
第５２回　全国高等学校　定時制・通信制　陸上競技大会　神奈川県予選会　【18140016】
平成30年6月3日　Shonan　BMW　ｽﾀｼﾞｱﾑ平塚【142040】 参加校数 男子20校　女子16校　　　参加校数　　22校

参加人数 男子80名　女子26名　　　参加人数　106名 ト ラ ッ ク 審 判 長 小澤 清治

記 録 主 任 竹田 道宏

日付 種目 参加人数

31 森　浩志朗(3) 11.98 寺田　堅(2) 12.18 白井　翔太(1) 12.19 小川原　一樹(3) 12.26 宮本　怜弥(2) 12.41 穴澤　久志(1) 12.49 伴　和樹(3) 12.62 伊藤　聖人(3) 12.99

横浜総合 県川崎定 日々輝横浜 日々輝横浜 日々輝横浜 向陽台生蘭 横浜翠嵐定 科技高大和

21 寺田　堅(2) 24.67 池田　來磨(3) 25.26 小川原　一樹(3) 25.33 白井　翔太(1) 25.36 渡部　駿貴(2) 25.95 内永　佳吾(3) 26.23 伊藤　聖人(3) 26.38 佐藤　夕希(3) 26.40

県川崎定 神奈川総産定 日々輝横浜 日々輝横浜 クラーク記念 日々輝神奈川 科技高大和 神奈川工定

12 森　浩志朗(3) 55.83 小菅　水暉(3) 56.62 池田　來磨(3) 56.79 内永　佳吾(3) 58.88 齋藤　優輝(2) 59.01 中野　翔也(1) 59.90 本多　夏輝(2) 1:00.88 平田　和雅(2) 1:01.54

横浜総合 三浦初声定時 神奈川総産定 日々輝神奈川 市立川崎定 向陽台生蘭 横浜総合 科技高大和

17 岩渕　充貴(2) 2:03.89 齋藤　楓(1) 2:17.69 平田　和雅(2) 2:22.20 大林　優雅(3) 2:23.02 中野　翔也(1) 2:23.59 小野　達也(1) 2:25.36 篠田　翔太(2) 2:26.27 久保田　駿也(2) 2:27.99

伊勢原定時 川崎橘定時制 科技高大和 横浜総合 向陽台生蘭 秀英 向陽台生蘭 川崎橘定時制

17 岩渕　充貴(2) 4:24.50 田代　照(3) 4:25.98 鈴木　博友(3) 4:33.17 佐野　巧実(2) 4:37.01 大林　優雅(3) 4:49.50 小野　達也(1) 4:49.80 高林　悠聖(2) 5:00.83 篠田　翔太(2) 5:04.67

伊勢原定時 日々輝神奈川 日々輝神奈川 県川崎定 横浜総合 秀英 向陽台生蘭 向陽台生蘭

5 田代　照(3) 16:57.73 鈴木　博友(3) 17:02.78 久保田　駿也(2) 19:41.78 板倉　由海(1) 19:44.86 雪江　颯太(1) 20:46.14

日々輝神奈川 日々輝神奈川 川崎橘定時制 向陽台生蘭 日々輝横浜

6 中村　龍翔(3) 1:03.69 小菅　水暉(3) 1:09.38 春日　也樹(2) 1:13.01

横浜明朋 三浦初声定時 日々輝横浜

4 高林　悠聖(2) 12:41.65 山口　祐輝(3) 14:58.42 青木　虎太朗(2) 15:58.44

向陽台生蘭 日々輝横浜 日々輝横浜

3 村上　夕斗(3) 1m60 上山　光輝(2) 1m55
秀英 県川崎定

佐野　巧実(2) 1m55
県川崎定

8 吉野　潤(2) 5m96(+2.9) 山崎　晴人(2) 5m86(+1.1) 伴　和樹(3) 5m85(+3.4) 岸　希(2) 5m68(+2.0) 宮本　怜弥(2) 5m52(+3.4) 村上　夕斗(3) 5m05(+1.4) 上村　琉太(1) 3m82(+3.5)

厚木清南定時 公認5m94(+1.0) 厚木清南定時 横浜翠嵐定 公認記録なし 追浜定 日々輝横浜 公認5m48(+1.3) 秀英 日々輝横浜 公認3m47(+1.3)

6 吉野　潤(2) 12m75(+3.0) 岸　希(2) 12m45(+2.0) 山崎　晴人(2) 12m28(+3.6) 三船　歩夢(1) 11m51(+3.2) 中臣　亮太(3) 10m93(+4.3)

厚木清南定時 公認12m44(+2.0) 追浜定 厚木清南定時 公認記録なし 市立川崎定 公認11m22(+0.6) 日々輝横浜 公認10m50(+1.7)

9 溝口　郁也(3) 12m20 浜田　大輝(3) 10m88 佐々木　優馬(2) 9m80 永谷　亘(3) 9m34 須山　剛輝(2) 8m80 稲葉　拓巳(3) 7m68 曹　雪強(2) 7m31 上原　一馬(2) 6m96

秀英 神奈川工定 横浜修悠館 三浦初声定時 日々輝神奈川 日々輝横浜 科技高大和 向陽台生蘭

8 浜田　大輝(3) 25m16 溝口　郁也(3) 25m08 永谷　亘(3) 25m00 佐々木　優馬(2) 24m76 中臣　亮太(3) 22m27 須山　剛輝(2) 19m20 吉岡　優玖(3) 19m09 大山　晃輝(3) 17m14

神奈川工定 秀英 三浦初声定時 横浜修悠館 日々輝横浜 日々輝神奈川 神奈川総産定 神奈川工定

11 エクラリノ　ジュアン(2) 14.64 沖山　柊(1) 14.92 近藤　柚(2) 15.14 須藤　舞(2) 15.31 寺田　カエラ(3) 15.52 阿部　ルカ(1) 15.57 小川　菜摘(4) 15.62

神奈川総産定 横浜総合 横浜修悠館 向陽台生蘭 県川崎定 川崎橘定時制 追浜定

4 沖山　柊(1) 30.94 近藤　柚(2) 31.42 寺田　カエラ(3) 32.66

横浜総合 横浜修悠館 県川崎定

5 長嶺　多香来(3) 1:10.35 小森　美奈(3) 1:15.05 相良　美羽(3) 1:23.31 小山　明日実(1) 1:28.34

日々輝横浜 横浜市戸塚定 三浦初声定時 日々輝横浜

6 中村　春那(1) 2:49.43 青木　幸恵(1) 2:56.88 長嶺　多香来(3) 2:58.83 青栁　日那(2) 3:00.46

横浜総合 科技高大和 日々輝横浜 横須賀総合定

3 青木　幸恵(1) 13:38.31

科技高大和

4 阿部　ルカ(1) 21.80 川満　アレイヤ(1) 22.52

川崎橘定時制 川崎橘定時制

2 石川　玲奈(1) 1m45 川満　アレイヤ(1) 1m20

横須賀総合定 川崎橘定時制

6 大井　郁乃(2) 4m40(+2.4) 牧　彩織(1) 4m40(+3.6) エクラリノ　ジュアン(2) 4m26(+2.9) 小川　菜摘(4) 4m24(+1.8) 石川　玲奈(1) 4m21(+1.8) 須藤　舞(2) 4m16(+1.2)

日々輝横浜 公認4m30(+1.6) 横浜明朋 公認4m13(+0.4) 神奈川総産定 公認4m08(+1.4) 追浜定 横須賀総合定 向陽台生蘭

4 東　瑠佳(2) 7m82 上田　麻衣(3) 5m97 加藤　未蘭(3) 5m74 菅原　海梨(3) 4m17

科技高大和 追浜定 三浦初声定時 三浦初声定時

3 上田　麻衣(3) 20m48 菅原　海梨(3) 14m33 加藤　未蘭(3) 12m28

追浜定 三浦初声定時 三浦初声定時

凡例  CS:1000分の１秒差を読み取り判定

男子走幅跳

6月3日 男子5000m

6月3日 男子400mH(0.914m)

6月3日

男子800m

男子円盤投(1.750kg)

女子800m

女子円盤投(1.000kg)

6月3日

3位 4位 5位 6位 7位

6月3日

6月3日 男子砲丸投(6.000kg)

6月3日 男子走高跳

6月3日

8位

6月3日
男子100m

風：0.0

1位 2位

男子三段跳

男子3000mSC(0.914m)

男子200m
風：-1.8

6月3日 男子400m

6月3日 男子1500m

6月3日

6月3日

6月3日

女子200m
風：-3.2

6月3日 女子3000m

6月3日 女子400m

6月3日
女子100m
風：-3.0

6月3日

6月3日

6月3日 女子砲丸投(4.000kg)

6月3日 女子走幅跳

6月3日
女子100mH(0.840m)

風：-2.4

6月3日 女子走高跳


