
日付 種目

三井 一輝(3) 10.69 堤 大翔(2) 11.05 工藤 晴斗(2) 11.16 森 航至郎(2) 11.21 黒田 晴斗(3) 11.29 中村 拓翔(3) 11.30 安藤 優貴(2) 11.31 坂田 真之介(2) 11.41
春日部 春日部東 花咲徳栄 春日部 越谷東 昌平 花咲徳栄 昌平
李 奎虎(3) 11.46(+2.0) 鳩貝 相太(2) 11.54(+2.0) 西山 兼人(2) 11.55(-2.1) 北原 琳汰朗(3) 11.66(-2.1) 中村 有輝(3) 11.70(+2.0) 渡部 勘太(2) 11.72(-0.4) 松本 大翔(1) 11.74(-2.0)
花咲徳栄 昌平 昌平 昌平 草加東 花咲徳栄 花咲徳栄

佐津川 碧空(2) 11.74(-0.4)
花咲徳栄

三井 一輝(3) 22.18 野田 葵介(2) 22.45 江口 大裕(3) 22.72 豊嶋 一琉(3) 22.89 安藤 優貴(2) 22.93 齊木 悠斗(2) 23.15 青葉 錬(3) 23.28 鳩貝 相太(2) 23.38
春日部 春日部 草加南 杉戸 花咲徳栄 昌平 越谷西 昌平
万木 大夢(3) 49.05 野田 葵介(2) 49.71 豊嶋 一琉(3) 49.94 江口 大裕(3) 50.20 鈴木 志晏(2) 51.39 堺 啓樹(2) 51.47 斎藤 光起(3) 51.89 高石 飛翔(2) 53.88
昌平 春日部 杉戸 草加南 花咲徳栄 越谷西 越ヶ谷 庄和
須藤 遼(3) 1:56.47 荒木 陸空(3) 1:57.78 野呂  日向汰(3) 1:58.24 古矢 蓮(3) 1:58.58 須加 彩人(2) 1:59.15 山田 凱斗(2) 2:00.30 坂上 遥祐(3) 2:01.59 堀江 輝(2) 2:02.02
春日部 越谷北 鷲宮 蓮田松韻 花咲徳栄 花咲徳栄 越ヶ谷 越谷南
上野 隼弥(3) 3:59.74 飯山 翔(3) 4:01.01 石川 郁弥(2) 4:02.63 小笠原 壮良(3) 4:04.63 伊藤 幸太郎(3) 4:05.93 西井戸 快(2) 4:08.30 小林 侑世(2) 4:08.31 植木 丈琉(2) 4:09.61
花咲徳栄 不動岡 花咲徳栄 昌平 春日部 花咲徳栄 春日部東 春日部
磯部 耀太(1) 9:10.84 松山 潤(1) 9:15.74 藤井 智也(1) 9:24.99 須佐 栄太(2) 9:28.75 礒野 亘(3) 9:35.15 横田 覇空斗(1) 9:41.12 逸見 理功(1) 9:41.18 園田 青空(2) 9:42.77
花咲徳栄 花咲徳栄 花咲徳栄 春日部共栄 春日部 花咲徳栄 花咲徳栄 春日部
小笠原 壮良(3) 14:58.19 生駒 直幸(3) 15:11.19 内田 直希(3) 15:23.10 伊藤 幸太郎(3) 15:23.85 榎本 蒼空(2) 15:28.53 佐々木 大輝(1) 15:37.69 小林 侑世(2) 15:38.51 飯山 翔(3) 15:45.25
昌平 花咲徳栄 春日部 春日部 花咲徳栄 花咲徳栄 春日部東 不動岡
工藤 晴斗(2) 15.30 西山 兼人(2) 15.39 伊藤 慎太郎(3) 15.57 土橋 拓和(3) 15.98 染谷 捷太(3) 16.02 日下部 功弥(3) 16.04 田口 祐一朗(2) 16.15 澁谷 歩夢(3) 16.23
花咲徳栄 昌平 昌平 越ヶ谷 春日部東 不動岡 昌平 久喜北陽
石田 蒼空(3) 55.80 草野 拓登(2) 55.95 日下部 功弥(3) 56.18 田口 祐一朗(2) 56.27 黛 渓太(3) 57.16 松本 剛(3) 59.60 神 侑晟(2) 1:00.35
春日部共栄 春日部東 不動岡 昌平 春日部東 花咲徳栄 花咲徳栄
山田 翔太(2) 9:53.76 平林 樹(3) 9:56.29 若林 凌汰(3) 10:01.16 浅見 咲哉(3) 10:10.35 相楽 理央(3) 10:10.43 新井 健斗(2) 10:15.19 生貝 英翔(2) 10:19.30 星野 信玄(3) 10:21.90
春日部東 春日部 花咲徳栄 越谷北 花咲徳栄 春日部 不動岡 蓮田松韻
山本 靜空(3) 23:55.05 移川 玄徳(3) 24:02.47 三上 司(3) 24:19.04 滝田 格一朗(3) 24:45.65 金子 幸世(3) 24:51.23 川村 侑矢(2) 24:52.98 飯高 史章(3) 28:07.66
春日部東 春日部 宮代 春日部 羽生一 蓮田松韻 春日部
戸井 隆太郎(2) 24:10.85 先﨑 匠(2) 24:30.93
春日部 春日部
昌平 43.21 花咲徳栄 43.22 春日部東 43.34 越谷西 43.99 杉戸 44.75 不動岡 44.99 羽生一 45.08
坂田 真之介(2) 早川 栄作(3) 長田 昴己(3) 大學 諒也(2) 土屋  匠登(3) 松本 直弥(2) 長谷川 史温(1)
中村 拓翔(3) 安藤 優貴(2) 堤 大翔(2) 武藤 和樹(3) 阪谷  倭(3) 大谷 一心(3) ワタナベ 太一(3)
北原 琳汰朗(3) 工藤 晴斗(2) 草野 拓登(2) 海老原 彦輝(3) 門井  伶都(3) 小林 稜(2) 永嶋 心翔(3)
齊木 悠斗(2) 佐々木 悠真(3) 染谷 捷太(3) 手金 裕嗣(2) 豊嶋 一琉(3) 日下部 功弥(3) 峰岸 慧(3)
昌平 3:21.96 花咲徳栄 3:22.98 春日部東 3:25.13 越谷西 3:25.30 越ヶ谷 3:28.48 鷲宮 3:29.38 獨協埼玉 3:29.84 春日部 3:29.92
楢本 雄貴(3) 松本 剛(3) 黛 渓太(3) 堺 啓樹(2) 伊澤 和真(3) 遠藤  聖也(2) 岡田 和樹(3) 佐竹 蒼人(3)
万木 大夢(3) 兒嶋 遥希(2) 草野 拓登(2) 武藤 和樹(3) 斎藤 光起(3) 野呂  日向汰(3) 三浦 樹(3) 野田 葵介(2)
渡辺 大晟(3) 鈴木 志晏(2) 染谷 捷太(3) 石原 颯泰(2) 土橋 拓和(3) 舟木  優流(3) 松本 翼(2) 森 航至郎(2)
西山 兼人(2) 松崎 僚輝(3) 堤 大翔(2) 青葉 錬(3) 坂上 遥祐(3) 遠藤  昂大(2) 橋本 光生(2) 須藤 遼(3)
角田 リコ(3) 2m00 安藤 悠都(2) 1m93 小野澤 佑(2) 1m93 山下 優人(1) 1m90 森 悠利(2) 1m90 橋本 峻(3) 1m85 地木樂 千聖(3) 1m80
八潮 宮代 昌平 昌平 花咲徳栄 昌平 越谷総技

渡邊 一輝(3) 1m90
草加西

古澤 俊介(3) 4m30 小山 優人(2) 4m20 倉田 恒輝(2) 4m20 長谷川 史温(1) 4m00 今田 望天(3) 3m80 坂本 陽亮(1) 3m60 土屋  匠登(3) 3m60
越谷南 白岡 草加南 羽生一 八潮 久喜工 杉戸

小林 稜(2) 3m60
不動岡

岩崎 裕太(2) 6m86(0.0) 染谷 捷太(3) 6m53(0.0) 森本 輝琉(3) 6m45(+1.2) 野口 健太(3) 6m42(-0.7) ワタナベ 太一(3) 6m31(0.0) 川嶋 椋(3) 6m30(-0.6) 佐藤 汰祉(2) 6m25(-0.7) 武石 斗真(3) 6m21(+1.2)
八潮 春日部東 杉戸農 昌平 羽生一 昌平 越谷東 草加東
川嶋 椋(3) 6m17(-1.8) 野口 健太(3) 6m11(-1.4)
昌平 昌平
森 悠利(2) 14m16(+1.0) 岩崎 裕太(2) 14m04(+2.5) 中村 拓翔(3) 13m81(+0.8) 木暮 結平(3) 13m47(+0.3) 角田 リコ(3) 13m40(+1.1) 大谷 一心(3) 13m38(+1.9) 九法 恒太(3) 13m11(+0.4) 岩澤 昇吾(3) 12m87(+1.4)
花咲徳栄 八潮 公認13m94(-0.1) 昌平 草加 八潮 不動岡 春日部工 昌平
阿南 渉真(3) 14m97 小山 皓幹(3) 12m94 新井 真輝心(3) 12m10 小林 聖也(3) 11m82 鈴木 晃誠(3) 11m40 松村 祥吾(3) 10m98 山本 愛斗(3) 10m97 石井 零(3) 10m46
羽生実 栗橋北彩 久喜工 越谷総技 栗橋北彩 花咲徳栄 久喜北陽 三郷北
阿南 渉真(3) 38m47 小山 皓幹(3) 36m07 ズッシ 怜旺(3) 34m39 山﨑 利明(3) 32m05 小林 聖也(3) 31m91 西田 尚也(3) 31m77 多田 和弘(2) 30m48 山影 瑠風(3) 29m15
羽生実 栗橋北彩 杉戸 草加南 越谷総技 春日部東 羽生一 草加南
阿南 渉真(3) 53m75 田頭 恵悟(3) 45m29 西田 留唯(3) 41m84 鈴木 晃誠(3) 38m76 長島 輝斗(3) 36m92 岡田 大翔(3) 34m20 小山 皓幹(3) 32m76 海老原 仁(2) 31m76
羽生実 越谷西 羽生実 栗橋北彩 栗橋北彩 越谷西 栗橋北彩 蓮田松韻
松村 祥吾(3) 53m27 田中  翔(3) 47m90 山口 わと(3) 44m33 別井  柊哉(3) 44m22 小林 夢明(3) 43m39 地木樂 千聖(3) 42m90 野口 生(3) 42m48 小久保 秀紀(3) 40m38
花咲徳栄 鷲宮 春日部共栄 鷲宮 八潮南 越谷総技 杉戸農 昌平
野口 健太(3) 4769点 新井 颯真(2) 4105点 太田 蒼志(3) 4021点 小久保 秀紀(3) 3988点 蛭田 公輔(2) 3837点 境 ディラン(3) 3727点 栁本 裕貴(2) 3647点 橋本 匠海(2) 3349点
昌平 春日部東 春日部東 昌平 花咲徳栄 三郷 羽生一 花咲徳栄

対抗得点 男子総合 花咲徳栄 118.5点 昌平 107点 春日部 84点 春日部東 77点 八潮 31点 羽生実 30点 栗橋北彩 29点 不動岡 26.5点

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし

5位 6位 7位 8位

4月24日
男子100m 
風：-1.0

4月23日 オープン男子100m

令和３年度学校総合東部地区 【0】 
しらこばと運動公園競技場 【113120】 
2021/04/23 ～ 2021/04/25

1位 2位 3位 4位

4月25日
男子200m 
風：-2.3

4月23日 男子400m

4月25日 男子800m

4月23日 男子1500m

4月25日 オープン男子3000m

4月24日 男子5000m

4月25日
男子110mH(1.067m) 

風：-0.9

4月24日 男子400mH(0.914m)

4月25日 男子3000mSC(0.914m)

4月23日 男子5000mW

4月23日 オープン男子5000mW

4月24日 男子4X100mR

4月23日 男子棒高跳

4月23日 男子走幅跳

4月25日 男子4X400mR

4月24日 男子走高跳

4月25日 少年男子走幅跳

4月25日 男子三段跳

4月24日 男子砲丸投(6.000kg)

4月23日 男子円盤投(1.750kg)

4月25日 男子ハンマー投(6.000kg)

4月24日 男子やり投(800g)

11.74(-0.6)-6m47(+1.2)-9m95-52.63

16.70(-1.4)-37m55-1m70-4:55.16

4月23日 
～24日

男子八種競技
12.10(-0.6)-5m74(+1.2)-6m76-53.83

20.32(-1.4)-38m55-1m75-4:41.18

11.74(+0.2)-5m53(+1.0)-9m07-53.81

17.73(-0.9)-28m98-1m55-5:11.90

11.98(-0.6)-5m83(+3.1)-7m96-54.62

18.93(-1.4)-39m20-1m45-4:55.99

11.76(+0.2)-5m89(-0.7)-6m67-52.97

20.28(-0.9)-30m29-1m45-4:49.50

11.67(+0.2)-5m37(+1.0)-6m68-51.95

19.41(-0.9)-17m71-1m55-4:55.63

11.66(-0.6)-5m69(+1.4)-5m84-56.39

18.03(-0.9)-31m62-1m65-5:57.07

11.72(-0.6)-5m25(+0.8)-6m93-57.03

19.19(-1.4)-20m50-1m40-5:13.11


