
ト ラ ッ ク 審 判 長 石田　省二
跳 躍 審 判 長 阿部　和夫

第８１回　北相陸上競技大会（北相陸上の部・北相記録会の部）決勝一覧　　     相模原ギオンスタジアム(2020.10.18)
投 て き 審 判 長 尾形　邦美
招 集 所 審 判 長 原口　和博

男　　　　　子 記 録 主 任 佐々木　渉

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月18日
北相男子100m

風：+1.6

合田　凌斗(2) 10.57 大瀬戸　一馬 10.68 松添　基理 10.75 平田　瑶(2) 10.80 大坪　未樹(4) 10.82 楠ヶ谷　涼(2) 10.99 川面　聡大 11.48

日本ウェルネス大 GR ＭＲＣ GR ＭＰａｎｄＣ GR 日本ウェルネス大 GR 東農大 GR 桜美林大学 クロスブレイス

10月18日
北相男子200m

風：+2.0

小金井　裕貴 21.79 陳　胤霖 21.84 中机　陽彦 22.09 柿沼　芳(3) 22.20 秋本　航(2) 22.32 篠原　翔(1) 22.39 平山　大志(1) 22.42

日大 ユメオミライ SAC 日本ウェルネス大 藤沢西 桜美林大学 青学大

10月18日 北相男子400m
メルドラム　アラン(1) 48.83 清水　大地(2) 49.37 清水　隆太郎 49.66 田邊　駿汰 50.45 野原　大輝(3) 50.92 ﾌﾞﾗｯｹﾝ　晋司　海(2) 50.98 山本　毅(1) 51.07 正岡　悠 51.81

ＡＣ湘南組 星槎国際湘南 Ｓ４ 東京陸協 東海大相模高校 藤沢工科高 東農大 Ｓ４

10月18日 北相男子800m
鷹見　聡 1:55.59 福元　陸王(3) 1:57.43 吉村　快(2) 1:58.80 三井　大輝(2) 2:00.00 大内　庸平(2) 2:00.60 馬場　泰樹(2) 2:01.10 吉開　太一 2:01.10 渡邊　恭介(3) 2:01.87

XSPO GR 青学大 GR 星槎国際湘南 GR 綾瀬高校 國學院大 自修館中等教育学校 レジェンズ 青学大

10月18日 北相男子1500m
福元　翔輝 4:02.72 前田　慶士(1) 4:03.64 生方　勇気 4:06.00 岡本　崚太郎(2) 4:12.00 原田　敬太(2) 4:13.40 鈴木　怜生(2) 4:16.17 川口　竜司(1) 4:19.46 ダイモン　ベルハネ・テスファイ 4:19.97

町田走友会 GR 弥栄高校 GR 相州健児 弥栄高校 弥栄高校 鵠沼高等学校 日本ウェルネス大 星槎国際湘南

10月18日 北相男子5000m
清原　和博 15:11.89 メルハウィ　ゼレセラシエ・カラティ 15:13.20 西澤　航大(3) 15:36.38 尾形　優樹(2) 15:39.62 丸山　俊紀 15:45.99 江川　翔遥(3) 15:48.75 阪野　智也(3) 15:49.03 細井　裕生(2) 16:19.67

つじかぜ GR 星槎国際湘南 鵠沼高等学校 菅高 相模原市陸協 鵠沼高等学校 足柄高校 足柄高校

10月18日
北相男子110mH

風：+1.8

森田　俊一 14.50 小久保　翔太 14.71 細井　尚輝(3) 15.69 貝塚　勇輝 15.75 蘇武　隼人(2) 15.79 本間　大輔 16.00 大林　央人(2) 16.12 森本　琢磨(1) 16.41

アスレティクス・ジャパン GR 日本生命 東海大相模高校 東京陸協 上溝南高校 レジェンズ 相模原総合高校 麻溝台高校

10月18日
北相男子
4X100mR

日本ウェルネス大A 42.03 桜美林大学 42.26 光明学園相模原 42.59 Ｓ４ 43.16 鵠沼高等学校 43.24 弥栄高校 43.27 レジェンズ 43.58 東海大相模高校A 43.80

平田　瑶(2) 楠ヶ谷　涼(2) 宮岡　海里(1) 石田　爽太 原　一真(1) 土田　心(2) 中村　幸雅 坂口　章(3)

小林　健太郎(2) GR 斎藤　優輝(2) GR 上月　星(2) 正岡　悠 船橋　寛太郎(2) 竹本　光希(1) 渡部　将平 大塚　榛人(3)

安富　虎汰(2) 片倉　凌(3) 坂下　秀人ケネス(2) 高橋　武 荒木　勇樹(2) 吉川　柊真(1) 紀平　直人 細井　尚輝(3)

合田　凌斗(2) 篠原　翔(1) オリサ　裕司マイケル(3) 清水　隆太郎 田中　優心(2) 渡邉　幹太(2) 小川　裕之 野原　大輝(3)

10月18日
北相男子
4X400mR

ＡＣ湘南組 3:20.71 星槎国際湘南 3:24.52 弥栄高校 3:25.16 レジェンズ 3:25.79 日本ウェルネス大A 3:26.14 光明学園相模原 3:30.96 東海大相模高校A 3:31.40 SACA 3:31.91

田村　優樹 清水　大地(2) 竹本　光希(1) 勝俣　章博 柿沼　芳(3) 上月　星(2) 伊東　大輝(3) 渡辺　海斗

メルドラム　アラン(1) 山口　司紗(1) 渡邉　幹太(2) 竹下　雅之 石井　雅哉(3) 坂下　秀人ケネス(2) 飯田　勝大(3) 長友　龍一

小玉　一貴 粟田　伊吹(3) 土田　心(2) 中山　勇人 小暮　義之(3) 宮岡　海里(1) 坂口　章(3) 小林　翼

加藤　勝也 西ヶ谷　涼太(2) 吉川　柊真(1) 紀平　直人 池田　翔(3) オリサ　裕司マイケル(3) 野原　大輝(3) 中机　陽彦

10月14日 北相男子走高跳
平川　雄大(2) 2m00 山口　輝恭(1) 1m95 加藤　舜 1m95 先崎　航 1m90 平川　雅大(2) 1m90 杉本　丞 1m90 徳岡　颯(1) 1m90 山本　龍晴(藤沢西) 1m85

東海大学 GR 駿大 XSPO ＳＴＡＣ千葉 東海大相模高校 Marine Athlete 國學院大 伏見　幸太(桜美林大)

10月18日 北相男子走幅跳
瀧口　勇太(3) 7m05(+2.0) 嶋津　享弥(2) 6m85(+1.1) 木之下　滉 6m81(+1.3) 山口　司紗(1) 6m76(+3.7) 坂田　生成(2) 6m52(+2.1) 齊藤　颯(2) 6m47(+2.3) 井上　雄斗(2) 6m44(+2.2) 堀江　択真(2) 6m41(+1.7)

CHIHAYA AC GR ＳＣＤＡＣ 東京陸協 星槎国際湘南 星槎国際湘南 ワールウインドＡＣ 青学大 ワールウインドＡＣ

10月18日 北相男子三段跳
花谷　昴 15m28(+1.5) 今井　俊彰 15m12(+1.5) 黒田　寛亮 14m93(+1.1) 鳥越　陽介 14m37(+0.8) 中村　智(3) 13m91(+1.6) 臼井　恭介(M2) 13m60(+2.6) 森本　悠平 13m59(+2.0) 三宅　一輝 13m59(+2.3)

ユメオミライ ＳＴＡＣ千葉 日立ICT UA 神奈川大学 上智大 UA WAVE-TC

10月18日
北相男子砲丸投

（7.260kg）

松岡　義人(1) 12m09 松谷　光昭(53) 10m97 武笠　泰士(1) 9m88 中林　尚哉 9m43 岡崎　飛翔(3) 9m15 松嶋　優弥(1) 8m69 藤崎　輝章(2) 8m50 政近　圭祐(1) 8m09

星槎国際湘南 ＴＦＣ相模 伊志田高校 相州健児 慶大同好会 藤沢工科高 伊志田高校 平塚江南高校

10月18日
北相男子円盤投

（2.000kg）

佐藤　ロバート・スティーブン 川口　陽 31m67 中村　啓(2) 30m88 小坂　祐司 30m55 森谷　歩暉(1) 27m16 川口　均(63) 26m70 児島　翔太(3) 23m94 杉崎　和彦 21m23

星槎国際湘南 39m48 ＭＲＣ 綾瀬高校 法大Ⅱ部ＯＢ 弥栄高校 ＴＦＣ相模 神奈川総合産高 ＡＣ湘南組

10月18日
北相男子やり投

（800g）

竹迫　寿 58m02 中嶋　亮太 57m83 山本　貫誠(3) 55m10 井上　翔太 52m89 伊東　大輝(3) 50m98 畠山　幸治 44m54 羽鳥　純 44m31 木村　一之心(2) 42m31

WAC 横浜市陸協 桜美林大学 東京 東海大相模高校 東京 東京陸協 厚木北高校

第79回北相陸上競技大会301014



ト ラ ッ ク 審 判 長 石田　省二

跳 躍 審 判 長 阿部　和夫

第８１回　北相陸上競技大会（北相陸上の部・北相記録会の部）決勝一覧　　     相模原ギオンスタジアム(2020.10.18)
投 て き 審 判 長 尾形　邦美

招 集 所 審 判 長 原口　和博

女　　　　　子 記 録 主 任 佐々木　渉

10月18日
北相女子100m

風：+1.8

喜田　奈南子(4) 12.01 酒井　美乃莉(2) 12.34 髙橋　ひびき(2) 12.36 吉田　薫(4) 12.40 塩本　歩(1) 12.43 勝又　日菜多(1) 12.45 笹路　まひな(2) 12.46 和田　涼華(2) 12.63

東海大 GR 桜美林大学 東海大 東海大 青学大 青学大 東海大相模高校 上溝南高校

10月18日
北相女子200m

風：+1.9

山田　瑛乃(1) 26.30 押田　萌(2) 26.31 澤田　伶菜(2) 26.48 田丸　瑞葵(3) 26.80 堀井　萌夏(1) 27.08 西村　菜沙(3) 27.20 ｳｨﾘｱﾑｽﾞ　ｱﾈｲｼﾞｬ(2) 27.24 木本　美佐子 27.84

東海大相模高校 相模原総合高校 東海大相模高校 ワールウインドＡＣ 青学大 青学大 弥栄高校 レジェンズ

10月18日 北相女子400m
舛永　理紗(3) 57.87 光山　枝里(3) 59.47 和田　久美子(1) 1:00.02 鈴野　ゆり(1) 1:00.26 松谷　知晴(1) 1:01.41 待鳥　紗英(1) 松崎　喜久恵(2) 1:03.20 名倉　瞳(4) 1:04.00

東海大相模高校 GR 青学大 東海大相模高校 東海大相模高校 弥栄高校 厚木高校 東海大 東海大

10月18日 北相女子800m
若月　優実(2) 2:13.66 秋元　寛奈(2) 2:27.28 堀　幸菜(4) 2:29.02 横田　鈴奈(2) 2:33.32 池上　瑠花(2) 2:33.61 三ッ股　瑠南(2) 2:39.90 徳永　昌子 2:45.98 中津　彩花(1) 2:54.75

青学大 GR 上溝南高校 日本ウェルネス大 座間高校 菅高 相模田名高校 レジェンズ 座間高校

10月18日 北相女子1500m
川村　穂香(2) 5:01.08 井本　梓(1) 5:04.36 秋元　明奈(2) 5:05.32 佐々木　杏珠(2) 5:26.37 磯﨑　千晴(2) 5:27.96 和田　日向子(1) 5:28.77 山﨑　柚杏(1) 5:43.92 高橋　美希(4) 5:49.04

鵠沼高等学校 座間高校 上溝南高校 平塚江南高校 足柄高校 平塚江南高校 平塚江南高校 慶大同好会

10月18日 北相女子3000m
尾崎　舞佳(2) 11:06.26 及川　凜(2) 11:48.23 苗村　梨子(1) 11:51.59 河口　緋留妃(1) 11:53.57 柏木　愛美(2) 11:59.70 益田　はるみ 12:51.30

相模原中等 上溝南高校 平塚江南高校 相模原中等 足柄高校 ＡＣ湘南組

10月18日
北相女子100mH                                                    

(風:+1.3)

有田　安紗季(2) 14.18 濟藤　未夢 14.23 児島　里菜 14.26 安達　楓恋(1) 14.28 山口　美優(3) 14.95 福井　紗瑛(2) 16.24 山田　愛佳(2) 16.36 武川　由香里 17.26

青学大 GR ハピネスAC GR レジェンズ GR 青学大 GR 東海大相模高校 GR 東海大相模高校 東海大 ＡＣ湘南組

10月18日
北相女子
4X100mR

レジェンズ 49.38 東海大相模高校A 50.67 藤沢西 51.54 上溝南高校 51.73 弥栄高校 52.14 麻溝台高校 52.60 光明学園相模原 52.63 相模原中等 54.86

児島　里菜 大庭　友理奈(3) 佐藤　美温(2) 今田　朱香(2) ｳｨﾘｱﾑｽﾞ　ｱﾈｲｼﾞｬ(2) 小泉　更紗(1) 安室　有希(2) 中村　瞳(1)

鎌田　怜花 山田　美桜(1) 廣田　みのか(2) 和田　涼華(2) 大塚　紗輝(2) 井上　彩夢(2) 宇佐美　なつみ(2) 杉山　京佳(1)

木本　美佐子 金子　彩紀(3) 尾倉　彩夏(1) 小野　恵蓮(2) 松谷　知晴(1) 大木　彩芽(2) 飯田　朱香(2) 葛西　由莉(1)

伴　佳恵 川瀬　未菜美(3) 小泉　萌夏(2) 曽我　笑世(2) 坂本　小夏(1) 原田　浩美(2) 池長　つかさ(1) 伊東　里紗(1)

10月18日
北相女子
4X400mR

東海大相模高校A 4:04.52 レジェンズ 4:06.46 弥栄高校 4:14.90 上溝南高校 4:20.30 座間高校A 4:26.50 相模原中等 4:31.19 光明学園相模原 4:32.35 麻溝台高校 4:32.90

舛永　理紗(3) 竹原　由梨 ｳｨﾘｱﾑｽﾞ　ｱﾈｲｼﾞｬ(2) 今田　朱香(2) 横田　鈴奈(2) 中村　瞳(1) 安室　有希(2) 井上　彩夢(2)

輪島　由佳(2) 児島　里菜 松谷　知晴(1) 秋元　明奈(2) 杉田　優紀(1) 葛西　由莉(1) 宇佐美　なつみ(2) 加藤　杏菜(1)

村山　彗乃(3) 伴　佳恵 大塚　紗輝(2) 及川　凜(2) 丸山　綾華(1) 伊東　里紗(1) 飯田　朱香(2) 小泉　更紗(1)

山口　美優(3) 鎌田　怜花 坂本　小夏(1) 秋元　寛奈(2) 井本　梓(1) 尾崎　舞佳(2) 池長　つかさ(1) 原田　浩美(2)

10月18日 北相女子走高跳
鎌田　怜花 1m60 安西　彩乃(3) 1m60 藤澤　花菜(1) 1m50 伊藤　さくら(1) 1m50 白鳥　玲菜(1) 1m50 德武　万葉(2) 1m45 倉持　春奈(1) 1m45 前田　千絵 1m45

レジェンズ ＳＣＤＡＣ 弥栄高校 綾瀬高校 足柄高校 座間高校 東海大相模高校 チーム矢野

10月18日 北相女子走幅跳
川瀬　未菜美(3) 5m65(+2.3) 佐竹　楓(3) 5m56(+3.2) 兼本　季依(2) 5m35(+4.1) 山本　美紗(2) 5m18(+3.7) 三枝　真澄 5m06(+4.2) 大庭　友理奈(3) 5m03(+4.3) 松村　恭子 5m01(+2.4) 坂本　小夏(1) 4m97(+2.0)

東海大相模高校 GR 神奈川大学 GR 東海大学 青学大 UA 東海大相模高校 ＡＣ湘南組 弥栄高校

10月18日
北相女子砲丸投

（4.000kg）

秋山　実杏(2) 8m61 大滝　葵(2) 7m93 松浦　和代(46) 7m55 杉田　優紀(1) 7m02 小泉　環(2) 6m54 高橋　典子 4m86

光明学園相模原 厚木北高校 ＴＦＣ相模 座間高校 光明学園相模原 ミナトアスリートクラブ

10月18日
北相女子円盤投

（1.000kg）

浦田　光来(3) 36m18 萱野　遥夏(2) 34m06 山崎　碧生(1) 23m54 前田　怜香(2) 20m74 前田　里海(2) 20m55 伊東　里紗(1) 18m08 川上　ひより(1) 17m91

神奈川大学 弥栄高校 麻溝台高校 厚木高校 県立平塚農商 相模原中等 綾瀬高校

10月18日
北相女子やり投

（600g）

菊池　梨名(3) 39m23 上野　千寛(1) 38m42 前田　祐香(2) 33m02 大木　彩芽(2) 29m94 井田　希々佳(2) 27m89 井桁　優朱(1) 22m14

弥栄高校 神奈川大学 平塚江南高校 麻溝台高校 東海大相模高校 上鶴間高校

凡例  GR:大会記録
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