
第８０回 関東陸上競技選手権大会 兼 第92回日本陸上競技選手権大会県関東地区予選会 審 判 長； 皆　川　敏　明(ﾄﾗｯｸ)

相　原　　洋　 (跳躍)

【主　催】関東陸上競技協会 三　浦　　進　 (投てき)
【後　援】関東各県教育委員会､神奈川県、神奈川県教育委員会 平　本　　徹　 (混成)

【開催日】平成19年8月17日(金)～8月19日(日) 　　　　　　川崎市、川崎市教育委員会、(財)神奈川県体育協会 【場　所】 川崎市等々力陸上競技場 西　館　健　吾(招集所)
(KR;関東新,EKR;関東ﾀｲ,GR;大会新,EGR;大会ﾀｲ) 【主　管】神奈川陸上競技協会 記録主任； 高　橋　　靖　 　　　

性別  種  目 風向 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 ８ 位
区分 月/日 (高さ/重さ） 風力  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録 

8/19   100m -2.3 宮﨑　久 10.78 横尾　龍一 10.90 長谷川　卓矩 10.95 長谷　憲明 横浜国大AC･神奈川 11.05 野地　峻也 11.08 大澤　純弘 11.12 村田　剛 11.13

ｱｽﾚﾃｨｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･神奈川 房南ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ･千　葉 東洋大･埼　玉 永井　紳吾 国士舘大･神奈川 国士舘大･神奈川 上武大･群　馬 ｱﾝﾋﾞﾊﾞﾚﾝｽ･神奈川

8/18   200m +0.7 名嘉眞　朝康 21.67 海藤　淳 21.73 寺田　隼也 21.80 津上　泰雅 21.85 川尻　陽平 21.89 鈴木　友也 21.91 仲　　祐樹 22.04 箕輪　哲志 22.27

男　子 日本ｳｴﾙﾈｽ･埼　玉 中央大･神奈川 千葉商科大･千　葉 東海大･神奈川 ｼｽﾃﾑﾌﾟﾛ･神奈川 東洋大･神奈川 日本ｳｴﾙﾈｽ･埼　玉 横浜国大･神奈川

8/19   400m 川尻　陽平 47.99 佐藤　恒一 48.79 糸川　航太 48.84 越塚　康成 48.86 相良　康介 49.12 清水　夏樹 49.53 萩野　慶彦 50.01 佐藤　龍市 51.35

ｼｽﾃﾑﾌﾟﾛ･神奈川 群馬大･群　馬 日本大･千　葉 日本体育大･群　馬 日本体育大･神奈川 鹿屋体育大･群　馬 千葉敬愛高･千　葉 上武大･群　馬

8/18   800m 糸川　航太 1:53.36 清水　夏樹 1:53.66 服部　直 1:54.23 興儀　良太 1:54.42 富田　真好 1:54.81 木村　宏幸 1:56.43 月野　雄一 1:56.94 上野　光弘 1:57.97

日本大･千　葉 鹿屋体育大･群　馬 東海大･神奈川 自衛隊体育学校･埼　玉 東海大･神奈川 国際武道大･茨　城 久里浜高･神奈川 日本ｳｴﾙﾈｽ･埼　玉

8/17  1500m 齋藤　賢志 3:54.34 八塚　唯一 3:54.57 土屋　賢一 3:55.28 塚本　千仁 3:55.68 中山　壮一 3:55.74 佐川　明宏 3:57.59 亀井　健太 4:00.46 沼田　望 4:01.67

山梨高体連･山　梨 自衛隊体育学校･埼　玉 ｱﾝﾋﾞﾊﾞﾚﾝｽ･神奈川 佐原白楊高･千　葉 横浜国大･神奈川 千葉大･千　葉 厚木市役所･神奈川 ｱﾝﾋﾞﾊﾞﾚﾝｽ･神奈川

8/18  5000m 的場　亮太 14:42.12 野沢　和正 14:47.61 鈴木　貴大 14:48.95 渥美　昂大 14:50.89 小堀　佑真 14:53.78 岩澤　優治 14:55.89 渡邉　克則 14:56.07 塩谷　潤一 14:56.58

大田原高･栃　木 ｱﾝﾋﾞﾊﾞﾚﾝｽ･神奈川 市立船橋高･千　葉 八千代松陰高･千　葉 大田原高･栃　木 笛吹市陸協･山　梨 八千代松陰高･千　葉 八千代松陰高･千　葉

8/17 10000m 川内　優輝 31:52.32 鈴木　正章 32:02.87 中里　綾介 32:15.20 依田　崇弘 32:22.82 宮本　脩平 32:31.73 田中　良幸 32:37.83 竹内　健二 32:48.53 大森　孝芳 32:50.79

学習院大･埼　玉 ﾎﾞｯｼｭ･埼　玉 モントブラン･千　葉 山梨陸協･山　梨 新電元工業･埼　玉 市立習志野高･千　葉 厚木市役所･神奈川 ホンダ栃木･栃　木

8/18   110mH +-0 中島　典昭 14.27 田中　慎也 14.42 首藤　貴之 14.44 阿部　洋文 14.55 鈴木　直哉 14.69 大室　秀樹 14.88 藤﨑　雄太 14.89 前村　栄一 15.11

(1.067m) SA玉村･群　馬 国際武道大･埼　玉 東海大･栃　木 早稲田大･神奈川 城西大･埼　玉 松山高･埼　玉 順天堂大･埼　玉 登利平AC･群　馬

8/17   400mH 山道　修平 51.35 倉林　和宏 52.28 斉藤　太郎 52.48 二宮　賢一 52.50 八本　友和 52.88 渡邊　彰啓 54.51 今関　雄太 57.24 --- 

(0.914m) 茨城茗友クラブ･茨　城 国際武道大･群　馬 山梨大･山　梨 WAVE TC･神奈川 うしろぐちRC･埼　玉 ＡＳ市川･千　葉 順天堂大･千　葉

8/19  3000mSC 深瀬　弘志  9:08.00 島田　敦史  9:11.45 石井　清加寿  9:15.45 中山　智貴  9:20.63 吉田　潤  9:24.88 山中　健太  9:25.27 岡部　省吾  9:26.89 鈴木　卓也  9:31.56

三浦市役所･神奈川 ホンダ栃木･栃　木 平塚市役所･神奈川 厚木市役所･神奈川 第１空挺団･千　葉 久里浜高･神奈川 境西高･茨　城 検見川高･千　葉

8/17  5000mW 伊能勢　剛人 22:53.99 佐藤　圭介 23:05.80 平原　渉太 23:38.33 中澤　智宏 24:06.88 山口　祐二 24:08.08 菅野　雄大 24:10.10 松本　瑞穂 24:20.15 武井　久志 24:28.45

国士舘大･千　葉 明治大･神奈川 平塚市役所･神奈川 明治大･埼　玉 中之条高･群　馬 東京大･千　葉 前橋育英高･群　馬 相洋高･神奈川

8/17 国士舘大 40.86 日本ウエルネス 41.16 上武大 41.64 順天堂大 41.66 東海大 41.82 東洋大 41.84 神奈川大 41.94 埼玉大 42.12

4x100mR  石川　忍  畑　　景大  小島　怜  石田　知章  武藤　佳介  早野　桂祐  山口　純一郎  鈴木　英稔

 前田　貴之 (神奈川)  泉谷　建太 (埼　玉)  大澤　純弘 (群　馬)  石井　達哉 (千　葉)  藤田　勝也 (千　葉)  高橋　匠 (埼　玉)  藤田　敦史 (神奈川)  宮本　学 (埼　玉)

 加藤　貴大  仲　　祐樹  和田　俊介  森　　駿  櫻井　憲幸  神田　真之介  立石　恵一朗  森田　元

 野地　峻也  名嘉眞　朝康  川島　達也  永島　祐多  市川　弘典  長谷川　卓矩  小泉　雅文  伊藤　裕一郎

8/19 順天堂大 3:14.14 東海大 3:15.10 日本ウエルネス 3:16.01 WAVE TC 3:17.08 ｱﾝﾋﾞﾊﾞﾚﾝｽ 3:17.36 宇都宮大 3:17.99 駿台甲府高 3:18.30 法政大 3:21.04

4x400mR  若菜　優太  高山　洋平  金子　信  山本　陽一  横溝　孝明  廣木　祐一  半田　隼斗  吉野　寿

 大岐　亮平 (千　葉)  深尾　真澄 (千　葉)  桑原　明弘 (埼　玉)  後藤　将之 (神奈川)  二見　健太 (神奈川)  佐藤　正淑 (栃　木)  込山　修平 (山　梨)  藤木　翔平 (神奈川)

 今関　雄太  猪瀬　友久  塩原　一也  二宮　賢一  寒川　毅  加藤　俊宏  疋田　舞弥  上月　徹哉

 森　　駿  林　　康平  泉谷　建太  前内　洸介  坂田　敦  三村　達也  二木　克之  四元　達也

8/18 走高跳 車田　正則 2.11 近田　伸吾 2.08 田端　和輝 2.05 尾又　平朗 2.05 椿　　雅裕 2.05 高張　広海 2.05 榎本　修之 2.00 木下　翔平 2.00

TAP TC･埼　玉 ビーイング･茨　城 小川町陸協･埼　玉 成田高･千　葉 中央大･栃　木 東海大･神奈川 山梨高体連･山　梨 東海大･千　葉

8/17 棒高跳 平井　勇気 5.10 今野　匠 5.00 廣瀬　慎也 5.00 三浦　優 5.00 永田　純也 4.90 渋川　学 日本体育大･埼　玉 4.80 石橋　廉 4.80

横浜国大AC･神奈川 国士舘大･神奈川 日本体育大･茨　城 木更津総合高･千　葉 順天堂大･神奈川 篠塚　崇 千葉陸協･千　葉 日本体育大･千　葉

長谷川　啓介

日本体育大･千　葉

8/17 走幅跳 稲葉　広幸 7.32 +1.0 峯島　喬久 7.32 +2.1 藤田　勝也 7.29 +-0 櫻井　憲幸 7.26 +0.6 山口　純一郎 7.19 +0.7 田井治　孝介 7.17 +1.7 奈良　拓弥 7.15 +1.0 加藤　孝基 7.15 +-0

TAC･神奈川 東海大･千　葉 東海大･千　葉 東海大･千　葉 神奈川大･神奈川 成田高･千　葉 栃木TFC･栃　木 早稲田大同好会･神奈川

8/18 三段跳 稲葉　広幸 15.59 -0.4 梶川　洋平 15.29 +0.1 木村　太郎 15.14 +0.1 西岡　将貴 14.92 -0.7 水沼　誠之 14.84 +0.5 中丸　信吾 14.74 -0.5 赤羽　力也 14.66 +0.1 林　　武彦 14.54 -0.8

TAC･神奈川 ｸﾚｰﾏｰﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ･埼　玉 順大ＯＢクラブ･千　葉 大東文化大･埼　玉 栃木陸協･栃　木 順大クラブ･千　葉 飯能高･埼　玉 日本橋学館大･千　葉

8/18 砲丸投 吉田　孝博 14.96 小川　翔平 14.69 轟　　優介 14.62 大木　純也 14.38 柴　　文人 14.21 山崎　俊幸 13.66 佐藤　直人 13.54 柳沢　宏 13.48

(7.260kg) 茨城茗友クラブ･茨　城 国士舘大･千　葉 国士舘大･群　馬 国際武道大･千　葉 順天堂大･茨　城 東越谷小教員･埼　玉 順大ＯＢクラブ･千　葉 WAVE TC･神奈川

8/19 円盤投 井上　喜貴 47.64 桜井　徹 47.43 秋山　裕輝 45.18 町田　慎 44.36 三村　薫 41.64 友成　正 41.57 小泉　裕二 41.55 比留間　浩介 41.10

(2.000kg) 育英クラブ･群　馬 東海大･茨　城 国士舘大･埼　玉 国際武道大･群　馬 国士舘大･千　葉 棚井組･埼　玉 東海大･神奈川 山梨大･山　梨

8/17 ﾊﾝﾏｰ投 遠藤　彰 63.26 高橋　直之 58.57 八鍬　博紀 56.85 佐藤　享 56.34 三橋　哲朗 55.96 日渡　勝則 55.08 三橋　幸一 53.91 高橋　大地 52.37

(7.260kg) 国際武道大院･栃　木 S･T･S･埼　玉 S･T･S･埼　玉 中京大･神奈川 中京大･神奈川 栃木TFC･栃　木 南足柄市陸協･神奈川 身延高･山　梨

8/18 やり投 石川　徹哉 67.39 中嶋　計介 66.99 中嶋　亮太 64.94 草間　秀俊 64.91 猪ﾉ原　達弥 64.82 安田　淳 64.45 吉田　俊哉 63.93 坂口　正芳 62.53

(0.800kg) 小田原市陸協･神奈川 東海大･神奈川 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ･神奈川 国際武道大･茨　城 平成国際大院･千　葉 JUVY-TC･栃　木 中京大･茨　城 山日ＹＢＳ･山　梨

8/17~ 金子　信 6613 村田　龍 6578 後藤　彰英 6568 石﨑　一平 6537 柿沼　厚吏 6448 武田　健吾 6437 竹原　和哉 6201 澤邊　拓也 6117

8/18 10種 日本ｳｴﾙﾈｽ･埼　玉 国士舘大･神奈川 茗友クラブ･千　葉 ビーイング･茨　城 日本体育大･群　馬 東海大･茨　城 ｱﾝﾋﾞﾊﾞﾚﾝｽ･神奈川 駿台ＡＣ･山　梨

11.21,+-0/7.03,+0.4/ 11.35,-1.1/6.92,+0.8/ 11.36,-0.5/6.63,+0.9/ 11.52,-0.5/6.66,+-0/ 11.38,-1.1/6.31,+0.3/ 11.36,+-0/6.78,+1.4/ 11.46,+-0/6.30,+0.5/ 11.47,-0.5/6.09,+2.5/

　 8.94/1.75/49.22   11.92/1.80/52.48   10.61/1.70/52.14   10.18/1.85/51.35   11.40/1.70/50.85   10.17/1.80/50.05   10.13/1.75/51.70   11.27/1.60/51.35

15.22,-0.1/28.16/3.60/ 15.21,-0.1/34.05/3.90/ 15.77,-0.1/34.49/4.10/ 16.05,-0.1/32.57/4.10/ 15.45,-0.1/37.33/3.60/ 15.42,-0.1/31.06/3.80/ 15.85,+0.4/28.96/4.00/ 15.71,-0.1/35.64/3.60/

  47.25/4:19.95   45.87/4:56.63   51.69/4:36.42   46.33/4:34.59   47.57/4:43.82   45.17/4:53.92   46.34/4:48.84   48.16/4:59.99



第８０回 関東陸上競技選手権大会 兼 第92回日本陸上競技選手権大会県関東地区予選会 審 判 長； 皆　川　敏　明(ﾄﾗｯｸ)

相　原　　洋　 (跳躍)

【主　催】関東陸上競技協会 三　浦　　進　 (投てき)
【後　援】関東各県教育委員会､神奈川県、神奈川県教育委員会 平　本　　徹　 (混成)

【開催日】平成19年8月17日(金)～8月19日(日) 　　　　　　川崎市、川崎市教育委員会、(財)神奈川県体育協会 【場　所】 川崎市等々力陸上競技場 西　館　健　吾(招集所)
(KR;関東新,EKR;関東ﾀｲ,GR;大会新,EGR;大会ﾀｲ) 【主　管】神奈川陸上競技協会 記録主任； 高　橋　　靖　 　　　
性別  種  目 風向 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 ８ 位
区分 月/日 (高さ/重さ） 風力  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録 

8/19   100m -1.8 須田　紗織 12.15 山田　速香 12.24 五木田　佑美 12.45 横山　めぐみ 12.55 城下　阿李奈 12.68 菅原　由美子 12.72 齋藤　優 12.77 三田寺　円 12.87
日本体育大･茨　城 日本女子体育大･千　葉 日清紡千葉･千　葉 駿台甲府高･山　梨 白山高･神奈川 横浜国大AC･神奈川 日本女子体育大･埼　玉 我孫子高･千　葉

女　子 8/18   200m +0.3 五木田　佑美 24.88 城下　阿李奈 25.27 風ヶ端　裕子 25.35 桑原　千紘 25.65 大出　亜沙美 25.66 松本　菜摘 25.71 岩上　美咲 25.84 --- 
日清紡千葉･千　葉 白山高･神奈川 ｱﾝﾋﾞﾊﾞﾚﾝｽ･神奈川 早稲田大･埼　玉 戸塚高･神奈川 日本体育大･埼　玉 東海大望洋高･千　葉

8/19   400m 木村　祥 58.13 小川　容加 58.50 沖田　友里 58.57 大出　亜沙美 58.76 瀬山　栞 58.81 塚原　由佳 59.05 池田　真紀 59.87 --- 
深谷商業高･埼　玉 武南高･埼　玉 東京女子体育大･茨　城 戸塚高･神奈川 深谷商業高･埼　玉 名古屋市立大･茨　城 館山高･千　葉

8/18   800m 沖田　友里 2:12.70 渡辺　寛子 2:12.90 宇田川　知佳 2:15.17 上野　泰加 2:16.21 森下　春恵 2:17.84 大塚　奈央子 2:18.37 門屋　ちひろ 2:19.33 嶋田　絵里子 2:22.02
東京女子体育大･茨　城 ｱﾝﾋﾞﾊﾞﾚﾝｽ･神奈川 埼玉栄高･埼　玉 横須賀高･神奈川 市立船橋高･千　葉 國學院栃木高･栃　木 高崎女子高･群　馬 茨城大･茨　城

8/17  1500m 野田　春香 4:39.33 萩原　彩香 4:40.36 竹田　結実 4:41.38 土井　友里永 4:41.75 柴田　千歳 4:42.16 柴崎　妃乙美 4:42.74 川鍋　彩 4:42.93 生川　真希 4:43.34
茨城大･茨　城 ヤマダ電機･群　馬 柏南高･千　葉 東京学芸大･千　葉 熊谷女子高･埼　玉 白鴎大足利高･栃　木 筑波大･千　葉 相洋高･神奈川

8/18  5000m 宮崎　翔子 16:13.08 堀井　蘭 16:17.68 北島　弘美 16:19.08 山根　朝美 16:29.67 山口　紗也加 16:44.77 矢島　早紀 16:46.47 吉田　彩香 16:47.85 野田　春香 16:54.88
豊田自動織機･千　葉 ｱﾙｾﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ･千　葉 日立･茨　城 豊田自動織機･千　葉 日立･茨　城 熊谷女子高･埼　玉 ヤマダ電機･群　馬 茨城大･茨　城

8/17 10000m 堀越　愛未 35:41.37 野口　美穂 35:56.91 中山　亜弓 38:02.24 漆原　啓子 38:32.63 菅野　朋子 39:29.50 島﨑　薫 39:49.62 永井　真友美 39:56.06 磯野　里江 41:31.85
ヤマダ電機･群　馬 日立･茨　城 ヤマダ電機･群　馬 慶應義塾大･神奈川 埼玉陸協･埼　玉 相模原高･神奈川 ｅＡ茨城･茨　城 波崎柳川高･茨　城

8/18   100mH +1.0 川舩　愛美 14.05 川上　小百合 14.14 藤田　真衣 14.17 川上　春奈 14.38 與儀　芽衣 14.39 鈴木　智絵 14.48 雨谷　葉月 14.51 中嶋　はるみ 15.14
(0.840m) 青山学院大･埼　玉 茨城茗友クラブ･茨　城 相洋高･神奈川 東京学芸大･神奈川 横浜国大･神奈川 佐原高･千　葉 土浦湖北高･茨　城 杉戸高･埼　玉

8/17   400mH 塚原　由佳 61.39 赤司　このみ 61.60 小川　直子 62.54 鈴木　翔子 63.19 木下　めぐみ 63.47 大橋　歩美 63.91 阿久津　千尋 68.12 --- 
(0.762m) 名古屋市立大･茨　城 春日部共栄高･埼　玉 佐原高･千　葉 順天堂大･千　葉 埼玉栄高･埼　玉 東京女子体育大･神奈川 大阪体育大･栃　木

8/18  5000mW 丸山　結 23:53.78 越　　弓恵 24:15.67 杉原　美桜 24:19.93 高橋　あずさ 25:11.39 宇井　菜那 26:00.48 保坂　菜月 26:05.05 冨田　恵理子 26:06.42 山鹿　由莉 26:27.28
下館二高･茨　城 GR 筑波大･埼　玉 GR 川越女子高･埼　玉 越ヶ谷高･埼　玉 ひかりAC･千　葉 日本女子体育大･千　葉 日本女子体育大･埼　玉 熊谷女子高･埼　玉

8/17 相洋高 47.92 WAVE TC 48.77 駿台甲府高 49.00 茨城大 49.18 日本ｳｴﾙﾈｽ 49.29 市立船橋高 49.33 弥栄高 49.43 鹿島高 50.12
4x100mR  小野木　桃子  春田　紀子  小松　明日香  石崎　あゆみ  篠崎　愛美  西谷　萌未  根本　理沙  佐藤　仁美

 蔭山　愛 (神奈川)  宮林　理恵子 (神奈川)  松山　文奈 (山　梨)  生井　美有 (茨　城)  田中　愛美 (埼　玉)  高山　春奈 (千　葉)  中山　梨沙 (神奈川)  梅田　美咲 (茨　城)
 飯塚　綾  宮井　亜紗子  杉原　怜加  鈴木　麻理  尾林　知夏  大野　末也美  臼田　麻美  平野　有沙
 土岡　さやか  安部　悦子  横山　めぐみ  森　　あゆ美  大須賀　葵  清水　珠夏  松山　晴香  市塚　莉帆

8/19 狭山ヶ丘高 3:54.51 深谷商業高 3:55.01 横浜国大 3:57.03 弥栄高 3:57.74 東海大望洋高 3:59.65 WAVE TC 4:00.76 久喜高 4:03.17 ｱﾝﾋﾞﾊﾞﾚﾝｽ 4:04.15
4x400mR  大野　あすか  大沢　早紀  道越　愛美  臼田　麻美  村澤　あかね  大野　結香子  橋本　侑子  岩本　亜弓

 新井　礼 (埼　玉)  清水　由香理 (埼　玉)  髙橋　絵梨佳 (神奈川)  稲葉　咲 (神奈川)  岩上　美咲 (千　葉)  宮林　理恵子 (神奈川)  大嶋　さつき (埼　玉)  渡辺　寛子 (神奈川)
 醍醐　未来  篠原　真絵  加藤　苑美  松山　晴香  小西　沙織  津久井　祐子  鈴木　亜季子  中村　文子
 醍醐　咲季  真下　まなみ  與儀　芽衣  中山　梨沙  村田　恵美  安部　悦子  松永　瑞希  風ヶ端　裕子

8/19 走高跳 藤沢　潔香 1.71 小澤　美希 1.65 森　　あゆ美 1.65 浅野　由衣 東京学館高･千　葉 1.65 野澤　香穂 東京学芸大･山　梨 1.60
ファイテン･千　葉 横浜国大･神奈川 茨城大･茨　城 安達　由香 国士舘大･群　馬 金井　瞳 高崎経大附属高･群　馬

飯野　智子 伊奈学園総合高･埼　玉
松原　絢野 埼玉陸協･埼　玉

8/18 棒高跳 森永　麻里子 3.60 青木　梓 順天堂大･群　馬 3.50 日下　礼子 3.50 倉元　里紗 国府台女学院高･千　葉 3.40 本宮　未紀 3.40 小宮　留美子 3.40
壱建クラブ･埼　玉 稲垣　芽衣 横須賀大津高･神奈川 日本体育大･千　葉 住石　智子 木更津総合高･千　葉 木更津総合高･千　葉 壱建クラブ･埼　玉

8/18 走幅跳 山本　絵理 5.68 -0.3 町田　由美子 5.65 +0.8 篠原　未有 5.59 +0.7 藤田　弥生 5.49 +0.3 松山　晴香 5.49 -0.2 佐伯　尚美 5.46 +-0 廣瀬　さつき 5.45 +0.8 佐藤　恵美 5.41 +1.6
FCｺﾗｿﾝ･神奈川 上尾市陸協･埼　玉 館林女子高･群　馬 埼玉陸協･埼　玉 弥栄高･神奈川 早稲田大･茨　城 成田高･千　葉 横芝敬愛高･千　葉

8/19 三段跳 藤田　弥生 12.29 +0.1 麻場　友里佳 12.17 +3.3 藤田　奈保子 12.12 +1.7 篠原　未有 12.11 +2.5 畑中　朋香 12.08 +1.7 宮地　杏美 12.04 +2.6 鈴木　智絵 12.03 +3.1 海寳　里美 12.01 +3.0
埼玉陸協･埼　玉 慶應義塾大･山　梨 聖学院T&F･埼　玉 館林女子高･群　馬 日本女子体育大･千　葉 日立プラント･茨　城 佐原高･千　葉 早稲田大･千　葉

8/17 砲丸投 関　　郁子 13.86 横溝　千明 13.76 國府田貴美子 13.55 針谷　瑠里 13.24 神保　恵理 12.63 新井　美保 12.49 山田　沙紀 12.10 西澤　結 11.89
(4.000kg) 日本体育大･千　葉 日本女子体育大･埼　玉 日本女子体育大･栃　木 東京女子体大･群　馬 相模原高･神奈川 中央大･埼　玉 本庄東高･埼　玉 真岡女子高･栃　木

8/19 円盤投 高橋　優奈 42.71 日下　望美 42.08 櫻井　美也 41.59 佃　　真冬香 40.88 関根　麻理子 40.15 加藤　未晴 39.15 船津　くるみ 37.87 加賀谷　彩花 37.67
(1.000kg) 市立船橋高･千　葉 土浦湖北高･茨　城 大東文化大･埼　玉 筑波大･神奈川 東京女子体育大･埼　玉 大井高･埼　玉 西武台高･埼　玉 熊谷女子高･埼　玉

8/17 ﾊﾝﾏｰ投 廣田　知穂 48.55 分目　千晴 47.72 福島　理沙 45.22 小倉　佑佳里 44.56 弓削　真理子 42.14 川田　紗友莉 41.32 八鍬　洋美 41.12 新井　裕李 41.10
(4.000kg) 筑波大･茨　城 順天堂大･千　葉 国際武道大･茨　城 君津青葉高･千　葉 茨城大･千　葉 日本体育大･埼　玉 S･T･S･埼　玉 霞ヶ浦高･茨　城

8/18 やり投 宮坂　彩 49.73 宮本　理陽子 48.61 小田　恵里花 48.34 須藤　有海 47.07 岩木　実由記 46.10 原田　あゆみ 46.05 柴田　浩后 45.29 下田　麻由 44.08
(0.600kg) 筑波大･神奈川 筑波大･茨　城 日本体育大･栃　木 熊谷女子高･埼　玉 国士舘大院･群　馬 早稲田大･神奈川 松戸ＲＣ･千　葉 東京女子体大･群　馬

8/18~ 内藤　貴真 4704 今井　美穂 4014 山口　真未 3973 内山　真奈美 3906 坂爪　美祐 3838 長谷川　未希 3831 笹目　千紘 3805 島　　恵里菜 3779
8/19 7種 日本体育大･神奈川 東京女子体大･群　馬 聖徳大附聖徳高･茨　城 日本大･神奈川 共愛学園高･群　馬 宇都宮大･栃　木 東海大･茨　城 日本ｳｴﾙﾈｽ･埼　玉

14.77,+-0/1.45/10.33/ 16.34,+0.1/1.48/ 8.77/ 16.56,+-0/1.54/ 9.22/ 15.89,+0.4/1.35/ 9.34/ 15.87,+0.4/1.60/ 6.82/ 16.92,+0.1/1.35/ 9.52/ 16.06,+-0/1.40/ 7.52/ 17.83,+0.1/1.35/ 9.61/
　26.67,-0.4 　28.10,-0.4 　27.84,+0.3 　27.36,-0.4 　28.78,+0.3 　29.16,+0.3 　27.33,+0.3 　28.38,-0.4
5.11,+0.4/41.58/2:30.40 4.89,+2.8/34.74/2:39.99 4.91,+2.4/29.50/2:43.24 5.04,+1.4/28.61/2:43.82 4.84,+0.8/26.15/2:41.36 4.69,+1.9/39.39/2:38.33 4.87,+1.3/29.52/2:42.81 4.66,-0.2/37.05/2:35.33


