
高校男子200m

日本高校記録(HR)        20.57     高橋　和裕(奈良・添上)                1994
埼玉県高校新記録(SH)    21.04     大野　勝(埼玉栄)                      1991
埼玉県高校新記録(SH)    21.04     名倉　雅弥(坂戸西)                    1986

埼玉県北高校記録(SNR)   21.38     齋藤　隼也(東京農大三)                2008

大会記録(GR)            21.88     羽鳥　文久(早大本庄)                  2003

予選　7組1着＋17

1組 風: 2組 風:

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

2 881 中島 諒汰(1) 2

3 1925 福島 拓海(1) 3 941 下浅 理(2)

4 136 板橋 辰樹(2) 4 1966 久保 和哉(2)

5 3468 新島 涼太(2) 5 32 柿澤 繁幸(2)

6 5292 小峯 佳祐(2) 6 4991 宮川 智安(1)

7 5574 加部 伶(2) 7 2550 石橋 徳也(1)

8 3486 吉岡 拓磨(2) 8 3484 渋谷 和磨(2)

9 367 池田 穂高(2) 9 5288 桑原 陸(2)

3組 風: 4組 風:

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

2 2498 染本 祐希(1) 2 1923 櫻井 翔太(1)

3 643 守屋 圭一(2) 3 642 三上 光貴(1)

4 3419 新井 雄大(2) 4 41 渡辺 大樹(1)

5 3481 小瀧 勇樹(2) 5 5577 井古田 大貴(2)

6 545 渡辺 怜(2) 6 285 横堀 巧(2)

7 138 若林 諒(2) 7 4998 加藤 洋見(2)

8 34 鈴木 康希(2) 8 3408 太宰 龍之介(1)

9 995 田嶋 正也(1) 9 266 木村 竜也(2)

5組 風: 6組 風:

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

2 664 千葉 航平(1) 2 2521 長島 優斗(1)

3 2205 渡辺 多喜(1) 3 290 森下 大稀(1)

4 1009 米長 悠太(2) 4 145 相沢 健一(1)

5 939 大橋 力也(2) 5 543 中野 巧(2)

6 5294 冨田 祥吾(2) 6 946 小山 修斗(1)

7 2541 小久保 貴悠(1) 7 3466 金児 大輔(2)

8 382 河内 拓見(2) 8 3401 茂木 大輔(1)

9 873 柿沼 憲樹(2) 9 407 井上 岳人(1)

7組 風: オープン　 風:

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 2202 高草木 皓太(2) 2

3 640 関口 優斗(2) 3 5281 本間 大介(3)

4 1000 安斎 雅人(2) 4 5551 中里 匠(3)

5 4981 鈴木 颯人(1) 5 3491 金井塚 一樹(1)

6 5554 平塚 大知(1) 6 3483 釘丸 祐二(2)

7 555 釜賀 優也(1) 7 5556 井上 弘崇(3)

8 880 田中 翔太(2) 8

9 3467 風間 克己(2) 9
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9月15日 10:00 予選

9月15日 11:50 準決勝

9月15日 13:40 決勝
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高校男子200m

日本高校記録(HR)        20.57     高橋　和裕(奈良・添上)                1994
埼玉県高校新記録(SH)    21.04     大野　勝(埼玉栄)                      1991
埼玉県高校新記録(SH)    21.04     名倉　雅弥(坂戸西)                    1986

埼玉県北高校記録(SNR)   21.38     齋藤　隼也(東京農大三)                2008

大会記録(GR)            21.88     羽鳥　文久(早大本庄)                  2003

9月15日 10:00 予選

9月15日 11:50 準決勝

9月15日 13:40 決勝

準決勝　3組2着＋2

1組 風(+/-        ) 2組 風(+/-        )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

3組 風(+/-        ) 決勝　 風(+/-        )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ


