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一般男子100m（35歳以下）
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

6月5日 11:15 予　選
大会記録(GR)  11.07  野澤　泰(WAVE-TC)  H30 6月5日 14:15 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:-3.0) 2組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ ﾋﾗｵｶﾀｶﾋﾛ

1 2 8055 井上　雄斗(4) 青山学院大 11.30 1 9 8043 平岡誠大 Accel TC 11.28 q
ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ ｽｽﾞｷ ｼｬｵﾝ

2 4 8096 鴨志田　巽 法大Ⅱ部 11.38 2 2 8108 鈴木　斜恩 法大Ⅱ部 11.37
ｼｵﾉﾒ ﾕｳﾄ ﾓﾄｷ ｼﾝﾉｽｹ

3 8 8099 塩野目　友都 法大Ⅱ部 11.57 3 8 8104 元木　辰之丞 法大Ⅱ部 11.53
ﾅｶﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ ﾐﾔｼﾛ ﾋﾛｷ

4 6 8001 中山　昇 ギオンスAC 11.64 4 5 8081 宮代　裕貴 法大Ⅱ部 11.56
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ ﾒｸﾞﾛ ﾕｳﾀﾞｲ

5 5 8082 山口　皓生 法大Ⅱ部 11.81 5 3 8092 目黒　優大 法大Ⅱ部 11.80
ﾅｶｵ ｾｲﾀﾛｳ ｶﾂﾔﾏ ﾀｸﾛｳ

6 7 8090 中尾　清太郎 法大Ⅱ部 12.33 6 7 8207 勝山　拓郎 いといとれー 12.02
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞ ｵﾀﾞ ﾀｹﾄｼ

7 3 8093 佐藤　大二 法大Ⅱ部 12.39 4 8146 小田　虎賢 メディアロボテック DNS
ｲﾄｳ ｼﾝ ｶﾉｳ ｹﾝﾀ

9 8078 伊藤　真心(2) ワールウインドAC DNS 6 8062 狩野　健太(2) 青山学院大 DNS

3組 (風:-1.5) 4組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ｳﾘｳ ﾄﾓﾔ

1 9 8066 山田　展之 ギオンスAC 11.10 q 1 5 8086 瓜生　智哉 法大Ⅱ部 11.23 q
ｺｻｶﾓﾄ ｹｲﾔ ｱﾀﾗｼ ﾋﾛﾄ

2 8 8125 小坂元　圭弥 FFFC 11.31 2 3 8097 新子　広都 法大Ⅱ部 11.30 q
ｺｳｻﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾄ

3 3 8103 香西　秀昭 法大Ⅱ部 11.36 3 2 8109 大塚　啓登 ｶﾏｸﾗ 11.64
ｲｼﾀﾞ ｿｳﾀ ﾊｶﾞ ﾀｲﾁ

4 6 8181 石田　爽太 エスフォー 12.13 4 7 8094 芳賀　太一 法大Ⅱ部 11.90
ｳﾁﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ｱｵｷ ｼﾞﾝﾀ

5 7 8205 内田　颯一郎 いといとれー 12.22 5 8 8102 青木　甚太 法大Ⅱ部 11.91
ﾆｼｸﾗ ｺｳｼﾞ ｵﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ

6 2 8142 西倉　鴻士 メディアロボテック 13.02 4 8119 小山　和徳 FREEDOM DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ

4 8129 山本　尚季 川崎市陸協 DNS 6 8173 清水　隆太郎 MORE DNS
ﾏｴﾔﾏ ｼｮｳﾑ

5 8057 前山　将夢(3) 青山学院大 DNS

5組 (風:-0.7) 6組 (風:-2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏｻｵｶ ｱﾂｼ ｴﾉﾓﾄ ｼｮｳ

1 2 8038 正岡　惇(4) 神奈川大学 11.07 =GR q 1 5 8105 榎本　翔 法大Ⅱ部 11.29 q
ｼﾞｮｳｹﾞﾂ ｼｮｳ ｿｶﾞﾍﾞ ﾋｶﾙ

2 8 8079 上月　星(1) ウェルネス大 11.22 q 2 2 8058 曽我部　光(2) 青山学院大 11.30 q
ｸｻｶ ｼﾞｭﾝｷ ﾏｻｵｶ ﾋｻｼ

3 5 8107 日下　順稀 法大Ⅱ部 11.96 3 6 8037 正岡　悠(2) 神奈川大学 11.38
ｺﾏ ｹﾝｺﾞ ｲｿﾍﾞ ｹｲﾀ

4 4 8101 小間　健悟 法大Ⅱ部 12.20 4 3 8088 磯部　敬太 法大Ⅱ部 11.85
ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ ｷｸﾁ ﾖｼﾌﾞﾐ

5 7 8110 大原　優嬉 ｶﾏｸﾗ 12.34 5 8 8100 菊池　好文 法大Ⅱ部 12.04
ｲﾄｳ ﾀｹﾋﾛ ｵｸﾉ ﾏｺﾄ

3 8126 伊東　武紘 FFFC DNS 4 8174 奥野　充 相模原陸協 DNS
ﾔｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｲﾄｳ ﾋﾛｶ

6 8061 安田　隼人(3) 青山学院大 DNS 7 8203 伊藤　太嘉 いといとれー DNS

凡例  =GR:大会タイ記録 DNS:欠場 q:記録による通過者



一般男子100m（35歳以下）
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

6月5日 11:15 予　選
大会記録(GR)  11.07  野澤　泰(WAVE-TC)  H30 6月5日 14:15 決　勝

決　勝　

(風:+3.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1 4 8066 山田　展之 ギオンスAC 10.60
ﾏｻｵｶ ｱﾂｼ

2 7 8038 正岡　惇(4) 神奈川大学 10.75
ｴﾉﾓﾄ ｼｮｳ

3 9 8105 榎本　翔 法大Ⅱ部 10.80
ｱﾀﾗｼ ﾋﾛﾄ

4 2 8097 新子　広都 法大Ⅱ部 10.83
ｿｶﾞﾍﾞ ﾋｶﾙ

5 3 8058 曽我部　光(2) 青山学院大 10.91
ｼﾞｮｳｹﾞﾂ ｼｮｳ

6 6 8079 上月　星(1) ウェルネス大 10.92
ｳﾘｳ ﾄﾓﾔ

7 5 8086 瓜生　智哉 法大Ⅱ部 10.92
ﾋﾗｵｶﾀｶﾋﾛ

8 8043 平岡誠大 Accel TC DNS

凡例  =GR:大会タイ記録 DNS:欠場 q:記録による通過者



一般男子100m（36歳以上）
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

6月5日 11:35 予　選
大会記録(GR)  11.56  宮本　義久(メディアプラス)  H30 6月5日 14:20 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:-2.8) 2組 (風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄ

1 3 8116 小川　裕之 ＳＵＴ ＩＮＴ 11.64 q 1 5 8144 水口　政人 メディアロボテック 11.66 q
ﾉｻﾞﾜ ﾔｽｼ ｽﾀﾞ ﾀｶｼ

2 7 8176 野澤　泰 WAVE TC 11.79 q 2 3 8115 須田　嵩司 ＳＵＴ ＩＮＴ 11.66 q
ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ ｻｲﾄｳ ﾏｻｵ

3 4 8145 宮本　義久 メディアロボテック 12.37 q 3 6 8071 斉藤　正夫 ワールウインドAC 12.65
ｱｵｷ ﾖｼｵ ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

4 6 8153 青木　義夫 神奈川Ｍ 12.50 q 4 8 8143 長谷川　浩 メディアロボテック 13.04
ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ ｱﾁﾊ ｶｽﾞﾄ

5 5 8122 松本　亨 神奈川マスターズ 12.63 q 5 2 8118 阿知波　一豊 YAC 13.32
ｵｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ ﾓﾓｻﾜ ﾏｻﾋﾛ

6 1 8171 岡田　敏明 神奈川マスターズ 12.92 4 8042 百沢　昌浩 三鷹市陸協 DNS
ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼｵ ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｲﾁ

7 9 8117 平山　欣央 YAC 13.29 7 8178 山本　陽一 WAVE TC DNS
ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ ｺｶﾞ ﾅﾙﾌｻ

8 8 8039 鈴木　憲 ＴＦＣ相模 13.92 9 8140 古賀　功亮 メディアロボテック DNS
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

2 8113 前田　貴之 ＳＵＴ ＩＮＴ DNS

3組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜｼﾞﾘ ﾖｳﾍｲ

1 5 8112 川尻　陽平 ＳＵＴ ＩＮＴ 12.42 q
ｵｶﾞﾜ ﾓﾄﾕｷ

2 6 8035 小川　元之 川崎市陸上競技協会 13.16
ｲﾄｳ ｶﾂﾕｷ

3 8 8175 伊藤　勝志 富士フイルムＥＭ 13.62
ｻｻｷ ｶｽﾞﾕｷ

4 3 8147 佐々木　和幸 相模原市 15.77
ﾂｲﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ

5 4 8141 對田　俊二 メディアロボテック 16.06
ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾐﾂ

2 8139 井上　洋光 メディアロボテック DNS
ﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

7 8172 田村　慎一 ぱるぷんて DNS
ﾌｼﾞｻｷ ﾀｶｼ

9 8111 藤崎　隆 ＳＵＴ ＩＮＴ DNS

決　勝　

(風:+3.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

1 4 8116 小川　裕之 ＳＵＴ ＩＮＴ 11.08
ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄ

2 5 8144 水口　政人 メディアロボテック 11.16
ﾉｻﾞﾜ ﾔｽｼ

3 7 8176 野澤　泰 WAVE TC 11.44
ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ

4 8 8145 宮本　義久 メディアロボテック 11.87
ｶﾜｼﾞﾘ ﾖｳﾍｲ

5 9 8112 川尻　陽平 ＳＵＴ ＩＮＴ 12.15
ｱｵｷ ﾖｼｵ

6 2 8153 青木　義夫 神奈川Ｍ 12.24
ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ

3 8122 松本　亨 神奈川マスターズ DNS
ｽﾀﾞ ﾀｶｼ

6 8115 須田　嵩司 ＳＵＴ ＩＮＴ DNS

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



一般男子200m（35歳以下）
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

6月5日 10:30 予　選
大会記録(GR)  －(－)  - 6月5日 13:50 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:-1.5) 2組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ ｺｳｻﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ

1 2 8096 鴨志田　巽 法大Ⅱ部 22.46 q 1 7 8103 香西　秀昭 法大Ⅱ部 22.66 q
ﾋﾗｵｶﾀｶﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

2 7 8043 平岡誠大 Accel TC 22.60 q 2 8 8059 中村　亮介(M2) 青山学院大 22.93 q
ﾓﾄｷ ｼﾝﾉｽｹ ｼﾞｮｳｹﾞﾂ ｼｮｳ

3 4 8104 元木　辰之丞 法大Ⅱ部 22.91 q 3 2 8079 上月　星(1) ウェルネス大 23.00 q
ｼｵﾉﾒ ﾕｳﾄ ﾏｻｵｶ ﾋｻｼ

4 6 8099 塩野目　友都 法大Ⅱ部 23.34 q 4 4 8037 正岡　悠(2) 神奈川大学 23.10 q
ｶﾂﾔﾏ ﾀｸﾛｳ ﾒｸﾞﾛ ﾕｳﾀﾞｲ

5 8 8207 勝山　拓郎 いといとれー 23.79 5 6 8092 目黒　優大 法大Ⅱ部 23.45
ｽｽﾞｷ ｼｬｵﾝ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ

3 8108 鈴木　斜恩 法大Ⅱ部 DNS 6 3 8204 山田　剛大 いといとれー 23.45
ｿｶﾞﾍﾞ ﾋｶﾙ ｴﾉﾓﾄ ｼｮｳ

5 8058 曽我部　光(2) 青山学院大 DNS 5 8105 榎本　翔 法大Ⅱ部 DNS
ｵｶﾉ ﾀｲﾁ ｱﾀﾗｼ ﾋﾛﾄ

9 8133 岡野　太一(3) 北里大 DNS 9 8097 新子　広都 法大Ⅱ部 DNS

決　勝　

(風:+3.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾞｮｳｹﾞﾂ ｼｮｳ

1 9 8079 上月　星(1) ウェルネス大 21.86
ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ

2 4 8096 鴨志田　巽 法大Ⅱ部 21.88
ﾓﾄｷ ｼﾝﾉｽｹ

3 6 8104 元木　辰之丞 法大Ⅱ部 22.40
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

4 8 8059 中村　亮介(M2) 青山学院大 22.44
ﾏｻｵｶ ﾋｻｼ

5 3 8037 正岡　悠(2) 神奈川大学 22.56
ｼｵﾉﾒ ﾕｳﾄ

6 2 8099 塩野目　友都 法大Ⅱ部 22.56
ﾋﾗｵｶﾀｶﾋﾛ

5 8043 平岡誠大 Accel TC DNF
ｺｳｻﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ

7 8103 香西　秀昭 法大Ⅱ部 DNF

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 q:記録による通過者



一般男子200m（36歳以上）
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

6月5日 10:35 予　選
大会記録(GR)  23.61  宮本　義久(メディアプラス)  H30 6月5日 13:55 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:-2.4) 2組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

1 4 8114 井山　信一郎 ＳＵＴ ＩＮＴ 23.38 GR q 1 2 8116 小川　裕之 ＳＵＴ ＩＮＴ 23.26 GR q
ｽﾀﾞ ﾀｶｼ ｱｵｷ ﾖｼｵ

2 2 8115 須田　嵩司 ＳＵＴ ＩＮＴ 23.40 GR q 2 6 8153 青木　義夫 神奈川Ｍ 25.61 q
ｵｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｼ

3 5 8171 岡田　敏明 神奈川マスターズ 26.99 q 3 5 8077 藤本　泰士 ワールウインドAC 25.66 q
ｺｶﾞ ﾅﾙﾌｻ ｵｶﾞﾜ ﾓﾄﾕｷ

3 8140 古賀　功亮 メディアロボテック DNS 4 4 8035 小川　元之 川崎市陸上競技協会 27.59 q
ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾉﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｲﾁ

6 8177 藤田　勝寛 WAVE TC DNS 3 8178 山本　陽一 WAVE TC DNS

決　勝　

(風:+4.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

1 4 8116 小川　裕之 ＳＵＴ ＩＮＴ 22.53
ｲﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2 5 8114 井山　信一郎 ＳＵＴ ＩＮＴ 23.02
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｼ

3 8 8077 藤本　泰士 ワールウインドAC 24.85
ｱｵｷ ﾖｼｵ

4 6 8153 青木　義夫 神奈川Ｍ 25.04
ｵｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ

5 9 8171 岡田　敏明 神奈川マスターズ 26.31
ｵｶﾞﾜ ﾓﾄﾕｷ

6 3 8035 小川　元之 川崎市陸上競技協会 27.07
ｽﾀﾞ ﾀｶｼ

7 8115 須田　嵩司 ＳＵＴ ＩＮＴ DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 q:記録による通過者



一般男子400m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  48.20  大槻 雄太(FCｺﾗｿﾝ)  H20 6月5日 13:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ

1 7 8173 清水　隆太郎 MORE 48.78
ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｭﾝ

2 5 8209 桑原　駿 いといとれー 55.19
ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀﾛｳ

2 8098 本間　優太朗 法大Ⅱ部 DNS
ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾉﾘ

3 8177 藤田　勝寛 WAVE TC DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ

4 8082 山口　皓生 法大Ⅱ部 DNS
ｱｵｷ ｼﾞﾝﾀ

6 8102 青木　甚太 法大Ⅱ部 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子800m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  1:59.24  太田 優之(相模原クラブ)  H21 6月5日 14:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｷｻﾞﾜ  ﾐﾂｸﾞ

1 3 8155 滝沢　貢 相模原市役所 2:12.04
ｺﾔﾏ ｷﾖﾋﾄ

2 8127 小山　聖仁 小山　聖仁 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ

4 8060 渡邊　恭介(M1) 青山学院大 DNS
ｶﾀｾ ﾕｳｷ

5 8163 片瀬　祐樹 相模原市役所 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子1500m（35歳以下）
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  4:18.82  清原　和博(相模原市駅伝チーム)  R3 6月5日 15:05 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾞｼ ｱﾗﾀ

1 4 8151 小橋　新 久慈市陸協 4:07.94 GR
ｵﾉ ﾄｵﾙ

2 10 8087 小野　透 法大Ⅱ部 4:14.71 GR
ﾋｷﾁ ｱｷﾋﾄ

3 9 8065 曳地　謙人(2) 横国大 4:15.99 GR
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳ

4 7 8154 野口　悠 相模原市役所 4:18.38 GR
ｺﾔﾏ ｷﾖﾋﾄ

5 1 8127 小山　聖仁 小山　聖仁 4:19.29
ﾊﾗ ﾋﾛｷ

6 2 8136 原　寛樹(4) 北里大 4:21.28
ｶﾀｾ ﾕｳｷ

7 8 8163 片瀬　祐樹 相模原市役所 4:23.49
ﾄﾞｲ ｺｳｷ

8 11 8135 土居　晃己(2) 北里大 4:24.06
ﾌﾘﾔ ﾀﾞｲﾁ

9 5 8131 降矢　大地(2) 北里大 4:25.07
ｶｻｲ ﾕｳﾏ

10 3 8150 笠井　勇馬 特になし 4:25.71
ﾖｺﾔ ﾖｼﾋｺ

11 6 8069 横谷　好彦 ワールウインドAC 4:26.44

凡例  GR:大会記録



一般男子1500m（36歳以上）
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  4:25.05  荻野　高広(橋本走友会)  H30 6月5日 15:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓｷ

1 5 8170 石崎　智己 ＪＭＣ 4:45.64
ﾖｺｻﾜ ｶｽﾞﾔ

2 8 8166 横澤　和哉 相模原市役所 4:47.02
ｲﾉｳｴ ﾖｳｲﾁﾛｳ

3 2 8120 井上　洋市朗 モロモローズ 4:56.89
ｶｽﾐ ｹﾝｲﾁ

4 7 8046 霞　健一 SHURUN 5:13.19
ｻｻｷ ｶｽﾞﾕｷ

5 1 8147 佐々木　和幸 相模原市 6:18.63
ﾂｷｻﾞｷ ﾘｭｳﾄﾞｳ

3 8148 月崎　竜童 特になし DNS
ｶﾈｺ ｼﾝﾔ

4 8210 金子　伸也 淵野辺本町 DNS
ｷﾀｼﾞﾏ ｱｷﾗ

6 8167 北島　明 相模原市役所 DNS
ｷﾄｳ ｱﾂｼ

9 8080 木藤　敦 愛甲郡陸協 DNS
ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ

10 8160 鈴木　　孝司 相模原市役所 DNS
ﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

11 8172 田村　慎一 ぱるぷんて DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子5000m（35歳以下）
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  15:48.98  清原　和博(橋本走友会)  R1 6月5日 15:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾞｼ ｱﾗﾀ

1 2 8151 小橋　新 久慈市陸協 15:26.47 GR
ｷﾖﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

2 6 8149 清原　和博 特になし 15:35.64 GR
ﾊﾗ ﾋﾛｷ

3 1 8136 原　寛樹(4) 北里大 16:36.99
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳ

4 8 8154 野口　悠 相模原市役所 16:38.74
ﾋｻｲ ｹﾝｺﾞ

5 5 8162 久井　　謙吾 相模原市役所 16:40.86
ｵｲﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

6 4 8164 種田　　和洋 相模原市役所 17:09.41
ｶｻｲ ﾕｳﾏ

7 3 8150 笠井　勇馬 特になし 17:13.31
ｷﾑﾗ ﾀｲｽｹ

8 7 8161 木村　太亮 相模原市役所 19:21.34

凡例  GR:大会記録



一般男子5000m（36歳以上）
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  15:50.31  荻野　高広(橋本走友会)  R1 6月5日 16:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ

1 12 8152 廣田　雄樹 クラブR2東日本 16:32.35
ﾖｺｻﾜ ｶｽﾞﾔ

2 13 8166 横澤　和哉 相模原市役所 17:41.58
ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ

3 11 8156 和田　達也 相模原市役所 17:44.43
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓｷ

4 6 8170 石崎　智己 ＪＭＣ 17:50.11
ｼﾊﾞﾑﾗ ﾄｼﾋｺ

5 5 8297 芝村　俊彦 相模原市陸協 17:58.97
ﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

6 2 8159 野田　潤 相模原市役所 18:10.61
ﾁｶｻﾞﾜ  ﾂﾖｼ

7 7 8169 近澤　剛士 相模原市役所 18:34.45
ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

8 15 8044 篠崎　将宏 横浜市陸協 18:40.05
ｷﾀｼﾞﾏ ﾕﾀｶ

9 14 8165 北島　豊 相模原市役所 18:51.97
ｵｻﾀﾞ ﾏｺﾄ

10 9 8168 長田　誠 相模原市役所 18:53.76
ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ

11 1 8160 鈴木　　孝司 相模原市役所 19:52.42
ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

3 8128 小島　裕生 個人 DNS
ｷﾀｼﾞﾏ ｱｷﾗ

4 8167 北島　明 相模原市役所 DNS
ｷﾄｳ ｱﾂｼ

8 8080 木藤　敦 愛甲郡陸協 DNS
ﾂｷｻﾞｷ ﾘｭｳﾄﾞｳ

10 8148 月崎　竜童 特になし DNS
ﾀｶﾉ ﾅｵﾖｼ

16 8157 髙野　　直義 相模原市役所 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子110mH(1.067m)
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  14.86  牛田 朋宏(青山学院大)  H24 6月5日 13:10 決　勝

決　勝　

(風:+2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾔｼﾛ ﾋﾛｷ

1 2 8081 宮代　裕貴 法大Ⅱ部 14.86
ｺﾏ ｹﾝｺﾞ

2 4 8101 小間　健悟 法大Ⅱ部 16.44
ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲｼ

3 8056 平山　大志(3) 青山学院大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子4X100m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  43.40  －(相模原クラブ)  H19 6月5日 09:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 いといとれー 8203 伊藤　太嘉 ｲﾄｳ ﾋﾛｶ 44.46
8207 勝山　拓郎 ｶﾂﾔﾏ ﾀｸﾛｳ
8205 内田　颯一郎 ｳﾁﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ
8204 山田　剛大 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ

2 2 法大Ⅱ部A 8094 芳賀　太一 ﾊｶﾞ ﾀｲﾁ 44.84
8095 竹久　聖哉 ﾀｹﾋｻ ｾｲﾔ
8093 佐藤　大二 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞ
8092 目黒　優大 ﾒｸﾞﾛ ﾕｳﾀﾞｲ

5 法大Ⅱ部B 8101 小間　健悟 ｺﾏ ｹﾝｺﾞ DNF,R2

8102 青木　甚太 ｱｵｷ ｼﾞﾝﾀ
8099 塩野目　友都 ｼｵﾉﾒ ﾕｳﾄ
8096 鴨志田　巽 ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ

4 メディアロボテック DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 R2:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった



一般男子走高跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  2m06  福田 聡弘(日体大)    S61
大会記録(GR)  2m06  茅原田 真澄(光明教員)  S61 6月5日 12:05 決　勝

決　勝　

ｾｷﾈ ﾐﾂｷ － ○ ○ × ○ × × ×

1 3 8064 関根　光輝 S.A.C. 1m75
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾄ × × ×

2 8123 田畑　龍人 FFFC NM
ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝ

1 8089 中野　純 法大Ⅱ部 DNS
ｷﾀ ﾀｲﾄ

4 8124 喜多　泰斗 FFFC DNS
ﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ

5 3024 和田　研人(3) 相模原弥栄高 DNS

1m65 1m70 1m75 1m80
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m60

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般男子走幅跳（35歳以下）
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  6m56  鳥越 陽介(相模原市陸協)  H30 6月5日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｻｵｶ ｱﾂｼ 6m72 × × 6m79 × 6m79
1 7 8038 正岡　惇(4) 神奈川大学 -1.3 -1.0 -1.0 GR

ｳｴﾉ ｺｳｽｹ × 6m42 6m51 6m49 × × 6m51
2 4 8063 上野　弘裕(2) 青山学院大 -0.6 -0.9 -2.0 -0.9

ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 6m24 6m16 6m37 6m12 6m37 6m37
3 5 8055 井上　雄斗(4) 青山学院大 -1.3 -1.4 -2.4 -2.5 -2.4 -2.4

ｷﾉｼﾀ ｱｷﾗ × 6m22 5m95 × × 6m14 6m22
4 6 8045 木之下　滉 東京陸協 -0.6 -0.4 -0.9 -0.6

ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾄ 5m93 5m56 － 5m93
5 3 8109 大塚　啓登 ｶﾏｸﾗ -1.0 -2.1 -1.0

ﾋｻｼﾞﾏ ﾕｳｷ × 5m37 × 5m68 5m54 5m58 5m68
6 1 8085 久嶋　友貴 法大Ⅱ部 -0.9 -1.0 0.0 -0.5 -1.0

ﾆｲﾂ ﾕｳﾀ

2 8075 新津　裕大 ワールウインドAC DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



一般男子走幅跳（36歳以上）
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  5m37  安部　倫夫(相模原陸協)  R1 6月5日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 5m19 5m30 5m11 5m20 × 5m15 5m30
1 3 8121 加山　和良 MJ -1.6 -0.7 +0.9 -0.8 -1.4 -0.7

ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼｵ 3m51 4m80 4m83 4m27 4m83
2 5 8117 平山　欣央 YAC 0.0 -2.4 -0.6 -3.5 -0.6

ｻｲﾄｳ ﾏｻｵ × 4m52 × 4m58 4m58
3 4 8071 斉藤　正夫 ワールウインドAC -1.3 -0.8 -0.8

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｼ 4m49 4m51 3m31 4m22 4m36 4m40 4m51
4 2 8077 藤本　泰士 ワールウインドAC -0.9 -1.2 +1.5 -1.1 -3.3 -1.8 -1.2

ｲﾄｳ ｶﾂﾕｷ 3m60 4m01 4m36 4m14 4m36
5 1 8175 伊藤　勝志 富士フイルムＥＭ -1.8 -0.9 +0.2 -1.0 +0.2



一般男子砲丸投（35歳以下）
審 判 長：大石　泰平
記録主任：佐々木　渉

6月5日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾘﾒ ﾀﾂﾔ

1 1 8206 折目　達也 いといとれー 10m21 9m93 10m00 10m21 9m93 10m32 10m40 10m40
ｺｻｶ ﾕｳｼﾞ

2 8180 小坂　祐司 法大Ⅱ部OB DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子砲丸投（36歳以上）
審 判 長：大石　泰平
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  10m91  松谷　光昭(TFC)  R1 6月5日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾂｱｷ

1 2 8040 松谷　光昭 ＴＦＣ相模 9m80 10m36 10m50 10m50 × 10m96 11m31 11m31 GR
ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾄｼ

2 1 8041 川口　均 ＴＦＣ相模 × 8m69 9m06 9m06 9m03 × 9m01 9m06
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛｼ

3 8179 柳沢　宏 WAVE TC DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：大石　泰平
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  42m15  青山 慎一郎(国士舘大)  H10 6月5日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ｹｲ 〇 〇 〇 〇

1 1 8158 吉田　圭 相模原市役所 30m63 × 30m63 30m63
ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾂｱｷ

2 4 8040 松谷　光昭 ＴＦＣ相模 × 28m91 × 28m91 × × × 28m91
ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 〇 〇 〇

3 3 8047 田口　亮太(修士1) 東工大 × 26m37 26m37 × 26m37
ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 〇

4 2 8041 川口　均 ＴＦＣ相模 24m37 × × 24m37 25m03 × 25m03
ｺｻｶ ﾕｳｼﾞ

5 8180 小坂　祐司 法大Ⅱ部OB DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子やり投(800g)
審 判 長：大石　泰平
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  64m84  成田 祥也(青森陸協)  H28 6月5日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 〇

1 3 8067 中嶋　亮太 相模原陸協 57m84 － 57m84 × × × 57m84
ﾑﾗｶﾐ ｼﾞﾛｳ 〇

2 1 8083 村上　二郎 法大Ⅱ部 × 52m11 52m11 × 52m11 × 52m11
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ

3 2 8036 田口　祐貴 東京陸協 45m14 － － 45m14 － － － 45m14



高校男子100m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

6月5日 10:55 予　選
大会記録(GR)  10.56  岩崎 浩太郎(東海大相模)  H26 6月5日 14:10 決　勝

予　選　9組0着＋8

1組 (風:-1.2) 2組 (風:-2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳ ｾｲﾉ ﾖｼﾄ

1 1 2187 山口　竜(3) 東海大相模高校 11.19 q 1 3 3031 清野　嘉人(3) 相模原弥栄高 11.30 q
ﾀｶﾅｼ ｲﾌﾞｷ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

2 9 8250 高梨　伊吹(3) 上溝南高校 11.63 2 7 2565 鈴木　悠斗(2) 麻溝台高校 11.38 q
ｶﾉｳ ｹﾞﾝｷ ｷﾘﾌﾞﾁ ｷﾗﾄ

3 7 3035 狩野　源貴(2) 相模原弥栄高 11.67 3 5 8294 桐淵　輝斗(1) 相模田名高校 11.77
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾂｶﾀﾞ ｺｳｾｲ

4 5 3051 中村　駿太郎(1) 相模原弥栄高 11.91 4 2 6585 塚田　幸生(2) 麻布大付属高校 11.96
ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾀｸﾏ ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

5 3 8277 古舘　拓篤(1) 上溝南高校 12.35 5 9 8068 佐藤　翼(3) ワールウインドAC 12.41
ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ ﾔｷﾞ ﾊﾙﾀｶ

6 2 8275 梅澤　大晟(1) 上溝南高校 12.46 6 8 2433 八木　晴孝(3) 相模田名高校 12.50
ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ ｼﾛﾀ ﾕｳﾔ

7 6 8237 齋藤　俊(1) 相模原高校 12.60 7 4 8293 代田　裕也(1) 城山高校 13.14
ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ ｻﾉ ｼｮｳｲﾁ

8 8 8302 石井　湧大(1) 東海大相模高校 12.61 8 6 8295 佐野　翔一(1) 相模田名高校 13.16
ﾅｶﾑﾗ ｲｼﾝ

4 3011 中村　唯真(2) 相模原高校 DNS

3組 (風:-1.9) 4組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺｽｹﾞ ｿﾗ ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ

1 8 2214 小菅　蒼空(2) 東海大相模高校 11.27 q 1 6 2431 本多　駿斗(3) 相模田名高校 11.24 q
ｶﾐﾔﾏ ｺｳｽｹ ｻﾄｳ ﾘｵ

2 6 3030 上山　幸翼(3) 相模原弥栄高 11.51 2 4 2182 佐藤　莉央(3) 東海大相模高校 11.35 q
ﾔｷﾞ ﾕｲﾄ ﾀﾅｶ ｺｳﾀ

3 3 2341 八木　唯斗(3) 光明学園相模原 11.81 3 8 3003 田中　晧太(3) 相模原高校 11.71
ｾﾏ ﾕｳｺﾞ ﾏﾂｼﾀ ｼｭｳﾀﾞｲ

4 4 8286 瀬間　悠梧(1) 橋本高校 12.30 4 2 2316 松下　柊大(2) 光明学園相模原 12.06
ｸﾗﾓﾁ ﾕｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾍｲ

5 2 2343 倉持　悠(2) 光明学園相模原 12.33 5 7 8232 安藤　遼平(1) 相模原高校 12.24
ｱﾒﾐﾔ ｶﾝｼﾞ ﾊﾔｼ ｼｵﾝ

6 5 8229 雨宮　寛治(1) 相模原高校 12.40 6 5 8306 林　慈恩(1) 東海大相模高校 12.28
ｱﾏﾇﾏ ﾚﾝ ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ

7 9 8243 天沼　蓮(1) 麻溝台高校 13.18 7 9 2281 井上　　佳祐(2) 上溝高校 13.55
ｽｶﾞﾜﾗ ｾｲﾗ ｾｷﾑｶｲ ﾏﾛ

7 2027 菅原　勢良(2) 城山高校 DNS 3 2323 関向　摩侶(2) 光明学園相模原 DNS

5組 (風:+1.3) 6組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｽｷﾞﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ

1 5 3013 清水　隆太郎(3) 相模原高校 11.42 1 2 3002 杉本　大空(3) 相模原高校 11.21 q
ｳｴｸｻ ﾙｳ ﾊﾔｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ

2 2 6311 植草　琉佑(2) 麻布大付属高校 11.58 2 9 8301 早川　信之介(1) 東海大相模高校 12.13
ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂﾀﾛｳ ｱｷﾓﾄ ｶﾝﾀ

3 8 2772 杉山　哲太郎(1) 相模原中等 11.90 3 7 8300 秋本　幹太(1) 東海大相模高校 12.61
ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ ﾏｻｷ ｺﾀﾛｳ

4 9 2319 小倉　望夢(2) 光明学園相模原 12.11 4 3 8304 正木　琥太郎(1) 東海大相模高校 13.11
ﾎｿｶﾜ ﾕｳ ｶﾜﾑﾗ ｴｲﾀ

5 6 8225 細川　祐生(1) 相模原高校 12.23 5 1 8305 河村　瑛太(1) 東海大相模高校 13.37
ﾉｼﾞﾏ ﾄﾓﾛｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ

6 3 8292 廼島　　智朗(1) 上溝高校 13.15 4 2345 丸山　竜輝(2) 光明学園相模原 DNS
ﾀｶ ﾘｭｳﾄ ｾｷﾈ ｹｲｺﾞ

4 2231 高　琉斗(1) 東海大相模高校 DNS 5 8251 關根　圭吾(3) 上溝南高校 DNS
ｺﾔﾏ ﾄﾓｽｹ ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ

7 8236 小山　友輔(1) 相模原高校 DNS 6 3014 松田　隼治(2) 相模原高校 DNS
ｲｴﾀﾞ ｻﾉｽｹ

8 6365 家田　颯乃介(2) 麻溝台高校 DNS

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



高校男子100m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

6月5日 10:55 予　選
大会記録(GR)  10.56  岩崎 浩太郎(東海大相模)  H26 6月5日 14:10 決　勝

予　選　9組0着＋8

7組 (風:-0.8) 8組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳｴｼﾏ ﾏﾅﾔ ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ

1 5 2429 上嶋　愛也(3) 相模田名高校 11.52 1 3 2179 木村　遥翔(3) 東海大相模高校 11.32 q
ｻｶｲ ｶｲﾄ ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ

2 6 2178 酒井　快人(3) 東海大相模高校 11.56 2 2 8249 高野　雄斗(3) 上溝南高校 11.47
ｵﾉ ｼｭｳｺﾞ ｷﾝﾊﾟﾗ ｼｭｳﾄ

3 9 2432 小野　修吾(3) 相模田名高校 11.74 3 6 2843 金原　柊斗(2) 橋本高校 11.79
ｻｸﾗｷﾞ ｶﾅﾄ ﾜﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

4 7 8298 桜木　香菜人(1) 東海大相模高校 11.91 4 9 2842 和田　凌介(2) 橋本高校 11.87
ｲﾏｲ ｷｵ ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾀ

5 3 8242 今井　季央(1) 麻溝台高校 12.47 5 8 2580 川﨑　翔太(2) 麻溝台高校 11.99
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ｲﾉｳｴ ﾐﾅﾄ

6 4 8228 小林　拓夢(1) 相模原高校 12.74 6 5 8233 井上　港斗(1) 相模原高校 12.10
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ ﾊﾔｶﾜ ﾋｶﾙ

7 8 2322 佐藤　悠太(2) 光明学園相模原 12.94 7 1 8278 早川　輝(1) 上溝南高校 12.43
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝﾄ

2 2996 山田　慶次(2) 上鶴間高校 DNS 8 4 8299 中村　蓮斗(1) 東海大相模高校 12.62
ｲﾄｳ ﾏｻｷ

7 8234 伊藤　大星(1) 相模原高校 DNS

9組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵｳﾁ ﾋﾛﾄ

1 9 3012 大内　裕人(3) 相模原高校 11.66
ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

2 8 2581 松本　一真(2) 麻溝台高校 11.73
ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ

3 5 2058 阿部　隼士(2) 麻布大付属高校 11.91
ｶｲ ﾃｯﾍﾟｲ

4 3 8290 賀井　哲平(1) 麻布大付属高校 12.37
ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ

5 1 8307 古屋　悠斗(1) 東海大相模高校 12.52
ｲｴﾀﾞ ｻﾉｽｹ

6 4 2570 家田　颯乃介(2) 麻溝台高校 12.62
ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

7 7 8280 吉田　恭平(1) 上溝南高校 13.29
ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

8 2 8226 角田　遼介(1) 相模原高校 13.83
ﾊﾔｻｶ ﾕｳﾀ

6 2230 早坂　佑太(1) 東海大相模高校 DNS

決　勝　

(風:+2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｷﾞﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ

1 6 3002 杉本　大空(3) 相模原高校 10.71
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳ

2 4 2187 山口　竜(3) 東海大相模高校 10.80
ｾｲﾉ ﾖｼﾄ

3 8 3031 清野　嘉人(3) 相模原弥栄高 10.93
ｺｽｹﾞ ｿﾗ

4 7 2214 小菅　蒼空(2) 東海大相模高校 10.98
ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ

5 5 2431 本多　駿斗(3) 相模田名高校 11.01
ｻﾄｳ ﾘｵ

6 2 2182 佐藤　莉央(3) 東海大相模高校 11.07
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

7 3 2565 鈴木　悠斗(2) 麻溝台高校 11.08
ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ

8 9 2179 木村　遥翔(3) 東海大相模高校 11.13

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



高校男子200m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

6月5日 10:20 予　選
大会記録(GR)  21.93  澤田 夏輝(麻溝台高)  H28 6月5日 13:45 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:-0.7) 2組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾏ ｵﾉ ﾕｳｻｲ

1 5 2999 藤本　涼馬(3) 上鶴間高校 22.52 q 1 3 3048 小野　悠斉(2) 相模原弥栄高 23.28 q
ﾕｻﾞﾜ ﾄﾑ ｺｼﾐｽﾞ ﾚｲﾄ

2 6 2428 湯沢　斗夢(3) 相模田名高校 23.17 q 2 2 3010 小清水　伶斗(2) 相模原高校 23.30 q
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸﾏ ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ

3 2 2558 森本　琢磨(3) 麻溝台高校 23.21 q 3 7 2224 田中　瑞基(1) 東海大相模高校 23.32 q
ｺﾑｶｲ ﾕｳｶﾞ ﾊﾗ ﾄﾓｷ

4 3 2303 小向　悠雅(3) 光明学園相模原 23.35 q 4 4 2573 原　知輝(1) 麻溝台高校 24.34 q
ｻｻﾉ ｺｳﾀﾛｳ ｼﾓﾑﾗ ｺｳｷ

5 7 2846 笹野　耕太郎(3) 橋本高校 24.52 5 6 8276 下村　　晄稀(1) 上溝南高校 24.64
ｻｶﾊﾞ ｼｮｳｲﾁ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾄ

6 4 8267 坂場　翔一(2) 上溝南高校 25.20 5 2326 山崎　大斗(1) 光明学園相模原 DNS

決　勝　

(風:+4.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾏ

1 6 2999 藤本　涼馬(3) 上鶴間高校 21.86
ﾕｻﾞﾜ ﾄﾑ

2 7 2428 湯沢　斗夢(3) 相模田名高校 22.53
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸﾏ

3 4 2558 森本　琢磨(3) 麻溝台高校 22.59
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ

4 8 2224 田中　瑞基(1) 東海大相模高校 22.71
ｵﾉ ﾕｳｻｲ

5 5 3048 小野　悠斉(2) 相模原弥栄高 22.86
ｺﾑｶｲ ﾕｳｶﾞ

6 2 2303 小向　悠雅(3) 光明学園相模原 22.98
ｺｼﾐｽﾞ ﾚｲﾄ

7 9 3010 小清水　伶斗(2) 相模原高校 23.10
ﾊﾗ ﾄﾓｷ

8 3 2573 原　知輝(1) 麻溝台高校 23.77

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



高校男子400m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

6月5日 10:10 予　選
大会記録(GR)  48.87  武居 颯(相模原総合)  H27 6月5日 13:25 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾖｼｶﾜ ｼｭｳﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾝ

1 3 3029 吉川　柊真(3) 相模原弥栄高 50.58 q 1 5 8266 小林　司恩(2) 上溝南高校 50.71 q
ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾊﾔｼ ﾅﾂﾀ

2 2 2188 阿部　孝太郎(3) 東海大相模高校 51.52 q 2 4 2557 林　夏大(3) 麻溝台高校 51.06 q
ｺﾆｼ ﾚｵ ﾄｺﾛ ﾘｮｳｾｲ

3 9 2183 小西　伶旺(3) 東海大相模高校 51.78 3 2 2211 所　凉生(2) 東海大相模高校 51.37 q
ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ ﾐｾ ﾑｻｼ

4 7 2205 児島　大揮(2) 東海大相模高校 51.97 4 8 3038 三瀬　武蔵(1) 相模原弥栄高 55.15
ｻﾄｳ ﾊﾔｷ ｳﾒｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

5 6 5028 佐藤　颯紀(3) 麻布大付属高校 52.89 3 2327 梅澤　勇大(2) 光明学園相模原 DNS
ｼﾓｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ｲﾊﾗ ﾅﾂﾞｷ

6 8 2845 下川　和寿真(3) 橋本高校 55.41 6 3040 井原　波月(1) 相模原弥栄高 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾖｳ

4 2306 山田　大輝(3) 光明学園相模原 DNS 7 2427 高橋　太陽(3) 相模田名高校 DNS
ｺｸﾗ ﾕｳｷ

5 2995 小倉　佑樹(2) 上鶴間高校 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｹﾓﾄ ｺｳｷ

1 2 3036 竹本　光希(3) 相模原弥栄高 50.16 q
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ

2 7 2340 鈴木　弘也(3) 光明学園相模原 50.33 q
ﾎｼﾉ ﾘｮｳｶﾞ

3 5 2196 星野　稜河(3) 東海大相模高校 50.80 q
ﾊﾗ ｿﾗﾄ

4 8 2207 原　空大(2) 東海大相模高校 53.11
ﾎﾝﾏ ﾄﾓｷ

5 9 2836 本間　知希(3) 橋本高校 55.23
ﾀｶﾊｼ ﾘｸ

6 6 2280 高橋　　陸(2) 上溝高校 55.28
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾓﾄ

3 2067 小林　勝元(3) 麻布大付属高校 DNS
ﾋﾗｲﾜ ﾀﾞｲｷ

4 2556 平岩　大暉(3) 麻溝台高校 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼｶﾜ ｼｭｳﾏ

1 4 3029 吉川　柊真(3) 相模原弥栄高 49.07
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ

2 5 2340 鈴木　弘也(3) 光明学園相模原 49.35
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾝ

3 6 8266 小林　司恩(2) 上溝南高校 49.61
ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ

4 3 2188 阿部　孝太郎(3) 東海大相模高校 50.99
ﾎｼﾉ ﾘｮｳｶﾞ

5 9 2196 星野　稜河(3) 東海大相模高校 51.38
ﾄｺﾛ ﾘｮｳｾｲ

6 2 2211 所　凉生(2) 東海大相模高校 52.30
ﾊﾔｼ ﾅﾂﾀ

7 8 2557 林　夏大(3) 麻溝台高校 55.56
ﾀｹﾓﾄ ｺｳｷ

7 3036 竹本　光希(3) 相模原弥栄高 DNS

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



高校男子800m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  1:55.74  江藤 優斗(弥栄高)  H29 6月5日 14:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ

1 3 2024 遠藤　孝輔(2) 城山高校 2:00.43
ｶﾅｶﾞﾜ ｺﾅﾝ

2 4 8254 金川　虎楠(3) 上溝南高校 2:01.20
ﾊﾀﾔﾏ ｶｽﾞｷ

3 5 3043 畑山　和輝(1) 相模原弥栄高 2:05.39
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾄ

4 7 2559 柏木　優斗(3) 麻溝台高校 2:09.92
ｸﾎﾞ ｼﾝﾉｽｹ

5 6 2835 久保　慎之介(3) 橋本高校 2:16.81
ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾄ

6 2 8182 池上　陽都(2) エスフォー 2:21.98
ｱﾍﾞ ｴｲﾀ

7 8 8287 阿部　瑛太(1) 麻布大付属高校 2:24.23



高校男子1500m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

6月5日 09:50 予　選
大会記録(GR)  4:01.70  前田　慶士(弥栄高)  R3 6月5日 14:55 決　勝

予　選　2組0着＋16

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏｴﾀﾞ ｹｲｼﾞ ｶﾐｵｶ ﾀｸﾐ

1 17 3026 前田　慶士(3) 相模原弥栄高 4:18.34 q 1 13 8255 上岡　巧(3) 上溝南高校 4:29.84 q
ｵﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾛ

2 18 2771 小野　竜之介(2) 相模原中等 4:18.72 q 2 7 2059 中島　友路(2) 麻布大付属高校 4:33.29 q
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅﾀ ﾀｹﾀﾞ ﾃﾙ

3 7 2578 手塚　日南太(3) 麻溝台高校 4:22.57 q 3 3 3034 武田　晃瑠(2) 相模原弥栄高 4:34.05 q
ﾀｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ ｷｮｳﾉ ｼｭｳ

4 5 2564 髙澤　創太(2) 麻溝台高校 4:29.93 q 4 10 2577 京野　柊宥(3) 麻溝台高校 4:34.81 q
ｳｴﾏﾂ ｹﾝｾｲ ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾝﾏ

5 1 2053 上松　賢星(3) 麻布大付属高校 4:32.15 q 5 4 2767 遠藤　天馬(2) 相模原中等 4:37.14 q
ﾎﾘｲ ﾓﾄﾊﾙ ｲｼﾂﾞｶ ﾘｲﾁ

6 13 2562 堀井　元陽(3) 麻溝台高校 4:32.39 q 6 12 3054 石塚　凛一(1) 相模原弥栄高 4:37.98 q
ｲﾄｳ ｼﾕｷ ｱﾗｲ ﾚｲ

7 3 2847 伊藤　志冬樹(2) 橋本高校 4:33.12 q 7 5 8227 荒井　怜生(1) 相模原高校 4:40.76 q
ｱﾗｶﾜ ﾀｸﾐ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ

8 10 3041 荒川　拓海(1) 相模原弥栄高 4:39.33 q 8 17 8279 山本　悠斗(1) 上溝南高校 4:43.79
ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾄ ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ

9 15 2071 山中　悠叶(3) 麻布大付属高校 4:39.97 q 9 8 2555 鈴木　颯太(3) 麻溝台高校 4:45.67
ﾎｿﾀﾞ ﾚｵﾝ ｲｼｶﾜ ｹｲﾄ

10 9 3015 細田　怜穏(2) 相模原高校 4:41.41 10 2 8239 石川　慶人(1) 麻溝台高校 4:47.37
ｻﾄｳ ﾖｳﾀ ﾏﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ

11 12 2073 佐藤　陽太(2) 麻布大付属高校 4:45.71 11 15 8258 渡辺　洋士(3) 上溝南高校 4:48.58
ﾅｲﾄｳ ｼｮｳｾｲ ｺｽﾀﾞ ｼｮｳ

12 14 2282 内藤　　将聖(2) 上溝高校 4:47.95 12 9 8265 小須田　昇(2) 上溝南高校 4:49.04
ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞﾋｺ ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙﾄ

13 8 8261 阿部　忠彦(2) 上溝南高校 4:48.34 13 14 8240 平山　陽翔(1) 麻溝台高校 5:05.32
ｵｵｻｷ ｼﾞｭﾝ ｳｴﾉ ｿｳﾀ

14 6 2045 大崎　洵(3) 麻布大付属高校 4:53.96 14 16 8230 上野　創大(1) 相模原高校 5:15.80
ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ ﾅﾗﾀ ﾀﾞｲｷ

15 11 8076 佐々木　凌太(3) ワールウインドAC 4:54.84 1 3000 奈良田　大輝(3) 上鶴間高校 DNS
ｶﾄｳ ﾕｲﾄ ﾀﾅｶ ｺｳｼﾛｳ

16 16 8241 加藤　結人(1) 麻溝台高校 4:56.41 6 8291 田中　康士朗(1) 上溝高校 DNS
ﾊｼﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ ｳﾁ ﾊﾔｾ

17 2 2025 橋本　元汰(2) 城山高校 5:01.99 11 2026 内　駿成(2) 城山高校 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ ﾑﾗﾏﾂ ﾗﾝﾏ

4 2074 山本　渓太(2) 麻布大付属高校 DNS 18 2837 村松　嵐馬(3) 橋本高校 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 q:記録による通過者



高校男子1500m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

6月5日 09:50 予　選
大会記録(GR)  4:01.70  前田　慶士(弥栄高)  R3 6月5日 14:55 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ

1 12 2771 小野　竜之介(2) 相模原中等 3:59.76 GR
ﾏｴﾀﾞ ｹｲｼﾞ

2 6 3026 前田　慶士(3) 相模原弥栄高 4:02.48
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅﾀ

3 5 2578 手塚　日南太(3) 麻溝台高校 4:12.51
ｶﾐｵｶ ﾀｸﾐ

4 2 8255 上岡　巧(3) 上溝南高校 4:13.47
ﾀｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ

5 11 2564 髙澤　創太(2) 麻溝台高校 4:25.92
ﾎﾘｲ ﾓﾄﾊﾙ

6 3 2562 堀井　元陽(3) 麻溝台高校 4:28.69
ｳｴﾏﾂ ｹﾝｾｲ

7 9 2053 上松　賢星(3) 麻布大付属高校 4:31.70
ｱﾗｲ ﾚｲ

8 14 8227 荒井　怜生(1) 相模原高校 4:34.02
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾛ

9 8 2059 中島　友路(2) 麻布大付属高校 4:34.60
ｱﾗｶﾜ ﾀｸﾐ

10 7 3041 荒川　拓海(1) 相模原弥栄高 4:35.36
ｷｮｳﾉ ｼｭｳ

11 13 2577 京野　柊宥(3) 麻溝台高校 4:37.79
ﾀｹﾀﾞ ﾃﾙ

12 10 3034 武田　晃瑠(2) 相模原弥栄高 4:38.46
ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾝﾏ

13 16 2767 遠藤　天馬(2) 相模原中等 4:39.96
ｲﾄｳ ｼﾕｷ

14 1 2847 伊藤　志冬樹(2) 橋本高校 4:40.27
ｲｼﾂﾞｶ ﾘｲﾁ

15 4 3054 石塚　凛一(1) 相模原弥栄高 4:47.39
ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾄ

16 15 2071 山中　悠叶(3) 麻布大付属高校 4:48.09

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 q:記録による通過者



高校男子5000m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  15:16.68  渡辺 六貴(相模原総合高)  H24 6月5日 15:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｶｻﾞｷ ﾏｺﾄ

1 7 2575 赤崎　誠(3) 麻溝台高校 16:24.56
ﾌｾﾔ ﾀｲｾｲ

2 2 2572 伏屋　太晴(2) 麻溝台高校 16:35.09
ｷﾖﾀ ｺｳｷ

3 6 2776 清田　康貴(1) 相模原中等 16:57.23
ｲｿｶﾞｲ ﾕｳｷ

4 8 8238 磯貝　優希(1) 麻溝台高校 16:57.66
ｷｸﾁ ﾊﾔﾄ

5 9 2571 菊地　隼翔(2) 麻溝台高校 17:48.41
ﾐﾀ ｺｳﾍｲ

6 3 3007 三田　晃平(2) 相模原高校 17:49.12
ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ

7 4 3005 永田　浩太郎(2) 相模原高校 17:51.90
ﾅｶﾉ ﾄﾓｷ

8 5 8269 中野　友稀(2) 上溝南高校 19:24.70
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ

9 1 5048 佐藤　章太(3) 麻布大付属高校 19:31.44



高校男子110mH(1.067m)
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  15.08  田村 優弥(東海大相模)  H28 6月5日 13:10 決　勝

決　勝　

(風:+2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ

1 7 2227 齋藤　匠(1) 東海大相模高校 15.18
ﾖｺｵ ｹﾝﾄ

2 2 8253 横尾　堅斗(3) 上溝南高校 15.82
ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ

3 6 3042 植田　侑暉(1) 相模原弥栄高 17.04
ｼﾓﾀﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

4 5 8256 下田　翔一朗(3) 上溝南高校 17.28
ﾉﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ

5 3 2775 野間口　雅治(1) 相模原中等 17.55
ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾀ

4 2318 濱田　孝太(2) 光明学園相模原 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子4X100m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  40.78  橋本･小河･伊藤･山口(東海大相模)  R3 6月5日 09:30 ﾀｲﾑ決勝

ﾀｲﾑ決勝　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 東海大相模高校 2179 木村　遥翔(3) ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ 42.55 1 4 麻溝台高校 2556 平岩　大暉(3) ﾋﾗｲﾜ ﾀﾞｲｷ 43.08
2187 山口　竜(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳ 2565 鈴木　悠斗(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ
2182 佐藤　莉央(3) ｻﾄｳ ﾘｵ 2557 林　夏大(3) ﾊﾔｼ ﾅﾂﾀ
2178 酒井　快人(3) ｻｶｲ ｶｲﾄ 2558 森本　琢磨(3) ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸﾏ

2 6 相模原高校 3003 田中　晧太(3) ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 43.31 2 3 上溝南高校 8250 高梨　伊吹(3) ﾀｶﾅｼ ｲﾌﾞｷ 43.41
3002 杉本　大空(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 8249 高野　雄斗(3) ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ
3013 清水　隆太郎(3) ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 8266 小林　司恩(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾝ
3012 大内　裕人(3) ｵｵｳﾁ ﾋﾛﾄ 8253 横尾　堅斗(3) ﾖｺｵ ｹﾝﾄ

3 5 麻布大付属高校 6585 塚田　幸生(2) ﾂｶﾀﾞ ｺｳｾｲ 44.79 3 5 光明学園相模原 2316 松下　柊大(2) ﾏﾂｼﾀ ｼｭｳﾀﾞｲ 44.14
6311 植草　琉佑(2) ｳｴｸｻ ﾙｳ 2303 小向　悠雅(3) ｺﾑｶｲ ﾕｳｶﾞ
5027 小川　稜介(3) ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 2343 倉持　悠(2) ｸﾗﾓﾁ ﾕｳ
5028 佐藤　颯紀(3) ｻﾄｳ ﾊﾔｷ 2340 鈴木　弘也(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ

4 2 橋本高校 2843 金原　柊斗(2) ｷﾝﾊﾟﾗ ｼｭｳﾄ 45.45 2 相模原弥栄高 DNS
2842 和田　凌介(2) ﾜﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ
2846 笹野　耕太郎(3) ｻｻﾉ ｺｳﾀﾛｳ
8286 瀬間　悠梧(1) ｾﾏ ﾕｳｺﾞ

3 相模原中等A DNS 6 相模田名高校 DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 東海大相模高校 2179 木村　遥翔(3) ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ 42.55
2187 山口　竜(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳ
2182 佐藤　莉央(3) ｻﾄｳ ﾘｵ
2178 酒井　快人(3) ｻｶｲ ｶｲﾄ

2 麻溝台高校 2556 平岩　大暉(3) ﾋﾗｲﾜ ﾀﾞｲｷ 43.08
2565 鈴木　悠斗(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ
2557 林　夏大(3) ﾊﾔｼ ﾅﾂﾀ
2558 森本　琢磨(3) ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸﾏ

3 相模原高校 3003 田中　晧太(3) ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 43.31
3002 杉本　大空(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ
3013 清水　隆太郎(3) ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ
3012 大内　裕人(3) ｵｵｳﾁ ﾋﾛﾄ

4 上溝南高校 8250 高梨　伊吹(3) ﾀｶﾅｼ ｲﾌﾞｷ 43.41
8249 高野　雄斗(3) ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ
8266 小林　司恩(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾝ
8253 横尾　堅斗(3) ﾖｺｵ ｹﾝﾄ

5 光明学園相模原 2316 松下　柊大(2) ﾏﾂｼﾀ ｼｭｳﾀﾞｲ 44.14
2303 小向　悠雅(3) ｺﾑｶｲ ﾕｳｶﾞ
2343 倉持　悠(2) ｸﾗﾓﾁ ﾕｳ
2340 鈴木　弘也(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ

6 麻布大付属高校 6585 塚田　幸生(2) ﾂｶﾀﾞ ｺｳｾｲ 44.79
6311 植草　琉佑(2) ｳｴｸｻ ﾙｳ
5027 小川　稜介(3) ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ
5028 佐藤　颯紀(3) ｻﾄｳ ﾊﾔｷ

7 橋本高校 2843 金原　柊斗(2) ｷﾝﾊﾟﾗ ｼｭｳﾄ 45.45
2842 和田　凌介(2) ﾜﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ
2846 笹野　耕太郎(3) ｻｻﾉ ｺｳﾀﾛｳ
8286 瀬間　悠梧(1) ｾﾏ ﾕｳｺﾞ

凡例  DNS:欠場



高校男子4X400m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  3:19.50  吉川･渡邉･竹本･土田(弥栄高)  R3 6月5日 16:30 ﾀｲﾑ決勝

ﾀｲﾑ決勝　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 麻布大付属高校 5028 佐藤　颯紀(3) ｻﾄｳ ﾊﾔｷ 3:35.63 1 2 相模原弥栄高 3048 小野　悠斉(2) ｵﾉ ﾕｳｻｲ 3:24.44

2048 中村　昂太郎(3) ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 3031 清野　嘉人(3) ｾｲﾉ ﾖｼﾄ
6585 塚田　幸生(2) ﾂｶﾀﾞ ｺｳｾｲ 3036 竹本　光希(3) ﾀｹﾓﾄ ｺｳｷ
5027 小川　稜介(3) ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 3029 吉川　柊真(3) ﾖｼｶﾜ ｼｭｳﾏ

2 5 相模原中等A 2772 杉山　哲太郎(1) ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂﾀﾛｳ 3:37.21 2 6 相模田名高校 2431 本多　駿斗(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ 3:37.76

2775 野間口　雅治(1) ﾉﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 2428 湯沢　斗夢(3) ﾕｻﾞﾜ ﾄﾑ
2774 田中　智瑛(1) ﾀﾅｶ ﾄﾓｱｷ 2432 小野　修吾(3) ｵﾉ ｼｭｳｺﾞ
2771 小野　竜之介(2) ｵﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 2433 八木　晴孝(3) ﾔｷﾞ ﾊﾙﾀｶ

2 上溝南高校 8267 坂場　翔一(2) ｻｶﾊﾞ ｼｮｳｲﾁ DNS 3 3 麻溝台高校 2581 松本　一真(2) ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 3:39.15

8266 小林　司恩(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾝ 2573 原　知輝(1) ﾊﾗ ﾄﾓｷ
8255 上岡　巧(3) ｶﾐｵｶ ﾀｸﾐ 2580 川﨑　翔太(2) ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾀ
8254 金川　虎楠(3) ｶﾅｶﾞﾜ ｺﾅﾝ 2570 家田　颯乃介(2) ｲｴﾀﾞ ｻﾉｽｹ

4 橋本高校 DNS 4 5 相模原高校 8232 安藤　遼平(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾍｲ 3:40.08

3013 清水　隆太郎(3) ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ
8225 細川　祐生(1) ﾎｿｶﾜ ﾕｳ
3003 田中　晧太(3) ﾀﾅｶ ｺｳﾀ

6 東海大相模高校 2183 小西　伶旺(3) ｺﾆｼ ﾚｵ DNS 4 光明学園相模原 2319 小倉　望夢(2) ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ DQ,R6

2196 星野　稜河(3) ﾎｼﾉ ﾘｮｳｶﾞ 2322 佐藤　悠太(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾀ
2188 阿部　孝太郎(3) ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 2340 鈴木　弘也(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ
2205 児島　大揮(2) ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 2343 倉持　悠(2) ｸﾗﾓﾁ ﾕｳ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 相模原弥栄高 3048 小野　悠斉(2) ｵﾉ ﾕｳｻｲ 3:24.44

3031 清野　嘉人(3) ｾｲﾉ ﾖｼﾄ
3036 竹本　光希(3) ﾀｹﾓﾄ ｺｳｷ
3029 吉川　柊真(3) ﾖｼｶﾜ ｼｭｳﾏ

2 麻布大付属高校 5028 佐藤　颯紀(3) ｻﾄｳ ﾊﾔｷ 3:35.63

2048 中村　昂太郎(3) ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ
6585 塚田　幸生(2) ﾂｶﾀﾞ ｺｳｾｲ
5027 小川　稜介(3) ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ

3 相模原中等A 2772 杉山　哲太郎(1) ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂﾀﾛｳ 3:37.21

2775 野間口　雅治(1) ﾉﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ
2774 田中　智瑛(1) ﾀﾅｶ ﾄﾓｱｷ
2771 小野　竜之介(2) ｵﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ

4 相模田名高校 2431 本多　駿斗(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ 3:37.76

2428 湯沢　斗夢(3) ﾕｻﾞﾜ ﾄﾑ
2432 小野　修吾(3) ｵﾉ ｼｭｳｺﾞ
2433 八木　晴孝(3) ﾔｷﾞ ﾊﾙﾀｶ

5 麻溝台高校 2581 松本　一真(2) ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 3:39.15

2573 原　知輝(1) ﾊﾗ ﾄﾓｷ
2580 川﨑　翔太(2) ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾀ
2570 家田　颯乃介(2) ｲｴﾀﾞ ｻﾉｽｹ

6 相模原高校 8232 安藤　遼平(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾍｲ 3:40.08

3013 清水　隆太郎(3) ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ
8225 細川　祐生(1) ﾎｿｶﾜ ﾕｳ
3003 田中　晧太(3) ﾀﾅｶ ｺｳﾀ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R6:(R170-19)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝの外からｽﾀｰﾄした



高校男子走高跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  2m11  大谷地 利幸(麻溝台高)  H5 6月5日 12:05 決　勝

決　勝　

ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ － － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

1 5 3039 横山　陽斗(1) 相模原弥栄高 1m85
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ － － － × ○ × × ×

2 3 2048 中村　昂太郎(3) 麻布大付属高校 1m75
ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞｷ － × × ×

1 8303 山中　一輝(1) 東海大相模高校 NM
ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ × × ×

2 2072 和田　晴太(3) 麻布大付属高校 NM
ﾏｷﾉ ﾚｲﾄ

4 2314 牧野　羚斗(2) 光明学園相模原 DNS

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子走幅跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  7m00  中西　修平(東海大相模)  H26 6月5日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾘﾝ × 6m19 6m24 6m24 8 6m10 6m16 5m92 6m24
1 15 2236 加藤　凛(1) 東海大相模高校 -1.1 +0.6 +0.6 -1.1 -0.9 -3.0 +0.6

ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 5m76 5m86 5m98 5m98 7 5m76 × 5m73 5m98
2 8 5027 小川　稜介(3) 麻布大付属高校 -2.1 -0.4 +0.9 +0.9 -1.1 -1.1 +0.9

ﾜﾀﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ × 5m96 5m97 5m97 6 × × 5m88 5m97
3 11 5635 渡部　翔伍(3) 麻溝台高校 -0.6 +0.2 +0.2 -1.2 +0.2

ｶﾐﾔﾁ ﾕｳﾀ × 5m78 × 5m78 5 × 5m84 × 5m84
4 12 8264 上谷地　優太(2) 上溝南高校 -1.0 -1.0 -1.9 -1.9

ｷｸﾁﾊﾗ ﾕｳ × 5m43 × 5m43 4 5m49 × × 5m49
5 9 8130 菊地原　優(3) 日大明誠 -1.4 -1.4 -1.9 -1.9

ﾀﾅｶ ﾄﾓｱｷ 4m92 5m25 4m89 5m25 3 5m18 5m26 5m16 5m26
6 6 2774 田中　智瑛(1) 相模原中等 -1.3 -2.4 -0.5 -2.4 -2.7 -1.1 -0.9 -1.1

ﾖｺﾔﾏ ｶｹﾙ 4m74 4m93 5m01 5m01 2 4m58 5m02 5m11 5m11
7 2 8271 横山　駆(2) 上溝南高校 -1.4 -0.8 -1.4 -1.4 -1.7 -3.1 -2.1 -2.1

ｵｻﾞﾜ ｿｳ 3m86 4m77 4m71 4m77 1 4m98 4m99 5m11 5m11
8 14 2209 小澤　蒼(2) 東海大相模高校 +0.4 -0.5 -0.9 -0.5 -2.8 -1.1 +0.5 +0.5

ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ × 4m50 4m50 4m50 4m50
9 1 3064 橋本　陽(1) 相模原弥栄高 -1.0 -0.8 -1.0 -1.0

ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｵｲ × × ×
4 8270 永山　葵(2) 上溝南高校 NM

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾖｳ × × ×
7 2302 山田　康葉(3) 光明学園相模原 NM

ﾀｹﾉｳﾁ ﾘｮｳﾀ

3 2773 竹ノ内　良多(1) 相模原中等 DNS
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾄ

5 2998 中島　匠登(3) 上鶴間高校 DNS
ﾑﾅｶﾀ ﾘｸ

10 2841 宗像　李久(2) 橋本高校 DNS
ｶﾐﾊｷﾞ ﾖｳﾀ

13 8252 上萩　陽太(3) 上溝南高校 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子三段跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  14m37  椎名 淳一(東海相模高)  S55 6月5日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳ 14m22 13m57 × 14m22 7 13m88 14m03 14m39 14m39
1 6 3028 宮崎　翔(3) 相模原弥栄高 +3.8 +2.9 +3.8 +4.4 +1.9 +3.1 +3.1

ｺﾔﾏ ｷｮｳｺﾞ 12m69 12m88 12m72 12m88 6 × 12m86 13m00 13m00
2 7 2184 小山　匡悟(3) 東海大相模高校 +2.7 +4.6 +2.6 +4.6 +3.2 +2.3 +2.3

ﾄﾘﾂﾞｶ ﾅｵｷ × × 12m37 12m37 5 12m27 × × 12m37
3 4 8268 鳥塚　直輝(2) 上溝南高校 +5.7 +5.7 +2.9 +5.7

ｲｸﾀ ﾘｮｳﾍｲ 11m56 × 11m51 11m56 4 11m34 11m54 11m61 11m61
4 3 8262 生田　凌平(2) 上溝南高校 +4.7 +3.5 +4.7 +2.9 +3.6 +4.6 +4.6

ﾖｼﾀﾞ ﾚｲﾄ 10m37 11m52 × 11m52 3 11m40 × × 11m52
5 1 8272 吉田　怜純(2) 上溝南高校 +2.8 +3.8 +3.8 +4.3 +3.8

ｵﾇｷ ｼｮｳﾏ × × × 1 × r
2 8263 小貫　翔真(2) 上溝南高校 NM

ﾏｼﾛ ﾕｳｺﾞ × × － 2 － － －
5 8257 間城　　優吾(3) 上溝南高校 NM

凡例  NM:記録なし



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：大石　泰平
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  13m73  小笹 龍之介(東海相模高)  H27 6月5日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

1 3 2839 岡村　龍之介(2) 橋本高校 8m75 9m80 9m14 9m80 9m26 × 9m22 9m80
ﾅｶﾉ ｼｭﾝ

2 1 8288 中野　駿(1) 麻布大付属高校 8m23 7m11 8m48 8m48 8m18 8m84 7m95 8m84
ﾀﾞｲﾓﾝ ｹﾞﾝｷ

3 4 2834 大門　源起(3) 橋本高校 × 8m09 × 8m09 × 8m84 8m47 8m84
ﾊﾀｹﾔﾏ ｹﾞﾝｷ

4 2 2057 畠山　元希(2) 麻布大付属高校 8m77 8m27 × 8m77 8m51 8m12 8m12 8m77



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：大石　泰平
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  49m95  和泉 豪樹(県相模原高)  H17 6月5日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾔ ｲﾌﾞｷ 〇 〇 〇 〇

1 2 3023 森谷　歩暉(3) 相模原弥栄高 36m02 36m02 × 36m02
ｲｽﾞﾐﾀﾆ ﾄﾓｷ 〇 〇 〇 〇

2 1 3045 泉谷　知貴(1) 相模原弥栄高 32m50 32m50 × 32m50



高校男子やり投(800g)
審 判 長：大石　泰平
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  57m83  岸田 朔人(麻溝台高)  R1 6月5日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ 〇 〇 〇 〇 〇

1 2 3050 大久保　悠希(2) 相模原弥栄高 54m21 54m21 54m21
ﾏﾂﾘｭｳ ｼｭﾘ

1 2844 松龍　朱里(3) 橋本高校 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子100m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  12.81  小川　梨花(青山学院大)  H23 6月5日 14:05 決　勝

決　勝　

(風:+5.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｻ

1 8 8048 山本　美紗(4) 青山学院大 12.09
ｼｵﾓﾄ ｱﾕﾑ

2 2 8053 塩本　歩(3) 青山学院大 12.44
ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾘﾝ

3 5 8072 中島　茉凛 ワールウインドAC 12.84
ｺﾞﾄｳ ﾅｺ

4 7 8138 後藤　菜子(4) 北里大 14.89
ｱﾗｲ ﾘｮｳｶ

3 8084 新井　涼香 法大Ⅱ部 DNS
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ

4 8054 水口　萌(2) 青山学院大 DNS
ｼｵﾀﾞ ｶﾘﾝ

6 8050 塩田　夏鈴(4) 青山学院大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子200m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  26.61  小野木 桃子(青山学院大)  H23 6月5日 13:40 決　勝

決　勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼｵﾓﾄ ｱﾕﾑ

2 8053 塩本　歩(3) 青山学院大 DNS
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ

3 8054 水口　萌(2) 青山学院大 DNS
ｼｵﾀﾞ ｶﾘﾝ

4 8050 塩田　夏鈴(4) 青山学院大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子800m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  2:24.40  本村 美佐(NEC)  S61 6月5日 14:35 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾀﾞﾏ ﾁｲ

1 3 8134 児玉　千依(3) 北里大 2:31.90
ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾘﾄ

2 2 8106 大林　里都 法大Ⅱ部 2:31.97



一般女子100mH(0.838m)
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  14.68  滝口  雅(ｳｴｯﾂｺﾐｭﾆﾃｨ)  H26 6月5日 13:00 決　勝

決　勝　

(風:+3.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾘﾀ ｱｻｷ

1 4 8049 有田　安紗季(4) 青山学院大 13.75
ﾌｼﾞｲ ｺﾉﾐ

2 5 8051 藤井　このみ(3) 青山学院大 14.49
ｱﾀﾞﾁ ｶﾚﾝ

3 8052 安達　楓恋(3) 青山学院大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子走高跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  1m55  島田 由美子(弥栄AC)  H6 6月5日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾏﾂﾀﾞ ｱﾔﾊ － ○ ○ ○ × ○ × × ○

1 1 8137 松田　彩花(3) 北里大 1m50

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m25

ｺﾒﾝﾄ
1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

記録



一般女子走幅跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  5m83  山本 絵理(FCコラソン)  H18 6月5日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾗｲ ﾘｮｳｶ 4m54 4m76 3m67 4m72 × 4m68 4m76
1 2 8084 新井　涼香 法大Ⅱ部 +3.3 +3.7 +2.2 +3.2 +4.2 +3.7

ﾀﾞｲｺﾞ ｱﾂｺ 4m02 3m96 3m90 4m00 3m97 3m93 4m02
2 3 8070 醍醐　敦子 ワールウインドAC +3.4 +3.6 +3.7 +3.3 +3.3 +2.3 +3.4

ｼﾊﾞﾀ ﾅﾙﾐ

1 8091 新発田　成美 法大Ⅱ部 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：大石　泰平
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  29m19  石井 奈々絵(相模原クラブ)  H17 6月5日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｿｳﾀﾞ ﾐﾁｺ 〇 〇

1 1 8132 寒田　倫子(4) 北里大 × × × 16m65 16m65



一般女子やり投(600g)
審 判 長：大石　泰平
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  36m44  井上 実可子(桐蔭横浜大)  H29 6月5日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｿｳﾀﾞ ﾐﾁｺ 〇 〇 〇 〇

1 1 8132 寒田　倫子(4) 北里大 24m94 24m94 × 24m94



高校女子100m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

6月5日 10:50 予　選
大会記録(GR)  12.23  笹路　まひな(東海大相模)  R3 6月5日 14:00 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:-1.5) 2組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｶﾜ ｺｺﾅ ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾕｲ

1 4 2563 伊川　椰菜(2) 麻溝台高校 13.17 q 1 4 2554 櫻澤　結(3) 麻溝台高校 12.96 q
ﾊﾗﾊｼ ｱｶﾘ ﾐｶﾐ ﾋﾅﾀ

2 6 8273 原橋　あかり(2) 上溝南高校 13.99 q 2 5 8274 見上　丘乙(2) 上溝南高校 13.37 q
ﾀｹﾓﾘ ｺﾊﾙ ﾀﾆﾜｷ ﾘﾝｶ

3 8 3046 竹森　小春(1) 相模原弥栄高 14.09 q 3 6 2049 谷脇　凜香(3) 麻布大付属高校 13.50 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｸﾗ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ

4 3 8235 藤原　さくら(1) 相模原高校 14.84 4 7 2779 渡辺　琳心(1) 相模原中等 14.72
ﾀｶﾅｼ ﾏｵ ﾆﾜｾ ﾋﾄﾐ

5 7 3001 髙梨　真央(2) 上鶴間高校 14.88 5 8 8246 庭瀬　仁美(1) 麻溝台高校 15.58
ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ

2 2195 井上　七海(3) 東海大相模高校 DNS 2 2243 井上　瑞葵(2) 東海大相模高校 DNS
ﾜﾀﾞ ｻｸﾗ ｿｯｸ ｻﾗ

5 2216 和田　咲良(2) 東海大相模高校 DNS 3 3037 ソック　サラ(1) 相模原弥栄高 DNS

3組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾝﾀｶﾊｼ ｱﾃﾞｨｰﾅ

1 6 2226 カン高橋　アディーナ(1) 東海大相模高校 12.90 q
ｱﾏﾉ ﾋﾋﾞｷ

2 8 5046 天野　響(3) 麻布大付属高校 13.50 q
ﾓﾛｲ ﾅﾅ

3 3 8284 諸井　菜名(1) 上溝南高校 14.71
ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾐ

4 7 2781 竹内　希実(2) 相模原中等 14.72
ﾐﾔﾊﾗ ｴﾏ

5 2 2219 宮原　絵舞(1) 東海大相模高校 14.74
ｶﾈｺ ｼﾉ

4 8247 金子　紫乃(1) 麻溝台高校 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾉ

5 2185 山田　瑛乃(3) 東海大相模高校 DNS

決　勝　

(風:+4.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾕｲ

1 4 2554 櫻澤　結(3) 麻溝台高校 12.40
ｲｶﾜ ｺｺﾅ

2 5 2563 伊川　椰菜(2) 麻溝台高校 12.81
ﾀﾆﾜｷ ﾘﾝｶ

3 8 2049 谷脇　凜香(3) 麻布大付属高校 13.10
ｱﾏﾉ ﾋﾋﾞｷ

4 9 5046 天野　響(3) 麻布大付属高校 13.20
ﾐｶﾐ ﾋﾅﾀ

5 7 8274 見上　丘乙(2) 上溝南高校 13.35
ﾊﾗﾊｼ ｱｶﾘ

6 2 8273 原橋　あかり(2) 上溝南高校 13.57
ﾀｹﾓﾘ ｺﾊﾙ

7 3 3046 竹森　小春(1) 相模原弥栄高 13.65
ｶﾝﾀｶﾊｼ ｱﾃﾞｨｰﾅ

6 2226 カン高橋　アディーナ(1) 東海大相模高校 DNS

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



高校女子200m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  25.34  松崎 梨奈(光明相模原)  R1 6月5日 13:35 決　勝

決　勝　

(風:+4.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｼﾊﾏ ｻｴｶ

1 7 6309 西浜　さえ香(2) 麻布大付属高校 27.91
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ

2 4 2762 中村　瞳(3) 相模原中等 27.97
ﾊｶﾞ ﾘﾝ

3 6 8245 芳賀　凜(1) 麻溝台高校 29.40
ｵｻｲ ﾒｲﾘﾝﾏﾄﾞﾝﾅ

4 5 8281 オサイ　明莉ﾏﾄﾞﾝﾅ(1) 上溝南高校 29.55
ｾﾘｶ ｲﾜｻｷ

5 3 8282 岩﨑　芹果(1) 上溝南高校 30.32
ｺｳｳﾁ ｶﾅﾃﾞ

6 2 2055 香内　奏(2) 麻布大付属高校 30.79
ﾊﾔｼ ﾎﾉﾝ

7 8 8285 林　歩音(1) 上溝南高校 31.80



高校女子400m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  57.58  上田 萌瑛(東海大相模)  H27 6月5日 13:20 ﾀｲﾑ決勝

ﾀｲﾑ決勝　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾅﾊﾞ ｺﾉﾊ ﾏﾂﾀﾆ ﾁﾊﾙ

1 4 2838 船場　紅葉(3) 橋本高校 59.98 1 6 3025 松谷　知晴(3) 相模原弥栄高 57.70
ｶﾜｶﾐ ﾏﾕ ﾜﾀﾞ ｸﾐｺ

2 5 2217 河上　愛結(2) 東海大相模高校 1:01.01 2 8 2199 和田　久美子(3) 東海大相模高校 59.43
ｲﾜﾀ ｸﾙﾐ ｽｽﾞﾉ ﾕﾘ

3 2 5045 岩田　来実(3) 麻布大付属高校 1:02.92 3 5 2197 鈴野　ゆり(3) 東海大相模高校 59.53
ﾏﾙﾔﾏ ﾁｱｷ ｻｶﾓﾄ ｺﾅﾂ

4 3 2567 丸山　知晃(2) 麻溝台高校 1:05.56 4 4 3033 坂本　小夏(3) 相模原弥栄高 59.77
ｵｵｼﾛ ﾐﾕｳ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ

5 7 2245 大城　海悠(1) 東海大相模高校 1:05.70 5 9 3049 鈴木　遥夏(2) 相模原弥栄高 59.89
ｲﾉｳｴ ｱﾔﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾉ

6 6 2051 井上　彩美(3) 麻布大付属高校 1:07.59 6 2 2780 山崎　徳乃(1) 相模原中等 1:11.67
ｲｹﾅｶﾞ ﾂｶｻ ｾﾀ ﾊﾙﾅ

7 8 2342 池長　つかさ(3) 光明学園相模原 1:09.30 3 2200 瀬田　陽菜(2) 東海大相模高校 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾎ

7 2218 渡邊　夏帆(1) 東海大相模高校 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾀﾆ ﾁﾊﾙ

1 3025 松谷　知晴(3) 相模原弥栄高 57.70
ﾜﾀﾞ ｸﾐｺ

2 2199 和田　久美子(3) 東海大相模高校 59.43
ｽｽﾞﾉ ﾕﾘ

3 2197 鈴野　ゆり(3) 東海大相模高校 59.53
ｻｶﾓﾄ ｺﾅﾂ

4 3033 坂本　小夏(3) 相模原弥栄高 59.77
ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ

5 3049 鈴木　遥夏(2) 相模原弥栄高 59.89
ﾌﾅﾊﾞ ｺﾉﾊ

6 2838 船場　紅葉(3) 橋本高校 59.98
ｶﾜｶﾐ ﾏﾕ

7 2217 河上　愛結(2) 東海大相模高校 1:01.01
ｲﾜﾀ ｸﾙﾐ

8 5045 岩田　来実(3) 麻布大付属高校 1:02.92

凡例  DNS:欠場



高校女子800m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  2:19.30  平賀 美晴(相模原中等)  H26 6月5日 14:25 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｳﾉ ﾘｲﾅ

1 3 3004 河野　莉衣那(3) 相模原高校 2:22.21
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｶ

2 5 3047 武内　遥(2) 相模原弥栄高 2:24.21
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｿﾞﾐ

3 7 8231 小林　　希(1) 相模原高校 2:34.85
ｽｶﾞﾜﾗ ｾﾅ

4 6 2060 菅原　世愛(2) 麻布大付属高校 2:37.33
ｶﾄｳ ｱﾔﾐ

5 4 8259 加藤　彩未(3) 上溝南高校 2:46.42
ﾀｶﾑﾗ ﾐｻﾄ

6 2 8283 髙村　弥恵(1) 上溝南高校 2:50.99



高校女子1500m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  4:47.32  平林 里菜(相模原中等)  H28 6月5日 14:45 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙｶ

1 1 2560 増田　陽花(3) 麻溝台高校 4:55.03
ﾊﾏﾀﾞ ﾌｳｶ

2 6 3008 濱田　風花(2) 相模原高校 5:08.06
ﾖｼﾑﾗ ｺｺﾛ

3 4 2778 吉村　こころ(1) 相模原中等 5:18.26
ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ

4 2 2764 河口　緋留妃(3) 相模原中等 5:24.34
ﾀﾆｼﾏ ｱﾝｽﾞ

5 12 3044 谷島　杏(1) 相模原弥栄高 5:24.72
ｽｽﾞｷ ﾘｺ

6 3 2582 鈴木　梨子(2) 麻溝台高校 5:33.76
ｱｲﾊﾞ ﾘﾅ

7 5 2050 饗場　梨那(3) 麻布大付属高校 5:39.31
ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾗｲ

8 9 2568 本多　未来(2) 麻溝台高校 5:40.62
ｲﾀｸﾗ ｺｳﾐ

9 10 2064 板倉　煌実(3) 麻布大付属高校 5:48.92
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙ

10 8 8248 渡辺　晴(1) 麻溝台高校 6:15.93
ｸﾗｼﾅ ﾕｳｶ

11 7 3006 倉品　侑佳(2) 相模原高校 6:18.00
ﾔｷﾞﾇﾏ ｽｽﾞ

11 2848 柳沼　鈴々(2) 橋本高校 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子3000m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  10:17.16  川又　萌(東海大相模)  H26 6月5日 15:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜｶﾅﾔｼ ｻﾗ

1 2 8260 若林　彩夢(3) 上溝南高校 12:26.14
ｵｲｶﾜ ﾕｱ

1 2434 及川　結愛(2) 相模田名高校 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子100mH(0.838m)
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  14.78  和田　咲良(東海大相模)  R3 6月5日 13:00 決　勝

決　勝　

(風:+3.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾛｾ ﾄｵｺ

1 3 2241 廣瀬　遥子(2) 東海大相模高校 15.12
ｱｷﾔﾏ ｻﾗ

2 4 2233 秋山　更(1) 東海大相模高校 15.30
ｲﾉｳｴ ｽｽﾞｶ

3 5 2052 井上　紗花(2) 麻布大付属高校 17.98
ｲｹﾀﾞ ｱｲ

4 2 2242 池田　愛(3) 東海大相模高校 18.59



高校女子4X100m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  47.82  井上･笹路･山田･長田(東海大相模)  R3 6月5日 09:35 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 東海大相模高校 2195 井上　七海(3) ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ 47.98
2243 井上　瑞葵(2) ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ
2200 瀬田　陽菜(2) ｾﾀ ﾊﾙﾅ
2226 カン高橋　アディーナ(1) ｶﾝﾀｶﾊｼ ｱﾃﾞｨｰﾅ

2 6 相模原弥栄高 3049 鈴木　遥夏(2) ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 49.24
3025 松谷　知晴(3) ﾏﾂﾀﾆ ﾁﾊﾙ
3027 藤澤　花菜(3) ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾅ
3033 坂本　小夏(3) ｻｶﾓﾄ ｺﾅﾂ

3 5 麻布大付属高校 5045 岩田　来実(3) ｲﾜﾀ ｸﾙﾐ 51.65
6309 西浜　さえ香(2) ﾆｼﾊﾏ ｻｴｶ
5046 天野　響(3) ｱﾏﾉ ﾋﾋﾞｷ
6312 西川　栞奈(2) ﾆｼｶﾜ ｶﾝﾅ

4 3 相模原中等A 2762 中村　瞳(3) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 52.02
2770 杉原　優羽(2) ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳ
2765 杉山　京佳(3) ｽｷﾞﾔﾏ ｷｮｳｶ
2763 伊東　里紗(3) ｲﾄｳ ﾘｻ

5 2 麻溝台高校 2574 近藤　咲歩(1) ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾎ 52.25
2563 伊川　椰菜(2) ｲｶﾜ ｺｺﾅ
2567 丸山　知晃(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾁｱｷ
8245 芳賀　凜(1) ﾊｶﾞ ﾘﾝ

6 4 上溝南高校 8282 岩﨑　芹果(1) ｾﾘｶ ｲﾜｻｷ 53.37
8274 見上　丘乙(2) ﾐｶﾐ ﾋﾅﾀ
8273 原橋　あかり(2) ﾊﾗﾊｼ ｱｶﾘ
8281 オサイ　明莉ﾏﾄﾞﾝﾅ(1) ｵｻｲ ﾒｲﾘﾝﾏﾄﾞﾝﾅ



高校女子4X400m
審 判 長：江藤　安則
記録主任：佐々木　渉

6月5日 16:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 相模原弥栄高 3027 藤澤　花菜(3) ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾅ 4:00.74

3033 坂本　小夏(3) ｻｶﾓﾄ ｺﾅﾂ
3049 鈴木　遥夏(2) ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ
3025 松谷　知晴(3) ﾏﾂﾀﾆ ﾁﾊﾙ

2 5 麻布大付属高校 5045 岩田　来実(3) ｲﾜﾀ ｸﾙﾐ 4:20.06

6312 西川　栞奈(2) ﾆｼｶﾜ ｶﾝﾅ
5046 天野　響(3) ｱﾏﾉ ﾋﾋﾞｷ
2060 菅原　世愛(2) ｽｶﾞﾜﾗ ｾﾅ

3 4 相模原中等A 2770 杉原　優羽(2) ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳ 4:25.86

2763 伊東　里紗(3) ｲﾄｳ ﾘｻ
2762 中村　瞳(3) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ
2764 河口　緋留妃(3) ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ

4 3 麻溝台高校 2567 丸山　知晃(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾁｱｷ 4:26.76

2563 伊川　椰菜(2) ｲｶﾜ ｺｺﾅ
2574 近藤　咲歩(1) ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾎ
8245 芳賀　凜(1) ﾊｶﾞ ﾘﾝ

6 東海大相模高校 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子走高跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  1m68  原田 直美(上溝南高)  S54 6月5日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾅ － － － － － ○ × ○ ○

1 2 3027 藤澤　花菜(3) 相模原弥栄高 × × × 1m60
ｵｸﾞﾗ ﾐﾂｷ － － ○ × ○ × × ×

2 1 6569 小倉　光希(2) 麻布大付属高校 1m40
ｸﾗﾓﾁ ﾊﾙﾅ

3 2194 倉持　春菜(3) 東海大相模高校 DNS

1m60
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m25

1m63

凡例  DNS:欠場



高校女子走幅跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  6m01  藤山 有希(東海大相模)  R1 6月5日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｵ 5m31 × 5m45 5m45 8 4m99 5m48 5m61 5m61
1 12 2198 山田　美桜(3) 東海大相模高校 +5.5 +3.1 +3.1 +2.9 +3.7 +4.5 +4.5

ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙ 4m98 5m02 4m85 5m02 7 4m71 4m73 × 5m02
2 9 3032 相澤　陽(3) 相模原弥栄高 +4.3 +3.1 +4.1 +3.1 +3.4 +3.7 +3.1

ｻｸﾗｲ ﾁﾅ 4m55 4m14 × 4m55 5 4m75 4m82 4m75 4m82
3 10 2225 櫻井　智菜(1) 東海大相模高校 +2.6 +5.2 +2.6 +2.8 +2.5 +2.7 +2.5

ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳ 4m53 4m34 4m73 4m73 6 4m63 × 4m38 4m73
4 5 2770 杉原　優羽(2) 相模原中等 +3.4 +2.3 +3.9 +3.9 +5.9 +2.4 +3.9

ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾎ 4m15 × 4m35 4m35 4 4m41 × 4m08 4m41
5 8 2574 近藤　咲歩(1) 麻溝台高校 +4.2 +1.3 +1.3 +3.5 +2.8 +3.5

ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ × 4m24 4m20 4m24 1 4m24 4m40 × 4m40
6 3 8296 千葉　唯衣花(1) 光明学園相模原 +2.5 +4.0 +2.5 +5.1 +2.9 +2.9

ｽｷﾞﾔﾏ ｷｮｳｶ 4m32 4m28 4m06 4m32 3 4m25 4m25 4m28 4m32
7 2 2765 杉山　京佳(3) 相模原中等 +3.0 +2.7 +4.1 +3.0 +2.2 +3.8 +4.2 +3.0

ｶﾒｲ ﾂﾊﾞｷ 4m23 4m17 4m25 4m25 2 3m99 3m94 × 4m25
8 6 8244 亀井　椿(1) 麻溝台高校 +3.4 +3.8 +3.9 +3.9 +3.2 +3.3 +3.9

ｵｶﾍﾞ ﾌｳｶ 4m22 4m23 4m23 4m23 4m23
9 4 2430 岡部　風香(3) 相模田名高校 +2.1 +5.2 +4.1 +5.2 +5.2

ﾅｶﾞｴ ﾅﾅｺ 3m82 4m12 4m03 4m12 4m12
10 1 2994 永江　菜奈子(3) 上鶴間高校 +3.0 +3.4 +6.1 +3.4 +3.4

ﾖｼﾔﾏ ｺﾄﾉ

7 2056 義山　琴乃(2) 麻布大付属高校 DNS
ｺﾏﾊｼ ﾕｳﾅ

11 2208 駒橋　優奈(2) 東海大相模高校 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：大石　泰平
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  12m67  神保 恵理(県相模原高)  H19 6月5日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗﾀ ﾕﾐ

1 2 2228 村田　優光(1) 東海大相模高校 9m78 9m76 9m40 9m78 9m91 9m55 9m67 9m91
ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾅ

1 2320 小泉　奈那(2) 光明学園相模原 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：大石　泰平
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  41m27  岩崎 仁美(県相模原高)  H10 6月5日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾘｻ 〇 〇 〇 〇

1 3 2763 伊東　里紗(3) 相模原中等 30m12 30m12 × 30m12
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｵｲ 〇 〇

2 4 2579 山崎　碧生(3) 麻溝台高校 27m77 × 27m77 × × 27m77
ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾘﾝ 〇

3 2 3053 畑山　夏凜(1) 相模原弥栄高 21m32 × × 21m32 × × 21m32
ﾏﾂｶﾞﾉ ﾘﾘｶ 〇

4 1 2330 松ヶ野　莉夏(1) 光明学園相模原 × 20m38 × 20m38 × × 20m38



高校女子やり投(600g)
審 判 長：大石　泰平
記録主任：佐々木　渉

大会記録(GR)  41m26  菊池 梨名(弥栄高)  R1 6月5日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ｻｸﾗ 〇

1 3 3052 吉田　さくら(1) 相模原弥栄高 31m63 × × 31m63 × × 31m63
ﾆｼｶﾜ ｶﾝﾅ 〇 〇 〇 〇 〇

2 6 6312 西川　栞奈(2) 麻布大付属高校 29m52 29m52 29m52
ｲｹﾞﾀ ﾕｽﾞ 〇 〇 〇

3 7 2997 井桁　優朱(3) 上鶴間高校 × × 27m21 27m21 27m21
ｵｵｼﾀ ﾘｺ 〇 〇

4 5 2583 大下　璃子(2) 麻溝台高校 × × 23m33 × 23m33
ﾀｸﾞﾁ ﾐﾚｲ 〇 〇 〇 〇

5 2 2069 田口　美嶺(3) 麻布大付属高校 18m86 18m86 × 18m86
ﾎﾘ ｺｺﾅ 〇 〇 〇 〇

6 4 8289 堀　心南(1) 麻布大付属高校 15m91 15m91 16m02 16m02
ﾀｶﾊｼ ｶﾚﾝ

7 1 2070 髙橋　果蓮(3) 麻布大付属高校 × 13m61 × 13m61 13m98 × × 13m98



ト ラ ッ ク 審 判 長 江藤　安則

ス タ ー ト 審 判 長 佐藤　美知男

跳 躍 審 判 長 阿部　和夫

投 て き 審 判 長 大石　泰平

混 成 審 判 長 江藤　安則

招 集 所 審 判 長 原口　和博

記 録 主 任 佐々木　渉

日付 種目

山田　展之 10.60 正岡　惇(4) 10.75 榎本　翔 10.80 新子　広都 10.83 曽我部　光(2) 10.91 上月　星(1) 10.92 瓜生　智哉 10.92
ギオンスAC 神奈川大学 法大Ⅱ部 法大Ⅱ部 青山学院大 ウェルネス大 法大Ⅱ部
小川　裕之 11.08 水口　政人 11.16 野澤　泰 11.44 宮本　義久 11.87 川尻　陽平 12.15 青木　義夫 12.24
ＳＵＴ ＩＮＴ メディアロボテック WAVE TC メディアロボテック ＳＵＴ ＩＮＴ 神奈川Ｍ
杉本　大空(3) 10.71 山口　竜(3) 10.80 清野　嘉人(3) 10.93 小菅　蒼空(2) 10.98 本多　駿斗(3) 11.01 佐藤　莉央(3) 11.07 鈴木　悠斗(2) 11.08 木村　遥翔(3) 11.13
相模原高校 東海大相模高校 相模原弥栄高 東海大相模高校 相模田名高校 東海大相模高校 麻溝台高校 東海大相模高校
加藤　空良(3) 11.54 渡邉　湊悟(3) 11.74 藤井　藍斗(2) 11.83 金子　佳叡(3) 11.90 小松　駿斗(2) 11.94 矢口　瑛大(3) 12.01 田村　和士(3) 12.04 小石川　建太(3) 12.13
新町中 鵜野森中 上溝中 上溝南中 鵜野森中 谷口中 相原中 相模丘中
佐野　大河(6) 14.03(+1.0) 高橋　尚希(6) 15.03(+0.2) 酒井　寛士郎(6) 15.85(+0.2) 根布　琉央(6) 16.37(+1.0) 白坂　勇磨(6) 16.44(+1.0) 根布　彪士(5) 17.18(+0.2) 古舘　瑞樹(5) 18.17(+1.0)
相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室
上月　星(1) 21.86 鴨志田　巽 21.88 元木　辰之丞 22.40 中村　亮介(M2) 22.44 正岡　悠(2) 22.56 塩野目　友都 22.56
ウェルネス大 法大Ⅱ部 法大Ⅱ部 青山学院大 神奈川大学 法大Ⅱ部
小川　裕之 22.53 井山　信一郎 23.02 藤本　泰士 24.85 青木　義夫 25.04 岡田　敏明 26.31 小川　元之 27.07
ＳＵＴ ＩＮＴ ＳＵＴ ＩＮＴ ワールウインドAC 神奈川Ｍ 神奈川マスターズ 川崎市陸上競技協会
藤本　涼馬(3) 21.86 湯沢　斗夢(3) 22.53 森本　琢磨(3) 22.59 田中　瑞基(1) 22.71 小野　悠斉(2) 22.86 小向　悠雅(3) 22.98 小清水　伶斗(2) 23.10 原　知輝(1) 23.77
上鶴間高校 相模田名高校 麻溝台高校 東海大相模高校 相模原弥栄高 光明学園相模原 相模原高校 麻溝台高校
兒玉　悠輔(2) 23.84 狩野　純毅(3) 24.76 平野　功之佑(3) 25.07 小黒　涼治(3) 25.18 松本　和虎(3) 25.20 二俣　慶治(3) 25.22 亀　　陽希(2) 25.24 吉村　凌央(3) 25.26
田名中 谷口中 上鶴間中 鵜野森中 相武台中 大沢中 相原中 相模丘中
清水　隆太郎 48.78 桑原　駿 55.19
MORE いといとれー
吉川　柊真(3) 49.07 鈴木　弘也(3) 49.35 小林　司恩(2) 49.61 阿部　孝太郎(3) 50.99 星野　稜河(3) 51.38 所　凉生(2) 52.30 林　夏大(3) 55.56
相模原弥栄高 光明学園相模原 上溝南高校 東海大相模高校 東海大相模高校 東海大相模高校 麻溝台高校
勝野　翔大(3) 52.59 上久保　凌羽(3) 54.28 立岡　昌樹(3) 56.50 馬場　圭吾(3) 58.23 斉藤　瑚太郎(3) 58.64 浜田　瞬(2) 58.66 大貫　耕之介(2) 59.58
相原中 大沢中 大野北中 大野南中 旭中 小山中 大野南中
滝沢　貢 2:12.04
相模原市役所
遠藤　孝輔(2) 2:00.43 金川　虎楠(3) 2:01.20 畑山　和輝(1) 2:05.39 柏木　優斗(3) 2:09.92 久保　慎之介(3) 2:16.81 池上　陽都(2) 2:21.98 阿部　瑛太(1) 2:24.23
城山高校 上溝南高校 相模原弥栄高 麻溝台高校 橋本高校 エスフォー 麻布大付属高校
田島　啓大(2) 2:08.70 伊藤　真絃(2) 2:12.80 石上　基(2) 2:14.79 大貫　遥人(3) 2:18.01 生駒　一之助(3) 2:20.05 森本　光(2) 2:25.25 手島　那岐(3) 2:25.56
新町中 相原中 エスフォー 清新中 大野北中 谷口中 内郷中

松谷　智輝(2) 2:20.05
相陽中

西野　蒼太(5) 2:34.85 上妻　史弥(6) 2:36.11 岡本　康太郎(6) 2:38.25 佐藤　大雅(6) 2:39.46 岡本　啓太郎(6) 2:47.31 長岡　幹太(5) 3:01.47 川畑　一樹(5) 3:01.53 佐藤　俊太郎(6) 3:06.09
相模原市小学生陸上教室 エスフォー 相模原市小学生陸上教室 エスフォー 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室
小橋　新 4:07.94 小野　透 4:14.71 曳地　謙人(2) 4:15.99 野口　悠 4:18.38 小山　聖仁 4:19.29 原　寛樹(4) 4:21.28 片瀬　祐樹 4:23.49 土居　晃己(2) 4:24.06
久慈市陸協 GR 法大Ⅱ部 GR 横国大 GR 相模原市役所 GR 小山　聖仁 北里大 相模原市役所 北里大
石崎　智己 4:45.64 横澤　和哉 4:47.02 井上　洋市朗 4:56.89 霞　健一 5:13.19 佐々木　和幸 6:18.63
ＪＭＣ 相模原市役所 モロモローズ SHURUN 相模原市
小野　竜之介(2) 3:59.76 前田　慶士(3) 4:02.48 手塚　日南太(3) 4:12.51 上岡　巧(3) 4:13.47 髙澤　創太(2) 4:25.92 堀井　元陽(3) 4:28.69 上松　賢星(3) 4:31.70 荒井　怜生(1) 4:34.02
相模原中等 GR 相模原弥栄高 麻溝台高校 上溝南高校 麻溝台高校 麻溝台高校 麻布大付属高校 相模原高校
森本　幸喜(3) 4:34.56 髙井　勇慶(2) 4:41.24 宮本　一輝(3) 4:42.93 地頭方　元彌(2) 4:43.25 齋藤　理玖(2) 4:53.20 井戸田　惺弥(3) 4:54.09 森田　明來(3) 4:55.77 國澤　悠吾(2) 4:56.40
谷口中 相模原中等 麻溝台中 鵜野森中 相原中 清新中 旭中 上溝南中
橋本　武志(3) 9:56.51 大竹　悠太(3) 10:12.28 相澤　優生(3) 10:19.37 坂本　浬玖(3) 10:36.95 吉沢　莉空(3) 10:49.54 鈴木　立(3) 10:50.72 岸谷　拓馬(2) 10:59.18 佐久間　幸太郎(3) 11:03.69
相陽中 谷口中 大沢中 相原中 新町中 上溝中 大野北中 大沢中
小橋　新 15:26.47 清原　和博 15:35.64 原　寛樹(4) 16:36.99 野口　悠 16:38.74 久井　　謙吾 16:40.86 種田　　和洋 17:09.41 笠井　勇馬 17:13.31 木村　太亮 19:21.34
久慈市陸協 GR 特になし GR 北里大 相模原市役所 相模原市役所 相模原市役所 特になし 相模原市役所
廣田　雄樹 16:32.35 横澤　和哉 17:41.58 和田　達也 17:44.43 石崎　智己 17:50.11 芝村　俊彦 17:58.97 野田　潤 18:10.61 近澤　剛士 18:34.45 篠崎　将宏 18:40.05
クラブR2東日本 相模原市役所 相模原市役所 ＪＭＣ 相模原市陸協 相模原市役所 相模原市役所 横浜市陸協
赤崎　誠(3) 16:24.56 伏屋　太晴(2) 16:35.09 清田　康貴(1) 16:57.23 磯貝　優希(1) 16:57.66 菊地　隼翔(2) 17:48.41 三田　晃平(2) 17:49.12 永田　浩太郎(2) 17:51.90 中野　友稀(2) 19:24.70
麻溝台高校 麻溝台高校 相模原中等 麻溝台高校 麻溝台高校 相模原高校 相模原高校 上溝南高校
佐藤　希祐(3) 16.96 鈴木　悠斗(3) 18.71 小山　拓真(3) 18.82 渡部　元悠(3) 18.97 金　知諄(2) 19.30 田中　貴翔(2) 19.33 深谷　太誠(3) 22.17 井上　琥月(2) 24.51
麻溝台中 相陽中 相陽中 小山中 相模原中等 谷口中 相陽中 相原中
宮代　裕貴 14.86 小間　健悟 16.44
法大Ⅱ部 法大Ⅱ部
齋藤　匠(1) 15.18 横尾　堅斗(3) 15.82 植田　侑暉(1) 17.04 下田　翔一朗(3) 17.28 野間口　雅治(1) 17.55
東海大相模高校 上溝南高校 相模原弥栄高 上溝南高校 相模原中等
いといとれー 44.46 法大Ⅱ部A 44.84
伊藤　太嘉 芳賀　太一
勝山　拓郎 竹久　聖哉
内田　颯一郎 佐藤　大二
山田　剛大 目黒　優大
東海大相模高校 42.55 麻溝台高校 43.08 相模原高校 43.31 上溝南高校 43.41 光明学園相模原 44.14 麻布大付属高校 44.79 橋本高校 45.45
木村　遥翔(3) 平岩　大暉(3) 田中　晧太(3) 高梨　伊吹(3) 松下　柊大(2) 塚田　幸生(2) 金原　柊斗(2)
山口　竜(3) 鈴木　悠斗(2) 杉本　大空(3) 高野　雄斗(3) 小向　悠雅(3) 植草　琉佑(2) 和田　凌介(2)
佐藤　莉央(3) 林　夏大(3) 清水　隆太郎(3) 小林　司恩(2) 倉持　悠(2) 小川　稜介(3) 笹野　耕太郎(3)
酒井　快人(3) 森本　琢磨(3) 大内　裕人(3) 横尾　堅斗(3) 鈴木　弘也(3) 佐藤　颯紀(3) 瀬間　悠梧(1)

6月5日 一般男子4X100m

6月5日 高校男子4X100m

5月15日
中学男子110mH(0.914m)

風：-0.5

6月5日
一般男子110mH(1.067m)

風：+2.9

6月5日
高校男子110mH(1.067m)

風：+2.9

6月5日 一般男子5000m（35歳以下）

6月5日 一般男子5000m（36歳以上）

6月5日 高校男子5000m

6月5日 高校男子1500m

5月14日 中学男子1500m

5月15日 中学男子3000m

5月15日 小学5・6年男子800m

6月5日 一般男子1500m（35歳以下）

6月5日 一般男子1500m（36歳以上）

6月5日 一般男子800m

6月5日 高校男子800m

5月15日 中学男子800m

6月5日 一般男子400m

6月5日 高校男子400m

5月15日 中学男子400m

6月5日
一般男子200m（36歳以上）

風：+4.8

6月5日
高校男子200m

風：+4.8

5月15日
中学男子200m

風：+2.4

5月15日
中学男子100m

風：+0.6

5月15日 小学5・6年男子100m

6月5日
一般男子200m（35歳以下）

風：+3.6

8位

6月5日
一般男子100m（35歳以下）

風：+3.0

6月5日
一般男子100m（36歳以上）

風：+3.1

6月5日
高校男子100m

風：+2.7

第６８回相模原市民陸上競技選手権大会 【22140763】
相模原ギオンスタジアム 【142080】
2022/05/14 ～ 2022/06/05

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



谷口中 45.99 鵜野森中 47.08 エスフォー 47.18 新町中 47.27 大沢中 47.66 上溝中A 47.68 小山中 48.15 相武台中 48.52
鎌田　翼(2) 小松　駿斗(2) 本城　優志(2) 山田　依吹(2) 前田　敦輝(3) 郷田　礼音(3) 渡辺　稟(2) 犬塚　将希(3)
矢口　瑛大(3) 渡邉　湊悟(3) 村本　倖右(3) 田島　啓大(2) 飯坂　堅心(3) 藤井　藍斗(2) 小林　緑朗(2) 松本　和虎(3)
狩野　純毅(3) 鈴木　青空(2) 中野　垂シャワール(2) 川﨑　涼人(3) 二俣　慶治(3) 菅谷　篤郎(3) 浜田　瞬(2) 橋本　翼(2)
三浦　怜生(3) 田代　紗廉(2) 高橋　聖央(2) 加藤　空良(3) 上久保　凌羽(3) 會澤　優之介(3) 安斎　穣生(2) 川口　幸太朗(3)
相模原弥栄高 3:24.44 麻布大付属高校 3:35.63 相模原中等A 3:37.21 相模田名高校 3:37.76 麻溝台高校 3:39.15 相模原高校 3:40.08
小野　悠斉(2) 佐藤　颯紀(3) 杉山　哲太郎(1) 本多　駿斗(3) 松本　一真(2) 安藤　遼平(1)
清野　嘉人(3) 中村　昂太郎(3) 野間口　雅治(1) 湯沢　斗夢(3) 原　知輝(1) 清水　隆太郎(3)
竹本　光希(3) 塚田　幸生(2) 田中　智瑛(1) 小野　修吾(3) 川﨑　翔太(2) 細川　祐生(1)
吉川　柊真(3) 小川　稜介(3) 小野　竜之介(2) 八木　晴孝(3) 家田　颯乃介(2) 田中　晧太(3)
関根　光輝 1m75
S.A.C.
横山　陽斗(1) 1m85 中村　昂太郎(3) 1m75
相模原弥栄高 麻布大付属高校
三嶋　恒輝(3) 1m65 村田　昊太郎(3) 1m50 長尾　優斗(2) 1m45 髙橋　慶太(3) 1m40 岩本　悠雅(3) 1m30
相原中 谷口中 鵜野森中 相原中 中野中
正岡　惇(4) 6m79(-1.0) 上野　弘裕(2) 6m51(-0.9) 井上　雄斗(4) 6m37(-2.4) 木之下　滉 6m22(-0.6) 大塚　啓登 5m93(-1.0) 久嶋　友貴 5m68(-1.0)
神奈川大学 GR 青山学院大 青山学院大 東京陸協 ｶﾏｸﾗ 法大Ⅱ部
加山　和良 5m30(-0.7) 平山　欣央 4m83(-0.6) 斉藤　正夫 4m58(-0.8) 藤本　泰士 4m51(-1.2) 伊藤　勝志 4m36(+0.2)
MJ YAC ワールウインドAC ワールウインドAC 富士フイルムＥＭ
加藤　凛(1) 6m24(+0.6) 小川　稜介(3) 5m98(+0.9) 渡部　翔伍(3) 5m97(+0.2) 上谷地　優太(2) 5m84(-1.9) 菊地原　優(3) 5m49(-1.9) 田中　智瑛(1) 5m26(-1.1) 横山　駆(2) 5m11(-2.1) 小澤　蒼(2) 5m11(+0.5)
東海大相模高校 麻布大付属高校 麻溝台高校 上溝南高校 日大明誠 相模原中等 上溝南高校 東海大相模高校
皆川　悠大(3) 5m92(+2.6) 村本　倖右(3) 5m52(+3.8) 赤川　音(3) 5m44(+0.1) 杉山　介琉(3) 5m21(+2.2) 澁谷　一真(3) 5m19(+1.5) 星　輝人(3) 4m94(+2.7) 塚田　優馬(3) 4m89(+3.4) 桑嶋　颯(2) 4m85(+1.6)
相原中 公認5m82(+1.2) エスフォー 公認5m17(+1.0) 東海大相模中 麻溝台中 公認記録なし 谷口中 鵜野森中 公認4m88(+0.1) 東林中 公認4m87(+1.6) 新町中
宮崎　翔(3) 14m39(+3.1) 小山　匡悟(3) 13m00(+2.3) 鳥塚　直輝(2) 12m37(+5.7) 生田　凌平(2) 11m61(+4.6) 吉田　怜純(2) 11m52(+3.8)
相模原弥栄高 公認14m03(+1.9) 東海大相模高校 公認記録なし 上溝南高校 公認記録なし 上溝南高校 公認記録なし 上溝南高校 公認記録なし

折目　達也 10m40
いといとれー
松谷　光昭 11m31 川口　均 9m06
ＴＦＣ相模 GR ＴＦＣ相模
村田　弦生(3) 10m50 金井　一斗(3) 9m91 萩原　侑(3) 8m81 坂本　晃人(3) 8m18 大良　航晴(2) 8m01 横洲　伊織(3) 7m74 熊谷　知大(2) 7m74 江藤　竜二(2) 7m52
北相中 大沢中 相原中 新町中 上溝中 新町中 大野北中 内郷中
岡村　龍之介(2) 9m80 中野　駿(1) 8m84 大門　源起(3) 8m84 畠山　元希(2) 8m77
橋本高校 麻布大付属高校 橋本高校 麻布大付属高校
森谷　歩暉(3) 36m02 泉谷　知貴(1) 32m50
相模原弥栄高 相模原弥栄高
吉田　圭 30m63 松谷　光昭 28m91 田口　亮太(修士1) 26m37 川口　均 25m03
相模原市役所 ＴＦＣ相模 東工大 ＴＦＣ相模
中嶋　亮太 57m84 村上　二郎 52m11 田口　祐貴 45m14
相模原陸協 法大Ⅱ部 東京陸協
大久保　悠希(2) 54m21
相模原弥栄高
和田　大和(5) 35m83
相模原市小学生陸上教室
川﨑　涼人(3) 1836点 宇津　虎夏(2) 1170点 三河内　慎久(2) 1092点
新町中 谷口中 東林中

山本　美紗(4) 12.09 塩本　歩(3) 12.44 中島　茉凛 12.84 後藤　菜子(4) 14.89
青山学院大 青山学院大 ワールウインドAC 北里大
櫻澤　結(3) 12.40 伊川　椰菜(2) 12.81 谷脇　凜香(3) 13.10 天野　響(3) 13.20 見上　丘乙(2) 13.35 原橋　あかり(2) 13.57 竹森　小春(1) 13.65
麻溝台高校 麻溝台高校 麻布大付属高校 麻布大付属高校 上溝南高校 上溝南高校 相模原弥栄高
芳賀　恵夏(3) 12.65 藤澤　里優(3) 12.82 小島　奈央(2) 13.01 志田　識乃(3) 13.24 花形　万由子(3) 13.28 松野　玲来(1) 13.38 多々良　心優(2) 13.45 尾下　碧(3) 13.71
東林中 GR 相原中 相原中 大沢中 大野南中 東海大相模中 鵜野森中 相原中
向地　悠羽奈(6) 15.69(+1.1) 小宮　ゆず(5) 16.16(+1.6) 佐藤　美羽(6) 16.19(+1.6) 山口　夏音(6) 16.47(+1.1) 松元　海(5) 17.39(+1.6)
相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室
西浜　さえ香(2) 27.91 中村　瞳(3) 27.97 芳賀　凜(1) 29.40 オサイ　明莉ﾏﾄﾞﾝﾅ(1) 29.55 岩﨑　芹果(1) 30.32 香内　奏(2) 30.79 林　歩音(1) 31.80
麻布大付属高校 相模原中等 麻溝台高校 上溝南高校 上溝南高校 麻布大付属高校 上溝南高校
岩原　怜奈(3) 27.04 石井　玲菜(3) 28.09 馬場　莉碧(2) 29.13 上野　穂香(3) 29.42 若杉　真衣(2) 29.61 小玉　愛彩(2) 29.71 谷内　心春(3) 29.76 小野　さくら(3) 30.11
上鶴間中 藤野中 谷口中 上鶴間中 相武台中 上溝中 大沢中 大沢中
松谷　知晴(3) 57.70 和田　久美子(3) 59.43 鈴野　ゆり(3) 59.53 坂本　小夏(3) 59.77 鈴木　遥夏(2) 59.89 船場　紅葉(3) 59.98 河上　愛結(2) 1:01.01 岩田　来実(3) 1:02.92
相模原弥栄高 東海大相模高校 東海大相模高校 相模原弥栄高 相模原弥栄高 橋本高校 東海大相模高校 麻布大付属高校
児玉　千依(3) 2:31.90 大林　里都 2:31.97
北里大 法大Ⅱ部
河野　莉衣那(3) 2:22.21 武内　遥(2) 2:24.21 小林　　希(1) 2:34.85 菅原　世愛(2) 2:37.33 加藤　彩未(3) 2:46.42 髙村　弥恵(1) 2:50.99
相模原高校 相模原弥栄高 相模原高校 麻布大付属高校 上溝南高校 上溝南高校
井上　みのり(3) 2:27.79 長谷川　歌鈴奈(3) 2:34.96 為永　紗彩(2) 2:36.74 秋津　和花(2) 2:43.49 槇原　小夏(3) 2:44.04 川上　千桜(2) 2:45.89 寺西　優杏(2) 2:46.43 鎌田　琳花(1) 2:49.04
相原中 大沢中 鵜野森中 大野北中 大野南中 上鶴間中 相模原中等 大沢中
地頭方　爽(6) 2:39.94 中井　虹嘉(6) 2:53.62 松本　莉歩(5) 2:56.07 森川　瑚夏(5) 2:59.12 荒木　恵麻(5) 3:16.53 地頭方　彩(5) 3:26.70 渡辺　柔日(5) 3:44.10
相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室
増田　陽花(3) 4:55.03 濱田　風花(2) 5:08.06 吉村　こころ(1) 5:18.26 河口　緋留妃(3) 5:24.34 谷島　杏(1) 5:24.72 鈴木　梨子(2) 5:33.76 饗場　梨那(3) 5:39.31 本多　未来(2) 5:40.62
麻溝台高校 相模原高校 相模原中等 相模原中等 相模原弥栄高 麻溝台高校 麻布大付属高校 麻溝台高校
村松　帆乃美(1) 5:11.93 平川　理桜(3) 5:13.00 富田　眞叶(2) 5:32.85 野沢　心音(2) 5:35.18 野岳　瑚々奈(3) 5:38.25 萩原　愛里(3) 5:43.19 佐賀　陽向(3) 5:45.36 新　夏実(3) 5:45.51

6月5日 高校女子1500m

5月14日 中学女子1500m

6月5日 高校女子800m

5月15日 中学女子800m

5月15日 小学5・6年女子800m

5月15日
中学女子200m

風：+2.0

6月5日 高校女子400m

6月5日 一般女子800m

5月15日
中学女子100m

風：+1.5

5月15日 小学5・6年女子100m

6月5日
高校女子200m

風：+4.0

21.63(+2.7)-5m18

1m46-1:03.60

6月5日
一般女子100m

風：+5.2

6月5日
高校女子100m

風：+4.6

18.30(+2.7)-9m37

1m70-1:01.99

5月14日
～15日

中学男子四種競技（男子）
20.35(+2.7)-6m57

1m31-1:03.26

6月5日 一般男子やり投(800g)

6月5日 高校男子やり投(800g)

5月15日 小学5・6年男子ジャベリック

6月5日 高校男子砲丸投(6.000kg)

6月5日 高校男子円盤投(1.750kg)

6月5日 一般男子円盤投(2.000kg)

6月5日 一般男子砲丸投（35歳以下）

6月5日 一般男子砲丸投（36歳以上）

5月14日 中学男子砲丸投(5.000kg)

6月5日 高校男子走幅跳

5月15日 中学男子走幅跳

6月5日 高校男子三段跳

5月14日 中学男子走高跳

6月5日 一般男子走幅跳（35歳以下）

6月5日 一般男子走幅跳（36歳以上）

6月5日 高校男子4X400m

6月5日 一般男子走高跳

6月5日 高校男子走高跳

5月15日 中学男子4X100m



上溝中 上鶴間中 相模原中等 谷口中 東林中 大沢中 旭中 大野南中
若林　彩夢(3) 12:26.14
上溝南高校
添野　花凛(3) 16.11 髙村　優(3) 16.31 渡邉　千愛里(3) 17.03 宮﨑　舞(3) 18.44 佐藤　美々花(3) 18.57 篠　蒼依(2) 19.16 山端　凛(2) 19.46 藤山　穂咲(2) 20.03
相原中 新町中 相模丘中 上鶴間中 相原中 麻溝台中 大沢中 谷口中
有田　安紗季(4) 13.75 藤井　このみ(3) 14.49
青山学院大 青山学院大
廣瀬　遥子(2) 15.12 秋山　更(1) 15.30 井上　紗花(2) 17.98 池田　愛(3) 18.59
東海大相模高校 東海大相模高校 麻布大付属高校 東海大相模高校
東海大相模高校 47.98 相模原弥栄高 49.24 麻布大付属高校 51.65 相模原中等A 52.02 麻溝台高校 52.25 上溝南高校 53.37
井上　七海(3) 鈴木　遥夏(2) 岩田　来実(3) 中村　瞳(3) 近藤　咲歩(1) 岩﨑　芹果(1)
井上　瑞葵(2) 松谷　知晴(3) 西浜　さえ香(2) 杉原　優羽(2) 伊川　椰菜(2) 見上　丘乙(2)
瀬田　陽菜(2) 藤澤　花菜(3) 天野　響(3) 杉山　京佳(3) 丸山　知晃(2) 原橋　あかり(2)
カン高橋　アディーナ(1) 坂本　小夏(3) 西川　栞奈(2) 伊東　里紗(3) 芳賀　凜(1) オサイ　明莉ﾏﾄﾞﾝﾅ(1)
相原中 51.28 大沢中 52.99 鵜野森中 53.24 相模丘中 53.65 旭中 53.70 上鶴間中 54.14 大野北中 54.31 上溝中A 55.74
尾下　碧(3) 谷内　心春(3) 多々良　心優(2) 野瀬　葉月(3) 渡辺　ゆう(3) 石川　美波(2) 村上　百花(3) 中本　種(2)
藤澤　里優(3) 武井　陽菜(3) 阿南　磨采(2) 渡邉　千愛里(3) 鴨田　るな(2) 岩原　怜奈(3) 村上　花音(3) 小玉　愛彩(2)
佐藤　美々花(3) 長谷川　歌鈴奈(3) 加藤　好未(3) 辻井　美羽(3) 廣瀬　菜摘(2) 上野　穂香(3) 坪根　由依(2) 泉　玲奈(3)
小島　奈央(2) 志田　識乃(3) 土屋　奏恵(3) 佐藤　胡桃(2) 城戸　優那(2) 岸　夏奈美(2) 本原　美和(2) 前多　菜々実(3)
相模原弥栄高 4:00.74 麻布大付属高校 4:20.06 相模原中等A 4:25.86 麻溝台高校 4:26.76
藤澤　花菜(3) 岩田　来実(3) 杉原　優羽(2) 丸山　知晃(2)
坂本　小夏(3) 西川　栞奈(2) 伊東　里紗(3) 伊川　椰菜(2)
鈴木　遥夏(2) 天野　響(3) 中村　瞳(3) 近藤　咲歩(1)
松谷　知晴(3) 菅原　世愛(2) 河口　緋留妃(3) 芳賀　凜(1)
松田　彩花(3) 1m50
北里大
藤澤　花菜(3) 1m60 小倉　光希(2) 1m40
相模原弥栄高 麻布大付属高校
鴨田　るな(2) 1m60 牧川　南月(3) 1m40 河瀬　菜々子(3) 1m40 宮内　明依(2) 1m35 平井　結梨(3) 1m35 石井　乃葵(2) 1m30 髙田　彩泉(3) 1m25
旭中 新町中 大野南中 清新中 小山中 麻溝台中 小山中

平本　美咲(2) 1m40
相原中

新井　涼香 4m76(+3.7) 醍醐　敦子 4m02(+3.4)
法大Ⅱ部 公認記録なし ワールウインドAC 公認記録なし

山田　美桜(3) 5m61(+4.5) 相澤　陽(3) 5m02(+3.1) 櫻井　智菜(1) 4m82(+2.5) 杉原　優羽(2) 4m73(+3.9) 近藤　咲歩(1) 4m41(+3.5) 千葉　唯衣花(1) 4m40(+2.9) 杉山　京佳(3) 4m32(+3.0) 亀井　椿(1) 4m25(+3.9)
東海大相模高校 公認記録なし 相模原弥栄高 公認記録なし 東海大相模高校 公認記録なし 相模原中等 公認記録なし 麻溝台高校 公認4m35(+1.3) 光明学園相模原 公認記録なし 相模原中等 公認記録なし 麻溝台高校 公認記録なし

阿南　磨采(2) 4m70(-0.1) 近藤　花奏(1) 4m46(-0.3) 土田　真生(3) 4m26(-1.7) 安部　芽吹(2) 4m11(-0.3) 守屋　由衣(3) 4m09(-1.5) 山﨑　芽泉(2) 4m06(-1.9) 永井　柚音(2) 4m00(-1.3) 藤田　華桜(3) 4m00(-1.9)
鵜野森中 エスフォー 新町中 旭中 大沢中 相原中 相原中 相陽中
岩原　咲奈(5) 3m04(-1.8)
相模原市小学生陸上教室
江田　ユナ(3) 8m48 村上　百花(3) 8m48 田辺　澪莉(3) 8m04 保坂　麻衣(3) 7m89 大滝　楓(3) 7m84 和田　良珠菜(3) 7m45 平山　風葵(2) 7m33 丸山　夏芽(3) 7m10
大沢中 大野北中 相原中 相陽中 麻溝台中 田名中 相原中 相原中
村田　優光(1) 9m91
東海大相模高校
寒田　倫子(4) 16m65
北里大
伊東　里紗(3) 30m12 山崎　碧生(3) 27m77 畑山　夏凜(1) 21m32 松ヶ野　莉夏(1) 20m38
相模原中等 麻溝台高校 相模原弥栄高 光明学園相模原
寒田　倫子(4) 24m94
北里大
吉田　さくら(1) 31m63 西川　栞奈(2) 29m52 井桁　優朱(3) 27m21 大下　璃子(2) 23m33 田口　美嶺(3) 18m86 堀　心南(1) 16m02 髙橋　果蓮(3) 13m98
相模原弥栄高 麻布大付属高校 上鶴間高校 麻溝台高校 麻布大付属高校 麻布大付属高校 麻布大付属高校
磯部　百花(6) 30m95 門倉　寧音(5) 24m72
相模原市小学生陸上教室 GR 相模原市小学生陸上教室 GR
前田　のどか(2) 1882点 渡辺　ゆう(3) 1831点 ドンゴック　イエン(3) 1699点
新町中 旭中 大沢中

相模原市小学生陸上教室A 59.77 相模原市小学生陸上教室C 1:03.04 相模原市小学生陸上教室B 1:03.32 相模原市小学生陸上教室D 1:05.66 相模原市小学生陸上教室E 1:08.70 相模原市小学生陸上教室G 1:10.91 相模原市小学生陸上教室F 1:12.13
佐野　大河(6) 酒井　寛士郎(6) 岡本　康太郎(6) 岡本　啓太郎(6) 根布　琉央(6) 和田　大和(5) 古舘　瑞樹(5)
西野　蒼太(5) 高橋　尚希(6) 白坂　勇磨(6) 長岡　幹太(5) 佐藤　俊太郎(6) 川畑　一樹(5) 根布　彪士(5)
地頭方　爽(6) 松本　莉歩(5) 小宮　ゆず(5) 岩原　咲奈(5) 佐藤　美羽(6) 渡辺　柔日(5) 地頭方　彩(5)
向地　悠羽奈(6) 磯部　百花(6) 中井　虹嘉(6) 門倉　寧音(5) 山口　夏音(6) 森川　瑚夏(5) 松元　海(5)

凡例  GR:大会記録

19.05(+1.0)-1m45

7m13-29.25(+0.9)

18.11(+1.0)-1m30

6m70-29.79(+0.9)

5月15日 小学混合4X100mR

6月5日 高校女子やり投(600g)

5月15日 小学5・6年女子ジャベリック

17.57(+1.0)-1m42

5m74-28.94(+0.9)

5月14日
～15日

中学女子四種競技（女子）

6月5日 一般女子円盤投(1.000kg)

6月5日 高校女子円盤投(1.000kg)

6月5日 一般女子やり投(600g)

5月15日 小学5・6年女子走幅跳

5月15日 中学女子砲丸投(2.721kg)

6月5日 高校女子砲丸投(4.000kg)

6月5日 一般女子走幅跳

6月5日 高校女子走幅跳

5月14日 中学女子走幅跳

6月5日 一般女子走高跳

6月5日 高校女子走高跳

5月15日 中学女子走高跳

6月5日 高校女子4X100m

5月15日 中学女子4X100m

6月5日 高校女子4X400m

5月15日
中学女子100mH(0.762m)

風：+0.9

6月5日
一般女子100mH(0.838m)

風：+3.6

6月5日
高校女子100mH(0.838m)

風：+3.6

5月14日 中学女子1500m

6月5日 高校女子3000m
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