
ト ラ ッ ク 審 判 長 小澤清治

跳 躍 審 判 長 岡本克巳

投 て き 審 判 長 小島正久

招 集 所 審 判 長 生野俊道

記 録 主 任 竹田道宏

日付 種目

森田　陽斗(5) 14.06 樋口　哲清(5) 14.67 須山　恵成(5) 14.74 大渕　龍之介(5) 14.86 田島　連(5) 14.87 竹下　結翔(5) 14.96 川村　晃之(5) 14.99 青木　康太(5) 15.16
K.S.D. 川崎市陸上教室 川崎陸上 ﾊﾋﾟﾈｽAC 逗子文十郎'S KaJAC K.S.D. 横浜AC
高　　琉斗(6) 12.59 城野　悠大(6) 13.52 吉野　友貴(6) 13.56 村田　歓太朗(6) 13.61 鈴木　謙心(6) 14.01 早坂　佑太(6) 14.03 西條　将平(6) 14.03 柴田　晃良(6) 14.05
KaJAC 横浜AC KaJAC 横浜ｼﾞｭﾆｱ 愛川ﾘﾄﾙ K.S.D. 横浜杉田ｸﾗﾌﾞ 逗子文十郎'S
岡本　裕太郎(6) 2:19.50 佐上　湘哉(6) 2:23.60 山田　涼太(6) 2:26.53 青木　亮輔(6) 2:28.67 桐山　聖磨(6) 2:29.09 菅原　悠希(6) 2:31.87 村上　漣音(6) 2:32.96 豊田　諒月(6) 2:35.85
相模原陸上教室 横浜AC ちがさきﾘﾄﾙ 相模原陸上教室 湘南Jr.AC 横須賀ﾘﾄﾙ 横須賀ﾘﾄﾙ 明神ｸﾗﾌﾞ
加藤　凜(6) 13.28 菊田　響生(6) 13.77 飯島　大智(6) 14.16 松谷　迅人(6) 14.31 松原　龍也(6) 14.36 赤松　陽太(6) 14.61 内山　潤太(5) 14.87 伊藤　靖祐(5) 17.71
KaJAC KaJAC 横須賀ﾘﾄﾙ 横須賀ﾘﾄﾙ 横須賀ﾘﾄﾙ 川崎陸上 横須賀ﾘﾄﾙ KaJAC
KaJAC 52.51 横須賀ﾘﾄﾙ 52.83 横浜ｼﾞｭﾆｱ 53.25 横浜AC 53.90 K.S.D. 54.05 ちがさきﾘﾄﾙ 55.13 川崎陸上 57.17 逗子文十郎'S 57.25
吉野　友貴(6) 木寺　嘉晴(6) 村井　歩真(6) 渡部　陽斗(6) 岩井田　裕斎(6) 長谷川　涼介(6) 永原　志音(5) 三井　隆之介(4)
加藤　凜(6) 木村　昊葵(6) 山口　大智(6) 城野　悠大(6) 森田　陽斗(5) 枝光　大樹(6) 須山　恵成(5) 柴田　晃良(6)
菊田　響生(6) 佐々木　希(6) 小畑　征可(6) 渡部　瑞己(6) 川村　晃之(5) 野川　零(6) 甲斐　壮吾(6) 田島　連(5)
高　　琉斗(6) 別府　公太郎(6) 村田　歓太朗(6) 飛田　敦斗(6) 早坂　佑太(6) 山田　涼太(6) 赤松　陽太(6) 角井　翔(5)
髙橋　海吏(6) 1m43 渡辺　七斗(6) 1m30 中　　柾人(6) 1m25 荒木　一究(6) 1m25 菅野　翔太(5) 1m10 細川　空蒼(6) 1m10
ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞ KPR 横須賀ﾘﾄﾙ 横浜AC 葉山陸上ｸﾗﾌﾞ 富士見ｸﾗﾌﾞ 横浜AC
宮澤　龍月(5) 3m91(+2.5) 三浦　大侍(5) 3m88(+0.2) 髙橋　一平(5) 3m76(+1.0) 平澤　俊大(5) 3m63(0.0) 波多野　和太(5) 3m59(+0.8) 中村　巧貴(5) 3m12(0.0) 本間　結人(5) 3m09(+0.4) 阿部　真ノ助(5) 3m09(0.0)
横須賀ﾘﾄﾙ 公認3m65(-0.4) ちがさきﾘﾄﾙ 横須賀ﾘﾄﾙ ﾀﾑﾀﾑRC ちがさきﾘﾄﾙ ちがさきﾘﾄﾙ ﾊﾋﾟﾈｽAC KaJAC
鈴木　陸斗(6) 4m78(+3.8) 片岡　輝星(6) 4m50(+3.4) 甲斐　壮吾(6) 4m47(+2.4) 渡部　瑞己(6) 4m34(+2.6) 秦　　伊槻(6) 4m14(+4.1) 木村　建心(6) 4m11(+4.6) 石黒　瑠海征(6) 3m96(+3.4) 上松　俊元(6) 3m82(+0.9)
藤沢ﾘﾄﾙ 公認記録なし 横須賀ﾘﾄﾙ 公認4m34(+1.5) 川崎陸上 公認記録なし 横浜AC 公認記録なし 横浜AC 公認記録なし 葉山ｷｯｽﾞTF 公認4m01(+0.8) ちがさきﾘﾄﾙ 公認記録なし 横須賀ﾘﾄﾙ
赤川　音(5) 51m82 臼倉　海斗(5) 49m10 日比　咲弥(6) 45m92 久保寺　哉斗(6) 45m38 吉田　騎士(5) 42m99 井上　陸(6) 40m35 替地　春陽(5) 38m38 中村　柊平(5) 37m95
横浜AC KPR 横須賀ﾘﾄﾙ KPR 松原ｸﾗﾌﾞ 富士見ｸﾗﾌﾞ 富士見ｸﾗﾌﾞ ちがさきﾘﾄﾙ 横浜AC 相模原陸上教室
佐々木　希(6) 1603点 木寺　嘉晴(6) 1562点 渡邊　悠人(6) 1388点 島雄　尚史(6) 1383点 藤井　幸太郎(5) 1285点 河口　瑛太(6) 1150点 佐藤　重光(5) 1144点 小林　丞(5) 1104点
横須賀ﾘﾄﾙ 横須賀ﾘﾄﾙ YNUS ちがさきﾘﾄﾙ 横浜AC YNUS 明神ｸﾗﾌﾞ 横浜杉田ｸﾗﾌﾞ

エゼ　アマカ(5) 13.90 洪　　鈴和(5) 14.71 鴻田　柚(5) 14.90 佐藤　梨沙(5) 14.91 山田　紗世(5) 15.07 岡崎　愛夏(5) 15.29 長坂　詩織(5) 15.77 喜多　桜子(5) 17.19
横須賀ﾘﾄﾙ SCDAC 箱根ｼﾞｭﾆｱ 庄戸SV YNUS 富士見ｸﾗﾌﾞ 1994寒川 YNUS
矢澤　はな(6) 14.06 荻原　あおい(6) 14.22 加川　美礼(6) 14.29 永井　真心(6) 14.35 髙山　みなみ(6) 14.68 宮原　絵舞(6) 14.72 山口　瑞生(6) 14.76 鈴木　恵(6) 14.82
横須賀ﾘﾄﾙ K.S.D. 横須賀ﾘﾄﾙ YNUS 横浜AC 相模原陸上教室 YNUS ﾊﾋﾟﾈｽAC
丸山　あおい(6) 2:35.91 野中　海音(6) 2:38.06 林　　葉月(6) 2:38.46 村瀬　音々羽(6) 2:39.68 飯髙　里虹(6) 2:41.32 永井　咲弥(5) 2:41.49 渡邉　夏帆(6) 2:41.86 真島　実優(6) 2:42.85
横浜AC ちがさきﾘﾄﾙ 相模原陸上教室 横須賀ﾘﾄﾙ 横浜ｼﾞｭﾆｱ 横須賀ﾘﾄﾙ 相模原陸上教室 木曜ﾗﾝﾅｰｽﾞ
大平　知香(6) 13.30 横瀬　姫由(6) 13.84 出口　萌夏(6) 14.28 後藤　千里(5) 14.30 細谷　愛(6) 14.92 山崎　はるか(6) 14.92 土屋　琴美(6) 15.38 高橋　朱音(6) 15.86
川崎陸上 KPR ﾊﾋﾟﾈｽAC 横須賀ﾘﾄﾙ 川崎陸上 富士見ｸﾗﾌﾞ 明神ｸﾗﾌﾞ 横浜AC KaJAC
横須賀ﾘﾄﾙ 53.48 横浜AC 55.03 K.S.D. 55.60 YNUS 56.25 相模原陸上教室 58.42 箱根ｼﾞｭﾆｱ 58.92 ﾊﾋﾟﾈｽAC 59.84 ちがさきﾘﾄﾙ 1:00.03
釜屋　舞姫(6) 中村　梓音(6) 上坂　蘭(6) 岩倉　雪月花(6) 林　　葉月(6) 荒木　美紅(5) 関野　愛美(6) 下松　映舞(6)
加川　美礼(6) 山本　美空(5) 荻原　あおい(6) 山田　紗世(5) 宮原　絵舞(6) 髙山　美涼(6) 横瀬　姫由(6) 石塚　莉彩(6)
矢澤　はな(6) 髙山　みなみ(6) 齋藤　凪彩(6) 山口　瑞生(6) 齊藤　仁菜(6) 安齋　珠恵(6) 松本　奏那(5) 高畠　夕愛(6)
エゼ　アマカ(5) 加藤　菜々(6) 池田　杏南(6) 永井　真心(6) 細野　美歩(6) 鴻田　柚(5) 鈴木　恵(6) 野中　海音(6)
石原　真咲(6) 1m25 別府　杏子(6) 1m25 横澤　優衣(5) 1m20 飯島　夏音(5) 1m20 塩川　さくら(6) 1m15 髙野　奏(5) 1m10 小林　あい(6) 1m10 山本　美空(5) 1m05
相模原陸上教室 横須賀ﾘﾄﾙ 横須賀ﾘﾄﾙ 横須賀ﾘﾄﾙ 箱根ｼﾞｭﾆｱ 箱根ｼﾞｭﾆｱ ちがさきﾘﾄﾙ 横浜AC

堀　　葵(5) 1m05
横須賀ﾘﾄﾙ

若林　杏果(5) 4m12(+1.0) 立石　花鈴美(5) 3m69(+0.7) 寺崎　蒼菜(5) 3m69(+1.9) 岩本　羽夏(5) 3m46(+0.4) 飯島　まな(5) 3m42(+0.7) 馬立　愛子(5) 3m38(+1.0) 大澤　優波(5) 3m31(+1.0) 北原　唯(5) 3m26(+0.2)
川崎陸上 KaJAC 横須賀ﾘﾄﾙ 横浜AC 横須賀ﾘﾄﾙ 横浜AC 1994寒川 ちがさきﾘﾄﾙ
釜屋　舞姫(6) 4m69(+2.2) 小島　渚(6) 4m13(+1.9) 佐藤　綾奈(6) 4m07(+3.4) 丸山　柊花(6) 4m00(+1.4) 菊地原　理希(6) 3m90(+3.0) 岩永　真子(6) 3m84(+3.4) 古川　姫新(6) 3m72(+5.8) 鈴木　乙羽(6) 3m62(+2.2)
横須賀ﾘﾄﾙ 公認記録なし 鎌倉ﾘﾄﾙ陸上 横須賀ﾘﾄﾙ 公認4m04(+1.7) 川崎陸上 愛川ﾘﾄﾙ 公認3m66(+1.9) 横浜AC 公認3m74(+2.0) 平塚ｼﾞｭﾆｱ 公認3m65(+1.4) ﾁｰﾑﾊﾔﾌﾞｻ 公認3m49(+1.7)

青山　歩生(6) 41m13 中路　花(5) 41m03 斉藤　彩夏(6) 36m13 佐藤　楓(6) 35m20 宇田川　真奈(6) 33m50 冨沢　楓莉(5) 32m72 鈴木　梨乃愛(5) 32m30 清田　美如(5) 31m66
横浜AC 川崎陸上 ちがさきﾘﾄﾙ 明神ｸﾗﾌﾞ ちがさきﾘﾄﾙ ちがさきﾘﾄﾙ 箱根ｼﾞｭﾆｱ 富士見ｸﾗﾌﾞ
加藤　菜々(6) 1854点 安部　優乃(6) 1708点 山口　芽生(6) 1603点 大庭　凜心加(6) 1406点 岩倉　雪月花(6) 1386点 其田　志穂乃(6) 1309点 長谷川　菜緒(6) 1283点 森　　彩夏(5) 936点
横浜AC 相模原陸上教室 横須賀ﾘﾄﾙ SC真鶴 YNUS ちがさきﾘﾄﾙ 横浜AC ﾁｰﾑﾊﾔﾌﾞｻ

予選での県小学生記録 共通女子80mH 13.24 (-2.6) 大平　知香(6)    川崎陸上 凡例  KPR:県小学生記録

14.62(-1.7)-3m85(+2.9)-29m74 14.62(-0.3)-3m55(+2.1)-22m25 14.98(-1.7)-3m92(+2.2)-16m14 17.61(-0.3)-3m44(+2.0)-30m62 15.25(-1.7)-3m69(+2.4)-14m69 19.65(-0.3)-3m38(+3.1)-16m55

10月6日 共通女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

14.24(-0.3)-4m45(+1.8)-33m93

10月6日 共通女子混成競技

14.62(-1.7)-4m05(+2.2)-33m01

10月6日 6年女子走幅跳

10月6日 共通女子800m

10月6日
共通女子80mH

風：-1.4

10月6日 共通女子4x100mR

10月6日 共通女子走高跳

10月6日 5年女子走幅跳

14.29(-1.5)-4m46(+3.3)-32m71 15.18(-1.5)-3m86(+3.0)-35m02 16.16(-1.5)-3m75(+2.3)-40m69 16.92(-1.7)-3m77(+3.2)-36m83

10月6日
6年女子100m

風：-3.7

共通男子混成競技

10月6日 5年男子走幅跳

18.22(-1.7)-3m38(+2.4)-36m67

10月6日
5年女子100m

風：-2.3

16.92(-1.7)-3m69(+2.3)-28m99

共通男子80mH
風：-2.8

10月6日 共通男子4x100mR

16.89(-1.7)-3m86(+2.9)-25m55

10月6日 共通男子走高跳

10月6日 共通男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

14.44(-1.5)-4m10(+2.2)-42m38

10月6日

10月6日
6年男子100m

風：-4.6

10月6日 6年男子走幅跳

8位

10月6日
5年男子100m

風：-2.9

10月6日 共通男子800m

10月6日
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