.3 +1.0 +0.9

ｶﾜｻｷ ｾｲﾔ 埼玉 × 4m71 4m65 4m71 3 × 5m09 4m62 5m09

4 12 111 熊谷市立熊谷東中学校 +0.3 +0.6 +0.3 +1.3 +1.1 +1.3

ｺﾞﾝﾀﾞ ｹｲ 埼玉 5m06 4m93 4m91 5m06 5 4m92 4m80 4m94 5m06

5 5 65 深谷市立花園中学校 0.0 +2.6 +0.1 0.0 +1.8 +0.2 +0.3 0.0

ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 埼玉 5m03 × 4m97 5m03 4 × 4m80 4m83 5m03

6 7 114 熊谷市立熊谷東中学校+0.1 -0.5 +0.1 +0.6 +1.3 +0.1

ﾓﾘﾀ ﾄﾓｷ 埼玉 × 4m71 4m60 4m71 2 4m46 4m85 4m61 4m85

7 9 50 久喜市菖蒲中学校 +0.6 0.0 +0.6 +0.6 +1.8 +1.4 +1.8

ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 埼玉 × 4m44 4m24 4m44 1 4m60 4m74 4m79 4m79

8 13 115 熊谷市立熊谷東中学校 +0.9 0.0 +0.9 +0.9 +2.0 0.0 0.0

ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ﾊﾔﾃ 埼玉 3m92 3m73 × 3m92 3m92

9 4 46 東松山市立松山中学校+0.6 +0.3 +0.6 +0.6

ﾁﾊﾞ ﾖｳｽｹ 埼玉 × 3m85 3m91 3m91 3m91

10 10 58 美里町立美里中学校 +0.4 +0.8 +0.8 +0.8

ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲｼﾞ 埼玉 2m86 3m68 3m33 3m68 3m68

11 11 52 久喜市菖蒲中学校 +0.8 +0.6 +1.4 +0.6 +0.6

ｲﾄｳ ﾌﾐﾋﾛ 埼玉 × × 2m85 2m85 2m85

12 3 42 東松山市立松山中学校 +1.1 +1.1 +1.1

ﾅﾜ ﾖｼﾋﾛ 埼玉 × 2m43 × 2m43 2m43

13 14 24 東松山市立北中学校 +1.1 +1.1 +1.1

ﾉｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 埼玉

6 63 東松山市立白山中学校 DNS

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 埼玉

8 45 東松山市立松山中学校 DNS

矢野間 真(3)

村埜 宏輔(3)

江森 匠太(2)

川崎 聖矢(1)

権田 渓(2)

田中 幸太(2)

森田 智樹(2)

鈴木 晃介(2)

日向寺 颯(1)

千葉 耀介(2)

山崎 誠士(1)

伊藤 史博(1)

名和 誉志広(1)

野沢 宏樹(3)

高橋 翔太(1)



凡例 

中学男子砲丸投
審 判 長：小林　貞雄

記録主任：坂内　孝弥

決勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 ﾍﾞｽﾄ 試順 記録 ｺﾒﾝﾄ

日本中学記録(JHR)       17m05     武田　歴次(徳　島・美　馬)            2010
埼玉県中学記録(SJR)     15m11     大谷　健太(深　谷・川　本)            2008 10月29日 11:00 決勝

3回 ﾄｯﾌﾟ8

氏名(学年) 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

ｺｽｹﾞ ｼｭﾝﾀ 埼玉

1 4 44 東松山市立松山中学校7m96 7m19 6m84 7m96 6m73 7m68 7m54 7m96

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 埼玉

2 5 25 東松山市立北中学校 7m28 7m05 7m28 7m40 7m26 7m32 7m40

ｶﾅｲ ﾀﾂﾔ 埼玉

3 3 60 美里町立美里中学校 6m66 6m78 5m92 6m78 6m33 6m63 6m78

ﾔﾅｷﾞ ﾏｺﾄ 埼玉

4 2 59 美里町立美里中学校 5m54 5m79 5m90 5m90 5m36 5m83 5m89 5m90

ｻｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ 埼玉

5 1 43 東松山市立松山中学校5m02 4m75 4m77 5m02 4m76 4m86 4m65 5m02

小菅 駿太(1)

山口 響(2)

金井 達也(1)

栁 慎人(2)

坂本 渉(1)



凡例  DNS:欠場

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：坂内　孝弥

高校男子100m

日本高校記録(HR)        10.24     高橋　和裕(奈良・添上)                1994 10月29日 13:20 予選
埼玉県高校記録(SHR)     10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 10月29日 14:55 決勝

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｸﾀｺｳﾍｲ 埼玉 ﾋﾛﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼玉

1 7 1047 蕨高校 11.43 1 4 1981 浦和実業高 11.36 q

ﾜｷﾀﾕｳｷ 埼玉 ｼﾞﾝｸﾞｳｱｷｶﾂ 埼玉

2 6 2664 坂戸西高校 12.07 2 9 3402 熊谷西高校 11.94

ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾔ 埼玉 ｺｼｴ ﾋﾛﾑ 埼玉

3 5 1115 市立浦和高校 12.10 3 8 134 松山高校 11.95

ﾖﾓﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 埼玉 ｶﾈｺ ﾂﾊﾞｻ 埼玉

4 9 145 松山高校 12.14 4 6 1111 市立浦和高校 12.00

ｾｷｸﾞﾁｹﾝﾄ 埼玉 ﾜﾀﾅﾍﾞｱﾕｷ 埼玉

5 2 998 熊谷商業高校 12.41 5 7 1039 蕨高校 12.13

ｻﾙﾀ ﾕｳｷ 埼玉 ﾊﾗ ﾀｲｷ 埼玉

6 3 42 熊谷高校 12.62 6 2 4296 南陵高校 13.25

ﾀｶｲｽﾞﾐ ﾏｻｼ 宮城 ﾔﾏｸﾞﾁﾏｻﾔ 埼玉

4 1190 東北高校 DNS 3 812 浦和商業高校 DNS

ｵﾉ ﾏｻｷ 埼玉 ｲﾉｳｴｹﾝﾔ 埼玉

8 1983 浦和実業高 DNS 5 2657 坂戸西高校 DNS

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵﾀﾆ ﾄｼﾀｶ 埼玉 ｽｽﾞｷﾀｸﾐ 埼玉

1 7 121 松山高校 11.02 q 1 6 2661 坂戸西高校 11.67

ﾏｽｵ ﾕｳｷ 埼玉 ｻｻｷ ｶﾅﾒ 宮城

2 9 2001 浦和実業高 12.04 2 4 1195 東北高校 11.78

ｶﾅｲﾀｶﾋﾛ 埼玉 ﾎｼﾅ ﾕｳﾀ 埼玉

3 3 3409 熊谷西高校 12.23 3 8 130 松山高校 12.03

ﾀｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 埼玉 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 埼玉

4 8 389 小川高校 12.45 4 7 936 鴻巣高校 12.20

ﾊﾗｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 埼玉 ｻﾜﾀﾞﾃ ｺｳﾀ 埼玉

5 2 5574 本庄第一高校 13.21 5 9 388 小川高校 12.29

ｲｲﾂﾞｶ ｹｲｺﾞ 宮城 ｲﾇｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 埼玉

4 1150 東北高校 DNS 6 3 1990 浦和実業高 12.56

ｱｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 埼玉 ｲｸﾞﾁ ﾏｻｷ 埼玉

5 35 熊谷高校 DNS 7 2 5557 本庄第一高校 12.71

ｺﾊﾞﾔｼﾊﾔﾄ 埼玉 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 埼玉

6 1044 蕨高校 DNS 5 1030 蕨高校 DNS

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾂﾔ 宮城 ｻｶｸﾞﾁ ｽｸﾞﾙ 埼玉

1 4 1164 東北高校 11.47 1 7 1112 市立浦和高校 11.35 q

ﾄﾂｶ ﾕｳﾀ 埼玉 ｽﾅｶﾞ ｹﾝﾔ 埼玉

2 5 566 深谷商業高校 11.90 2 6 2531 深谷第一高校 12.11

ｺﾓﾊﾗ ｼｮｳ 埼玉 ﾖｼﾀﾞﾋﾛｼ 埼玉

3 7 4295 南陵高校 12.11 3 5 1033 蕨高校 12.29

ｱﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 埼玉 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾙﾐ 埼玉

4 8 143 松山高校 12.30 4 9 4293 南陵高校 12.29

ｶﾔﾉﾄﾓﾋﾛ 埼玉 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 埼玉

5 2 1035 蕨高校 12.76 5 8 34 熊谷高校 12.29

ｻｻｷ ﾅｵﾄ 埼玉 ｼﾏﾂﾞ ﾊﾂｷ 埼玉

6 3 2006 浦和実業高 13.41 6 2 2000 浦和実業高 12.91

ｳｽｲ ﾘｭｳｾｲ 埼玉 ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵﾔ 埼玉

7 9 4632 大宮南高校 13.44 7 3 5463 和光国際高校 12.94

ﾅｶｼﾊﾞ ﾋﾛﾄ 埼玉 ｵｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 埼玉

6 41 熊谷高校 DNS 4 4863 鳩山高校 DNS

予選 16組0着＋8

1組 風:+0.3 2組 風:-0.2

氏名(学年) 氏名(学年)

作田 康平(1) 廣田 翔平(2)

脇田 佑貴(2) 神宮 章克 (2)

足立 晶哉(1) 越榮 宏(1)

四方田 一成(1) 金子 翼(2)

関口 健人(2) 渡辺 歩樹(2)

猿田 裕輝(1) 原 泰暉(1)

高泉 雅史(1) 山口 雅也(1)

小野 柾希(2) 井上 賢哉(1)

3組 風:+0.1 4組 風:-0.1

氏名(学年) 氏名(学年)

大谷 俊貴(3) 鈴木 巧(1)

増尾 祐希(1) 佐々木 要(1)

金井 貴裕(2) 保科 侑汰(2)

田嶋 大地(1) 川鍋 佑貴(1)

原口 峻輔(2) 澤舘 康太(1)

飯塚 啓伍(1) 犬嶋 一貴(1)

赤林 佑太(2) 井口 将希(1)

小林 勇人(1) 服部 翼(2)

5組 風:-0.3 6組 風:+0.6

氏名(学年) 氏名(学年)

熊谷 龍弥(1) 坂口 卓(2)

戸塚 優太(3) 寿永 賢哉(1)

菰原 翔(1) 吉田 浩志(2)

阿部 友明(1) 増田 成実(1)

萱野 友博(2) 木村 優介(2)

佐々木 尚人(1) 島津 初樹(1)

薄井 龍星(1) 町田 直哉(2)

中柴 広人(1) 小澤 隼人(2)



凡例  DNS:欠場

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：坂内　孝弥

高校男子100m

日本高校記録(HR)        10.24     高橋　和裕(奈良・添上)                1994 10月29日 13:20 予選
埼玉県高校記録(SHR)     10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 10月29日 14:55 決勝

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳ 埼玉 ﾌｸｼﾏ ﾄｼﾕｷ 埼玉

1 4 149 松山高校 11.19 q 1 4 2044 熊谷工業高校 11.54

ﾊﾀｹﾔﾏﾁｮｳｼﾞ 埼玉 ﾄﾐｵｶ ﾀﾞｲｺﾞ 埼玉

2 7 1462 狭山ヶ丘高校 11.38 q 2 7 140 松山高校 11.62

ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 埼玉 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 埼玉

3 6 1989 浦和実業高 11.72 3 5 243 本庄高校 11.80

ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾔ 埼玉 ｷｸﾁﾄﾓﾊﾙ 埼玉

4 5 5558 本庄第一高校 11.98 4 8 3405 熊谷西高校 12.43

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 埼玉 ｻｸﾗﾋｮｳｶﾞ 埼玉

5 9 6194 山村学園高校 12.52 5 9 1467 狭山ヶ丘高校 13.08

ｼﾗｲｼ ﾄｵﾙ 埼玉 ﾔﾏﾔ ｶｽﾞｷ 埼玉

6 3 5478 和光国際高校 13.25 6 3 1746 筑波大附属坂戸高校 13.37

ｺﾔﾉ ﾄｵﾙ 埼玉 ｹﾂﾞｶ ｹﾝﾄ 埼玉

7 2 2775 妻沼高校 14.35 7 2 4299 南陵高校 14.03

ｴｸﾞﾁﾅｵﾄ 埼玉 ｻﾄｳ ｶﾅﾒ 宮城

8 1048 蕨高校 DNS 6 1187 東北高校 DNS

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｳﾁﾀﾞｸﾝﾍﾟｲ 埼玉 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞｷ 埼玉

1 6 4090 幸手高校 11.68 1 5 144 松山高校 11.41 q

ﾆｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 埼玉

2 5 4861 鳩山高校 11.78 2 4 958 鴻巣高校 11.71

ﾊﾗ ｶｽﾞｷ 埼玉 ﾔｼﾞﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 埼玉

3 4 146 松山高校 11.99 3 9 5475 和光国際高校 11.73

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 埼玉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 埼玉

4 7 261 本庄高校 12.25 4 7 3121 深谷高校 12.16

ﾏｽﾀﾞ ｻﾄｼ 埼玉 ﾊﾗｲﾌﾞｷ 埼玉

5 9 1119 市立浦和高校 12.39 5 3 3406 熊谷西高校 12.21

ﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾋﾛ 埼玉 ﾄｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 埼玉

6 2 46 熊谷高校 12.60 6 2 45 熊谷高校 12.44

ｼﾌﾞﾔ ﾅｵｷ 埼玉 ﾏﾙﾊﾞｼ ﾃﾂﾔ 埼玉

3 3215 日高高校 DNS 7 8 5579 本庄第一高校 12.58

ﾉｻﾞｷ ﾅｵﾋﾛ 埼玉 ﾖｼﾉ ﾚﾝ 埼玉

8 2003 浦和実業高 DNS 6 561 深谷商業高校 DNS

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｾｷｸﾞﾁ ｸﾆﾋｺ 埼玉 ｷﾀﾂﾞﾒｺｳｷ 埼玉

1 7 129 松山高校 11.10 q 1 6 996 熊谷商業高校 11.68

ｵﾏﾀﾋﾛｱｷ 埼玉 ｻｸﾐﾁ ﾏｻｷ 埼玉

2 5 1463 狭山ヶ丘高校 11.70 2 8 574 深谷商業高校 11.97

ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ 埼玉 ﾁﾊﾞﾚｲ 埼玉

3 6 5556 本庄第一高校 11.73 3 7 1441 狭山ヶ丘高校 11.98

ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 埼玉 ｾｷﾔﾏ ﾕｳﾄ 宮城

4 3 2523 深谷第一高校 12.14 4 5 1190 東北高校 12.10

ﾊﾗ ｼﾝﾔ 埼玉 ﾀｶﾀﾞ ｿｳｼ 埼玉

5 9 1114 市立浦和高校 12.21 5 3 2004 浦和実業高 12.42

ｵﾘﾊﾗ ｶｲ 埼玉 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 埼玉

6 4 4629 大宮南高校 12.48 6 9 5480 和光国際高校 12.97

ｶﾅﾔ ｹｲ 埼玉 ｴﾓﾘ ｼｮｳｷ 埼玉

7 2 47 熊谷高校 12.54 7 2 363 小川高校 13.34

ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ 埼玉 ｱﾉ ﾂﾊﾞｻ 埼玉

8 8 6193 山村学園高校 12.56 1 48 熊谷高校 DNS

ｵｸ ｼｭｳﾍｲ 埼玉

4 128 松山高校 DNS

7組 風:-0.3 8組 風:-0.5

氏名(学年) 氏名(学年)

北川 翔(1) 福島 聖之(3)

畠山 跳児(2) 富岡 大悟(1)

石田 祥真(1) 増田 拓実(2)

永尾 拓也(1) 菊地 朝陽 (2)

渡辺 勇人(2) 櫻井 氷河(1)

白石 暢(1) 山谷 一貴(1)

古屋野 達(1) 毛塚 絹人(1)

江口 直人(1) 佐藤 要(1)

9組 風:+0.1 10組 風:+0.4

氏名(学年) 氏名(学年)

内田 君平(2) 福島 一貴(1)

新島 大裕(2) 松本 勇輝(2)

原 一輝(1) 矢島 鉄平(2)

吉田 裕治(1) 渡部 竣太(2)

増田 智志(1) 原 伊吹 (2)

矢口 拓祐(1) 戸澤 直登(1)

澁谷 尚紀(2) 丸橋 哲也(2)

野崎 尚宏(2) 吉野 廉(3)

11組 風:-0.1 12組 風:+0.4

氏名(学年) 氏名(学年)

関口 邦彦(2) 北爪 功輝 (1)

尾又 寛晃(2) 作道 真規(1)

井上 弘崇(1) 千葉 嶺(2)

松島 博之(2) 関山 悠斗(2)

原 進弥(2) 高田 莊嗣(2)

折原 海(1) 宮崎 稜平(1)

金谷 慧(1) 江森 翔輝(1)

後藤 拓哉(2) 阿野 翼(1)

奥 秀平(1)



凡例  DNS:欠場

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：坂内　孝弥

高校男子100m

日本高校記録(HR)        10.24     高橋　和裕(奈良・添上)                1994 10月29日 13:20 予選
埼玉県高校記録(SHR)     10.35     井盛　雅(埼玉・伊奈学園総合)          1995 10月29日 14:55 決勝

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 埼玉 ﾔﾏﾅｶ ｼｭﾝﾔ 埼玉

1 5 1960 本庄東高校 11.55 1 5 5561 本庄第一高校 11.87

ﾂｼﾞ ｹﾝｺﾞ 埼玉 ｵｵｼﾏ ｱﾕ 埼玉

2 1 564 深谷商業高校 11.92 2 6 387 小川高校 11.96

ﾏﾆﾀｻﾄｼ 埼玉 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 宮城

3 7 1466 狭山ヶ丘高校 12.02 3 7 1189 東北高校 12.00

ｼﾏｻﾞｷ ｾｲﾔ 埼玉 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾖｼ 埼玉

4 4 1116 市立浦和高校 12.09 4 9 3213 日高高校 12.21

ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾄｸ 埼玉 ｱｵｷ ｼﾝ 埼玉

5 6 5462 和光国際高校 12.29 5 8 127 松山高校 12.43

ｸﾘﾊﾗ ﾖｼｱｷ 埼玉 ﾉﾀﾞ ﾀｹﾙ 埼玉

6 9 2524 深谷第一高校 12.35 6 4 268 本庄高校 12.53

ｶｻﾊﾗｼｮｳﾀ 埼玉 ｵｵﾉ ﾕｳｷ 埼玉

7 8 997 熊谷商業高校 12.42 7 2 1753 筑波大附属坂戸高校 12.54

ﾋﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉 ｸﾆｲ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉

8 3 3131 深谷高校 12.67 3 2002 浦和実業高 DNS

ﾅｶﾞｾ ｺｳﾉｽｹ 埼玉

9 2 1988 浦和実業高 12.69

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾊﾀｹﾔﾏｼｮｳﾀ 埼玉 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 埼玉

1 7 2642 坂戸西高校 11.42 1 4 562 深谷商業高校 11.38 q

ｸﾄﾞｳ ｾｲﾔ 宮城 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 埼玉

2 5 1182 東北高校 11.61 2 7 379 小川高校 11.75

ｶﾐﾑﾗ ﾏｻｷ 埼玉 ｵｵﾂｶ ﾂﾊﾞｻ 埼玉

3 4 4291 南陵高校 12.11 3 6 1982 浦和実業高 11.76

ｻﾄｳﾔﾏﾄ 埼玉 ﾂﾁﾔﾉﾌﾞﾋﾛ 埼玉

4 6 3391 熊谷西高校 12.15 4 5 4085 幸手高校 12.19

ｻｶﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 埼玉 ﾎｼﾉﾖｳ 埼玉

5 8 5461 和光国際高校 12.19 5 9 1050 蕨高校 12.67

ﾓﾛﾊｼ ｺｳｷ 埼玉 ｱｲｺｳ ﾄｼﾋﾛ 埼玉

6 2 1745 筑波大附属坂戸高校 12.39 6 3 5482 和光国際高校 12.73

ﾎｿﾉ ｼｭｳ 埼玉 ｾｷﾈ ｱｵｲ 埼玉

7 9 44 熊谷高校 12.48 7 2 2535 深谷第一高校 14.10

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾀｶ 埼玉 ﾏﾂﾓﾄﾘｮｳｲﾁ 埼玉

8 3 1996 浦和実業高 13.06 8 995 熊谷商業高校 DNS

決勝 

所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀﾆ ﾄｼﾀｶ 埼玉

1 4 121 松山高校 10.83

ｾｷｸﾞﾁ ｸﾆﾋｺ 埼玉

2 6 129 松山高校 11.12

ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳ 埼玉

3 7 149 松山高校 11.25

ﾊﾀｹﾔﾏﾁｮｳｼﾞ 埼玉

4 3 1462 狭山ヶ丘高校 11.26

ｻｶｸﾞﾁ ｽｸﾞﾙ 埼玉

5 5 1112 市立浦和高校 11.29

ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 埼玉

6 8 562 深谷商業高校 11.31

ﾋﾛﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼玉

7 9 1981 浦和実業高 11.42

ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞｷ 埼玉

8 2 144 松山高校 11.47

13組 風:-1.1 14組 風:+0.6

氏名(学年) 氏名(学年)

山田 航輔(1) 山中 俊哉(2)

辻 健吾(3) 大嶋 亜侑(1)

眞仁田 賢(1) 阿部 大輝(2)

島崎 清弥(1) 山本 洋美(1)

小島 権徳(2) 青木 慎(2)

栗原 良彰(2) 野田 尊(2)

笠原 翔太(1) 大野 裕貴(2)

日原 和志(1) 国井 大輔(1)

永瀬 幸之介(1)

15組 風:-0.7 16組 風:-0.6

氏名(学年) 氏名(学年)

畠山 昇大(2) 井上 貴博(3)

工藤 聖也(2) 新井 雄貴(2)

上村 昌輝(1) 大塚 翼(2)

佐藤 大和(1) 土屋 宣広(2)

坂田 優太郎(2) 星野 燿(1)

諸橋 幸輝(1) 愛甲 隼大(1)

細野 修(1) 関根 葵(1)

渡邉 能尭(2) 松本 亮一(3)

風:+0.2

氏名(学年)

大谷 俊貴(3)

関口 邦彦(2)

北川 翔(1)

畠山 跳児(2)

坂口 卓(2)

井上 貴博(3)

廣田 翔平(2)

福島 一貴(1)



凡例  DNS:欠場

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：坂内　孝弥

高校男子400m

日本高校記録(HR)        45.47     金丸　祐三(大阪・大阪)                2005
埼玉県高校記録(SHR)     46.83     山崎　謙吾(埼玉・埼玉栄)              2009 10月29日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ 埼玉 ｼﾞﾝｸﾞｳｱｷｶﾂ 埼玉

1 5 4638 大宮南高校 52.42 1 7 3402 熊谷西高校 52.47

ｶﾒｲ ﾀﾞｲｷ 埼玉 ﾋﾗﾉﾏｻﾔ 埼玉

2 1 1959 本庄東高校 53.49 2 5 2657 坂戸西高校 53.71

ｶﾅｲﾀｶﾋﾛ 埼玉 ｲｳﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 埼玉

3 3 3409 熊谷西高校 54.20 3 4 5564 本庄第一高校 54.43

ﾂﾁﾔﾉﾌﾞﾋﾛ 埼玉 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 埼玉

4 4 4085 幸手高校 54.32 4 9 2052 熊谷工業高校 54.68

ｻｶﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 埼玉 ﾊｼﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 埼玉

5 6 5461 和光国際高校 54.62 5 6 40 熊谷高校 55.76

ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 埼玉 ｼﾗｵ ﾖｼﾄﾓ 埼玉

6 2 3125 深谷高校 55.19 6 8 1984 浦和実業高 56.64

ｲﾅﾊﾞｼｭｳｾｲ 埼玉 ﾄﾞﾓﾝﾅﾂｷ 埼玉

7 7 1034 蕨高校 55.74 7 2 1000 熊谷商業高校 58.13

ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳﾍｲ 埼玉 ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵﾔ 埼玉

8 8 1993 浦和実業高 1:00.25 8 3 5463 和光国際高校 59.24

ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｸﾐ 埼玉 ｻﾙﾀ ﾕｳｷ 埼玉

9 9 5551 本庄第一高校 1:03.85 1 42 熊谷高校

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶｷ 埼玉 ｻｻｷ ｶﾅﾒ 宮城

1 4 32 熊谷高校 52.11 1 4 1195 東北高校 51.58

ｴﾓﾘｺｳﾀ 埼玉 ｼﾐｽﾞﾘｭｳﾔ 埼玉

2 5 994 熊谷商業高校 54.63 2 6 2650 坂戸西高校 52.09

ﾜｷﾀﾕｳｷ 埼玉 ﾀﾞｲﾓﾝ ｻﾄｼ 埼玉

3 6 2664 坂戸西高校 55.15 3 7 1963 本庄東高校 55.39

ｺﾞﾄｳ ｺｳｹﾝ 埼玉 ｷｸﾁﾄﾓﾊﾙ 埼玉

4 2 1985 浦和実業高 55.83 4 5 3405 熊谷西高校 56.70

ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ 埼玉 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾐ 埼玉

5 8 2051 熊谷工業高校 56.00 5 3 2059 熊谷工業高校 1:00.36

ｺｲﾃﾞｶｵﾙ 埼玉 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾄ 埼玉

6 9 1041 蕨高校 56.31 6 2 2010 浦和実業高 1:01.60

ﾎｶｿﾞﾉｹﾝ 埼玉 ｶｼﾞﾜﾗ ﾓﾄﾅﾘ 埼玉

7 3 3395 熊谷西高校 58.91 7 9 940 鴻巣高校 1:04.07

ﾆｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉 ﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾋﾛ 埼玉

7 4861 鳩山高校 1 46 熊谷高校

ﾎｯﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼玉

8 1118 市立浦和高校

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾇﾏﾀｻﾄﾙ 埼玉 ﾜﾀﾅﾍﾞｶｹﾙ 埼玉

1 4 2645 坂戸西高校 53.53 1 6 2649 坂戸西高校 54.71

ﾊﾗｲﾌﾞｷ 埼玉 ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾔ 埼玉

2 9 3406 熊谷西高校 54.34 2 7 993 熊谷商業高校 55.30

ｱﾍﾞ ｺｳﾀ 埼玉 ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾔ 埼玉

3 6 4864 鳩山高校 54.52 3 8 1115 市立浦和高校 55.50

ｶﾏﾀｹﾝﾀﾛｳ 埼玉 ｼﾗｲﾕｳﾔ 埼玉

4 7 1032 蕨高校 56.25 4 4 1031 蕨高校 57.84

ﾂﾁﾊｼ ｶｽﾞﾔ 埼玉 ｷﾀﾉ ﾃﾂﾔ 埼玉

5 8 1992 浦和実業高 57.51 5 9 141 松山高校 58.37

ｲｲﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 埼玉 ﾄｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 埼玉

6 3 2058 熊谷工業高校 59.22 6 3 2056 熊谷工業高校 1:04.16

ｼﾗｲｼ ﾄｵﾙ 埼玉 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 埼玉

7 5 5478 和光国際高校 59.23 7 2 2009 浦和実業高 1:06.48

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 埼玉 ｲｲﾂﾞｶ ｹｲｺﾞ 宮城

8 2 5563 本庄第一高校 59.43 5 1150 東北高校 DNS

1組 2組

氏名(学年) 氏名(学年)

木村 友哉(2) 神宮 章克 (2)

亀井 大貴(1) 平野 将也(2)

金井 貴裕(2) 井浦 優太朗(2)

土屋 宣広(2) 町田 大樹(1)

坂田 優太郎(2) 橋本 林太郎(1)

中里 真喜(2) 白尾 仁知(2)

稲葉 柊生(2) 土門 夏樹(1)

小川 竜平(1) 町田 直哉(2)

中里 匠(1) 猿田 裕輝(1)

3組 4組

氏名(学年) 氏名(学年)

飯塚 高規(2) 佐々木 要(1)

江森 航太(1) 清水 龍也(1)

脇田 佑貴(2) 大門 聡(1)

後藤 広賢(1) 菊地 朝陽 (2)

橋本 龍(1) 清水 拓海(1)

小出 薫(1) 野口 拓登(1)

外園 健(1) 梶原 元就(1)

新島 大裕(2) 矢口 拓祐(1)

堀田 翔平(1)

5組 6組

氏名(学年) 氏名(学年)

沼田 悟(2) 渡辺 翔(2)

原 伊吹 (2) 工藤 嵩也 (2)

阿部 幸太(2) 足立 晶哉(1)

鎌田 健太郎(2) 白井 祐也(2)

土橋 一八(1) 北野 哲弥(1)

飯田 昇平(1) 戸澤 大輝(1)

白石 暢(1) 片岡 篤紀(1)

山田 健人(2) 飯塚 啓伍(1)



凡例  DNS:欠場

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：坂内　孝弥

高校男子400m

日本高校記録(HR)        45.47     金丸　祐三(大阪・大阪)                2005
埼玉県高校記録(SHR)     46.83     山崎　謙吾(埼玉・埼玉栄)              2009 10月29日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｻﾄﾕｳｷ 埼玉 ｽﾅｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 埼玉

1 4 991 熊谷商業高校 51.99 1 5 2527 深谷第一高校 51.94

ｳﾁﾀﾞｸﾝﾍﾟｲ 埼玉 ｲﾑﾗｴｲﾄ 埼玉

2 7 4090 幸手高校 53.87 2 4 1046 蕨高校 53.68

ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾀﾛｳ 埼玉 ｱﾝｻﾞｲﾀｸﾔ 埼玉

3 6 43 熊谷高校 54.28 3 7 3401 熊谷西高校 54.14

ﾉﾑﾗ ﾕｳﾀ 埼玉 ﾕｹﾞﾀﾘｮｳｼﾞ 埼玉

4 8 1964 本庄東高校 55.08 4 6 2668 坂戸西高校 55.73

ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 埼玉 ﾏｽﾀﾞ ｻﾄｼ 埼玉

5 9 5580 本庄第一高校 57.12 5 9 1119 市立浦和高校 57.84

ｺｲｹ ﾄｵﾙ 埼玉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 埼玉

6 3 2055 熊谷工業高校 1:02.22 6 8 4634 大宮南高校 58.11

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ 埼玉 ﾏｴﾊﾞﾔｼ ﾎｸﾄ 埼玉

2 2008 浦和実業高 DNS 7 2 2053 熊谷工業高校 59.72

ｵｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 埼玉 ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 埼玉

5 4863 鳩山高校 DNS 8 3 1994 浦和実業高 1:01.23

タイム決勝
所属地 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾄﾞｳ ｾｲﾔ 宮城 ｸﾄﾞｳ ｾｲﾔ 宮城
1 5 1182 東北高校 51.10 1 1182 東北高校 51.10

ﾄﾈﾀﾞ ｺｳｷ 埼玉 ｻｻｷ ｶﾅﾒ 宮城
2 6 2525 深谷第一高校 54.63 2 1195 東北高校 51.58

ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾄｸ 埼玉 ｽﾅｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 埼玉
3 7 5462 和光国際高校 55.39 3 2527 深谷第一高校 51.94

ﾜﾀﾇﾏﾏｻﾉﾌﾞ 埼玉 ﾅｶｻﾄﾕｳｷ 埼玉
4 9 1042 蕨高校 55.95 4 991 熊谷商業高校 51.99

ﾀｶｸｻｷ ﾜﾀﾙ 埼玉 ｼﾐｽﾞﾘｭｳﾔ 埼玉
5 3 5577 本庄第一高校 56.99 5 2650 坂戸西高校 52.09

ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 埼玉 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶｷ 埼玉
6 8 6196 山村学園高校 1:00.38 6 32 熊谷高校 52.11

ﾐﾊﾗ ﾂﾖｼ 埼玉 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ 埼玉
7 2 2007 浦和実業高 1:02.90 7 4638 大宮南高校 52.42

ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 埼玉 ｼﾞﾝｸﾞｳｱｷｶﾂ 埼玉
4 135 松山高校 DNS 8 3402 熊谷西高校 52.47

7組 8組

氏名(学年) 氏名(学年)

中里 勇輝(2) 須永 良祐(2)

内田 君平(2) 井邑 映斗(1)

小林 児太朗(1) 安西 拓也(2)

野村 雄太(1) 弓削田 僚児(1)

高橋 佑(2) 増田 智志(1)

小池 徹(1) 渡辺 剛士(1)

木下 悠也(1) 前林 北人(1)

小澤 隼人(2) 浅田 祐麻(2)

9組

氏名(学年) 氏名(学年)

工藤 聖也(2) 工藤 聖也(2)

利根田 佑樹(2) 佐々木 要(1)

小島 権徳(2) 須永 良祐(2)

綿沼 正伸(1) 中里 勇輝(2)

髙草木 航(2) 清水 龍也(1)

藤田 大樹(2) 飯塚 高規(2)

三原 強史(1) 木村 友哉(2)

舛田 龍之介(1) 神宮 章克 (2)



凡例  DNS:欠場

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：坂内　孝弥

所属地 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｻ ｲｸﾔ 埼玉 ｵｵｻﾜ ﾊﾔﾄ 埼玉

1 20 4633 大宮南高校 16:07.68 1 3 2534 深谷第一高校 16:45.07

ｲｼｶﾜ ｲｵﾘ 埼玉 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ 埼玉

2 18 381 小川高校 16:27.93 2 23 5560 本庄第一高校 17:06.19

ｱﾗｲ ﾀﾞｲｷ 埼玉 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 埼玉

3 16 2432 越生高校 16:30.02 3 17 5572 本庄第一高校 17:07.42

ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ 埼玉 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 埼玉

4 4 380 小川高校 16:34.64 4 5 4862 鳩山高校 17:10.26

ｱﾍﾞ ﾏｻｼ 埼玉 ﾖｺｶﾜ ﾕｳｷ 埼玉

5 13 957 鴻巣高校 16:51.33 5 6 2533 深谷第一高校 17:20.26

ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 埼玉 ﾓﾘﾔ ｶｽﾞｷ 埼玉

6 19 4635 大宮南高校 16:52.70 6 19 5479 和光国際高校 17:26.06

ｾｷ ﾘｮｳﾀ 埼玉 ｶﾄｳ ｼｭｳﾀ 埼玉

7 11 2528 深谷第一高校 16:54.69 7 9 384 小川高校 17:45.45

ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 埼玉 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳ 埼玉

8 9 4631 大宮南高校 16:59.49 8 4 6191 山村学園高校 17:51.40

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 埼玉 ｱｿｳ ｹｲﾀ 埼玉

9 17 5465 和光国際高校 17:01.79 9 1 1741 筑波大附属坂戸高校 17:56.16

ｷｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 埼玉 ｳﾁﾀﾞﾀｶﾋﾛ 埼玉

10 7 4865 鳩山高校 17:12.41 10 20 3393 熊谷西高校 17:59.70

ｲﾁｶﾜ ﾔﾏﾄ 埼玉 ｻｲｼﾞｮｳｶｲ 埼玉

11 3 4625 大宮南高校 17:13.05 11 7 1005 熊谷商業高校 18:00.76

ｼｹﾞﾋﾛ ｱｷﾗ 埼玉 ｵｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 埼玉

12 12 4628 大宮南高校 17:16.94 12 15 5568 本庄第一高校 18:01.20

ｲｼﾊﾞｼ ﾀｹﾋﾛ 埼玉 ﾖｼﾊﾗ ﾄｼﾔ 埼玉

13 8 5464 和光国際高校 17:24.86 13 2 2431 越生高校 18:08.35

ｺｲｹﾀﾂﾔ 埼玉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 埼玉

14 5 999 熊谷商業高校 17:26.23 14 22 383 小川高校 18:26.11

ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 埼玉 ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 埼玉

15 6 4636 大宮南高校 17:27.54 15 8 4300 南陵高校 18:27.56

ｲｹﾀﾞﾕｳﾔ 埼玉 ｽﾅｶﾞﾕｳｽｹ 埼玉

16 23 1002 熊谷商業高校 17:37.15 16 11 1004 熊谷商業高校 18:49.73

ｸﾒﾊﾗ ﾕｳｷ 埼玉 ﾐﾔﾀ ｲｯﾍﾟｲ 埼玉

17 21 5555 本庄第一高校 17:37.98 17 14 4624 大宮南高校 18:51.84

ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋｻ 埼玉 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂｱｷ 埼玉

18 14 4648 大宮南高校 18:11.20 18 21 5565 本庄第一高校 19:35.30

ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾏｻ 埼玉 ｶﾜﾀｼｮｳﾀ 埼玉

19 2 1742 筑波大附属坂戸高校 18:58.97 19 13 3396 熊谷西高校 19:58.56

ｶﾈｺ ｼｭｳﾀﾛｳ 埼玉 ﾓﾘ ｺｳｷ 埼玉

20 10 4292 南陵高校 19:21.30 20 18 1962 本庄東高校 20:11.96

ﾌｸﾐﾂﾋﾛｷ 埼玉 ﾄﾑﾗ ﾀｲｽｹ 埼玉

1 3404 熊谷西高校 DNS 21 12 5483 和光国際高校 21:07.34

ｶﾅﾓﾘ ﾀﾂﾛｳ 埼玉 ｵｵｲｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 埼玉

15 5554 本庄第一高校 DNS 10 5571 本庄第一高校 DNS

ﾖｺﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 埼玉 ｵｵｺｼ ｶｲﾄ 埼玉

22 2526 深谷第一高校 DNS 16 4297 南陵高校 DNS

タイム決勝
所属地 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｻ ｲｸﾔ 埼玉 ｲｼｶﾜ ｲｵﾘ 埼玉

1 4633 大宮南高校 16:07.68 2 381 小川高校 16:27.93

ｱﾗｲ ﾀﾞｲｷ 埼玉 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ 埼玉

3 2432 越生高校 16:30.02 4 380 小川高校 16:34.64

ｵｵｻﾜ ﾊﾔﾄ 埼玉 ｱﾍﾞ ﾏｻｼ 埼玉

5 2534 深谷第一高校 16:45.07 6 957 鴻巣高校 16:51.33

ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 埼玉 ｾｷ ﾘｮｳﾀ 埼玉

7 4635 大宮南高校 16:52.70 8 2528 深谷第一高校 16:54.69

高校男子5000m

日本高校記録(HR)        13:39.90  佐藤　秀和(宮城・仙台育英)            2004
埼玉県高校記録(SHR)     13:54.30  服部　翔大(埼玉・埼玉栄)              2009 10月29日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 2組

氏名(学年) 氏名(学年)

須佐 郁也(1) 大澤 速人(1)

石川 伊織(2) 村田 貴博(2)

新井 大貴(3) 加藤 悠太(1)

中山 丈二(2) 鈴木 篤(2)

阿部 将士(2) 横川 友希(1)

井上 裕貴(1) 森谷 和貴(1)

関 稜太(2) 加藤 秀太(1)

松本 大樹(2) 千葉 諒(2)

鈴木 智行(2) 麻生 啓太(1)

岸 秀典(3) 内田 隆太(1)

市川 倭(1) 西條 快(2)

重廣 晶(2) 尾澤 浩至(2)

石橋 壮大(2) 吉原 利哉(3)

小池 達也(1) 中島 寛貴(1)

岡田 涼介(1) 長田 瑞樹(1)

池田 悠矢(1) 須永 佑介(1)

粂原 有貴(3) 宮田 逸平(1)

小山 智久(3) 山本 克明(1)

上原 嵩雅(1) 河田 祥太(1)

金子 修太朗(1) 森 広毅(1)

福満 拓希 (2) 戸村 太亮(1)

金森 達郎(2) 大石 僚太郎(2)

横田 顕一郎(2) 大越 海人(1)

氏名(学年) 氏名(学年)

須佐 郁也(1) 石川 伊織(2)

新井 大貴(3) 中山 丈二(2)

大澤 速人(1) 阿部 将士(2)

井上 裕貴(1) 関 稜太(2)



凡例  DNS:欠場 15 / 22

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：坂内　孝弥

タイムレース

順位 ﾁｰﾑ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順

高校男子4X400mR

日本高校記録(HR)        3:08.30   苗木･山本･菅井･鈴木(千葉・成田)       2003

埼玉県高校記録(SHR)     3:11.24   海野･飯崎･遠藤･山崎(埼玉・埼玉栄)     2010 10月29日 16:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

氏名(学年)

1 坂戸西高校 1 2650 ｼﾐｽﾞﾘｭｳﾔ 埼玉 坂戸西高校 3:30.45 1 6 1

2 2657 ﾋﾗﾉﾏｻﾔ 埼玉 坂戸西高校

3 2649 ﾜﾀﾅﾍﾞｶｹﾙ 埼玉 坂戸西高校

4 2645 ﾇﾏﾀｻﾄﾙ 埼玉 坂戸西高校

2 深谷商業高校 1 563 ﾓﾃｷﾞ ﾀﾂｵ 埼玉 深谷商業高校 3:33.31 1 5 2

2 565 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 埼玉 深谷商業高校

3 562 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 埼玉 深谷商業高校

4 561 ﾖｼﾉ ﾚﾝ 埼玉 深谷商業高校

3 1 43 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾀﾛｳ 埼玉 熊谷高校 3:35.62 2 5 1

2 32 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶｷ 埼玉 熊谷高校

3 33 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ 埼玉 熊谷高校

4 40 ﾊｼﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 埼玉 熊谷高校

4 熊谷西高校 1 3405 ｷｸﾁﾄﾓﾊﾙ 埼玉 熊谷西高校 3:37.33 2 3 2

2 3401 ｱﾝｻﾞｲﾀｸﾔ 埼玉 熊谷西高校

3 3403 ｲﾉｳｴｹﾝﾄ 埼玉 熊谷西高校

4 3402 ｼﾞﾝｸﾞｳｱｷｶﾂ 埼玉 熊谷西高校

5 深谷第一高校 1 2527 ｽﾅｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 埼玉 深谷第一高校 3:40.74 2 7 3

2 2523 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 埼玉 深谷第一高校

3 2524 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼｱｷ 埼玉 深谷第一高校

4 2525 ﾄﾈﾀﾞ ｺｳｷ 埼玉 深谷第一高校

6 熊谷商業高校 1 992 ﾑｶｲﾀﾞﾕﾀｶ 埼玉 熊谷商業高校 3:41.92 2 6 4

2 994 ｴﾓﾘｺｳﾀ 埼玉 熊谷商業高校

3 1000 ﾄﾞﾓﾝﾅﾂｷ 埼玉 熊谷商業高校

4 997 ｶｻﾊﾗｼｮｳﾀ 埼玉 熊谷商業高校

7 1 5551 ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｸﾐ 埼玉 本庄第一高校 3:44.85 1 3 3

2 5568 ｵｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 埼玉 本庄第一高校

3 5564 ｲｳﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 埼玉 本庄第一高校

4 5580 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 埼玉 本庄第一高校

8 本庄高校 1 243 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 埼玉 本庄高校 3:46.39 2 4 5

2 251 ﾏﾂﾉ ｻﾄﾙ 埼玉 本庄高校

3 268 ﾉﾀﾞ ﾀｹﾙ 埼玉 本庄高校

4 261 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 埼玉 本庄高校

9 1 5557 ｲｸﾞﾁ ﾏｻｷ 埼玉 本庄第一高校 3:47.35 2 2 6

2 5561 ﾔﾏﾅｶ ｼｭﾝﾔ 埼玉 本庄第一高校

3 5577 ﾀｶｸｻｷ ﾜﾀﾙ 埼玉 本庄第一高校

4 5563 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 埼玉 本庄第一高校

10 浦和実業高 1 1985 ｺﾞﾄｳ ｺｳｹﾝ 埼玉 浦和実業高 3:48.29 1 2 4

2 1984 ｼﾗｵ ﾖｼﾄﾓ 埼玉 浦和実業高

3 1993 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳﾍｲ 埼玉 浦和実業高

4 1992 ﾂﾁﾊｼ ｶｽﾞﾔ 埼玉 浦和実業高

11 1 34 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 埼玉 熊谷高校 3:53.69 1 7 5

2 36 ｲﾅﾊﾞ ﾘﾝｼﾞ 埼玉 熊谷高校

3 44 ﾎｿﾉ ｼｭｳ 埼玉 熊谷高校

4 46 ﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾋﾛ 埼玉 熊谷高校

東北高校 DNS 1 4

清水 龍也(1)

平野 将也(2)

渡辺 翔(2)

沼田 悟(2)

茂木 達生(3)

今井 貴史(3)

井上 貴博(3)

吉野 廉(3)

熊谷高校A 小林 児太朗(1)

飯塚 高規(2)

岡本 和貴(2)

橋本 林太郎(1)

菊地 朝陽 (2)

安西 拓也(2)

井上 賢人 (2)

神宮 章克 (2)

須永 良祐(2)

松島 博之(2)

栗原 良彰(2)

利根田 佑樹(2)

向田 豊(2)

江森 航太(1)

土門 夏樹(1)

笠原 翔太(1)

本庄第一高校A 中里 匠(1)

尾澤 浩至(2)

井浦 優太朗(2)

高橋 佑(2)

増田 拓実(2)

松野 智(2)

野田 尊(2)

吉田 裕治(1)

本庄第一高校B 井口 将希(1)

山中 俊哉(2)

髙草木 航(2)

山田 健人(2)

後藤 広賢(1)

白尾 仁知(2)

小川 竜平(1)

土橋 一八(1)

熊谷高校B 木村 優介(2)

稲葉 麟士(2)

細野 修(1)

矢口 拓祐(1)



凡例  DNS:欠場 16 / 22

審 判 長：渡邊　隆洋

記録主任：坂内　孝弥

タイムレース

順位 ﾁｰﾑ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順

高校男子4X400mR

日本高校記録(HR)        3:08.30   苗木･山本･菅井･鈴木(千葉・成田)       2003

埼玉県高校記録(SHR)     3:11.24   海野･飯崎･遠藤･山崎(埼玉・埼玉栄)     2010 10月29日 16:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

氏名(学年)



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

高校男子走高跳
審 判 長：小林　貞雄

記録主任：坂内　孝弥

決勝 

所属地 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 所属

日本高校記録(HR)        2m23      戸辺　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 10月29日 12:00 決勝

氏名(学年)

ﾓﾘｼﾀﾏｻｷ 埼玉 － － － ○ ○ ○ ○ ×××

1 2 3809 本庄北高校 1m85

ﾖｼﾀﾞ ﾐｽﾞﾊ 埼玉 － ○ ○ ○ ×○ ×○ ×××

2 5 366 小川高校 1m80

ｲﾉｳｴｹﾝﾄ 埼玉 － － ○ ○ ×○ ×○ ×××

2 13 3403 熊谷西高校 1m80

ｻｲｷﾊﾔﾄ 埼玉 － － － ○ ○ ××○×××

4 7 1036 蕨高校 1m80

ﾉｻﾞｷｼﾝﾔ 埼玉 － － ○ ○ ×××

5 9 3392 熊谷西高校 1m70

ｶﾅﾔ ｹｲ 埼玉 － ○ ○ ○ ×××

5 12 47 熊谷高校 1m70

ｱｻｸﾗ ﾖｼﾕｷ 埼玉 － － － ×○ ×××

7 1 4623 大宮南高校 1m70

ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 埼玉 ○ ○ ×××

8 6 6192 山村学園高校 1m60

ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾏ 埼玉 ○ ○ ×××

8 8 37 熊谷高校 1m60

ｽｶﾞﾜﾗｶｽﾞｷ 埼玉 － － ×××

10 1049 蕨高校 NM

ｲﾅﾊﾞ ﾘﾝｼﾞ 埼玉 ×××

11 36 熊谷高校 NM

ﾔﾏﾉｳﾁ ｱﾂｼ 埼玉

3 4622 大宮南高校 DNS

ｱﾉ ﾂﾊﾞｻ 埼玉

4 48 熊谷高校 DNS

森下 正喜(3)

吉田 瑞葉(2)

井上 賢人 (2)

斉木 隼人(2)

野﨑 慎也(1)

金谷 慧(1)

朝倉 寛敬(1)

西村 隆宏(2)

岡田 将真(2)

菅原 一樹(1)

稲葉 麟士(2)

山内 貴翔(1)

阿野 翼(1)



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

高校男子走幅跳
審 判 長：小林　貞雄

記録主任：坂内　孝弥

決勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 ﾍﾞｽﾄ 試順 記録 ｺﾒﾝﾄ

日本高校記録(HR)        7m96      森長　正樹(大阪・大成)                1989
埼玉県高校記録(SHR)     7m69      嘉山　大介(埼玉・深谷商)              2007 10月29日 13:00 決勝

3回 ﾄｯﾌﾟ8

氏名(学年) 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

ﾄﾂｶ ﾕｳﾀ 埼玉 － × 6m49 6m49 6 6m80 6m53 × 6m80

1 48 566 深谷商業高校 +2.0 +2.0 -0.2 -0.4 -0.2

ｾｷﾔﾏ ﾕｳﾄ 宮城 6m42 6m60 6m19 6m60 8 × 6m32 × 6m60

2 35 1190 東北高校 +0.1 0.0 0.0 0.0 -2.6 0.0

ｶﾈｺ ﾂﾊﾞｻ 埼玉 6m54 6m50 6m47 6m54 7 6m52 6m37 6m41 6m54

3 22 1111 市立浦和高校 +0.1 0.0 +1.7 +0.1 +0.6 -0.3 -1.6 +0.1

ｻｸﾀｺｳﾍｲ 埼玉 6m41 6m23 × 6m41 3 6m28 6m50 6m23 6m50

4 32 1047 蕨高校 0.0 -0.6 0.0 +1.1 -0.4 -0.1 -0.4

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 埼玉 6m26 6m42 × 6m42 5 6m26 6m36 × 6m42

5 6 124 松山高校 +0.7 0.0 0.0 -0.2 +0.5 0.0

ﾂｼﾞ ｹﾝｺﾞ 埼玉 × 6m41 6m36 6m41 4 6m07 6m28 6m13 6m41

6 12 564 深谷商業高校 +1.2 -1.4 +1.2 -0.5 -0.8 -1.3 +1.2

ﾅｶﾞｻｷ ｺｳﾀ 埼玉 × 6m24 6m34 6m34 2 6m39 × 6m18 6m39

7 11 122 松山高校 -0.3 -0.9 -0.9 +1.1 -0.4 +1.1

ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳ 埼玉 × 6m24 5m90 6m24 1 － 6m17 6m23 6m24

8 33 149 松山高校 -0.8 +0.1 -0.8 -1.2 -1.0 -0.8

ﾊﾀｹﾔﾏｼｮｳﾀ 埼玉 × － 6m20 6m20 6m20

9 39 2642 坂戸西高校 0.0 0.0 0.0

ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ 埼玉 × 5m90 6m18 6m18 6m18

10 5 33 熊谷高校 0.0 +0.7 +0.7 +0.7

ﾅｶﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ 埼玉 6m11 6m13 6m03 6m13 6m13

11 17 4621 大宮南高校 -0.4 -0.2 +0.6 -0.2 -0.2

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 埼玉 6m07 5m75 5m91 6m07 6m07

12 28 4626 大宮南高校 -0.1 +1.0 -0.3 -0.1 -0.1

ｲﾏﾑﾗ ﾚｲｼﾞ 埼玉 5m90 5m84 5m88 5m90 5m90

13 44 131 松山高校 +0.1 0.0 0.0 +0.1 +0.1

ﾊﾗ ｼﾝﾔ 埼玉 5m89 × 4m48 5m89 5m89

14 31 1114 市立浦和高校 +0.7 0.0 +0.7 +0.7

ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 宮城 5m69 － 5m88 5m88 5m88

15 30 1189 東北高校 +0.2 0.0 0.0 0.0

ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 埼玉 × × 5m84 5m84 5m84

16 27 4627 大宮南高校 0.0 0.0 0.0

ﾅｶﾔ ﾔｽﾋﾛ 埼玉 5m83 5m56 × 5m83 5m83

17 47 933 鴻巣高校 0.0 -0.5 0.0 0.0

ﾋﾗﾉ ｶﾂﾔ 埼玉 5m78 5m80 5m48 5m80 5m80

18 25 6197 山村学園高校 +0.2 +0.3 +1.4 +0.3 +0.3

ﾅｶｻﾞﾜｼﾝ 埼玉 × × 5m79 5m79 5m79

19 24 1038 蕨高校 +0.4 +0.4 +0.4

ﾀｶﾊｼﾅｵﾔ 埼玉 × 5m64 5m73 5m73 5m73

20 23 1469 狭山ヶ丘高校 -0.3 +0.5 +0.5 +0.5

ｼﾏｻﾞｷ ｾｲﾔ 埼玉 5m60 5m72 5m65 5m72 5m72

21 4 1116 市立浦和高校 +0.2 0.0 +0.2 0.0 0.0

ﾑｶｲﾀﾞﾕﾀｶ 埼玉 5m14 5m33 5m68 5m68 5m68

22 20 992 熊谷商業高校 +0.9 -0.4 -1.0 -1.0 -1.0

ﾄｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 埼玉 5m51 5m65 5m51 5m65 5m65

23 40 45 熊谷高校 +0.5 -0.2 +0.5 -0.2 -0.2

ﾔﾏｻｷﾕｳｷ 埼玉 × × 5m64 5m64 5m64

24 43 1468 狭山ヶ丘高校 -0.7 -0.7 -0.7

ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾄ 埼玉 5m55 5m51 5m62 5m62 5m62

25 15 4294 南陵高校 -0.9 +0.3 +0.1 +0.1 +0.1

ｳｴｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 埼玉 × 5m19 5m55 5m55 5m55

26 21 2536 深谷第一高校 -0.6 0.0 0.0 0.0

ﾕｹﾞﾀﾘｮｳｼﾞ 埼玉 × 4m43 5m47 5m47 5m47

27 45 2668 坂戸西高校 0.0 0.0 0.0 0.0

ｳｴﾉｼﾝｺﾞ 埼玉 5m28 5m23 5m45 5m45 5m45

28 46 1037 蕨高校 -0.1 -0.8 +1.1 +1.1 +1.1

戸塚 優太(3)

関山 悠斗(2)

金子 翼(2)

作田 康平(1)

山﨑 僚太(2)

辻 健吾(3)

長崎 晃太(3)

北川 翔(1)

畠山 昇大(2)

岡本 和貴(2)

永森 大和(2)

益田 裕輔(1)

今村 礼智(2)

原 進弥(2)

阿部 大輝(2)

安藤 将記(2)

中谷 靖宏(1)

平野 勝也(2)

中澤 信(2)

高橋 尚也(1)

島崎 清弥(1)

向田 豊(2)

戸澤 直登(1)

山崎 裕貴(1)

山本 昌(1)

上島 貴裕(1)

弓削田 僚児(1)

上野 真吾(2)



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

高校男子走幅跳
審 判 長：小林　貞雄

記録主任：坂内　孝弥

決勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 ﾍﾞｽﾄ 試順 記録 ｺﾒﾝﾄ

日本高校記録(HR)        7m96      森長　正樹(大阪・大成)                1989
埼玉県高校記録(SHR)     7m69      嘉山　大介(埼玉・深谷商)              2007 10月29日 13:00 決勝

3回 ﾄｯﾌﾟ8

氏名(学年) 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

ﾊﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ 埼玉 5m44 × 5m35 5m44 5m44

29 10 2532 深谷第一高校 +0.2 0.0 +0.2 +0.2

ｼﾊﾞﾀ ﾕｷﾋﾛ 埼玉 × 5m40 5m30 5m40 5m40

30 18 2530 深谷第一高校 -0.7 +0.8 -0.7 -0.7

ｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 埼玉 5m20 5m38 5m27 5m38 5m38

31 7 5466 和光国際高校 +1.4 0.0 -1.6 0.0 0.0

春山 紘樹(1)

柴田 侑廣(2)

小山 涼太郎(2)



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

高校男子走幅跳
審 判 長：小林　貞雄

記録主任：坂内　孝弥

決勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 ﾍﾞｽﾄ 試順 記録 ｺﾒﾝﾄ

日本高校記録(HR)        7m96      森長　正樹(大阪・大成)                1989
埼玉県高校記録(SHR)     7m69      嘉山　大介(埼玉・深谷商)              2007 10月29日 13:00 決勝

3回 ﾄｯﾌﾟ8

氏名(学年) 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

ﾓﾛﾊｼ ｺｳｷ 埼玉 5m34 5m25 × 5m34 5m34

32 26 1745 筑波大附属坂戸高校 +0.7 +0.2 +0.7 +0.7

ｽｽﾞｷﾀｸﾐ 埼玉 － × 5m25 5m25 5m25

33 38 2661 坂戸西高校 +0.6 +0.6 +0.6

ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞｷ 埼玉 4m99 5m07 4m84 5m07 5m07

34 8 3214 日高高校 +2.0 -0.3 -1.1 -0.3 -0.3

ﾋﾙｶﾜ ﾀｹｼ 埼玉 × 5m07 × 5m07 5m07

35 2 3122 深谷高校 +0.3 +0.3 +0.3

ｶﾄﾞﾀｷｮｳﾍｲ 埼玉 × × 4m95 4m95 4m95

36 42 3394 熊谷西高校 +0.8 +0.8 +0.8

ﾔﾍﾞ ﾀｸﾐ 埼玉 × 4m87 4m93 4m93 4m93

37 16 1999 浦和実業高 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1

ｴｻﾞｷ ﾀｸﾔ 埼玉 4m90 × 4m41 4m90 4m90

38 19 1965 本庄東高校 -0.1 +1.1 -0.1 -0.1

ｼｵﾊﾞﾗ ﾊﾔﾀ 埼玉 × × 4m86 4m86 4m86

39 1 1986 浦和実業高 -0.6 -0.6 -0.6

ﾌｼﾞｲ ﾄｼｱｷ 埼玉 4m59 4m50 × 4m59 4m59

40 41 1998 浦和実業高 +0.3 +0.4 +0.3 +0.3

ﾆｼｳﾗ ｶｽﾞｷ 埼玉 4m38 4m34 3m41 4m38 4m38

41 14 1997 浦和実業高 +0.3 0.0 0.0 +0.3 +0.3

ﾏﾂｼﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 埼玉 × × 4m08 4m08 4m08

42 34 1991 浦和実業高 -0.5 -0.5 -0.5

ｴﾁｺﾞﾔ ｻﾄｼ 埼玉 × × ×

9 1987 浦和実業高 NM

ﾎｯﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼玉

3 1118 市立浦和高校 DNS

ｲﾔﾀﾘｮｳﾀ 埼玉

13 811 浦和商業高校 DNS

ｲﾄｳ ｱｻﾋ 埼玉

29 1117 市立浦和高校 DNS

ｱﾍﾞ ｺｳﾀ 埼玉

36 4864 鳩山高校 DNS

ｻｶｸﾞﾁ ｽｸﾞﾙ 埼玉

37 1112 市立浦和高校 DNS

諸橋 幸輝(1)

鈴木 巧(1)

福島 一樹(1)

蛭川 武志(2)

門田 恭平(1)

矢部 匠(1)

江崎 琢哉(1)

塩原 颯太(1)

藤井 俊彰(1)

西浦 和希(2)

松下 哲平(1)

越後谷 怜(1)

堀田 翔平(1)

井谷田 陵太(1)

伊藤 朝陽(1)

阿部 幸太(2)

坂口 卓(2)



凡例  DNS:欠場

高校男子砲丸投
審 判 長：小林　貞雄

記録主任：坂内　孝弥

決勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 ﾍﾞｽﾄ 試順 記録 ｺﾒﾝﾄ

日本高校記録(HR)        18m02     井元　幸喜(大阪・都島工)              2005
埼玉県高校記録(SHR)     15m90     秋場　堅太(埼玉・西武台)              2010 10月29日 14:00 決勝

3回 ﾄｯﾌﾟ8

氏名(学年) 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

ｴﾊﾗｺｳﾍｲ 埼玉

1 5 3796 本庄北高校 10m05 10m61 10m61 8 10m75 10m76 10m76

ﾏﾙﾔﾏﾘﾝﾀﾛｳ 埼玉

2 2 1045 蕨高校 9m23 10m34 10m34 7 10m45 10m72 10m72

ｸﾁﾑﾗﾘｭｳﾀﾛｳ 埼玉

3 3 2656 坂戸西高校 10m06 10m33 10m33 6 10m28 10m33

ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 埼玉

4 7 1113 市立浦和高校 9m49 9m49 4 9m81 9m89 9m89

ﾎｿﾀﾞ ｹﾝﾔ 埼玉

5 1 259 本庄高校 9m67 9m49 9m67 5 9m67

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 埼玉

6 14 3121 深谷高校 8m42 8m65 8m65 3 9m14 9m31 9m28 9m31

ｲﾄｳ ｱｻﾋ 埼玉

7 11 1117 市立浦和高校 8m35 8m56 8m56 2 8m80 8m68 8m80

ﾅｶﾔﾏﾋﾛﾋﾄ 埼玉

8 8 3808 本庄北高校 8m17 8m40 8m54 8m54 1 8m71 8m71

ﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 埼玉

9 9 1744 筑波大附属坂戸高校 7m98 8m29 8m29 8m29

ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵﾔ 埼玉

10 6 5477 和光国際高校 6m49 8m08 8m08 8m08

ﾎｿﾉ ｼｭｳ 埼玉

11 13 44 熊谷高校 8m06 8m06 8m06

ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾔ 埼玉

12 12 2522 深谷第一高校 7m81 7m74 7m81 7m81

ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 埼玉

13 10 1995 浦和実業高 7m38 7m45 7m45 7m45

ﾋﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉

14 15 3131 深谷高校 6m75 6m75 6m75

ｸﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 埼玉

4 3130 深谷高校 DNS

江原 晃平(3)

丸山 倫太朗(2)

口村 龍太朗(1)

鈴木 優佑(2)

細田 賢矢(2)

渡部 竣太(2)

伊藤 朝陽(1)

中山 弘一(3)

田辺 拓海(1)

小泉 直也(1)

細野 修(1)

岡田 択也(2)

岡田 光平(2)

日原 和志(1)

玖村 真大(1)



凡例  DNS:欠場

高校男子やり投
審 判 長：小林　貞雄

記録主任：坂内　孝弥

決勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 ﾍﾞｽﾄ 試順 記録 ｺﾒﾝﾄ

日本高校記録(HR)        76m54     村上　幸史(愛媛・今治明徳)            1997
埼玉県高校記録(SHR)     70m01     中嶋　善寛(埼玉・杉戸)                2010 10月29日 10:30 決勝

3回 ﾄｯﾌﾟ8

氏名(学年) 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

ﾏｴｶﾜ ﾊﾙｷ 埼玉

1 17 142 松山高校 45m79 × 45m79 8 × 45m79

ﾏﾂﾓﾄﾘｮｳｲﾁ 埼玉

2 15 995 熊谷商業高校 45m50 45m50 7 45m50

ﾅｶﾔﾏﾋﾛﾋﾄ 埼玉

3 12 3808 本庄北高校 × 43m50 43m50 6 44m59 44m59

ｶﾈｺ ｼｮｳﾍｲ 埼玉

4 7 4630 大宮南高校 × 36m28 36m28 1 42m72 × 42m72

ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾜ 埼玉

5 3 5476 和光国際高校 40m12 40m12 5 41m49 41m49

ﾎｯﾀ ﾏｻｶｽﾞ 埼玉

6 6 6200 山村学園高校 39m61 39m61 3 41m04 41m04

ﾓﾘﾀ ｸﾆﾋﾛ 埼玉

7 16 4637 大宮南高校 × 39m91 × 39m91 4 40m91 40m91

ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 埼玉

8 8 1113 市立浦和高校 37m29 37m29 2 38m03 38m03

ｴﾊﾗｺｳﾍｲ 埼玉

9 5 3796 本庄北高校 35m68 × 35m68 35m68

ｸﾁﾑﾗﾘｭｳﾀﾛｳ 埼玉

10 1 2656 坂戸西高校 × 35m03 35m03 35m03

ﾌｼﾞﾑﾗｺｳﾔ 埼玉

11 4 3397 熊谷西高校 33m63 33m63 33m63

ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾔ 埼玉

12 13 4298 南陵高校 30m39 30m39 30m39

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 埼玉

13 10 932 鴻巣高校 28m97 28m97 28m97

ﾀｼﾛ ﾋｶﾙ 埼玉

14 11 576 深谷商業高校 × 28m68 28m68 28m68

ｵｵｻﾜ ﾀｸﾐ 埼玉

15 2 365 小川高校 27m58 × 27m58 27m58

ｲｼｲ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉

16 14 3149 深谷高校 25m72 25m72 25m72

ﾅｶｻﾄﾕｳｷ 埼玉

9 991 熊谷商業高校 DNS

前川 晴輝(2)

松本 亮一(3)

中山 弘一(3)

金子 昇平(2)

安達 秀和(2)

堀田 正和(2)

森田 郁裕(1)

鈴木 優佑(2)

江原 晃平(3)

口村 龍太朗(1)

藤村 皓也(1)

佐藤 大弥(1)

中島 雄大(1)

田代 光(1)

大澤 匠(2)

石井 智大(2)

中里 勇輝(2)
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