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日付 種目

高　琉斗(3) 11.09(-2.5) 佐藤  新一(3) 11.30(-1.3) 山﨑　天心(3) 11.31(-1.3) 岡村　滉大(3) 11.38(-2.2) 早坂　佑太(3) 11.40(-2.5) 米山　和磨(2) 11.41(-2.2) 板橋　俊(3) 11.45(-1.9) 小笠原　壮琉(2) 11.53(-1.3)

宮崎 衣笠 御幸 日大 宮前平 茅ケ崎 鴨宮 荻野

福井　晴琉(3) 23.20(-3.0) 小山田　隼(3) 23.22(-0.7) 別府　公太郎(3) 23.37(-1.1) 松岡　駿弥(3) 23.39(-2.6) 望月　慶佑(3) 23.41(-2.6) 鶴岡　武(3) 23.45(-0.5) 重泉　祐斗(3) 23.53(-0.5) 大竹　宗太(3) 23.54(-3.0)

箱根 本町 大津 秋葉台 宮前平 川崎高附属 末吉 日吉台

菊田　響生(3) 51.28 青木康太(2) 51.70 沼山　晴音(3) 51.95 中村　光翔(3) 52.47 高田　貫太(3) 52.86 上野　桜大(3) 52.89 枝光　大樹(3) 52.90 別所 元気(3) 53.11

田島 法政第二 光丘 平・神明 茅ヶ崎第一 岡津 浜須賀 浜･旭

向田　泰誠(3) 2:00.31 川村　康太(3) 2:00.47 木村　快(3) 2:01.18 安川　潤也(2) 2:01.27 岡部　優人(3) 2:02.57 荒谷　俊輔(3) 2:03.20 寺村　拓真(3) 2:03.23 鈴木　琥太郎(3) 2:03.77

岡津 西高津 浜･旭 久木 寺尾 白山 西高津 十日市場

貝原　悠里(2) 4:07.50 山田　涼太(3) 4:10.00 門間　蒼大(2) 4:15.70 八木原　想太(3) 4:15.93 津田　莞太(3) 4:16.72 尾ノ下　友亮(3) 4:17.76 藤井　幸太郎(2) 4:18.17 金城　大武(3) 4:18.69

塚越 浜須賀 秋葉台 塚越 生田 十日市場 茅ケ崎 大綱

山田　晃央(3) 8:54.64 小島　宗大(3) 8:56.53 三上　陸空(3) 9:04.74 藤谷　海空斗(3) 9:06.88 徳永　航大(3) 9:14.36 佐上　湘哉(3) 9:23.44 服部　輝空(3) 9:23.48 中村　真力(3) 9:27.09

新田 西高津 岡津 領家 塚越 太洋 浜・橘 綾北

井原　波月(3) 14.79(-1.4) 熊谷　ｴｸﾞｾﾞイｳﾞｨｱ　叶海琉(3) 14.84(-1.4) 佐藤　龍眞(3) 15.04(+0.1) 齋藤　匠(3) 15.12(-1.5) 久保　翔司(3) 15.19(-0.5) 堤　陸透(3) 15.26(-0.5) 古田　智紀(3) 15.33(-0.5) 太田　一希(3) 15.82(-1.4)

上鶴間 大津 生田 鶴ケ峯 中和田 日吉台 桂台 旭が丘

大津 43.04 茅ケ崎 43.72 宮前平 43.92 日吉台 44.09 御幸 44.19 末吉 44.39 日大 44.78 六角橋 44.98

村松　駿平(3) 瀧本　悠幹(3) 松井　元(2) 藤木　琉乃介(3) 伊東　鈴人(2) 長谷川　健太(3) 矢﨑　賢汰(1) 野中　空太(3)

木寺　嘉晴(3) 米山　和磨(2) 望月　慶佑(3) 平山　立(3) 山﨑　天心(3) 重泉　祐斗(3) 岡村　滉大(3) 山﨑　俊行(2)

別府　公太郎(3) 瀧本　悠陽(3) 吉澤　遼太郎(3) 堤　陸透(3) 赤松　陽太(3) 村井田　琥大(3) 越智　叶(2) 豊福　剛志(3)

熊谷　ｴｸﾞｾﾞイｳﾞｨｱ　叶海琉(3) 萩原　遼(3) 早坂　佑太(3) 大竹　宗太(3) 加藤　凜(3) 村山　哲郎(2) 田中　健翔(3) 桜木　香菜人(3)

茅ケ崎 47.34 名瀬 47.46 西高津 47.60 岡津 47.77 都田 47.77 相原 47.87 保土ケ谷 47.91 法政第二 47.99

横山　慶祥(2) 小松　我維(2) 坂本　琥五郎(2) 佐藤　颯人(2) 久保　哉太(2) 田村　和士(2) 栁澤　響喜(2) 坂本一磨(2)

水澤　謙斗(1) 仲　俊輔(1) 佐崎　芳基(1) 佐藤　真叶(1) 佐々木　寛大(1) 長谷川 　達也(1) 大場玲(1) 江田湧翔(1)

小鮒　翔(1) 和田　彗星(1) 椎木　聖(1) 深川　煌平(1) 木竜　誠人(1) 亀　陽希(1) 澤田明慶(1) 瀬戸康介(1)

佐藤　希(2) 上當　修司(2) 竹下　結翔(2) 廣井　大空(2) 佐藤　亘哲(2) 勝野　翔大(2) 後藤　哲平(2) 青木康太(2)

髙橋　海吏(3) 1m87 横山　陽斗(3) 1m84 金子　剛(3) 1m78 冨尾木　健人(3) 1m78 岩澤 巧(3) 1m78 齋藤　颯真(3) 1m78 平岩　夕暉(3) 1m70

北の台 大野北 腰越 洋光台二 緑 西高津 新町

浅野　敦哉(3) 1m70

玉縄

湊　柊生(3) 1m70

鵠沼

深谷　龍司(3) 1m70

川・橘

鍋本　諭志(3) 4m00 林　杏(3) 3m50 松本　遥生(3) 3m40 三浦　奏汰(2) 3m20 野口　光之介(3) 3m20 鶴我　篤季(2) 3m00 加藤  佑弥(2) 3m00

小田 柿生 小田 浦賀 柿生 保土ケ谷 中山

柳内　裕羽(3) 3m00

上菅田

淡路　亮介(3) 6m70(+1.3) 羽咋　遼人(3) 6m23(+1.5) 牧野　航大(3) 6m21(+1.5) 井上　陽斗(3) 6m15(-0.8) 渡部　翔伍(3) 6m11(-1.8) 加藤　凜(3) 6m04(+0.5) 高橋　一颯(3) 6m00(+1.4) 長妻　志曉(3) 5m93(+0.6)

樽町 山内 日吉台 市場 藤塚 御幸 舞岡 すすき野

成田　卓登(3) 12m32 橋本　大輝(3) 12m29 鈴木　捺(3) 12m16 新倉　琉靖(3) 11m76 ギリ　アヌプ(3) 11m51 蝦名  陽大(3) 11m21 小島　平(2) 11m19 井澤　優太(3) 10m96

富士見 保土ケ谷 千代 須・鴨居 上菅田 中山 いずみ野 中和田

田中　元人(3) 2514点 内山　潤太(2) 2509点 甲斐　凰靖(3) 2487点 伊藤　太希(3) 2469点 田村　光聖(3) 2382点 東海　晴(2) 2263点 座間信之介(2) 2198点 根本　裕生(3) 2185点

井田 須・鴨居 西中原 十日市場 山内 厚木 中山 名瀬

4位 5位 6位 7位

第７４回神奈川県中学校陸上競技大会 【21143004】
三ツ沢公園陸上競技場 【142070】
2021/10/02 ～ 2021/10/02

8位

10月2日 中学共通男子100m

10月2日 中学共通男子200m

10月2日 中学共通男子400m

1位 2位 3位

10月2日 中学共通男子800m

10月2日 中学共通男子1500m

10月2日 中学共通男子3000m

10月2日
中学共通男子110mH

(0.914m／9.14m)

10月2日 中学共通男子4X100mR

10月2日 中学低学年男子4X100mR

10月2日 中学共通男子棒高跳

10月2日 中学共通男子走幅跳

10月2日 中学共通男子走高跳

10月2日
中学共通男子砲丸投

(5.000kg)

15.35(-1.0)-10m85-1m66-53.59

10月2日 中学共通男子四種競技

15.89(-0.9)-10m78-1m78-54.45 15.47(+0.6)-10m48-1m69-53.93 15.77(-1.0)-12m28-1m72-56.83 15.30(-0.3)-11m59-1m55-55.99 16.50(-0.3)-10m31-1m66-55.73 16.29(+0.6)-10m29-1m55-55.75 15.78(-0.9)-8m70-1m63-56.73

津國　洋和

西舘　健吾・深谷　昇平

大黑　信貴・野村　香織

石渡　淳史・池田　克行

三橋　政義

國枝　信孝

田口　裕二・宮城　弘之
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第７４回神奈川県中学校陸上競技大会 【21143004】
三ツ沢公園陸上競技場 【142070】
2021/10/02 ～ 2021/10/02

8位1位 2位 3位

津國　洋和

西舘　健吾・深谷　昇平

大黑　信貴・野村　香織

石渡　淳史・池田　克行

三橋　政義

國枝　信孝

田口　裕二・宮城　弘之

エゼ　アマカ(2) 12.66(+0.6) ソック　サラ(3) 13.00(-1.3) 江口　美玲(1) 13.11(-0.7) 高橋　七菜(3) 13.13(-0.7) 石川　彩花(2) 13.18(-1.3) カン髙橋　アディーナ(3) 13.25(-2.7) 岩渕　佑南(3) 13.25(+0.6) 宮坂　海音(3) 13.25(+0.6)

久里浜 綾・城山 大綱 厚木 あかね台 樽町 南毛利 湘光

佐藤　玖子(3) 26.33(-1.4) 吉田　茜(2) 26.34(-1.4) 佐野　晴風(3) 26.94(-0.5) 宮渕　莉沙(3) 26.99(-1.9) 平本　亜実(3) 27.06(-1.9) 谷　 百彩(3) 27.13(-2.3) 洪　鈴和(2) 27.22(-0.5) 櫻井　笙子(2) 27.25(-2.3)

海西 港南 塚越 厚木 鵠沼 中山 依知 塚越

井上　穂奏(1) 2:17.21 百﨑　美杏(3) 2:19.52 山縣　縫(3) 2:19.94 岡﨑　萌々(2) 2:19.98 田久保 きらら(2) 2:22.27 簑田　芽依(3) 2:23.15 前田　二千翔(2) 2:23.80 入倉　心春(3) 2:24.00

山内 犬蔵 寺尾 あかね台 寺尾 鵠沼 追浜 汲沢

鎌田　煌花(3) 4:46.58 伊東　輝恵(2) 4:46.62 丸山　あおい(3) 4:46.74 畑　和希(3) 4:47.42 森　美空(3) 4:48.38 村瀬　音々羽(3) 4:50.92 山下　若奈(3) 4:54.04 草野　美佳子(2) 4:54.07

大沢 鵠沼 浜 浜須賀 山内 大津 潮田 岩井原

秋山　更(3) 14.86(-0.3) 加藤　美都(2) 14.93(-1.8) 横瀬  姫由(3) 14.97(-0.1) 佐野　夏苗(3) 15.02(-0.7) 安部　優乃(3) 15.08(-1.7) 畑　優希(3) 15.22(-1.5) 堀江　杏樹(3) 15.27(-2.1) 梯　恵唯(3) 15.57(-2.1)

根岸 浜･緑が丘 秦野北 鵠沼 新町 浜須賀 西中原 新田

大綱 50.64 鵠沼 50.97 塚越 51.14 港南 51.20 浜須賀 51.26 湘光 51.36 海西 51.58 東山田 51.77

小林　麗那(2) 蓮見　瑠(3) 西川　琴海(3) 三橋　優亜(3) 須藤　凜(3) 井上　天愛(3) 三原　寿々(2) 中嶋　凛(2)

高橋　颯陽子(3) 平本　亜実(3) 櫻井　笙子(2) 三ヶ尻　実悠(2) 畑　和希(3) 宮坂　海音(3) 佐藤　玖子(3) 山本　美空(2)

兒玉　美結(2) 伊藤　はる佳(3) 黒澤　美優(2) 吉田　茜(2) 北山　夏羽(2) 片野　碧海(3) 小椋　あゆ(3) 廣瀬　杏菜(3)

江口　美玲(1) 佐野　夏苗(3) 佐野　晴風(3) 三枝木　結衣(1) 畑　優希(3) 保科　優月(3) 藤澤　果怜(2) 山本　千桜(3)

日吉台 52.89 六角橋 53.03 鵠沼 53.23 豊田 53.56 平・神明 53.62 厚木 53.75 東橘 53.80 藤ヶ岡 53.88

関　千遥(2) 橫内　沙凪(2) 鵜飼　塔子(2) 津留　心音(2) 尾藤　陽菜(2) 岡本　莉子(2) 岩瀬　優希(2) 古澤　夏葉(2)

志村　紗希(1) 笠原　一華(1) 櫻木　莉子(1) 福重　絆蒼(1) 髙山　美莉愛(1) 磯部　未来(1) 高井　萌果(1) 鈴木　暖々花(1)

澤田　心葉(1) 赤峰　菜月(1) 新井　杜和(1) 大宮　詩悠(1) 和田　衣那(1) 梅崎　華菜(1) 伊藤　瑠花(1) 関　和奏(1)

吉田  渚(2) 藤田　早紀(2) 山本　葵(2) 塩谷　香菜(2) 髙梨　倫実(2) 久保　怜那(2) 野村　紗羅(2) 石原　緋乃(2)

菊池　彩文(3) 1m56 中村　菜結(3) 1m53 霜田　明梨(3) 1m53 石原　真咲(3) 1m53 西　未桜(3) 1m53 立石花鈴美(2) 1m50 渡邉　紗妃(3) 1m45 渡部　由唯(2) 1m45

浜・南が丘 高田 万騎が原 麻溝台 新田 松浪 泉 大鳥

篠山　那弥子(3) 5m58(+2.5) 松永　詩織(3) 4m96(+1.0) 古里　優芽(3) 4m89(+1.8) 川端　梨聖(1) 4m84(+1.8) 片野　碧海(3) 4m80(-0.1) 橋本　魅音(3) 4m80(+0.8) 東　愛由来(3) 4m79(+1.9) 小島　渚(3) 4m77(+1.5)

十日市場 公認5m31(+1.4) 文命 新田 梅田 湘光 横須賀学院 引地台 大船

伊藤　日菜子(3) 11m98 横谷　帆乃果(3) 10m73 植木　雲雀(3) 10m59 早乙女　美月(2) 10m55 小野　さくら(3) 10m33 上田　杏佳(3) 10m30 淡路　美空(3) 9m73 叶　結衣(3) 9m64

十日市場 上菅田 新田 あかね台 大和 塚越 塚越 不入斗

半田　瑞姫(3) 2414点 釜屋　舞姫(3) 2366点 大平　知香(3) 2360点 加藤　菜々(3) 2349点 栗原　茜(3) 2289点 藤田　歩夢(2) 2287点 永井　夏帆(3) 2219点 鈴木　バネッサ　ミカエラ(3) 2136点

保土ケ谷 横須賀学院 南河原 希望が丘 新田 保土ケ谷 城郷 井田

対抗得点 男子総合 西高津 25点 岡津 22点 大津 21点 茅ケ崎 20点 塚越 17点 日吉台 15点 小田 14点 宮前平 14点

対抗得点 女子総合 鵠沼 32点 新田 21点 塚越 18点 十日市場 16点 大綱 14点 あかね台 14点 厚木 13点 山内 12点

対抗得点 男女総合 塚越 35点 鵠沼 32.75点 新田 29点 十日市場 25点 西高津 25点 大津 24点 山内 23点 日吉台 23点

10月2日 中学共通女子100m

10月2日 中学共通女子200m

10月2日 中学共通女子800m

10月2日 中学共通女子1500m

10月2日
中学共通女子100mH

(0.762m／8.00m)

10月2日 中学共通女子4X100mR

10月2日 中学低学年女子4X100mR

10月2日 中学共通女子走高跳

10月2日 中学共通女子走幅跳

10月2日
中学共通女子砲丸投

(2.721kg)

16.46(-1.2)-1m55-9m44-28.60(-0.8)

10月2日 中学共通女子四種競技

15.69(+2.2)-1m43-9m07-28.40(-0.8) 15.61(-0.5)-1m43-8m97-28.51(-0.8) 16.04(-1.5)-1m46-9m35-28.71(-0.8) 16.98(-1.2)-1m55-8m45-28.60(-0.8) 16.70(-0.5)-1m58-7m40-28.62(-0.8) 16.45(-1.5)-1m49-7m10-28.29(-0.8) 15.98(+2.2)-1m30-8m15-28.38(-1.2)


