
ト ラ ッ ク 審 判 長 西舘　健吾・深谷　昇平

ス タ ー ト 審 判 長 渡邉　克仁・大黒　信貴

跳 躍 審 判 長 大場　一子・石渡　淳史

投 て き 審 判 長 三橋　政義・大髙　幸二

混 成 審 判 長 国枝　信孝

招 集 所 審 判 長 田口　裕二・宮城　弘之

記 録 主 任 津國　洋和

日付 種目

佐々木　寛大(1) 11.85 大滝　航(1) 12.29 山田　海翔(1) 12.33 奥田　耀允(1) 12.35 入澤　悠聖(1) 12.38 木村　栞大(1) 12.40 日髙　想大(1) 12.41 安藤　弘盛(1) 12.69
都田 中島 汐見台 山内 初声 不入斗 手広 塚越
井上　大河(2) 11.54 須山　恵成(2) 11.66 平松　大輝(2) 11.67 新名　潤(2) 11.75 村山　哲郎(2) 11.76 竹内　嵩真(2) 11.78 徳永　将志(2) 11.87 島　恭介(2) 11.97
港南 関東学院 川・玉川 浦島丘 末吉 栗田谷 領家 柿生
山﨑　天心(3) 11.02 木寺　嘉晴(3) 11.18 岡村　滉大(3) 11.24 高　琉斗(3) 11.26 別府　公太郎(3) 11.35 小山田　隼(3) 11.45 熊　颯斗(3) 11.49
御幸 NES 大津 NES 日大 宮崎 大津 本町 東橘
福井　晴琉(3) 22.89 米山　和磨(2) 22.97 鶴岡　武(3) 22.99 早坂　佑太(3) 23.12 田中　瑞基(3) 23.23 小山田　隼(3) 23.77
箱根 茅ケ崎 川崎高附属 宮前平 万騎が原 本町
菊田　響生(3) 51.72 沼山　晴音(3) 52.29 安藤　遼平(3) 52.87 枝光　大樹(3) 53.23 小林　惟人(3) 53.78 松田　歩武(3) 54.12 月川　端己(3) 55.74
田島 光丘 小山 浜須賀 富岡 生田 潮田
浅沼　盤(3) 2:01.75 荒谷　俊輔(3) 2:01.91 貝原　悠里(2) 2:02.27 木村　快(3) 2:02.33 別所 元気(3) 2:04.89
山城 白山 塚越 浜･旭 浜･旭
田島　啓大(1) 4:37.70 奥　清顕(1) 4:38.21 半田　貴与(1) 4:38.37 佐藤　蒼斗(1) 4:38.38 安田　開(1) 4:38.96 櫻田　浩平(1) 4:40.89 貞包　昴弥(1) 4:41.42 加藤　慶一郎(1) 4:41.70
新町 川・有馬 南林間 浜・田奈 文命 山内 川中島 希望が丘
三浦　向陽(3) 4:17.43 八木原　想太(3) 4:17.93 石井　丈大(3) 4:17.94 豊田　諒月(3) 4:18.10 河瀬　奏琉(3) 4:18.34 尾ノ下　友亮(3) 4:18.37 門間　蒼大(2) 4:19.67 植木　大和(3) 4:19.89
松林 塚越 樽町 中井 玉縄 十日市場 秋葉台 南毛利
佐上　湘哉(3) 8:50.43 藤谷　海空斗(3) 8:50.73 山田　晃央(3) 8:51.07 小島　宗大(3) 8:51.12 三上　陸空(3) 9:03.44 小木曽　律(3) 9:14.56 鈴木  晴陽(3) 9:15.13 谷﨑　然(2) 9:19.53
太洋 NES 領家 NES 新田 NES 西高津 NES 岡津 万騎が原 釜利谷 南郷
熊谷　ｴｸﾞｾﾞｨｳﾞｨｱ　叶海琉(3) 14.40 堤　陸透(3) 14.74 井原　波月(3) 14.76 齋藤　匠(3) 14.79 佐藤　龍眞(3) 14.87 加藤　凜(3) 14.97 伊藤　太希(3) 15.18 古田　智紀(3) 15.23

大津 NES 日吉台 NES 上鶴間 NES 鶴ケ峯 NES 生田 NES 御幸 NES 十日市場 桂台

髙橋　海吏(3) 1m85 横山　陽斗(3) 1m80 金子　剛(3) 1m75 紺田　哲也(3) 1m75 大住　哲哉(3) 1m70 深谷　龍司(3) 1m70
北の台 NES 大野北 腰越 寒川東 横浜吉田 川・橘

大坂　虎剣(3) 1m75 齋藤　颯真(3) 1m70
秦・南が丘 西高津

鍋本　諭志(3) 4m00 赤澤　啓太(3) 3m50 鉄尾　祐樹(3) 3m40 松本　遥生(3) 3m30 阿久田　圭佑(2) 3m20 小出　憂馬(3) 3m20 廣瀬　洋太(3) 3m10
小田 NES 中川西 小田 小田 小田 保土ケ谷 柿生
髙橋　真弘(1) 5m14(0.0) 五十嵐　 圭佑(1) 5m11(0.0) 市川　輝(1) 4m97(-0.1) 三井　隆之介(1) 4m97(+0.6) 内藤　光葉(1) 4m97(+0.6) 坂本　将平(1) 4m95(+0.1) 前野　滉大(1) 4m93(+0.2) 黒川　義継(1) 4m91(0.0)
南林間 六ツ川 睦合 附属鎌倉 金旭 山内 円蔵 寺尾
淡路　亮介(3) 6m72(+0.2) 羽咋　遼人(3) 6m48(+0.1) 加藤　凜(3) 6m40(+0.8) 五十嵐　貴仁(3) 6m27(+0.3) 井上　陽斗(3) 6m22(+0.7) 渡部　翔伍(3) 6m17(-0.1) 栁澤　響喜(2) 6m08(+1.3) 園部　鼓哲(3) 5m99(-0.2)
樽町 NES 山内 御幸 鴨宮 市場 藤塚 保土ケ谷 生田
橋本　大輝(3) 12m56 鈴木　捺(3) 12m43 棚田　康平(3) 12m41 蝦名  陽大(3) 11m77 成田　卓登(3) 11m40 佐藤　義将(3) 11m23 井澤　優太(3) 10m93 小島　平(2) 10m59
保土ケ谷 千代 宮前平 中山 富士見 小田 中和田 いずみ野
田村　光聖(3) 2456点 甲斐　凰靖(3) 2336点 内山　潤太(2) 2306点 小山　仁(3) 2237点 原　知輝(3) 2086点 座間信之介(2) 2068点 東海　晴(2) 1984点 塩嶋　海王(3) 1950点
山内 西中原 須・鴨居 保土ケ谷 相原 中山 厚木 浦賀

三枝木　結衣(1) 13.00 江口　美玲(1) 13.12 折原　凜(1) 13.12 堀　万葉香(1) 13.46 星　晴南子(1) 13.52 大竹　風愛莉(1) 13.58 酒井　珂璃那(1) 13.59
港南 大綱 向丘 松林 岡津 万騎が原 愛川中原

植松　はな(1) 13.59
大磯

エゼ　アマカ(2) 12.50 喜多　桜子(2) 12.83 吉田　茜(2) 12.91 加藤　美都(2) 12.93 櫻井　笙子(2) 12.98 山本　美空(2) 13.10 遠藤　ひかり(2) 13.12 石川　彩花(2) 13.18
久里浜 NES 川・橘 港南 浜･緑が丘 塚越 東山田 森村学園 あかね台
篠山　那弥子(3) 12.79 須藤　美月(3) 12.91 ソック　サラ(3) 12.98 谷　 百彩(3) 13.00 カン髙橋　アディーナ(3) 13.14 柴田　沙月(3) 13.18
十日市場 岩戸 綾・城山 中山 樽町 宮前平

築井　はるか(3) 12.98
東橘

渡邉　夏帆(3) 26.37 須藤　美月(3) 26.52 佐藤　玖子(3) 26.52 三ヶ尻　実悠(2) 26.53 櫻井　笙子(2) 26.80 谷　 百彩(3) 26.86 築井　はるか(3) 26.93
大野台 岩戸 海西 港南 塚越 中山 東橘
井上　穂奏(1) 2:19.15 矢野　由花(1) 2:26.19 佐藤　美緒(1) 2:26.23 角田　ののみ(1) 2:31.56 臼元　真央(1) 2:31.61 松本　澪奈(1) 2:31.73 田口  えりか(1) 2:32.21 福島　陽歩(1) 2:33.37
山内 GR 中川西 国府津 鎌倉第一 宮前平 日吉台 寺尾 南林間
畑　和希(3) 2:18.64 入倉　心春(3) 2:19.25 丸山　あおい(3) 2:21.11 森　美空(3) 2:21.69 岡﨑　萌々(2) 2:23.41 山口　和夏(3) 2:25.89 百﨑　美杏(3) 2:30.18
浜須賀 汲沢 浜 山内 あかね台 東橘 犬蔵
伊東　輝恵(2) 4:47.57 鎌田 煌花(3) 4:47.60 田村　遥香(3) 4:53.58 草野　美佳子(2) 4:56.15 松澤　実来(2) 4:56.64 菅野　こころ(3) 4:57.20 河合　春奈(2) 4:57.48 飯高 里虹(3) 5:01.36
鵠沼 大沢 玉縄 岩井原 川・長沢 生田 東山田 浜･旭

加藤　美都(2) 14.70 横瀬  姫由(3) 14.85 畑　優希(3) 14.99 安部　優乃(3) 15.01 三ヶ尻　実悠(2) 15.02 堀江　杏樹(3) 15.13 大平　知香(3) 15.28 梯　恵唯(3) 15.33

浜･緑が丘 NES 秦野北 浜須賀 新町 港南 西中原 南河原 新田

菊池　彩文(3) 1m60 中村　菜結(3) 1m55 石原　真咲(3) 1m50 前田　亜美(3) 1m50 西　未桜(3) 1m50 栗原　茜(3) 1m50 霜田　明梨(3) 1m45
浜・南が丘 NES 高田 麻溝台 宮前平 新田 新田 万騎が原

西条　夏歩(3) 1m50
生田

齊藤　葵(1) 4m57(+0.4) 酒井　珂璃那(1) 4m53(0.0) 佐々木　琴美(1) 4m44(+0.3) 坪田　采音(1) 4m39(0.0) 篠原　美羽(1) 4m32(+0.6) 石山　結菜(1) 4m25(+0.5) 志村　紗希(1) 4m25(+0.5) 横山　かのん(1) 4m21(0.0)
犬蔵 愛川中原 稲田 南下浦 湘光 睦合 日吉台 樽町
篠山　那弥子(3) 5m56(+0.7) 橋本　魅音(3) 5m32(+0.6) 安部　優乃(3) 5m20(+0.5) 東　愛由来(3) 4m96(+0.2) 古里　優芽(3) 4m95(+0.7) 松永　詩織(3) 4m95(+0.7) 小泉　喜愛(3) 4m92(+0.8) 小島　渚(3) 4m85(+0.7)
十日市場 NES 横須賀学院 新町 引地台 新田 文命 浜･緑が丘 大船
村田　優光(3) 12m10 伊藤　日菜子(3) 11m85 早乙女　美月(2) 11m08 亀里　睦(3) 10m84 植木　雲雀(3) 10m77 大池　栞(3) 10m44 横谷　帆乃果(3) 10m41 佐藤　奏(3) 9m62
浜･緑が丘 十日市場 あかね台 生田 新田 名瀬 上菅田 宮崎
加藤　菜々(3) 2424点 藤田　歩夢(2) 2352点 畑　優希(3) 2322点 半田　瑞姫(3) 2293点 栗原　茜(3) 2223点 吉田　帆乃夏(2) 2119点 出口　萌夏(3) 2075点 品川  心寧(2) 2061点
希望が丘 保土ケ谷 浜須賀 保土ケ谷 新田 浜･緑が丘 浦賀 中山

凡例  NES:全国標準記録 GR:大会記録

第34回神奈川県中学校選抜陸上競技大会 【21143002】
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2021/07/04 ～ 2021/07/04

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

7月4日
中学共通男子200m

風：+0.8

8位

7月4日
中学1年男子100m

風：-0.1

7月4日
中学2年男子100m

風：+0.9

7月4日
中学3年男子100m

風：-0.1

7月4日 中学1年男子1500m

7月4日 中学共通男子1500m

7月4日 中学共通男子400m

7月4日 中学共通男子800m

7月4日 中学共通男子走高跳

7月4日 中学共通男子棒高跳

7月4日 中学共通男子3000m

7月4日
中学共通男子110mH

(0.914m／9.14m)
風：+1.4

7月4日 中学1年男子走幅跳

7月4日 中学共通男子走幅跳

7月4日
中学共通男子砲丸投

(5.000kg)

17.29(+1.5)-8m88-1m68-59.14 16.11(+1.5)-7m83-1m50-57.96

7月4日
中学1年女子100m

風：+0.4

15.46(+0.9)-11m57-1m65-55.55

7月4日
中学共通男子四種競技(男

子)
15.87(+0.9)-10m46-1m60-54.68 16.35(+0.9)-9m98-1m71-55.58 16.02(+0.9)-9m70-1m71-57.92

7月4日
中学2年女子100m

風：+0.4

7月4日
中学3年女子100m

風：-0.6

15.65(+0.9)-7m40-1m50-55.15 16.93(+0.9)-9m35-1m55-55.90

7月4日 中学1年女子800m

7月4日 中学共通女子800m

7月4日
中学共通女子200m

風：+0.4

7月4日 中学共通女子走高跳

7月4日 中学1年女子走幅跳

7月4日 中学共通女子1500m

7月4日
中学共通女子100mH

(0.762m／8.00m)
風：+0.9

7月4日 中学共通女子走幅跳

7月4日
中学共通女子砲丸投

(2.721kg)

15.51(+1.4)-1m43-9m31-28.13(+0.5)

7月4日
中学共通女子四種競技(女

子)
15.54(-0.1)-1m25-7m03-28.49(+1.4)15.98(+1.4)-1m55-7m57-28.59(+0.5) 15.32(+1.4)-1m35-7m73-27.39(+0.5) 16.38(+1.4)-1m49-8m96-29.01(+0.5) 16.49(+1.4)-1m52-7m15-28.67(+0.5) 16.66(+0.7)-1m43-8m15-29.32(+0.5) 16.44(+1.4)-1m35-8m22-29.19(+0.5)


