
平成２５年１０月１９・２０日 相模原麻溝公園競技場 ト ラ ッ ク 審 判 長 籾山　弘一
ト ラ ッ ク 審 判 長 大森　哲夫
跳 躍 審 判 長 平本　徹
投 て き 審 判 長 三浦　進
招 集 所 審 判 長 生野　俊道
ス タ ー ト 審 判 長 柳川　昭二
記 録 主 任 山崎　正俊

日付 種目

松岡　龍之介(2) 10.59 竹田　一平(2) 10.74 山田　寛大(2) 10.81 永山　雄登(2) 10.81 木南　優希(2) 10.83 平島　春信(1) 10.84 佐川　オタビオ(2) 10.87 小堀　良星(1) 10.93

神奈川・横浜清陵総合 埼　玉・不動岡 埼　玉・春日部東 東　京・東海大高輪台 千　葉・市川 千　葉・東海大望洋 群　馬・前橋育英 栃　木・佐野

松岡　龍之介(2) 21.67 山本　剛毅(2) 21.89 山﨑　大紀(2) 21.92 笠木　拓海(2) 21.94 山田　寛大(2) 22.23 小田　遼太(2) 22.24 今村　優一(2) 22.32 澤田　尚人(2) 22.47

神奈川・横浜清陵総合 神奈川・慶應 東　京・城西大城西 東　京・創価 埼　玉・春日部東 山　梨・駿台甲府 神奈川・日大藤沢 茨　城・土浦湖北

ｳｫﾙｼｭ　ｼﾞｭﾘｱﾝ(2) 48.74 渡邊　黎旺(2) 49.20 齋藤　勇也(1) 49.59 西山　幸佑(2) 49.81 染谷　翔(1) 49.90 真壁　正平(1) 50.20 櫻井　朴也(2) 50.39 溝口　侑平(2) 51.60

埼　玉・東野 山　梨・駿台甲府 群　馬・新田暁 神奈川・弥栄 千　葉・西武台千葉 神奈川・相洋 栃　木・國學院栃木 東　京・日大豊山

岡  直希(2) 1:58.50 安部　直椰(2) 1:59.18 岡田　智貴(2) 1:59.80 諸岡　尚大(2) 2:00.26 杉山　秀樹(2) 2:01.21 大野　祥嵩(2) 2:02.21 山田　陽平(2) 2:03.22 有馬　龍(1) 2:07.80

群　馬・新島学園 神奈川・横須賀 茨　城・竹園 埼　玉・川口北 千　葉・佐原 千　葉・船橋啓明 東　京・文京 神奈川・横浜

小山　直城(2) 4:05.08 瀬戸口　凌(2) 4:05.10 大谷　智希(2) 4:05.78 横川　巧(1) 4:06.00 尾身　喬介(2) 4:06.09 鎌田　晃輔(2) 4:07.14 入江　僚宗(2) 4:07.75 清水　歓太(2) 4:08.79

埼　玉・松山 埼　玉・市立川口 東　京・國學院久我山 群　馬・中之条 神奈川・湘南工大附 群　馬・前橋 千　葉・富里 群　馬・中央中等

塩尻　和也(2) 14:36.44 加藤　拓海(2) 14:40.54 清水　歓太(2) 14:50.56 片西　景(2) 14:56.18 大吉　望夢(2) 14:56.61 今井　翼(2) 14:57.27 渡部　泰地(2) 15:03.44 佐藤　雄基(2) 15:10.25

群　馬・伊勢崎清明 千　葉・成田 群　馬・中央中等 東　京・昭和第一学園 茨　城・下館一 埼　玉・川越南 千　葉・成田 神奈川・横浜

大久保　拓磨(2) 14.69 鈴川　雅人(2) 14.72 中島　尚幸(2) 14.82 栗城　ｱﾝｿﾆｰﾀｲﾚﾙ(2) 14.92 樋口　天山(2) 14.94 清水　拓実(2) 15.05 山本　恭平(2) 15.10 荒井　駿哉(2) 15.22

茨　城・土浦湖北 神奈川・法政二 千　葉・市立松戸 東　京・八王子 千　葉・市立習志野 群　馬・伊勢崎商 神奈川・弥栄 東　京・立教池袋

冨田　博貴(2) 54.73 角野　拓(2) 56.48 深津　大輝(2) 56.71 川原　直之(2) 57.02 清水　拓実(2) 57.34 樋口　天山(2) 57.84 山本　恭平(2) 58.52 大久保　拓磨(2) 59.54

千　葉・船橋法典 埼　玉・大宮東 東　京・駒場 埼　玉・杉戸 群　馬・伊勢崎商 千　葉・市立習志野 神奈川・弥栄 茨　城・土浦湖北

塩尻　和也(2) 9:10.82 滋野　聖也(2) 9:32.57 神戸　巧(2) 9:40.41 作田　将希(2) 9:42.41 日比野  和希(2) 9:44.06 長谷　勇汰(2) 9:45.10 齋藤　零司(1) 9:45.57 富越　晋三朗(2) 9:45.74

群　馬・伊勢崎清明 GR 神奈川・横浜 茨　城・佐和 埼　玉・坂戸西 群　馬・館林 千　葉・八千代松陰 栃　木・佐野日大 埼　玉・城西大川越

猿山　浩史(2) 21:52.00 島田　尚輝(2) 21:53.47 関口　優馬(2) 22:01.25 喜多　和也(2) 22:22.03 初雁　直人(2) 22:28.29 林田　稜(2) 22:41.85 小林　建一(2) 22:43.20 滝沢　大賀(1) 22:47.18

東　京・東京実 千　葉・銚子商 群　馬・藤岡中央 神奈川・弥栄 埼　玉・松山 千　葉・茂原 群　馬・勢多農林 埼　玉・春日部東

東京・東　京 42.35 成田・千　葉 42.43 つくば秀英・茨　城 42.51 成城・東　京 42.53 東京農大二・群　馬 42.69 慶應・神奈川 42.76 市立船橋・千　葉 42.94 駿台甲府・山　梨 47.40

松村　倫太朗(1) 飯田　惇生(2) 成島　啓太(1) 多司馬　太郎(1) 渡部  光(2) 田中　颯太(1) 白石　侑己(1) 奈良　光洋(1)

日高　クリスチャン(1) 秦　弘樹(1) 坂本　将希(2) 鈴木　康平(2) 栗原　公平(2) 石田　悠真(1) 関谷　涼(2) 小田　遼太(2)

角本　惇(2) 山本　竜大(1) 大久保　拓海(2) 中山　拓美(1) 小林　拳斗(2) 宮澤　英佑(2) 明石　凌輝(1) 山下　黎(2)

臼田　優太(1) 髙安　涼太(2) 笹本　優輔(2) 静谷　悠希(1) 細谷　耀(1) 山本　剛毅(2) 荻野　慎也(1) 渡邊　黎旺(2)

日大豊山・東　京 3:19.28 市立船橋・千　葉 3:19.44 東海大浦安・千　葉 3:19.96 成田・千　葉 3:20.45 駿台甲府・山　梨 3:23.08 つくば秀英・茨　城 3:24.20 相洋・神奈川 3:25.34 早大本庄・埼　玉 3:31.07

溝口　昇平(2) 澤井　輝(2) 小林　廉太朗(1) 山本　竜大(1) 安田　壮太(1) 会田　優介(2) 八坂　尚(1) 富永　裕貴(2)

吉田　煕那(2) 鈴木　健太(2) 末次　弘樹(2) 髙安　涼太(2) 小田　遼太(2) 坂本　将希(2) 真壁　正平(1) 田村　優(2)

手塚　光貴(2) 譜久里　颯(1) 伊東　優作(2) 前山　陽軌(2) 山下　黎(2) 相澤　一弥(2) 今川　峻一朗(2) 宮川　智安(1)

溝口　侑平(2) 酒井　航太(2) 松本　武流(2) 飯田　惇生(2) 渡邊　黎旺(2) 大久保　拓海(2) 堀川　浩太郎(2) 鈴木　颯人(1)

菊地　健太(2) 1m98 山下　一也(2) 1m95 橋本　陸(1) 1m95 小出　大樹(2) 1m95 篠原　楓雅(2) 1m95 佐藤　克海(2) 1m95 長沼　輝知(2) 1m90

群　馬・伊勢崎 栃　木・矢板東 神奈川・川崎市立橘 群　馬・富岡 埼　玉・東京農大第三 茨　城・水戸商 神奈川・横須賀総合

阿部　大樹(2) 1m90

埼　玉・昌平

篠塚　祥喜(2) 4m70 今成　駿(2) 4m60 松野　亘(2) 4m60 新井　拓磨(1) 4m60 神崎　紘生(1) 4m50 徳間　俊介(1) 4m50 高橋　翔大(1) 4m50

千　葉・小見川 群　馬・前橋 神奈川・横浜清風 千　葉・柏日体 神奈川・荏田 千　葉・成田 神奈川・横浜清風

高橋　駿太(2) 4m50

埼　玉・不動岡

家下　大夢(2) 7m11(+3.0) 長井　聖那(2) 7m11(+2.5) 髙内　真壮(1) 7m03(+4.0) 長竹　芳紘(2) 6m99(+3.2) 川島　鶴槙(2) 6m99(+4.2) 菅原　悠太郎(2) 6m99(+2.6) 角田　航平(2) 6m87(+1.8) 奈良　光洋(1) 6m86(+3.2)

神奈川・高津 公認6m73(+1.3) 千　葉・千葉南 公認記録なし 栃　木・作新学院 公認6m87(+0.9) 栃　木・佐野 公認6m69(+1.9) 群　馬・前橋育英 公認6m80(+1.6) 埼　玉・大宮南 公認6m69(+1.5) 千　葉・市立柏 山　梨・駿台甲府 公認6m61(+1.5)

齋藤　勇太(2) 14m86(+1.5) 伴　拓朗(2) 14m50(+2.1) 川島　鶴槙(2) 14m46(+1.1) 佐藤　承之介(2) 13m92(+1.7) 松添　基理(2) 13m88(+1.4) 石井　祐太(2) 13m83(+2.2) 竹田　一平(2) 13m82(+1.3) 三神　惇志(2) 13m70(+1.9)

栃　木・作新学院 埼　玉・熊谷商 公認14m21(+1.3) 群　馬・前橋育英 神奈川・鵠沼 神奈川・藤沢西 山　梨・桂 公認13m41(+1.2) 埼　玉・不動岡 山　梨・上野原

安藤　夢(2) 15m97 本木  一成(2) 14m17 深沢　悠(1) 14m00 伊藤　大悟(2) 13m91 岩見　椋太(2) 13m80 秋場　康太(1) 13m80 遠藤　誠也(2) 13m80 伊藤　優市(2) 13m16

東　京・東京 群　馬・桐生第一 神奈川・法政二 埼　玉・川口総合 神奈川・瀬谷西 埼　玉・西武台 埼　玉・川口総合 千　葉・君津

船越　龍馬(2) 44m07 榎本　健二(2) 42m63 山崎　マーク龍也(2) 42m08 福留　大成(1) 41m76 田村　勇太(1) 40m76 山口　史哉(2) 40m43 秋場　康太(1) 40m10 小島　宙大(2) 39m92

東　京・足立東 神奈川・相模原 神奈川・小田原城北工 東　京・東京 千　葉・市立船橋 東　京・小平 埼　玉・西武台 茨　城・水海道一

齋藤　駿(2) 52m02 山口　航輝(2) 51m57 八鍬　泰行(2) 50m03 大橋　佑守(2) 49m62 西﨑　竜右(2) 48m97 大谷　健也(2) 48m37 岩崎　瑞生(1) 48m18 小野　翼(1) 48m08

神奈川・瀬谷西 栃　木・國學院栃木 神奈川・逗葉 千　葉・銚子商 神奈川・横浜学園 東　京・府中工 東　京・保善 千　葉・木更津総合

田島　史章(2) 59m73 山田　舜(2) 55m73 塚本　淳司(1) 54m42 青沼　李軌(2) 53m63 永井　翼(2) 52m73 草村　智史(2) 52m53 栗　優人(2) 52m28 遠藤　嘉章(2) 52m25

東　京・岩倉 東　京・東京成徳 茨　城・土浦湖北 山　梨・山梨学院附属 神奈川・逗葉 埼　玉・川越 茨　城・鉾田一 埼　玉・西武文理

平成２５年度　第１７回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会

10月19日
男子ハンマー投

(6.000kg)

10月20日

男子

10月19日 男子400m

10月20日 男子800m

10月19日 男子棒高跳

男子やり投(800g)

10月20日 男子三段跳

10月20日
男子砲丸投
(6.000kg)

10月19日
男子円盤投
(1.750kg)

10月19日 男子5000mW

10月19日 男子4X100mR

10月19日 男子走幅跳

10月20日 男子4X400mR

10月19日 男子走高跳

10月19日
男子110mH

(1.067m)風：+3.1

10月20日
男子400mH

(0.914m)

10月20日
男子3000mSC

(0.914m)

3位 4位 5位 6位

10月20日 男子5000m

10月19日 男子1500m

7位 8位

10月19日
男子100m
風：+3.1

10月20日
男子200m
風：+2.8

1位 2位
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日付 種目

白寄　桃名(2) 12.11 落井　優華(2) 12.15 足立　梨紗(2) 12.23 坂内　有紀(1) 12.23 廣田　丹子(2) 12.29 青木　悠(2) 12.35 瀬能　沙紀(2) 12.39 佐々木　悠紀子(1) 12.46

栃　木・白鴎大足利 埼　玉・国際学院 神奈川・希望ヶ丘 千　葉・千葉東 東　京・つばさ総合 栃　木・那須拓陽 茨　城・竹園 栃　木・栃木女子

岩田  優奈(1) 24.83 江口　琴美(2) 24.99 白寄　桃名(2) 25.09 亀山　雛子(2) 25.23 村　友佳(1) 25.34 関野　美桜(2) 25.58 井上　里咲(1) 25.89

群　馬・新島学園 埼　玉・昌平 栃　木・白鴎大足利 茨　城・江戸川取手 千　葉・市立松戸 東　京・町田 神奈川・荏田

江口　琴美(2) 57.79 泉田　怜恵(2) 58.13 奥田　真澄(2) 58.39 堀口　麻夏(2) 58.52 玉真　春奈(2) 59.02 樋口　絢香(2) 59.50 金山　桜子(2) 59.97 岡本　明音(2) 1:00.27

埼　玉・昌平 神奈川・弥栄 東　京・東京 神奈川・相洋 千　葉・市立稲毛 東　京・日野 千　葉・小金 神奈川・横浜栄

中村　翔子(2) 2:15.60 高見沢　里歩(1) 2:16.92 草場　史佳(1) 2:16.94 古本　菜々子(2) 2:17.47 杉　ひかり(2) 2:19.23 菊地　梨紅(1) 2:19.80 熊倉　明日香(1) 2:20.14 西村　真由(2) 2:20.60

埼　玉・深谷商 埼　玉・坂戸西 東　京・東京 東　京・久我山 千　葉・市立船橋 千　葉・市立船橋 栃　木・佐野 千　葉・市立松戸

早乙女　晴香(2) 4:37.77 宇田川　侑希(1) 4:39.07 清水　萌衣乃(2) 4:40.30 土田　笑美(2) 4:40.90 内田　佳奈(1) 4:43.18 原子　真由美(1) 4:43.38 塩谷　彩乃(1) 4:43.50 堀口  沙織(2) 4:44.13

千　葉・成田 千　葉・柏日体 神奈川・逗子 千　葉・柏日体 神奈川・三浦学苑 東　京・錦城学園 群　馬・健大高崎 群　馬・新島学園

上田　未奈(2) 9:40.83 保坂　野恋花(1) 9:42.30 清水　萌衣乃(2) 9:44.64 金子　美鈴(2) 9:47.31 小指　有未(1) 9:47.57 佐藤　杏香(2) 9:51.24 岡本　春美(1) 9:51.99 時田　迪奈(2) 9:55.83

千　葉・成田 山　梨・韮崎 神奈川・逗子 栃　木・栃木女子 群　馬・常磐 埼　玉・坂戸西 群　馬・常磐 千　葉・市立松戸

鈴木　美羽(2) 14.36 須田　朱音(1) 14.42 鈴木　美帆(2) 14.55 飯田　舞波(2) 14.55 金井　まるみ(1) 14.57 千田　みずほ(1) 14.68 田島　梨紗乃(1) 14.76 安東　依里奈(1) 14.85

千　葉・市立船橋 栃　木・國學院栃木 神奈川・松陽 千　葉・市立船橋 神奈川・横浜南 埼　玉・春日部東 東　京・東京 東　京・駒場

大野　穂花(2) 1:05.29 関口　智恵(2) 1:05.29 八木　果奈子(2) 1:05.47 松村　涼(2) 1:06.48 吉澤　伶(2) 1:06.71 山田　夏葵(1) 1:07.43 渡邉　弥恵(2) 1:09.19 宮井　沙華(2) 1:09.31

東　京・東京 千　葉・専修大松戸 千　葉・昭和学院 神奈川・希望ヶ丘 東　京・日本橋女学館 埼　玉・本庄東 茨　城・並木中等 埼　玉・国際学院

峰村　かな(2) 24:11.37 水澤　茜(2) 24:22.37 櫻井　結花(2) 24:34.01 加藤　泉美(2) 25:21.16 白田  美紀(2) 25:58.91 中澤　美波(2) 26:18.91 春山　恵美(2) 26:23.51 中山　千愛希(1) 26:41.42

埼　玉・久喜 群　馬・伊勢崎清明 千　葉・成田 東　京・高島 群　馬・新島学園 群　馬・渋川女 茨　城・守谷 千　葉・君津

つばさ総合・東　京 48.21 相洋・神奈川 48.38 国際学院・埼　玉 48.46 荏田・神奈川 48.77 菅・神奈川 49.04 千葉東・千　葉 49.08 市立松戸・千　葉 49.08 白梅学園・東　京 49.17

伊藤　有花(1) 天童　千咲(2) 辻本　星菜(2) 上野　日花里(2) 高橋　瑠亜(2) 本田　明(2) 石井　舞(2) 松本　晏和(2)

加田　美香(2) 堀口　麻夏(2) 落井　優華(2) 井上　里咲(1) 木村　優希(1) 石井　美和(2) 小野　あかね(2) 村上　ちはる(2)

高橋　衣緒菜(1) 越智　めぐみ(2) 瀬川　葵(1) 斉藤　優香(1) 渡邉　明日香(2) 加藤　皓子(1) 中澤　優奈(1) 河西　優里(2)

廣田　丹子(2) 高木　南(2) 兼次　葉月(1) 佐藤　茜(2) オウイエ　愛莉(1) 坂内　有紀(1) 村　友佳(1) 中山　彩花(1)

新島学園・群　馬 3:54.89 東京・東　京 3:56.38 白梅学園・東　京 3:57.15 相洋・神奈川 3:59.93 希望ヶ丘・神奈川 4:00.99 前橋女・群　馬 4:02.24 国際学院・埼　玉 4:02.75 千葉東・千　葉 4:03.60

齊田  薫(2) 田島　梨紗乃(1) 野田　夏美(2) 金澤　舞(2) 青栁　花子(2) 齋藤　美尋(2) 兼次　葉月(1) 本田　明(2)

萩原  愛理(2) 奥田　真澄(2) 高橋　このか(1) 堀口　麻夏(2) 石丸　理沙子(2) 佐藤　麻優(2) 落井　優華(2) 石井　美和(2)

奈良  萌華(2) 草場　史佳(1) 渡邉　真央(1) 土屋　かれん(1) 足立　梨紗(2) 石原　綾乃(2) 南雲　美穂(2) 坂内　有紀(1)

岩田  優奈(1) 大野　穂花(2) 河西　優里(2) 天童　千咲(2) 伊藤　由莉愛(1) 新保　友望(1) 宮井　沙華(2) 加藤　皓子(1)

清水　爽香(1) 1m61 遠山　友美子(1) 1m61 飯野　綾(2) 1m61 遠藤　咲(2) 1m58 大久保　明奈(2) 1m55 大和　史織(1) 1m55 小林　玲奈(1) 1m55

千　葉・八千代松陰 埼　玉・松山女 群　馬・高崎女 神奈川・希望ヶ丘 神奈川・荏田 群　馬・太田女 東　京・足立新田

具志堅　実希(2) 1m55 佐藤　菜奈子(1) 1m55

神奈川・有馬 千　葉・八千代

高橋　このか(1) 5m87(+3.4) 木村　ひかり(2) 5m68(+2.2) 宇和野　七海(2) 5m67(+2.2) 高橋　礼奈(1) 5m61(+3.9) 伊藤　由莉愛(1) 5m56(+2.3) 北村　梨紗(2) 5m54(+2.9) 半田　水晶(1) 5m50(+3.8) 藤本  真優(2) 5m45(+1.9)

東　京・白梅学園 公認5m70(+1.8) 群　馬・富岡東 公認記録なし 埼　玉・埼玉栄 公認5m56(+0.8) 埼　玉・蕨 公認記録なし 神奈川・希望ヶ丘 公認5m49(+1.6) 神奈川・弥栄 公認5m43(+2.0) 群　馬・太田女 公認記録なし 山　梨・駿台甲府

近藤　祐未(2) 11m49(+3.1) 皆藤　愛里(2) 11m48(+2.4) 大槻　優渚(1) 11m45(+7.6) 竹井　美稀(2) 11m11(+3.9) 田代　梨菜(1) 10m97(+3.0) 鈴木　こころ(2) 10m92(+4.1) 畠中　瑞樹(2) 10m92(+2.9) 宿村　美希(2) 10m75(+3.6)

山　梨・山梨学院附属 公認記録なし 千　葉・市立船橋 公認記録なし 千　葉・我孫子 公認10m75(+2.0) 埼　玉・熊谷女 公認11m09(+1.6) 埼　玉・国際学院 公認記録なし 神奈川・弥栄 公認10m82(+2.0) 群　馬・渋川女 公認10m64(+2.0) 群　馬・伊勢崎商 公認10m57(+1.9)

岸　夏希(2) 11m68 冨田　真波(2) 11m49 山口　木乃実(1) 11m15 海老原　佑香(1) 11m11 澤登　裕佳(2) 10m83 藤田　幸楓(1) 10m71 井上　朋佳(1) 10m62 姫野　祐奈(1) 10m42

神奈川・弥栄 埼　玉・本庄東 埼　玉・西武台 茨　城・土浦湖北 山　梨・山梨学院附属 東　京・戸板女 神奈川・日大藤沢 神奈川・瀬谷西

鈴木　文香(2) 40m35 半田　水晶(1) 38m72 冨田　真波(2) 36m69 山谷　里菜(2) 36m69 石井　藍美(2) 36m17 神山　結衣(2) 35m93 藤田　幸楓(1) 35m07 柳瀬　優香(2) 34m55

茨　城・土浦湖北 群　馬・太田女 埼　玉・本庄東 千　葉・柏中央 東　京・東京 栃　木・那須拓陽 東　京・戸板女 埼　玉・与野

平石　風歩(2) 42m68 浅野　叶紀(2) 41m53 望月　愛美(2) 40m50 後藤　明日香(1) 40m07 泉　文香(2) 39m46 石川　瑛子(2) 38m98 菅沼　奈未(2) 37m25 遠藤　夏未(2) 37m25

群　馬・太田女 茨　城・土浦湖北 山　梨・山梨学院附属 茨　城・土浦湖北 千　葉・東葛飾 群　馬・高崎女 東　京・明中八王子 埼　玉・坂戸

女子

5位 6位 7位 8位

平成２５年度　第１７回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会

1位 2位 3位 4位

10月20日
女子200m
風：+2.2

10月19日 女子400m

10月20日 女子800m

10月19日 女子1500m

10月20日 女子3000m

10月19日
女子100mH

(0.840m)風：+1.8

10月19日 女子4X100mR

10月20日
女子400mH

(0.762m)

10月19日 女子5000mW

10月19日 女子走幅跳

10月20日 女子4X400mR

10月20日 女子走高跳

10月19日
女子100m
風：+3.8

10月20日 女子やり投(600g)

10月19日
女子円盤投
(1.000kg)

10月20日 女子三段跳

10月20日
女子砲丸投
(4.000kg)



凡例  DNS:欠場

平成２５年度　第17回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会
平成２５年１０月１９日（土）、２０日（日）

男子100m 神奈川県相模原麻溝公園競技場

予選　3組2着＋2

1組 風:+2.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

4 3 634 小田　遼太(2) 10.90

ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ

8 1 649 深澤　拓己(2) 11.07

2組 風:+4.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾄﾖｼﾏ ﾀｲｾｲ

7 7 604 豊島　泰生(2) 10.99

男子400m

予選　3組2着＋2

1組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ

2 7 636 渡邊　黎旺(2) 49.07 Q

2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｷﾖﾊﾗ ｶｽﾞﾏ

8 654 清原　一真(2) DNS

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ

8 3 639 安田　壮太(1) 52.23

決勝　
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ

2 3 636 渡邊　黎旺(2) 49.20

山　梨・桂

山　梨・駿台甲府

山　梨・身延

10月19日 11:40 予選

10月19日 14:15 決勝

10月19日 11:05 予選

10月19日 13:55 決勝

山　梨・駿台甲府

山　梨・駿台甲府

山　梨・山梨学院附属

山　梨・駿台甲府



凡例  DNS:欠場

男子1500m

予選　2組4着＋4

2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌﾙﾔ ｹｲﾀ

8 4 645 古屋　啓太(2) 4:19.08

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ

10 12 663 渡邊　宏太(1) 4:24.35

ｽﾜ ｶﾝﾀ

2 661 諏訪　寛太(2) DNS

男子110mH(1.067m)

予選　3組2着＋2

1組 風:+3.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺｸﾎﾞ ﾅｵﾔ

7 7 611 國母　尚也(2) 16.44

ｶﾜｽﾐ ﾘｮｳﾉ

8 5 624 川住　亮之(2) 16.66

3組 風:+1.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ

8 7 629 澤登　大河(1) 16.28

男子3000mSC(0.914m)

予選　2組4着＋4

1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ

5 11 627 上田　誠人(1) 山　梨・甲府南 9:44.92 q 20日の決勝へ

ﾑﾄｳ ｶｽﾞﾏ

11 10 664 武藤　一馬(2) 10:28.55

2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵﾉ ｼﾞｭﾝﾔ

12 3 632 小野　純也(1) 10:16.13山　梨・巨摩

山　梨・吉田

10月19日 12:40 予選

10月20日 13:05 決勝

山　梨・巨摩

山　梨・吉田

山　梨・山梨農林

山　梨・日川

10月19日 10:30 予選

10月19日 15:05 決勝

山　梨・甲府工業

山　梨・甲府西

10月19日 12:20 予選

10月19日 14:40 決勝



凡例  DNS:欠場

男子5000mW

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

10 23 648 若林　亮太(2) 23:01.27

ｻﾉ ﾕｳﾔ

19 3 650 佐野　裕也(1) 25:34.31

ｻｻｶﾞﾜ ﾅﾂｷ

23 11 605 笹川　夏輝(1) 29:56.61

女子100m

予選　3組2着＋2

1組 風:+3.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾅｶ ﾘｺ

6 5 651 田中　璃瑚(2) 12.58

2組 風:+4.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵｲｼ ﾘﾉ

6 5 608 大石　莉乃(2) 12.55
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ

7 8 607 宮澤　佑季(2) 12.92

女子400m

予選　3組2着＋2

1組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ

7 3 620 白倉  若奈(2) 1:01.86

2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｲ

5 8 625 山田　美衣(1) 1:00.11

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘｺ

8 8 648 丸山　璃里子(2) 1:04.44

山　梨・桂

山　梨・身延

山　梨・身延

10月19日 13:10 決　勝

10月19日 13:45 決勝

山　梨・山梨学院附属

山　梨・山梨学院附属

山　梨・駿台甲府

山　梨・駿台甲府

10月19日 10:50 予選

10月19日 11:25 予選

山　梨・巨摩

山　梨・甲府西

10月19日 14:05 決勝



凡例  DNS:欠場

女子1500m

予選　2組4着＋4

1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｶﾈ

12 10 636 山崎　あかね(2) 5:07.33

2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾊﾗ ﾕﾘｶ

10 11 633 原　悠梨佳(2) 4:54.35

ﾊｼﾞｶﾉ ｶｵﾘ

11 10 635 初鹿野　香里(2) 4:56.29

女子100mH(0.840m)

予選　3組2着＋2

1組 風:+4.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ

6 8 609 柴田　涼花(2) 16.34

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ

1 624 小林　里帆(1) DNS

2組 風:+4.6

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾂﾏﾀ ﾐｸ

7 5 601 勝俣　美空(2) 15.50

女子5000mW
10月19日 15:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾉ ﾊﾙﾅ

13 1 644 佐野　晴菜(1) 27:58.56

ｱﾏﾉ ｶｴﾃﾞ

18 23 602 天野　楓(2) 30:54.22

ｻｶｲ ﾕｳｺ

19 8 629 酒井　優子(2) 31:01.16山　梨・都留

山　梨・身延

山　梨・桂

山　梨・韮崎

10月19日 10:10 予選

10月19日 14:55 決勝

山　梨・巨摩

山　梨・駿台甲府

10月19日 12:00 予選

10月19日 14:30 決勝

山　梨・韮崎

山　梨・韮崎

山　梨・桂



凡例  DNS:欠場

平成２５年度　第17回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会
平成２５年１０月１９日（土）、２０日（日）

神奈川県相模原麻溝公園競技場

男子4X100mR

予選　3組2着＋2

1組 2組 3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京・東　京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府・山　梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府西・山　梨

5 3 ｺﾒﾝﾄ 3 1 ｺﾒﾝﾄ 8 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.35 q 記録 42.71 記録 45.08

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾎﾘｳﾁ ｲｻﾑ 山　梨 ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ 山　梨 ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 山　梨
1 608 堀内　勇(2) 甲府工業 1 638 奈良　光洋(1) 駿台甲府 1 623 相川　史弥(2) 甲府西

ｻｻﾓﾄ ﾋﾛﾑ 山　梨 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山　梨 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｽｹ 山　梨
2 607 笹本　大夢(2) 甲府工業 2 634 小田　遼太(2) 駿台甲府 2 622 窪田　悠介(2) 甲府西

ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻﾅﾘ 山　梨 ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山　梨 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 山　梨
3 609 宮原　正成(2) 甲府工業 3 635 山下　黎(2) 駿台甲府 3 621 内藤　祐貴(2) 甲府西

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 山　梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 山　梨 ｶﾜｽﾐ ﾘｮｳﾉ 山　梨
4 606 小林　拓史(2) 甲府工業 4 636 渡邊　黎旺(2) 駿台甲府 4 624 川住　亮之(2) 甲府西

決勝　
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府・山　梨

8 9 ｺﾒﾝﾄ

記録 47.40

所属地

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ 山　梨

1 638 奈良　光洋(1) 駿台甲府

ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山　梨

2 634 小田　遼太(2) 駿台甲府

ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山　梨

3 635 山下　黎(2) 駿台甲府

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 山　梨

4 636 渡邊　黎旺(2) 駿台甲府

女子4X100mR

予選　3組2着＋2

1組 2組 3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府・山　梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院附属・山　梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩・山　梨

6 7 ｺﾒﾝﾄ 8 4 ｺﾒﾝﾄ 7 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 50.57 記録 53.13 記録

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾏﾂ ｻｸﾗ 山　梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷｺ 山　梨
1 626 小松　さくら(1) 駿台甲府 1 652 小林　咲子(2) 山梨学院附属 1

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山　梨 ﾀﾅｶ ﾘｺ 山　梨
2 624 小林　里帆(1) 駿台甲府 2 651 田中　璃瑚(2) 山梨学院附属 2

ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ 山　梨 ﾌｼﾞﾏｷ ｱｽｶ 山　梨
3 620 白倉  若奈(2) 駿台甲府 3 653 藤巻　あすか(2) 山梨学院附属 3

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｲ 山　梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘｺ 山　梨
4 625 山田　美衣(1) 駿台甲府 4 648 丸山　璃里子(2) 山梨学院附属 4

10月19日 09:30 予選

10月19日 16:05 決勝

10月19日 09:50 予選

10月19日 16:15 決勝



凡例 

平成２５年度　第17回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会
平成２５年１０月１９日（土）、２０日（日）

神奈川県相模原麻溝公園競技場

男子走高跳
10月19日 13:00 決　勝

決　勝　

所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山　梨

12 1 618 秋山　智哉(2) 甲府昭和 1m90

ﾐﾔﾊﾀ ｶﾂﾔ 山　梨

15 25 619 宮畑　克哉(2) 甲府昭和 1m85

ﾐｽﾞｺｼ ｶｲ 山　梨

29 601 水越　海(2) 上野原 NM

男子棒高跳
10月19日 11:00 決　勝

決　勝　

所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｸﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 山　梨

23 14 610 普久原　竜二(2) 甲府工業 3m80

ｶﾂﾏﾀ ｹｲﾀ 山　梨

13 647 勝俣  景太(2) 富士北稜 NM

ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ 山　梨

26 628 加藤　真嵩(2) 巨摩 NM

男子走幅跳

決　勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ 山　梨 6m61 6m86 6m77 6m86 1 6m81 6m68 5m50 6m86
8 5 638 奈良　光洋(1) 駿台甲府 +1.5 +3.2 +3.3 +3.2 +3.7 +2.8 +2.8 +3.2

ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山　梨 6m62 6m86 × 6m86 6m86
10 23 635 山下　黎(2) 駿台甲府 +2.9 +5.0 +5.0 +5.0

ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 山　梨 × 5m98 × 5m98 5m98
27 10 623 相川　史弥(2) 甲府西 +4.8 +4.8 +4.8

男子円盤投(1.750kg)

決　勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵﾇﾏ ﾘｷ 山　梨

9 2 653 青沼　李軌(2) 山梨学院附属 38m36

ｴﾉﾋ ﾎｾ 山　梨

20 27 662 栄野比　ホセ(1) 山梨農林 33m65

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 山　梨

25 22 631 齊藤　亮太(1) 巨摩 26m46

10月19日 10:30 決　勝

10月19日 14:30 決　勝



凡例 

男子走幅跳

決　勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

10月19日 10:30 決　勝

男子ハンマー投(6.000kg)

決勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 山　梨

21 12 651 新井　琢己(1) 身延 36m07

ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲｽｹ 山　梨

22 1 652 望月　渓佑(2) 身延 29m41

ﾐｶﾐ ﾀﾞｲｷ 山　梨

22 660 三神　大樹(1) 山梨農林 NM

女子走幅跳

決　勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾕ 山　梨 × 4m93 5m45 5m45 1 5m24 5m43 5m36 5m45

8 20 621 藤本  真優(2) 駿台甲府 +2.0 +1.9 +1.9 +1.4 +3.8 +2.2 +1.9

ｵｶﾍﾞ ﾐﾜ 山　梨 4m82 4m70 4m64 4m82 4m82

26 9 604 岡部　美和(2) 甲府昭和 +2.5 +3.2 +2.5 +2.5 +2.5

ｲﾉｳｴ ﾓｴｶ 山　梨 × × ×

8 627 井上　萌花(1) 駿台甲府 NM

女子円盤投(1.000kg)

決　勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎｼﾉ ﾉｿﾞﾐ 山　梨

12 8 603 星野　希(2) 桂 32m68

ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾐ 山　梨

15 1 650 村田　朋実(2) 山梨学院附属 31m90

ﾀｹｲ ﾋﾄﾐ 山　梨

24 12 645 武井　仁美(1) 山梨 27m76

10月19日 09:30 決勝

10月19日 12:00 決　勝

10月19日 14:00 決　勝



凡例  DNS:欠場

平成２５年度　第17回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会

平成２５年１０月１９日（土）、２０日（日）
神奈川県相模原麻溝公園競技場

男子200m
10月20日 12:35 予選

10月20日 14:25 決勝

予選　3組2着＋2

1組 風:+3.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｻﾓﾄ ﾋﾛﾑ

8 5 607 笹本　大夢(2) 23.64

3組 風:+4.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

1 5 634 小田　遼太(2) 22.15 Q

ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ

5 6 649 深澤　拓己(2) 22.64

決勝　
風:+2.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

6 4 634 小田　遼太(2) 22.24

男子800m
10月20日 10:55 予選
10月20日 13:35 決勝

予選　3組2着＋2

1組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｶﾐ ﾄﾓｲｻ
8 2 641 三上　智勇(2) 2:07.92

2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾓﾄ ｹｲ
7 8 642 森本　慶(2) 2:06.27

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｳｴ ﾘｸ
7 8 617 井上　陸(2) 2:08.85

男子5000m
10月20日 14:55 決勝

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶｼ

13 12 616 吉澤　崇史(2) 15:18.51

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾍｲ

15 24 646 清水　鐘平(2) 15:30.27

ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ

23 21 644 山下　皓大(2) 16:04.12

山　梨・甲府昭和

山　梨・富士学苑

山　梨・甲府工業

山　梨・日大明誠

山　梨・都留

山　梨・駿台甲府

山　梨・駿台甲府

山　梨・身延

山　梨・韮崎

山　梨・甲府工業



凡例  DNS:欠場

男子400mH(0.914m)
10月20日 11:55 予選

10月20日 14:00 決勝

予選　3組2着＋2

1組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ

7 1 629 澤登　大河(1) 1:01.36

2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ

6 4 621 内藤　祐貴(2) 1:00.57

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ

6 639 安田　壮太(1) DNS

男子3000mSC(0.914m)
10月19日 12:40 予選
10月20日 13:05 決勝

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ

11 4 627 上田　誠人(1) 9:57.30

女子200m
10月20日 12:20 予選

10月20日 14:15 決勝

予選　3組2着＋2

1組 風:+4.6

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｲｼ ﾘﾉ

8 7 608 大石　莉乃(2) 27.02

2組 風:+5.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ

7 6 620 白倉  若奈(2) 27.00

3組 風:+3.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾗﾀﾞ ｶﾎ

7 7 616 原田　夏帆(1) 26.84山　梨・巨摩

山　梨・駿台甲府

山　梨・甲府南

山　梨・巨摩

山　梨・巨摩

山　梨・駿台甲府

山　梨・甲府西



凡例  DNS:欠場

女子800m
10月20日 10:30 予選
10月20日 13:25 決勝

予選　3組2着＋2

1組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾁﾊﾅ
6 8 640 斉藤　千花(1) 2:29.34

2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｷﾞｼ ｶﾔ
2 619 山岸  花陽(2) DNS

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ
7 3 639 渡邉　眞里子(1) 2:25.68

女子3000m

10月20日 14:35 決勝

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎｻｶ ﾉｺｶ

2 16 637 保坂　野恋花(1) 9:42.30
ﾖｺﾀ ﾅｵ

20 18 634 横田　直緒(2) 10:19.70
ﾅﾄﾘ ﾏﾁ

21 10 638 名取　万智(1) 10:20.66

女子400mH(0.762m)
10月20日 11:30 予選
10月20日 13:50 決勝

予選　3組2着＋2

1組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ
8 8 610 石川　愛梨(2) 1:10.76

2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾂﾏﾀ ﾐｸ
7 2 601 勝俣　美空(2) 1:11.59

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ
4 624 小林　里帆(1) DNS

山　梨・桂

山　梨・駿台甲府

山　梨・巨摩

山　梨・韮崎

山　梨・韮崎

山　梨・韮崎

山　梨・韮崎

山　梨・駿台甲府

山　梨・韮崎



凡例 

平成２５年度　第17回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会
平成２５年１０月１９日（土）、２０日（日）

神奈川県相模原麻溝公園競技場

男子4X400mR
10月20日 09:55 予選
10月20日 15:30 決勝

予選　3組2着＋2

1組 2組 3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院附属・山　梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府工業・山　梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府・山　梨

8 6 ｺﾒﾝﾄ 8 8 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:37.78 記録 3:40.52 Q 記録 3:24.17

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山　梨 ﾊｶﾞ ｼｮｳ 山　梨 ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山　梨
1 657 渡辺　翔太(2) 山梨学院附属 1 612 芳賀　翔(2) 甲府工業 1 639 安田　壮太(1) 駿台甲府

ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山　梨 ﾎﾘｳﾁ ｲｻﾑ 山　梨 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山　梨
2 658 笹本　悠太(1) 山梨学院附属 2 608 堀内　勇(2) 甲府工業 2 634 小田　遼太(2) 駿台甲府

ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 山　梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 山　梨 ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山　梨
3 656 堀内　隼也(2) 山梨学院附属 3 606 小林　拓史(2) 甲府工業 3 635 山下　黎(2) 駿台甲府

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 山　梨 ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻﾅﾘ 山　梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 山　梨
4 655 近藤　大聖(2) 山梨学院附属 4 609 宮原　正成(2) 甲府工業 4 636 渡邊　黎旺(2) 駿台甲府

決勝　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府・山　梨

5 5 ｺﾒﾝﾄ

記録 3:23.08

所属地

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山　梨

1 639 安田　壮太(1) 駿台甲府

ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山　梨

2 634 小田　遼太(2) 駿台甲府

ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山　梨

3 635 山下　黎(2) 駿台甲府

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 山　梨

4 636 渡邊　黎旺(2) 駿台甲府

女子4X400mR
10月20日 09:55 予選
10月20日 15:30 決勝

予選　3組2着＋2

1組 2組 3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 韮崎・山　梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院附属・山　梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府・山　梨

8 3 ｺﾒﾝﾄ 8 1 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ

記録 4:23.83 記録 4:25.08 記録 4:04.65

所属地 所属地 所属地

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏﾃﾞﾗ ｸﾐｺ 山　梨 ﾌｼﾞﾏｷ ｱｽｶ 山　梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｲ 山　梨

1 630 山寺　久美子(2) 韮崎 1 653 藤巻　あすか(2) 山梨学院附属 1 625 山田　美衣(1) 駿台甲府

ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ 山　梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘｺ 山　梨 ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ 山　梨

2 631 宮沢　いぶき(2) 韮崎 2 648 丸山　璃里子(2) 山梨学院附属 2 620 白倉  若奈(2) 駿台甲府

ﾅｶｺﾞﾐ ｻｲ 山　梨 ﾀﾅｶ ﾘｺ 山　梨 ｺﾏﾂ ｻｸﾗ 山　梨

3 632 中込　菜(2) 韮崎 3 651 田中　璃瑚(2) 山梨学院附属 3 626 小松　さくら(1) 駿台甲府

ｺｲｽﾞﾐ ｲｸﾉ 山　梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷｺ 山　梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾕ 山　梨

4 641 小泉　郁乃(1) 韮崎 4 652 小林　咲子(2) 山梨学院附属 4 621 藤本  真優(2) 駿台甲府



凡例  DNS:欠場

平成２５年度　第17回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会

平成２５年１０月１９日（土）、２０日（日）

神奈川県相模原麻溝公園競技場

男子三段跳

決　勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｲ ﾕｳﾀ 山　梨 13m83

6 11 603 石井　祐太(2) 桂 +2.2

ﾐｶﾐ ｱﾂｼ 山　梨 13m70

8 14 602 三神　惇志(2) 上野原 +1.9

ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山　梨 13m26

19 6 618 秋山　智哉(2) 甲府昭和 +2.2

男子砲丸投(6.000kg)

決勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾒﾐﾔ ﾀｸﾐ 山　梨

10 22 630 雨宮　巧(1) 巨摩 12m94

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山　梨

15 2 620 萩原　怜(2) 甲府昭和 12m26

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 山　梨

25 15 631 齊藤　亮太(1) 巨摩 10m43

男子やり投(800g)

決　勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵﾇﾏ ﾘｷ 山　梨

4 4 653 青沼　李軌(2) 山梨学院附属 53m63

ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山　梨

19 26 635 山下　黎(2) 駿台甲府 44m35

ｱｻｸﾗ ｼｮｳﾀ 山　梨

26 21 643 朝倉　祥太(2) 日本航空 33m26

女子走高跳

決勝　

所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｷﾑﾗ ﾅﾅ 山　梨
4 642 木村　奈那(2) 身延 NM

ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ 山　梨
10 605 高木　花奈子(1) 甲府昭和 NM

ﾌｶﾐ ﾕｳ 山　梨
20 611 深美　優(2) 巨摩 NM

10月20日 13:30 決　勝

10月20日 09:30 決　勝

10月20日 13:00 決勝

10月20日 13:00 決勝



凡例  DNS:欠場

女子三段跳

決　勝

所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山　梨 11m49

1 15 646 近藤　祐未(2) 山梨学院附属 +3.1

ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 山　梨 10m45

20 11 622 中澤  美結(2) 駿台甲府 +3.2

ｵｶﾍﾞ ﾐﾜ 山　梨

26 604 岡部　美和(2) 甲府昭和 NM

女子砲丸投(4.000kg)

決　勝

所属地
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾕｳｶ 山　梨
5 17 649 澤登　裕佳(2) 山梨学院附属 10m83

ﾌｶｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 山　梨
13 11 617 深澤　葉月(1) 巨摩 10m00

ﾀｹｲ ﾋﾄﾐ 山　梨
20 20 645 武井　仁美(1) 山梨 9m71

女子やり投(600g)

決勝

所属地
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山　梨
3 1 647 望月　愛美(2) 山梨学院附属 40m50

ｲﾏﾑﾗ ﾐﾂｷ 山　梨
15 25 643 今村　美月(2) 身延 33m82

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｸ 山　梨
26 10 606 望月　美玖(1) 甲府昭和 27m31

10月20日 13:00 決勝

10月20日 09:30 決　勝

10月20日 10:00 決　勝
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