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日付 種目

大津　康太(1) 11.57 小鉄　一樹(1) 12.11 橋本　優真(1) 12.13 安藤　健大(1) 12.29 鈴川　右敬(1) 12.31 メリット カイル ケイラン(1) 12.39 徳竹　優太(1) 12.56 森　宗一朗(1) 12.79

川崎有馬 衣笠 宮内 早渕 宮崎 菅田 相模原旭 大津

佐々木　寛大(2) 11.04 大滝　航(2) 11.07 磯野　航平(2) 11.51 入澤　悠聖(2) 11.56 五十嵐　 圭佑(2) 11.62 兒玉　悠輔(2) 11.67 藤井　藍斗(2) 11.67 植村　雄飛(2) 11.69

都田 NES,GR 中島 NES,GR 東名 初声 六ツ川 相模原田名 上溝 川崎有馬

米山　和磨(3) 10.65 石井　一真(3) 11.06 坂本　琥五郎(3) 11.08 竹内　嵩真(3) 11.08 井上　大河(3) 11.17 近藤　琉章(3) 11.19 石川　桂都(3) 11.32 石丸　達也(3) 11.35

茅ケ崎 西本郷 西高津 栗田谷 港南 南大師 江陽 玉縄

米山　和磨(3) 21.58 村上　祥太郎(3) 22.13 竹内　嵩真(3) 22.54 高城　幸太郎(3) 22.68 石丸　達也(3) 22.69 井上　大河(3) 22.86 根本　祐(3) 23.47

茅ケ崎 藤沢六会 栗田谷 大正 玉縄 港南 伊勢原中沢

青木康太(3) 50.22 越智　叶(3) 50.61 三木  龍之介(3) 52.01 勝野　翔大(3) 52.17 松田　琉唯(3) 52.77 黒澤　昊(3) 52.79 吉田　明暉(3) 53.13 溝川　達生(3) 53.51

法政第二 NES 日大 NES 川崎 相原 横浜田奈 公郷 すすき野 三崎

山本　祐貴(3) 1:59.73 鈴木　創羽(3) 2:00.13 小林　歩夢(3) 2:00.76 須田　勝也(3) 2:01.45 中村　悠真(3) 2:02.15 小沼　虎白(3) 2:02.97 鈴木　来絆(3) 2:06.80

藤沢第一 NES 南下浦 NES 岡村 酒匂 六角橋 浜須賀 海老名有馬

酒井　大空(1) 4:46.37 二本木　真輝(1) 4:47.07 髙尾　碧生(1) 4:47.13 後藤　幹翔(1) 4:47.14 坂元　誠規(1) 4:49.40 石井　遥賀(1) 4:53.74 後藤　大晴(1) 4:54.67 角田　寛維(1) 4:54.75

川中島 公郷 金旭 日大藤沢 厚木相川 国府津 湘光 南生田

貝原　悠里(3) 4:04.93 門間 蒼大(3) 4:05.02 山本　祐貴(3) 4:10.63 帶刀　唯(3) 4:16.13 山口幸太郎(3) 4:17.02 相原　蓮(3) 4:17.02 藤　光貴(2) 4:17.55 杉山　旦(3) 4:18.12

塚越 NES 秋葉台 NES 藤沢第一 国府津 横浜旭 太洋 大正 横国大附鎌倉

貝原　悠里(3) 8:55.76 伊藤　優喜(3) 8:59.43 門間 蒼大(3) 9:12.84 藤井　幸太郎(3) 9:14.12 林　優太郎(3) 9:14.60 帶刀　唯(3) 9:15.28 潟山　倖太(3) 9:22.48 鈴木　啓斗(3) 9:23.29

塚越 NES 横浜田奈 秋葉台 茅ケ崎 茅ケ崎 国府津 汲沢 大津

村上　祥太郎(3) 14.20 古賀　ｼﾞｪﾚﾐｰ(3) 14.42 井上　翔斗(3) 14.55 林　櫂央(3) 14.79 杉浦　周(3) 15.16 栁澤　響喜(3) 15.19 元久　伊織(3) 15.23

藤沢六会 NES 保土ケ谷 NES 湘光 NES 十日市場 NES はるひ野 保土ケ谷 西高津

北の台 49.05 南下浦 49.36 茅ヶ崎第一 49.47 東山田 50.32 川崎有馬 50.40 向丘 50.81 玉縄 50.88 円蔵 51.19

宮　佑吏(1) 成田　尊人(1) 小栗　士門(1) 小川　真幸 (1) 髙橋　蒐(1) 佐藤　一帆(1) 吉岡　朝陽(1) 石井　信行(1)

戸島　龍之助(1) 吉田　一葵(1) 八懸　太陽(1) 本間　紫苑(1) 小林　羚人(1) 廣﨑　雄飛(1) 田中　恒輝(1) 長吉　寛太(1)

曽根　康太(1) 藤平　海風(1) 鈴木　志駿(1) 桑本　侍輝 (1) 税田　歩(1) 渡辺　怜(1) 田中　樹生(1) 大和田比蕗(1)

阪本　蓮(1) 大倉　想介(1) 関谷　大樹(1) 岡本　海莉(1) 大津　康太(1) 田中　陸來(1) 森内　湊(1) 近藤　瑠威(1)

厚木 43.06 茅ケ崎 43.40 平間 43.66 岡津 43.94 稲田 44.01 西高津 44.02 藤沢六会 44.17

久保　怜唯(3) 横山　慶祥(3) 石井　佑典(3) 廣井　永空(3) 福島　蕾斗(2) 大野　翔栄(3) 郡司　直輝(2)

中村　凌(3) 小鮒　翔(2) 大竹　正樹(3) 廣井　大空(3) 奥村　悠駕(3) 坂本　琥五郎(3) 玉川　聖皓(3)

松島　春樹(3) 佐藤　希(3) 阿部　聖士(3) 佐藤　颯人(3) 鈴木　健将(3) 元久　伊織(3) 櫛田　裕太(3)

東海　晴(3) 米山　和磨(3) 髙橋　光祐(3) 末宗　凌太(3) 石橋　快琉(3) 竹下　結翔(3) 村上　祥太郎(3)

内山　潤太(3) 1m88 井倉　大凱(3) 1m82 東海　晴(3) 1m79 八田　晃輝(3) 1m76 鈴木　澪穏(3) 1m76 旭　時生(3) 1m73 細谷　陸(3) 1m73

横須賀鴨居 NES 富士見 厚木 井田 南毛利 山内 戸塚

金子　皓介(3) 1m76

平塚神明

加藤　佑弥(3) 3m80 三浦　奏汰(3) 3m60 金城　智也(3) 3m40 水谷　蓮(3) 3m40 油井　一樹(3) 3m30 文山　颯斗(2) 3m20 安藤　輝(2) 3m20 佐藤　和音(3) 3m10

中山 浦賀 小田 浦賀 柿生 小田 保土ケ谷 横国大附鎌倉

島村　朋幸(1) 5m35(+2.4) 小川　優維(1) 5m30(+2.4) 原　龍ノ介(1) 5m29(+3.1) 小林　平良(1) 5m26(+1.8) 首藤　聡汰(1) 5m22(+1.4) 末永　達也(1) 5m14(+3.1) 鈴木　心也(1) 5m10(+3.3) 齋藤　幸太(1) 4m94(+2.9)

小田 公認5m18(+0.8) 宮内 公認5m06(+1.7) 二宮西 公認5m17(+1.3) 江陽 つきみ野 奈良 公認4m98(+0.9) 栗原 公認5m08(+2.0) 川和 公認4m52(+1.6)

光井 涼真(3) 6m62(+2.0) 栁澤　響喜(3) 6m45(+1.4) 石井　佑典(3) 6m24(+3.1) 竹澤　　歓(3) 6m16(+2.3) 来住南　太心(3) 6m15(+2.0) 佐藤　希(3) 6m11(+1.7) 大西　温心(3) 6m10(+1.7) 原　結人(3) 5m95(+0.9)

秋葉台 NES 保土ケ谷 平間 公認5m53(+0.9) 栗原 公認5m92(+2.0) 川崎橘 茅ケ崎 三崎 宮前平

小島　平(3) 13m00 境　春睦(3) 12m23 泉ﾓﾝｶﾀﾞ　漣音(3) 11m93 堀江　義人(3) 11m79 菅家　琥太郎(3) 11m60 湯浅　皓太(3) 11m55 宮腰　了輔(3) 11m25 菊池　将翔(3) 10m99

いずみ野 NES 宮前平 神田 金旭 生田 港南 岩井原 南生田

内山　潤太(3) 2913点 座間　信之介(3) 2588点 東海　晴(3) 2490点 井上　翔斗(3) 2392点 後藤　哲平(3) 2267点 槻田　蓮(2) 2061点 髙橋　励(3) 2052点 岡　潤之佑(3) 2029点

横須賀鴨居 NES,GR 中山 NES 厚木 湘光 保土ケ谷 中川西 西中原 向丘

凡例  YC:警告 NES:全国標準記録 NES:全国標準記録 GR:大会記録

16.19(+0.6)-10m32-1m74-58.26 16.32(+1.1)-8m70-1m50-55.81 16.56(+2.2)-8m20-1m55-55.54 17.52(+0.4)-9m27-1m55-55.2215.21(+0.4)-13m29-1m89-52.60

7月21日 男子共通四種競技

15.16(+1.1)-10m92-1m68-52.83

7月21日 男子共通4X100mR

15.36(+2.2)-9m73-1m74-54.07 15.04(+0.6)-9m32-1m65-55.03

7月18日 男子1年走幅跳

7月21日 男子共通走幅跳

7月18日 男子共通砲丸投(5.000kg)

7月21日 男子共通3000m

7月18日 男子共通走高跳

7月18日 男子共通棒高跳

7月18日
男子共通110mH
(0.914m／9.14m) 

風：+1.9

7月21日 男子1年4X100mR

7月21日 男子共通800m

7月18日 男子1年1500m

7月18日 男子共通1500m

7月18日
男子3年100m 

風：+2.1

7月21日
男子共通200m 

風：+2.2

7月18日 男子共通400m
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7月18日
男子1年100m 

風：+0.6

7月18日
男子2年100m 

風：+0.9
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西舘 健吾　・　深谷 昇平

津國　洋和

田口 裕二　・　宮城　弘之

國枝 信孝

三橋 政義　・　大髙 幸二

大場 一子　・　石渡 淳史

大黑 信貴　・　野村 香織

吉永　ひまり(1) 12.05 松野　玲来(1) 12.73 緑川　愛夏(1) 12.89 嶋中　心優(1) 13.07 塩川　千亜希(1) 13.08 横須賀　さら(1) 13.08 石川　結愛(1) 13.27 和田　唯実(1) 13.37

御幸 東海大相模 川崎橘 相洋 YC 西柴 井田 川中島 港南

江口　美玲(2) 12.35 星澤　綾音(2) 12.44 大竹　風愛莉(2) 12.46 折原　凜(2) 12.49 望月　美希(2) 12.51 磯部　優衣(2) 12.76 堀　万葉香(2) 12.83 芳賀　優(2) 12.98

大綱 NES 岡本 NES 万騎が原 NES 向丘 NES 茅ケ崎 NES 大師 松林 羽鳥

エゼ　アマカ(3) 12.23 喜多　桜子(3) 12.32 棚田　恵愛(3) 12.48 芳賀　恵夏(3) 12.51 石川　彩花(3) 12.52 洪　鈴和(3) 12.52 山本　美空(3) 12.65 吉田　茜(3) 12.70

久里浜 NES 川崎橘 NES 川崎橘 NES 東林 NES あかね台 NES 依知 NES 東山田 港南

江口　美玲(2) 25.50 折原　凜(2) 25.51 洪　鈴和(3) 25.83 望月　美希(2) 25.86 大木 優奈(3) 26.02 石川　彩花(3) 26.16 篠原　美羽(2) 26.23 吉田　茜(3) 26.34

大綱 向丘 依知 茅ケ崎 慶應藤沢 あかね台 湘光 港南

村松　帆乃美(1) 2:27.15 山下　想和(1) 2:28.46 依田　彩愛(1) 2:29.00 神谷　陽乃(1) 2:31.24 小野　愛凛(1) 2:31.72 新井　璃桜(1) 2:32.44 中田　実香(1) 2:32.53 西邑　伊央(1) 2:43.44

上溝 小田原城山 横浜田奈 鴨宮 横須賀学院 中野島 久木 麻生

岡崎　萌々(3) 2:16.88 伊東　輝恵(3) 2:21.89 田久保 きらら(3) 2:23.40 村井　菊理(3) 2:23.81 山崎　夢花(3) 2:26.41 前田　二千翔(3) 2:32.29

あかね台 鵠沼 寺尾 久里浜 汲沢 追浜

岡崎　萌々(3) 4:42.34 井上　穂奏(2) 4:45.04 河合　春奈(3) 4:45.79 伊東　輝恵(3) 4:48.56 佐藤　美緒(2) 4:49.23 草野　美佳子(3) 4:51.26 吉川　つぼみ(3) 4:51.59 村井　菊理(3) 4:51.88

あかね台 山内 東山田 鵠沼 国府津 岩井原 南郷 久里浜

加藤　美都(3) 14.08 大継　想瑠(3) 14.61 品川　心寧(3) 14.64 近藤　優羽(2) 14.73 馬場　幸子(3) 14.91 渡邊　菜乃(3) 14.92 横澤　優衣(3) 15.04 相川　美羽(3) 15.07

横浜緑が丘 秦野南 中山 大庭 西本郷 高津 久里浜 川崎橘

川中島 54.26 稲田 54.74 日吉台 54.82 中山 54.86 大津 55.50 横浜田奈 55.55 万騎が原 55.91

竹田　百花(1) 沢谷　美思(1) 吉川　果凛(1) 勝岡 茉小乃(1) 鈴木　優里菜(1) 柳　琴都(1) 菅野　理央(1)

石川　結愛(1) 影山　絢音(1) 小笠原　美羽(1) 猪膝　奈乃(1) 髙塚　永美(1) 福丸　結(1) 細矢　侑花(1)

栗田　実優(1) 加賀屋　純麗(1) 前田　愛芽(1) 大岩 祐佳里(1) 菊池　真衣佳(1) 後藤　瑠璃子(1) 神前　莉瑚(1)

神矢　愛姫(1) 水谷　心花(1) 小寺　琉那(1) 田中　彩音(1) 小谷　佳音(1) 佐藤　陽(1) 福﨑　叶奈(1)

港南 49.68 茅ケ崎 50.15 東山田 50.16 東橘 50.24 久里浜 50.31 厚木 50.43 大綱 50.61 御幸 56.27

和田　唯実(1) 小林　あおい(2) 中嶋　凛(3) 栗本　実紅(3) 小峰　波琉(2) 磯部　未来(2) 川口　翠(3) 泉﨑　友莉(2)

吉田　茜(3) 萩原　朱音(2) 山本　美空(3) 岩瀬　優希(3) 横澤　優衣(3) 久保　怜梛(3) 小林　麗那(3) 吉永　ひまり(1)

三ヶ尻　実悠(3) 田邊　葉月(3) 川越　瑚々(3) 大野　美碧(3) 池本　唯愛(2) 塩塚　実里(3) 兒玉　美結(3) 若林　杏果(3)

三枝木　結衣(2) 望月　美希(2) 大脇　心愛(3) 野村　紗羅(3) エゼ　アマカ(3) 濱田　蒼(3) 江口　美玲(2) 宮崎　リオ(3)

鴨田　るな(2) 1m57 長尾歩美(3) 1m54 藤田　歩夢(3) 1m54 藤間　友理子(2) 1m54 安丸　愛菜(2) 1m51 山本　水稀(3) 1m48 中村　満里奈(3) 1m48

相模原旭 いずみ野 保土ケ谷 下福田 御所見 滝の沢 旭陵

元木　実花(3) 1m48

川崎有馬

前田　愛芽(1) 4m44(+1.7) 小林　奈央(1) 4m39(+1.6) 藤巻　一華(1) 4m38(+3.1) 岡　美優(1) 4m36(+2.0) 大岩 祐佳里(1) 4m33(+1.5) 遠山　桃(1) 4m32(+1.8) 青木　愛奈(1) 4m32(+3.6) 熊谷　凜華(1) 4m28(+1.8)

日吉台 生田 藤沢六会 公認4m31(+2.0) 柿生 中山 若草 岡村 公認4m15(+0.7) 伊勢原

川端　梨聖(2) 5m29(+1.0) 齊藤　葵(2) 5m29(+1.5) 後藤　千里(3) 5m28(+0.6) 酒井　珂璃那(2) 5m08(+2.1) 飯島　まな(3) 5m06(+0.9) 宮内　日菜(3) 4m80(+2.2) 渡邊　菜乃(3) 4m76(+5.3) 松本　奏那(3) 4m75(+4.8)

梅田 犬蔵 平 愛川中原 公認5m02(+1.5) 野比 宮前平 公認4m70(+1.6) 高津 公認記録なし 渋沢 公認4m58(+1.9)

福澤　美空(2) 11m82 早乙女　美月(3) 11m64 片岡　心(1) 11m31 三根　伊織(3) 10m77 青柳　桜芽(3) 10m76 小出　ののか(2) 10m54 飯島　夏音(3) 10m40 藤田　愛海(3) 10m36

横浜緑が丘 あかね台 横浜田奈 中山 南林間 保土ケ谷 野比 塚越

三ヶ尻　実悠(3) 2628点 藤田　歩夢(3) 2600点 岩瀬　優希(3) 2437点 兒玉　美結(3) 2384点 馬場　幸子(3) 2330点 吉田　帆乃夏(3) 2294点 川端　梨聖(2) 2237点 穴久保　莉心(2) 2229点

港南 保土ケ谷 東橘 大綱 西本郷 横浜緑が丘 梅田 万騎が原

凡例  YC:警告 NES:全国標準記録 NES:全国標準記録 GR:大会記録

16.17(+1.6)-1m52-5m93-28.09(-2.3)14.99(+1.9)-1m61-7m91-28.19(-2.3) 15.66(+0.1)-1m43-9m02-27.49(-2.3) 15.59(+0.1)-1m40-8m79-27.68(-2.3) 14.98(+1.2)-1m30-8m77-28.03(-2.3) 15.54(+1.0)-1m30-9m71-28.36(-2.3) 16.78(+1.6)-1m46-8m46-28.28(-2.3)

7月18日 女子共通走幅跳

7月18日 女子共通砲丸投(2.721kg)

15.30(+1.3)-1m52-9m11-27.01(-2.3)

7月21日 女子共通四種競技

7月18日 女子共通走高跳

7月21日 女子1年走幅跳

7月18日
女子共通100mH
(0.762m／8.00m) 

風：+2.2

7月21日 女子1年4X100mR

7月21日 女子共通4X100mR

7月21日 女子1年800m

7月21日 女子共通800m

7月18日 女子共通1500m

7月18日
女子2年100m 

風：+1.5

7月18日
女子3年100m 

風：+1.6

7月21日
女子共通200m 

風：+2.4

7月18日
女子1年100m 

風：+2.1


