
ﾄ ﾗｯ ｸ審 判 長 鎌倉光男･轡田 寛･小谷昭彦
ｽﾀｰﾄ審判長 宮永 均
跳 躍 審 判 長 坂本聡志･諸石 晃
投てき審判長 小島正久･松尾正弘
招集所審判長 西舘健吾･生野俊道
記 録 主 任 竹田道宏

日付 種目

増田　拓巳 10.34 草野　誓也 10.34 大久保　公彦(4) 10.38 吉田　知央 10.64 宇野　大地(2) 10.70 根本　万大(3) 10.77 西　　丈澄(2) 10.82 平岡　誠大(4) 10.83
ｱｽﾚﾃｨｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ Team Accel 中央大 日本精工 中央大 順天堂大 中央大 日本体育大
大島　琉偉(1) 10.76 大越　隆聖(1) 10.80 橋本　結生(1) 10.96 小河　空矢(1) 11.17 渡邊　幹太(1) 11.24 橋本　翔太(1) 11.25 野間　晴喜(1) 11.29 土田　心(1) 11.37
慶應高 慶應高 東海大相模高 東海大相模高 弥栄高 市立川崎高 舞岡高 弥栄高

太田　薫(1) 6m83(+1.3) 海野　真斗(1) 6m80(+1.6) 青木　彰汰(1) 6m20(+0.2) 山下　遥平(1) 6m18(+1.4)
川崎市立橘高 横須賀学院高 横須賀学院高 市立金沢高
岩城　青空(1) 13m21 野田　昌平(1) 12m76 岡　　優我(1) 12m17 飯田　拓彦(1) 12m01 三角　洋介(1) 11m75 葛西　健斗(1) 11m72
川崎市立橘高 菅高 旭丘高 桐蔭学園高 弥栄高 向上高
片岡　巧(2) 14.18 熊田　竜也(3) 14.36 印出　圭吾(3) 14.46 大塚　榛人(2) 15.11 達川　廉(1) 15.68 田上　雄貴(1) 16.04
川崎市立橘高 川崎市立橘高 東海大相模高 東海大相模高 川崎市立橘高 湘南学院高
高橋　明日香 11.91 杉山　菫(4) 12.07 横田　理紗 12.32 高橋　みず紀(1) 12.36 守田　紗矢香(2) 12.44
ｱｽﾚﾃｨｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 横浜国立大 HIROTA 中央大 青山学院大
長田　香音(1) 12.41 小松　凜花(1) 12.62 山下　帆南(1) 12.64 阿部　真由子(1) 12.73 野呂　楓(1) 12.80 大和田　遥香(1) 12.82 宮内　美咲(1) 12.96 東吉　美里(1) 13.14
東海大相模高 湘南工大附高 市立金沢高 市立川崎高 川崎市立橘高 川崎市立橘高 希望ヶ丘高 川崎市立橘高
髙橋　想(1) 14.65 伊藤　未桜(1) 14.96 上原　沙彩(1) 15.36 近藤　彩夏(1) 15.85
川崎市立橘高 湘南工大附高 横須賀総合高 川崎市立橘高
小池　桜(1) 5m53(+2.6) 今井　亜由奈(1) 5m37(+1.2) 小椋　若葉(1) 5m16(-1.1) 中尾　美樹(1) 5m11(+1.5) 近藤　彩葉(1) 5m06(+1.4) 圓子　さくら(1) 5m04(+0.6) 垣本　和奏(1) 4m94(+1.7) 新井　杏(1) 4m87(+1.2)
川崎市立橘高 公認5m43(+1.5) 桐蔭学園高 川崎市立橘高 横浜清風高 湘南工大附高 川崎市立橘高 横須賀学院高 川崎市立橘高

凡例 

8月11日
 少年女子B 100m

風：+1.2

8月11日  少年女子B 走幅跳

国体代表選手選考会 【19140015】
三ツ沢公園陸上競技場 【142070】
2019/08/11 ～ 2019/08/12

8月11日  少年男子B 砲丸投(5.000kg)

8月11日  少年男子B 走幅跳

8月11日
 成年女子 100m

風：+0.3

8月12日
 少年女子B 100mH(0.762m)

風：-0.8

8月12日
 少年男子共通

110mJH(0.991m)
風：+0.2

8位

8月11日
 成年男子 100m

風：+0.4

8月11日
 少年男子B 100m

風：-0.1

1位 4位 5位 6位 7位

8月12日  少年男子B 3000m 出場者なし

2位 3位
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日付 種目

熊田　竜也(3) 10.82(-1.8) 深川　優樹(3) 10.89(-1.8) 片岡　巧(2) 10.92(-1.8) 重田　勝政(3) 10.96(-1.8) 飯田　勝大(2) 10.98(-1.8) 片倉　凌(2) 11.07(-1.5) 安田　隼人(3) 11.11(-1.8) 中村　祥大(4) 11.14(-1.5)
川崎市立橘高 東海大相模高 川崎市立橘高 日大高 東海大相模高 桜美林大 市立金沢高 桜美林大
山口　直槻(2) 21.47(-1.0) 西　　丈澄(2) 21.56(-1.0) 宇野　大地(2) 21.71(-1.0) 中根　昂輝(3) 21.82(-1.0) 平岡　誠大(4) 21.86(-1.0) 小金井　裕貴(3) 22.09(-1.0) 大越　隆聖(1) 22.17(-0.4) 濱野　兼多(3) 22.21(-0.4)
中央大 中央大 中央大 日本大 日本体育大 鵠沼高 慶應高 希望ヶ丘高
平井　聖人(3) 47.81 高田　一就(4) 47.87 小泉　拓海(3) 47.89 濱野　兼多(3) 48.69 佐藤　カルタ(2) 49.44 星野　右京(2) 49.53 谷　　修一 49.54 正岡　悠(2) 49.68
舞岡高 法政大 日本大 希望ヶ丘高 厚木高 上矢部高 川崎北TC 菅高
北野　大輔(3) 1:53.86 青葉　健一郎(2) 1:58.01 五十嵐　翔英(3) 1:58.10 小城原　悠太(2) 1:58.30 坂本　聖弥(2) 1:58.33 平田　拓未(2) 1:58.60 吉澤　拓朗(2) 1:58.76 荒木　太良(2) 2:00.64
法政二高 桐蔭学園高 湘南工大附高 横須賀総合高 上溝南高 市立金沢高 麻布大付高 弥栄高
小室　凜太郎(2) 4:07.54 有田　達輝(2) 4:10.53 藁科　健斗(1) 4:10.89 小城原　悠太(2) 4:11.52 佐久間　宥志(3) 4:11.87 惠　　仁(2) 4:14.19 高橋　十夢(2) 4:14.36 荒木　太良(2) 4:14.42
希望ヶ丘高 関東学院高 横浜高 横須賀総合高 横浜高 元石川高 菅高 弥栄高
米山　大晟(2) 15.04(+0.4) 清水　直也(2) 15.20(+0.4) 石原　一樹(1) 15.80(+0.4) 村本　光(4) 15.89(+0.4) 渡邉　和哉(2) 16.17(+1.2) 橋本　竜之佑(2) 16.23(+1.2) 土信田　諒(1) 16.47(+0.2) 井深　隆貴(2) 16.73(+1.2)
桐蔭学園高 川崎市立橘高 帝京大 日大生資 弥栄高 弥栄高 市立金沢高 中大附横浜高
小坂元　真翔(3) 55.54 細井　尚輝(2) 56.15 正岡　悠(2) 56.34 猪俣　遼介(2) 56.57 渡邉　和哉(2) 56.89 加藤　大雅(2) 56.89 樗澤　拓郎(2) 57.68 橋本　竜之佑(2) 57.86
菅高 東海大相模高 菅高 湘南高 弥栄高 湘南工大附高 藤沢西高 弥栄高
慶應高 41.86 弥栄高 43.06 厚木高 43.71 光明相模原高 43.76 桐蔭学園高 43.99 ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC 44.46 横浜清風高 44.57 座間高 44.76
篠宮　健吾(2) 土田　心(1) 川崎　航海(1) 上月　星(1) 小野　光翔(1) 齊藤　颯(1) 山下　健悟(2) 城田　有紀(2)
大島　琉偉(1) 渡邊　幹太(1) 佐藤　カルタ(2) ｵﾘｻ裕司ﾏｲｹﾙ(2) 曽山　空翔(2) 小関　智(2) 落合　凉哉(1) 川﨑　凜(2)
大越　隆聖(1) 杉山　翔(2) 大矢　榛万(1) 吉田　健吾(2) 朝熊　晃大(1) 田子　政昌 木村　太樹(2) 小島　響貴(1)
岡村　大喜(2) 大串　尚輝(2) 岩渕　峻和(2) 内野　龍二(2) 鈴木　航(2) 前津　郁弥(3) 内田　玲羽(1) 髙橋　遼(2)
弥栄高 3:28.08 光陵高 3:30.72 湘南工大附高 A 3:30.87 希望ヶ丘高 B 3:31.37 桐蔭学園高 B 3:31.45 希望ヶ丘高 A 3:32.23 桐蔭学園高 A 3:33.97 慶應高 3:34.05
大串　尚輝(2) 上町　航太(2) 加藤　大雅(2) 松本　端生(2) 青田　智(1) 西村　拓也(2) 曽山　空翔(2) 篠宮　健吾(2)
土田　心(1) 藤井　夏輝(2) 水島　秀夫(1) 大石　悠太(2) 朝熊　晃大(1) 佐々木　貫(2) 鈴木　航(2) 吉村　直人(2)
渡邊　幹太(1) 長沼　智哉(1) 山田　柊(2) 鈴木　輝柊(1) 橋本　啓司(2) 清水　優太(1) 大庭　康太郎(2) 小林　一揮(2)
山口　統也(2) 砂山　祐宇(2) 城田　晃佑(1) 岸本　蒼大(1) 青葉　健一郎(2) 岡本　佳樹(2) 青木　千熙(1) 柴田　航(2)

光明相模原高 3:34.05
坂下秀人ｹﾈｽ(1)
内野　龍二(2)
ｵﾘｻ裕司ﾏｲｹﾙ(2)
吉田　健吾(2)

柴崎　健司(3) 2m06 中村　巧(4) 2m06 榎本　優太 1m95 富田　直行(2) 1m95 平川　雄大(1) 1m95 和内　秀龍(1) 1m95
日本大 東海大 横浜市陸協 東海大 東海大 東海大

下村　康喜(3) 1m95
旭丘高
谷本　健瑠(3) 1m95
旭丘高

江島　雅紀(3) 5m40 小宮　拓郎(3) 5m00 高須　莉喜(M1) 4m60 森田　海斗(3) 4m50 池田　悠人(1) 4m20 宮本　稜平(3) 4m20
日本大 東海大 横浜国立大 東海大 横浜清風高 法政二高

梶ヶ谷　一星(1) 4m50
東海大
猪原　渓(2) 4m50
横浜清風高

小田　大雅(3) 7m38(0.0) 関　　駿人(3) 6m79(-0.4) 片倉　凌(2) 6m75(-2.1) 奥村　晴樹(2) 6m73(+1.9) 中尾　瑠夏(3) 6m66(-0.2) 塩嶋　璃央(3) 6m61(-0.7) 上田　高輝(2) 6m50(+0.9) 山崎　淳也(2) 6m41(-2.5)
福岡大 学習院大 桜美林大 菅高 東海大 横須賀学院高 横須賀高 旭丘高
小田　大雅(3) 15m06(-0.8) 内澤　駿(4) 14m40(+0.4) 畠山　剛(1) 13m73(+0.6) 手塚　浩輝(2) 13m16(-1.3) 奥村　晴樹(2) 13m03(+2.3) 岡本　佳樹(2) 12m92(-1.0) 藤井　健太(2) 12m85(+2.1) 松尾　知武(2) 12m80(+0.2)
福岡大 流通経済大 東海大 菅高 菅高 公認記録なし 希望ヶ丘高 厚木高 公認11m68(+1.0) 横浜清風高
大坂　将央 15m50 佐藤　深苑(3) 12m15 山添　正信 7m13
平塚市陸協 法政二高 日本精工
岡本　悠輔(3) 11m66 安田　修也(2) 11m40 折目　達也(2) 11m36 梶本　保希(2) 11m06 吹田　大知(1) 10m86 澤藤　陽羽(2) 10m24 川竹　大翔(1) 10m03 藤原　政則(2) 9m15
修悠館横須賀高 旭丘高 光陵高 弥栄高 横浜清風高 横須賀高 希望ヶ丘高 修悠館横須賀高
松島　達樹(4) 29m96 山添　正信 22m04
慶應義塾大 日本精工
岩撫　健太郎(2) 42m75 梶本　保希(2) 41m09 周藤　迅飛(3) 38m04 田邉　怜央(3) 37m47 重田　翔伍(2) 36m67 岡本　悠輔(3) 34m85 岩城　青空(1) 34m45 三角　洋介(1) 32m77
川崎市立橘高 弥栄高 法政二高 法政二高 平塚学園高 修悠館横須賀高 川崎市立橘高 弥栄高
米山　大晟(2) 53m64 伊東　大輝(2) 53m47 安保　澪(2) 52m43 河野　大樹(3) 50m28 山田　克幸 49m71 坂本　優 49m30 阿部　奏弥 48m12 金子　浩紀(2) 45m01
桐蔭学園高 東海大相模高 平塚学園高 法政二高 日大理工 横浜市陸協 日大文理 旭丘高

5位

8月11日  記録会男子 100m

6位 7位 8位

第2回神奈川県記録会 【19140304】
三ツ沢公園陸上競技場 【142070】
2019/08/11 ～ 2019/08/12

1位 2位 3位 4位

8月12日  記録会男子 200m

8月11日  記録会男子 400m

8月12日  記録会男子 800m

8月11日  記録会男子 4X100mR

8月11日  記録会男子 1500m

8月12日  記録会男子 110mH(1.067m)

8月12日  記録会男子 400mH(0.914m)

8月11日  記録会男子 走幅跳

8月12日  記録会男子 三段跳

8月11日
 記録会男子 砲丸投

(7.260kg)

8月11日
 記録会高校男子 砲丸投

(6.000kg)

8月12日
 記録会男子 円盤投

(2.000kg)

8月12日
 記録会高校男子 円盤投

(1.750kg)

8月11日  記録会男子 やり投(800g)

8月12日  記録会男子 4X400mR

8月11日  記録会男子 棒高跳

8月11日  記録会男子 走高跳
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記 録 主 任 竹田道宏

日付 種目 5位 6位 7位 8位

第2回神奈川県記録会 【19140304】
三ツ沢公園陸上競技場 【142070】
2019/08/11 ～ 2019/08/12

1位 2位 3位 4位

高橋　明日香 11.87(+1.1) 金井　まるみ(4) 11.98(+1.1) 酒井　美乃莉(1) 12.20(+1.1) 守田　紗矢香(2) 12.30(+1.1) 高島　菜都美(1) 12.42(+1.1) 松崎　梨奈(3) 12.56(+0.3) 黒葛原　尚(2) 12.64(+0.3) 川合　満里奈(3) 12.70(+1.1)
ｱｽﾚﾃｨｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 青山学院大 桜美林大 青山学院大 中央大 光明相模原高 大船高 湘南工大附高
守田　紗矢香(2) 25.20(-0.8) ディミノ美貴(2) 25.38(-0.8) 高島　菜都美(1) 25.53(-0.8) 松崎　梨奈(3) 25.61(-0.8) 川合　満里奈(3) 25.62(-0.8) 山下　帆南(1) 25.69(-0.1) 酒井　美乃莉(1) 25.72(+0.5) 河津　茉佑(4) 25.85(-0.8)
青山学院大 青山学院大 中央大 光明相模原高 湘南工大附高 市立金沢高 桜美林大 東京女子体育大
藤沼　朱音 55.10 河津　茉佑(4) 56.58 ディミノ美貴(2) 57.78 川合　満里奈(3) 57.87 山田　菜月(2) 58.06 長崎　真優(1) 58.64 髙橋　希音(2) 59.87 松岡　美夕(2) 1:00.12
日本保育ｻｰﾋﾞｽ 東京女子体育大 青山学院大 湘南工大附高 中大附横浜高 希望ヶ丘高 弥栄高 市立金沢高
宮内　晴加(1) 2:20.31 守屋　明穂(2) 2:21.24 松田　花奈(2) 2:22.30 鈴木　まりあ(2) 2:22.97 西田　愛菜(1) 2:24.74 田嶋　沙和子(3) 2:25.54 渡辺　ちひろ(1) 2:25.69 高石　桐子(2) 2:26.32
桐蔭学園高 慶應義塾大 鵠沼高 桐蔭学園高 元石川高 慶應義塾大 市立金沢高 市立金沢高
石原　優花(2) 5:00.48 松本　和奏(1) 5:02.93 北原　唯衣(2) 5:04.83 大谷　観菜(2) 5:08.47 渡辺　ちひろ(1) 5:09.03 佐藤　礼奈(2) 5:09.50 川村　穂香(1) 5:10.31 伊達　端葉(1) 5:11.36
横須賀高 市立金沢高 希望ヶ丘高 藤沢西高 市立金沢高 市立金沢高 鵠沼高 希望ヶ丘高
川越　美咲(2) 14.75(+1.5) 西塚　若菜(2) 15.08(+1.5) 久保田そよか(2) 15.10(+1.5) 由茅　恵梨子(2) 15.46(+1.5) 坂本　あい(2) 15.49(+1.5) 櫻庭　琴子(3) 16.24(+1.1) 宇恵野　珠美(2) 16.44(+1.1) 金子　茉里奈(1) 16.64(+1.1)
東海大相模高 川崎市立橘高 湘南学院高 中大附横浜高 藤沢西高 菅高 中大附横浜高 希望ヶ丘高
松岡　美夕(2) 1:04.35 渡辺　稀有(2) 1:06.15 森上　英菜(2) 1:07.39 島本　夏凛(2) 1:07.47 稲垣　歩(2) 1:07.77 髙橋　希音(2) 1:07.97 宮崎　アユミ(2) 1:08.32 田中　葉結(2) 1:09.59
市立金沢高 市立金沢高 大船高 市立金沢高 光陵高 弥栄高 菅高 横浜清風高
川崎市立橘高 49.10 希望ヶ丘高 49.40 大船高 49.48 湘南工大附高 49.54 光明相模原高 B 50.86 横浜清風高 51.86 湘南学院高 52.13 弥栄高 52.33
東吉　美里(1) 長崎　真優(1) 米田　汐里(2) 近藤　彩葉(1) 田上　奈樹(3) 荒川　光咲(2) 久保田そよか(2) ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｷｭｰﾜﾅｰ ｱﾈｲｼﾞｬ(1)
小池　桜(1) 安部　奏美(1) 森上　英菜(2) 小松　凜花(1) 松崎　梨奈(3) 阿部　恵梨夏(1) 成田　沙紀(1) 髙橋　希音(2)
大和田　遥香(1) 千葉　実鈴(2) 鴨志田和佳奈(1) 大須賀しえ里(2) 城田　笑里(3) 田中　葉結(2) 諏訪間　小梅(1) 大塚　紗輝(1)
小椋　若葉(1) 宮内　美咲(1) 黒葛原　尚(2) 伊藤　未桜(1) 小倉　夢乃(1) 中尾　美樹(1) 前田　愛実(2) 菊池　梨名(2)
湘南工大附高 4:04.86 希望ヶ丘高 A 4:08.54 光明相模原高 B 4:10.08 横浜清風高 4:12.50 川崎市立橘高 B 4:13.16 桐蔭学園高 4:14.57 鵠沼高 4:14.97 大船高 4:18.28
近藤　彩葉(1) 長崎　真優(1) 城田　笑里(3) 中尾　美樹(1) 千田　悠歩(2) 津端　詩織(1) 谷河　かのん(2) 岡田　貫那(2)
小松　凜花(1) 宮﨑　結子(1) 田上　奈樹(3) 田中　葉結(2) 樋口　さくら(1) 鈴木　まりあ(2) 吉村　莉杏(2) 黒葛原　尚(2)
伊藤　未桜(1) 金子　茉里奈(1) 猪俣　遥加(2) 町田　麗凪(1) 近藤　彩夏(1) 宮内　晴加(1) 松田　花奈(2) 鴨志田和佳奈(1)
寺田　奈央(1) 森北　日和(2) 松崎　梨奈(3) 阿部　恵梨夏(1) 小椋　若葉(1) 下島　みのり(1) 川村　穂香(1) 千野　玲衣(1)
青山　夏実(4) 1m78 中村　紗華(2) 1m72 黒田　玲奈 1m66 佐藤　明穂(1) 1m55 小西　栞(3) 1m55 上野　涼夏(2) 1m50 宮崎　蓮(2) 1m45
日本女子体育大 順天堂大 小田原市役所 光明相模原高 法政二高 希望ヶ丘高 相模田名高

大竹　悠加(1) 1m55 德武　万葉(1) 1m45
横須賀学院高 座間高

川瀬　未菜美(2) 5m40(-0.4) 釜田　燦子(4) 5m12(+1.1) 菅野　なつみ(2) 5m08(+2.2) 北野　友美(2) 5m08(+0.1) 山口　朱莉(2) 5m08(+0.5) 山本　涼乃(1) 5m00(-0.4) 髙橋　想(1) 4m94(+1.0) 宇恵野　珠美(2) 4m88(+0.8)
東海大相模高 東海大 舞岡高 公認5m05(0.0) 川崎市立橘高 舞岡高 慶應義塾大 川崎市立橘高 中大附横浜高
西澤　海来(2) 12m00(+1.7) 石田　志穂里(4) 11m62(-0.8) 黒田　玲奈 11m61(-1.0) 磯谷　ありさ(3) 11m47(+2.0) 松井　玲奈(4) 11m47(+0.1) 菅野　なつみ(2) 11m30(-0.8) 前田　愛実(2) 10m96(+0.2) 北野　友美(2) 10m88(0.0)
日本女子体育大 慶應義塾大 小田原市役所 菅高 成城大 舞岡高 湘南学院高 川崎市立橘高
大迫　晴香(1) 13m28 山田　舞優(2) 10m36 長尾　茉歩(2) 10m18 萱野　遥夏(1) 9m09 塩出　胡都子(1) 9m05 井上　里佳子(2) 8m96 奥田　協衣(2) 8m07 佐久間　千華(2) 7m95
国士舘大 平塚学園高 市立金沢高 弥栄高 市立金沢高 菅高 相模原総合高 光陵高
大迫　晴香(1) 43m78 山田　舞優(2) 36m58 髙橋　咲紀(3) 34m69 菊池　梨名(2) 33m77 塩出　胡都子(1) 31m61 鈴木　胡桃(3) 30m22 萱野　遥夏(1) 30m07 小村　華穂(2) 29m97
国士舘大 平塚学園高 平塚学園高 弥栄高 市立金沢高 平塚学園高 弥栄高 川崎市立橘高
山内　愛 48m86 菊池　梨名(2) 44m10 春木　もえか(2) 41m36 上野　千寛(3) 38m69 小林　若菜 33m41 中野　里帆(2) 32m01 服部　伶奈(2) 27m74 井上　里佳子(2) 27m04
長谷川体育施設 弥栄高 平塚学園高 平塚学園高 川崎市陸協 市立金沢高 平塚学園高 菅高

凡例 

8月11日  記録会女子 100m

8月12日  記録会女子 200m

8月11日  記録会女子 400m

8月12日  記録会女子 800m

8月11日  記録会女子 1500m

8月12日  記録会女子 100mH(0.838m)

8月12日  記録会女子 400mH(0.762m)

8月11日  記録会女子 4X100mR

8月12日  記録会女子 三段跳

8月11日
 記録会女子 砲丸投

(4.000kg)

8月12日  記録会女子 4X400mR

8月11日  記録会女子 走幅跳

8月11日  記録会女子 やり投(600g)

8月12日  記録会女子 走高跳

8月12日
 記録会女子 円盤投

(1.000kg)


