
第４７回関東中学校陸上競技大会

山梨中銀スタジアム 令和元年8月8日(木)、9日(金)

日付 種目

高　琉斗(1) 11.39 會田　聖也(1) 11.57 馬原　浩志郎(1) 11.58 小出　秀政(1) 11.68 藤原　駿成(1) 11.74 岡村　滉大(1) 11.88 糸数　昌穂(1) 11.97 佐々木　琥珀(1) 12.00

神奈川・宮崎 茨城・大穂 千葉・土気南 千葉・木刈 東京・光が丘三 神奈川・日大 栃木・大田原 山梨・山梨学院

上原　逞雅(2) 11.31 栗原　主玖(2) 11.35 森本　宗介(2) 11.36 鈴木　悠斗(2) 11.40 秋谷　優斗(2) 11.46 杉本　晴駿(2) 11.51 齋藤　征大(2) 11.62 針谷　尚生(2) 11.64

埼玉・草加栄 東京・松江四 埼玉・川口西 神奈川・相模原田名 埼玉・宮代百間 東京・大道 神奈川・浦島丘 群馬・邑楽

長谷川　巧光(3) 10.99 山口　竜(3) 11.11 西山　真人(3) 11.16 ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ　大和(3) 11.17 濁川　優(3) 11.25 諸星　真優(3) 11.25 藤村　泰成(3) 11.27 熊川　優輝(3) 11.27

千葉・八街南 神奈川・宮内 神奈川・桐蔭学園 群馬・高松 千葉・小中台 東京・清明学園 埼玉・冨士見勝瀬 群馬・嬬恋

山下　遥也(3) 22.17 黒沼　陽太(3) 22.41 留目　陽輔(3) 22.46 ｴｹｼﾞｭﾆｱ瑠音(3) 22.69 富樫　竜輝(3) 22.80 林　明良(3) 23.00 田中　優陽(3) 23.06 小泉　尚之(3) 24.11

千葉・大網 神奈川・つきみ野 群馬・GKA 神奈川・愛川東 埼玉・川口芝東 東京・攻玉社 埼玉・新座第五 群馬・塚沢

櫻井　凪人(3) 49.26 中島　叶雅(3) 49.99 石塚　江晟(3) 50.33 添田　勇翔(3) 50.45 岡村　空都(3) 50.98 福田　悠介(3) 51.58 原田　真聡(3) 51.77 関根　路世(3) 52.27

群馬・高南 神奈川・寺尾 千葉・習志野六 東京・千寿桜堤 栃木・佐野南 千葉・小金 埼玉・本庄南 栃木・栃木南

原　悠貴(3) 1:56.15 石井　遥大(3) 1:56.61 小瀬　堅大(3) 1:57.14 中村　貴浩(3) 1:58.03 大竹　爾喜(3) 1:58.73 鈴木　奥介(3) 2:02.39 越智　響己(3) 2:03.95 吉村　虎乃輔(2) 2:06.66

埼玉・川口芝東 埼玉・さいたま白幡 埼玉・川口芝東 千葉・岬 東京・ひばりが丘 千葉・中原 神奈川・塚越 群馬・城西

小山　翔也(3) 4:09.06 山口　彰太(3) 4:09.36 田中　純(3) 4:10.91 服部　由弥(3) 4:11.36 髙尾　啓太朗(3) 4:11.51 丹野　暁翔(3) 4:11.56 水嶋　優斗(3) 4:11.57 根本　憲佑(3) 4:11.61

埼玉・蓮田平野 栃木・足利二 東京・開進第四 神奈川・塚越 千葉・旭二 埼玉・東松山松山 東京・高輪 茨城・滑川

根本　佳信(1) 4:22.01 神邑　亮佑(1) 4:22.36 大島　福(1) 4:22.61 三井　翔太(1) 4:23.52 米本　壮汰(1) 4:23.58 向津　翼(1) 4:23.63 福井　煌(1) 4:25.37 木村　快(1) 4:25.43

千葉・鎌ケ谷三 東京・葛西二 栃木・厚崎 埼玉・坂戸 千葉・大多喜 東京・音羽 栃木・三島 神奈川・旭

久保田　琉月(3) 8:49.30 鈴木　耕太郎(3) 8:53.04 本間　創(3) 8:53.56 星野　泰地(3) 8:55.16 山﨑　一吹(3) 8:56.61 須藤　航一朗(3) 8:56.88 綾　一輝(3) 8:57.38 薄根　大河(3) 8:57.38

埼玉・小川東 東京・国分寺一 東京・南葛西 埼玉・志木 栃木・若松原 神奈川・根岸 千葉・浦安 栃木・市貝

横塚　昴(3) 14.45 山田　晃誠(3) 14.55 髙橋　尚暉(3) 14.71 中島　凌(3) 14.72 竹内　智輝(3) 14.81 和田　亘平(3) 14.95 大谷　優斗(3) 15.01 西山　兼人(3) 15.19

埼玉・幸手東 神奈川・西中原 群馬・群馬中央 群馬・塚沢 千葉・習志野五 神奈川・横浜南が丘 東京・多摩落合 埼玉・久喜栗橋東

大網 43.00 松戸一 43.44 朝霞第一 43.57 宮内 43.76 おゆみ野南 43.81 陽東 44.02 桂萱 44.08 八王子椚田 44.44

髙城　将(3) 峰　茂翔(3) 田中　祥太(3) 中島　凜空(2) 鈴木　皐矢(3) 田中　遥翔(3) 本多　凜来人(3) 菅野　拓海(3)

山下　遥也(3) 加藤　史也(3) 鈴木　颯太(3) 山口　竜(3) 鈴木　爽生(2) 本田　優芽(3) 狩野　綴(2) 北峯　蓮(3)

佐藤　聖也(3) 山﨑　陸斗(3) 滝澤　遼太(2) 小野垣　陽大(3) 井上　海人(3) 榎　尚斗(3) 針ヶ谷　昂汰(3) 山之内　央輔(3)

齋藤　拓巳ｱﾝﾄﾞﾚｲ(3) 松木　慎(3) 高野　涼太(3) 阿部　孝太郎(3) 春名　一汰(3) 増野　力叶(3) 土田　凌央(3) 菅野　航平(3)

ﾁｭｸﾈﾚｼﾞｮｴﾙ　優人(3) 2m02 松田　永遠(3) 1m88 梅原　優太郎(3) 1m85 播　昌樹(3) 1m85 和田　研人(3) 1m85 森　悠利(3) 1m80

千葉・松戸小金 GR 栃木・真岡東 千葉・佐倉南部 埼玉・上尾西 神奈川・六角橋 埼玉・さいたま宮原

美村　波(3) 1m85 佐藤　虹太郎(3) 1m80

神奈川・保土ケ谷 東京・石神井西

原口　剛(3) 4m30 山本　直樹(3) 4m20 倉田　恒輝(3) 4m20 原口　顕次朗(2) 4m10 松原　功汰(3) 4m00 小山　優人(3) 3m80 坂巻　寿彦(3) 3m80 小山　涼介(3) 3m80

群馬・春日 千葉・佐原 埼玉・八潮八幡 群馬・春日 群馬・四ツ葉 埼玉・さいたま植竹 東京・十条富士見 東京・八王子二

三嶋　海斗(3) 3m80

神奈川・小田

片山　大地(3) 7m29(+0.8) 深沢　瑞樹(3) 7m23(+1.0) 山口　幸樹(3) 7m01(+1.0) 杉野　辰磨(3) 6m74(+2.2) 宮田　海翔(3) 6m73(+0.8) 小林　竜士朗(3) 6m71(-0.5) 齊藤　拓巳(3) 6m65(+0.5) 幸野　飛我(3) 6m57(+0.7)

東京・杉並和田 GR 山梨・早川 GR 千葉・中台 東京・拝島 公認6m70(+1.2) 茨城・明光 山梨・櫛形 埼玉・秩父郡皆野 神奈川・御所見

加藤　 凜(1) 6m13(+1.1) 篠田　浩己(1) 5m89(+1.3) 池嶋　修平(1) 5m88(+1.7) 坂田　有弥(1) 5m82(+1.2) 山﨑　琉楓(1) 5m58(+0.3) 有井　謙成(1) 5m57(+2.2) 吉田　涼太(1) 5m54(+0.8) 對馬　玲(1) 5m54(+1.4)

神奈川・御幸 GR 千葉・小見川 茨城・秀峰筑波 千葉・畑沢 埼玉・越谷東 山梨・韮崎東 公認5m47(+1.1) 埼玉・入間上藤沢 千葉・常盤平

山田　暉斗(3) 15m35 横尾　樹(3) 14m59 益井　晴輝(3) 14m50 永山　バシナカン(3) 14m32 張替　拓実(3) 13m87 三橋　風太(3) 13m64 大島　脩太(2) 13m47 浅倉　龍風(3) 13m21

神奈川・十日市場 千葉・新松戸南 埼玉・大袋 神奈川・宮前平 茨城・茨城古河中等 東京・調布三 群馬・前橋第五 東京・中村

栁田　聖人(3) 2819点 宮内　夏葵(3) 2642点 鈴木　空(3) 2633点 羽鳥　凌生(3) 2616点 川尻　太一(3) 2609点 島田　駿(3) 2504点 板山　光太朗(3) 2482点 高橋　諒(2) 2451点

群馬・館林第一 GR 神奈川・小田 栃木・横川 群馬・前橋第七 埼玉・さいたま南浦和 千葉・常盤平 東京・開進第一 東京・桐朋

男子総合 千葉 138.5点 埼玉 125.5点 神奈川 114点 東京 87点 群馬 68点 栃木 43点 茨城 22点 山梨 14点

男女総合 千葉 257.5点 埼玉 222.5点 東京 174点 神奈川 169.5点 栃木 129.5点 群馬 112点 茨城 28点 山梨 22点

優秀選手 片山　大地(3)　東京・杉並和田　（共通男子走幅跳） 凡例  GR:大会記録

6位 7位2位 3位 4位 5位

9日 共通男子800m

8位

9日
１年男子100m

風：+0.9

9日
２年男子100m

風：-1.0

9日
３年男子100m

風：-0.6

1位

9日
共通男子200m

風：-0.9

9日 共通男子400m

8日 共通男子走高跳

9日 共通男子1500m

9日 １年男子1500m

9日 共通男子砲丸投(5.000kg)

8日 共通男子3000m

9日
共通男子110mH(0.914m)

風：-1.3

9日 共通男子4X100mR

15.73(-3.5)-11m87

1m69-52.16

8日
～9
日

共通男子四種競技(男子)

9日 共通男子棒高跳

9日 共通男子走幅跳

8日 １年男子走幅跳

15.06(-2.5)-12m80

1m75-51.72

15.45(-2.5)-11m37

1m63-51.27

15.29(-3.1)-9m84

1m81-52.22

15.79(-2.5)-12m19

1m72-52.62

15.62(-3.5)-9m86

1m69-53.47

15.26(-3.5)-9m32

1m78-54.21

16.15(-3.1)-13m04

1m57-53.64



第４７回関東中学校陸上競技大会

山梨中銀スタジアム 令和元年8月8日(木)、9日(金)

日付 種目 6位 7位2位 3位 4位 5位 8位1位

ワジェロ　リサ(1) 12.55 岩間　彩芽(1) 12.64 ﾛｽ 瑚花ｱﾃﾞｨｱ(1) 12.66 坂本　渚咲(1) 12.68 宇山　理央(1) 12.70 香川 恵愛ｼﾎﾟｰﾗ ﾊｳﾞｨﾘ(1) 12.79 ﾇﾜｴﾒ　ｸﾞﾚｰｽ(1) 12.85 ｼﾗ ﾌｧﾝﾀ 恵理加(1) 13.01

埼玉・桶川東 山梨・一宮 東京・駒沢 千葉・野田南部 千葉・和名ケ谷 埼玉・さいたま三室 東京・白金の丘 埼玉・埼玉栄

森澤　優佳(2) 12.17 税田ｼﾞｪﾆﾌｧｰ　璃美(2) 12.22 中山　苺(2) 12.65 新奥　恵香(2) 12.68 松尾　こゆき(2) 12.74 折本　ひかる(2) 12.75 二宮　音彩(2) 12.94

千葉・船橋葛飾 神奈川・大津 神奈川・枡形 東京・ひよどり山 埼玉・川越城南 埼玉・所沢 栃木・栃木西

佐藤　葵唯(3) 12.40 関田　結穂(3) 12.46 鬼頭　瀬里菜(3) 12.47 山田　瑛乃(3) 12.52 五月女　光(3) 12.58 福沢　春流(3) 12.63 上島　周子(3) 12.66 米田　凜音(3) 12.66

千葉・旭二 東京・武蔵野東 千葉・岩名 神奈川・相原 栃木・鹿沼東 埼玉・川口鳩ケ谷 東京・昭和女大附 栃木・中村

ｱｹﾝﾀ　ｸﾞﾛﾘｱ(3) 25.15 福島　揺(3) 25.56 大石　礼音(3) 25.70 福田　菜々子(3) 25.90 吉永　葉月(3) 25.94 髙野　綾乃(3) 26.05 大貫　那緒(3) 26.09 板垣　唯来(3) 26.29

千葉・柏豊四季 神奈川・神奈川 千葉・渋谷幕張 栃木・黒磯北 埼玉・入間豊岡 千葉・我孫子湖北 栃木・陽南 東京・第二砂町

勝　くるみ(3) 2:11.65 小川　陽香(3) 2:11.88 奥山　桃花(3) 2:12.63 長島　結衣(2) 2:13.40 鈴木　陽渚(3) 2:14.36 渡邉　来愛(2) 2:15.41 髙橋　凜音(3) 2:15.99 小川　莉穂(3) 2:20.04

東京・小平四 埼玉・草加 埼玉・上尾大谷 栃木・真岡 埼玉・上尾大谷 栃木・東陽 神奈川・領家 茨城・北茨城中郷

大竹　音々(1) 2:15.26 中村　愛花(1) 2:18.05 落合　優希奈(1) 2:21.65 中尾　夕菜(1) 2:21.67 椎名　恵(1) 2:22.87 黒子　蓮花(1) 2:23.87 君島　みちる(1) 2:24.62 鶴岡　美来(1) 2:25.62

栃木・足利二 GR 群馬・中央中等 GR 群馬・甘楽 東京・町田南 千葉・光 栃木・真岡東 群馬・伊勢崎第一 千葉・岬

小倉　紘(3) 4:35.09 今西　紗世(1) 4:35.34 星野　梨歩(3) 4:38.27 水越　麻衣(2) 4:38.60 谷川　凛(3) 4:38.88 南　莉花(3) 4:41.59 後藤　舞桜(3) 4:42.31 横倉　紹(3) 4:45.37

東京・町田一 千葉・八木 栃木・黒磯北 埼玉・草加 千葉・習志野一 千葉・大網 埼玉・川越砂 栃木・足利二

中里　百葉(3) 14.02 恩田　未來(3) 14.03 大谷　すみれ(3) 14.35 阿部　友(3) 14.60 橋本　季咲(3) 14.68 蕨　唯香(3) 14.81 鈴木　凛(3) 14.92 丸山　星乃(2) 15.12

栃木・田沼東 群馬・館林第四 神奈川・高浜 埼玉・坂戸 千葉・我孫子 神奈川・原 埼玉・大里寄居 山梨・櫛形

船橋葛飾 48.50 我孫子 48.68 深川第三 49.21 朝霞第二 49.27 港南 49.28 旭二 49.58 富士見 49.70 栃木西 50.04

堀田　十愛(3) 世良田　桃加(3) 田巻　早菜(2) 髙岡　里帆(3) 斉藤　莉穂(3) 小出　姫花(2) 山岸　すずな(2) 琴寄　南海(3)

吉村　優伊(3) 橋本　季咲(3) 佐久間　理緒(3) 谷越　凛(3) 倉持　春菜(3) 佐藤　葵唯(3) 山岸　わか葉(2) 二宮　音彩(2)

玉置　彩乃(2) 荒井　桃香(3) 瀨戸口　ひなた(3) 馬場　優美(3) 和田　咲良(2) 品村　百香(2) 山本　七々(3) 大塚　唯加(2)

森澤　優佳(2) 菅原　萌(3) 三上　アミナ(2) 朝倉　芽生(3) 井上　七海(3) 菅澤　香音(2) 岡田　菜摘(3) 黒川　心羽(3)

和田　桃李(3) 1m66 松久　優希(3) 1m66 後藤　未來(3) 1m63 森崎　優希(2) 1m60 鈴木　彩瑛(3) 1m60 梅木　理紗(3) 1m55 田中　琉唯(3) 1m55

東京・葛美 群馬・館林第四 神奈川・戸塚 東京・八王子六 茨城・水海道西 千葉・海神 栃木・氏家

緑川　いづみ(3) 1m55

神奈川・左近山

福田　蒼依(3) 5m82(+1.3) 白土　莉紅(3) 5m77(0.0) 村越　京(3) 5m65(+2.0) 橋本　結空(3) 5m59(+2.4) 鈴木　真愛華(3) 5m50(+2.6) 宮本　里乃亜(2) 5m50(+1.7) 佐々木　千翔(3) 5m47(+0.9) 渡辺　凜(3) 5m37(+2.5)

栃木・矢板 千葉・八日市場第二 埼玉・さいたま大原 埼玉・北川辺 公認5m38(+1.3) 東京・吹上 公認5m43(+2.0) 東京・松濤 千葉・大椎 茨城・水戸四 公認5m28(+0.7)

近藤　いおん(1) 5m54(+3.5) 大内　美優(1) 5m18(+1.1) 飯島　香撫(1) 5m15(+2.0) 山本　実希(1) 5m11(+1.5) 真野　友芭(1) 5m05(+3.6) 美代　妃美莉(1) 5m00(+2.2) 関川　莉良(1) 4m95(+2.6) 岡田　陽奈(1) 4m86(+3.2)

埼玉・三郷彦成 埼玉・蓮田南 千葉・旭二 栃木・足利二 東京・八王子学園 公認記録なし 千葉・鎌ケ谷二 公認4m82(+1.1) 埼玉・上尾瓦葺 公認4m92(+2.0) 群馬・伊勢崎第一 公認4m59(+1.8)

GR 公認5m45(+1.1)

塩濵　咲空(3) 14m22 原　志織(3) 13m69 大野　明日美(3) 13m46 伊澤　七星(3) 13m39 吉沢　花菜(3) 13m35 ｵﾎﾞﾙﾃﾞｨ　衣乃帆(2) 13m16 石田　葵(3) 13m12 大熊　紗弥(3) 13m03

栃木・若松原 群馬・大類 栃木・若松原 栃木・鹿沼北 神奈川・栗原 千葉・酒々井 群馬・富士見 神奈川・鴨居

下元　香凜(2) 2823点 田村　真優(3) 2706点 清水　美有(3) 2662点 遠藤　心美(3) 2598点 町田　珠実(3) 2510点 及川　理子(2) 2508点 松﨑　有美(3) 2497点 宮﨑　真心(2) 2474点

東京・御堂 埼玉・さいたま大成 千葉・常盤平 東京・調布三 栃木・今市 神奈川・西本郷 群馬・南八幡 群馬・嬬恋

女子総合 千葉 119点 埼玉 97点 東京 87点 栃木 86.5点 神奈川 55.5点 群馬 44点 山梨 8点 茨城 6点

男女総合 千葉 257.5点 埼玉 222.5点 東京 174点 神奈川 169.5点 栃木 129.5点 群馬 112点 茨城 28点 山梨 22点

優秀選手 福田　蒼依(3)　栃木・矢板（共通女子走幅跳） 凡例  GR:大会記録

9日
２年女子100m

風：+0.8

9日 １年女子800m

9日
１年女子100m

風：+2.3

9日
３年女子100m

風：-1.3

9日
共通女子200m

風：-1.2

9日 共通女子800m

9日 共通女子1500m

9日 共通女子4X100mR

9日 共通女子走高跳

9日
共通女子100mH(0.762m)

風：-1.1

9日 共通女子走幅跳

8日 １年女子走幅跳

8日 共通女子砲丸投(2.721kg)

15.53(-3.4)-1m32

10m11-26.72(-0.8)

14.83(-1.2)-1m56

8m55-27.46(-0.4)

15.85(-3.4)-1m53

10m19-27.53(-0.4)

15.04(-1.2)-1m50

7m98-27.69(-0.4)

15.47(-3.4)-1m53

8m51-27.89(-0.4)

15.18(-1.5)-1m38

9m17-26.99(-0.4)

8日
～9
日

共通女子四種競技(女子)
14.97(-1.5)-1m47

10m88-27.33(-0.4)

15.03(-1.2)-1m62

9m83-27.04(-0.4)
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