
日付 種目

堤　大翔(2) 11.17 カルバハル　ケンマチュー(2) 11.45 宮下　凱(1) 11.55 松本　直弥(2) 11.57 佐藤　心(1) 11.59 秋田　明日奏(2) 11.61 小沢　雄統(2) 11.64 加藤　大貴(1) 11.64
春日部東 草加西 昌平 不動岡 昌平 花咲徳栄 杉戸 春日部東
工藤　晴斗(2) 22.41 堤　大翔(2) 22.74 安藤　優貴(2) 22.97 高石　飛翔(2) 22.98 堺　啓樹(2) 22.98 新井　　優輝(1) 22.99 大屋　日人(1) 23.21 門馬　武志(2) 23.57
花咲徳栄 春日部東 花咲徳栄 庄和 越谷西 越谷西 不動岡 越谷北
堺　啓樹(2) 49.77 高石　飛翔(2) 49.87 兒嶋　遥希(2) 50.81 鳩貝　相太(2) 50.82 松本　　海叶(1) 52.18 遠藤　聖也(2) 52.18 池田　憧羽(2) 53.10 新井　　泰輝(1) 53.57
越谷西 庄和 花咲徳栄 昌平 昌平 鷲宮 草加 越谷西
山田　凱斗(2) 1:57.61 須加　彩人(2) 1:57.66 堀江　輝(2) 1:59.68 植木　丈琉(2) 2:00.32 森富　諒(2) 2:00.45 塚原　潤(2) 2:00.59 稲垣　喜一(2) 2:04.03 小澤　隼人(1) 2:06.44
花咲徳栄 花咲徳栄 越谷南 春日部 不動岡 越谷西 春日部 昌平
榎本　蒼空(2) 3:59.45 山田　凱斗(2) 3:59.70 石川　郁弥(2) 4:05.55 森富　諒(2) 4:08.15 小林　侑世(2) 4:10.46 植木　丈琉(2) 4:11.12 生貝　英翔(2) 4:11.97 稲垣　喜一(2) 4:14.07
花咲徳栄 花咲徳栄 花咲徳栄 不動岡 春日部東 春日部 不動岡 春日部
佐々木　大輝(1) 15:12.69 榎本　蒼空(2) 15:16.07 小林　侑世(2) 15:19.81 石川　郁弥(2) 15:21.56 新井　健斗(2) 16:11.31 田川　紘道(2) 16:17.06 土橋　拓実(2) 16:31.19 山﨑　亮汰(2) 16:32.58
花咲徳栄 花咲徳栄 春日部東 花咲徳栄 春日部 春日部東 春日部共栄 三郷北
工藤　晴斗(2) 14.96 西山　兼人(2) 15.22 稲増　翼(2) 16.26 田口　祐一朗(2) 16.29 神　侑晟(2) 16.67 髙山　　優輝(1) 17.36 村山　叶(1) 17.61
花咲徳栄 昌平 昌平 昌平 花咲徳栄 春日部東 春日部東
草野　拓登(2) 54.48 田口　祐一朗(2) 57.19 小島　優哉(2) 57.39 遠藤　昂大(2) 57.58 村山　叶(1) 1:00.43 神　侑晟(2) 1:01.10 森野　駿汰(2) 1:03.03 横塚　昴(2) 1:12.07
春日部東 昌平 越谷北 鷲宮 春日部東 花咲徳栄 昌平 昌平
山田　翔太(2) 9:46.33 若林　隼杜(1) 9:52.96 本廣　真人(1) 10:02.27 生貝　英翔(2) 10:03.85 浦野　康亮(2) 10:21.39 河田　京介(2) 10:22.23 加藤　雄飛(2) 10:22.83 會田　昴生(2) 10:26.45
春日部東 花咲徳栄 春日部 不動岡 蓮田松韻 越谷西 不動岡 花咲徳栄
先﨑　匠(2) 24:23.61 戸井　隆太郎(2) 24:27.25 川村　侑矢(2) 25:55.24 林　敦規(2) 27:00.54 西浦　暖虎(2) 29:59.69 佐藤　生都(1) 30:26.58 黒澤　航汰(1) 30:27.06 石田　大地(1) 33:17.09
春日部 春日部 蓮田松韻 羽生一 栗橋北彩 春日部東 春日部 蓮田松韻
花咲徳栄 42.66 昌平 43.32 越谷西 43.94 春日部東 44.36 春日部 44.42 草加西 44.44 不動岡 44.54 越谷南 44.63
秋田　明日奏(2) 宮下　凱(1) 大學　諒也(2) 馬場　俊太朗(2) 武田　大和(2) 関根　舜(2) 松本　直弥(2) 池田　夢叶(2)
工藤　晴斗(2) 西山　兼人(2) 新井　　優輝(1) 海老原　太陽(1) 杉本　光太(2) 鈴木　佑哉(2) 大屋　日人(1) 関　瑛仁(2)
安藤　優貴(2) 齊木　悠斗(2) 石黒　颯太(2) 加藤　大貴(1) 川鍋　日向汰(2) 中野　耀介(2) 小林　稜(2) 田村　拓人(2)
佐津川　碧空(2) 小野澤　佑(2) 手金　裕嗣(2) 草野　拓登(2) 稲葉　勇樹(2) カルバハル　ケンマチュー(2) 本条　大和(1) 小森谷　太亮(1)
越谷西 3:25.13 昌平 3:25.98 春日部東 3:27.05 花咲徳栄 3:31.06 越谷北 3:35.15 鷲宮 3:37.73 杉戸 3:38.71 獨協埼玉 3:39.73
菊地　康介(2) 松本　　海叶(1) 新井　颯真(2) 内田　雄斗(1) 小島　優哉(2) 遠藤　聖也(2) 白石　蒼威(1) 長谷川　蒼大(2)
石原　颯泰(2) 西山　兼人(2) 草野　拓登(2) 橋本　慶悟(1) 門馬　武志(2) 小林　　那央(1) 安田　怜桜(2) 松本　翼(2)
新井　　優輝(1) 田口　祐一朗(2) 馬場　俊太朗(2) 兒嶋　遥希(2) 西村　侑也(2) 粂原　武蔵(2) 小沢　雄統(2) 中村　亮太(2)
堺　啓樹(2) 鳩貝　相太(2) 堤　大翔(2) 蛭田　公輔(2) 田村　侑聖(2) 遠藤　昂大(2) 高橋　龍紀(2) 大塚　悠真(2)
小野澤　佑(2) 2m00 中村　　楓馬(1) 2m00 安藤　悠都(2) 1m94 山下　優人(1) 1m91 森　悠利(2) 1m85 深川　　直人(1) 1m85 明吉　恭佑(1) 1m85 沼田　祥永(2) 1m80
昌平 昌平 宮代 昌平 花咲徳栄 鷲宮 春日部工 三郷北
倉田　恒輝(2) 4m30 小山　優人(2) 4m30 池田　夢叶(2) 4m20 長谷川　史温(1) 4m10 坂本　陽亮(1) 4m00 小林　稜(2) 3m90 塔山　暖樹(2) 3m60 平野　佑(1) 3m20
草加南 白岡 越谷南 羽生一 久喜工 不動岡 草加南 杉戸
三輪　匠汰郎(2) 6m45(+1.7) 半井　優明(1) 6m43(+2.0) 宮崎　　光太(1) 6m42(+1.6) 松本　直弥(2) 6m19(+1.9) 武田　大和(2) 6m17(+1.6) 原　丞(1) 6m13(+1.7) 園部　翔音(2) 6m13(+1.0) 佐藤　心(1) 6m08(+1.5)
獨協埼玉 花咲徳栄 昌平 不動岡 春日部 昌平 越谷東 昌平
森　悠利(2) 13m21(-0.6) 齋藤　サムエル(1) 13m03(-0.7) 渡部　勘太(2) 12m71(-0.9) 髙橋　利空(1) 12m56(+0.9) 松井　皓(1) 12m49(-0.5) 新島　央喜(2) 12m10(-1.9) 岩田　太陽(1) 12m04(+0.7) 吉野　聡太(2) 12m02(0.0)
花咲徳栄 越谷南 花咲徳栄 花咲徳栄 春日部 不動岡 草加 春日部東
海老原　仁(2) 10m64 杉本　泰生(2) 9m24 坂部　　蓮(1) 9m00 酌河内　康介(1) 8m92 宮下　凱(1) 8m52 瀬山　樹(1) 8m35 森田　一馬(1) 8m34 小倉　翔太(1) 7m37
蓮田松韻 春日部工 越谷西 越谷北 昌平 花咲徳栄 春日部工 越谷東
多田　和弘(2) 31m08 青木　翔司(2) 27m35 安立　晴登(2) 24m57 宮原　昂希(2) 23m50 影山　暁洋(2) 23m39 浅葉　海音(1) 22m80 小泉　拓実(1) 19m28 安田　開(2) 18m81
羽生一 吉川美南 草加西 越ヶ谷 幸手桜 杉戸 越谷北 獨協埼玉
海老原　仁(2) 36m54 難波　真叶(2) 26m11 多田　和弘(2) 20m18 中村　拓人(1) 18m94 森田　一馬(1) 18m51 浅葉　海音(1) 16m71
蓮田松韻 春日部 羽生一 春日部工 春日部工 杉戸
安立　晴登(2) 42m44 栁田　　大樹(1) 39m51 中崎　貴生(2) 35m87 石川　　響世(2) 35m60 新野　歩夢(2) 35m22 藤枝　大夢(2) 34m54 小林　勇飛(2) 34m21 新井　颯真(2) 34m16
草加西 越谷西 獨協埼玉 幸手桜 久喜北陽 白岡 花咲徳栄 春日部東

対抗得点 男子総合 花咲徳栄 150点 昌平 96点 春日部東 70点 春日部 57点 越谷西 49点 不動岡 38点 蓮田松韻 27点 草加西 24点

9月7日  男子ハンマー投(6.000kg)

9月6日  男子やり投(800g)

9月7日  男子三段跳

9月6日  男子砲丸投(6.000kg)

9月7日  男子円盤投(1.750kg)

9月7日  男子走高跳

9月6日  男子棒高跳

9月6日  男子走幅跳

9月6日  男子5000mW

9月6日  男子4X100mR

9月7日  男子4X400mR

9月6日
 男子110mH(1.067m) 

風：-1.0

9月7日  男子400mH(0.914m)

9月7日  男子3000mSC(0.914m)

9月7日  男子800m

9月6日  男子1500m

9月7日  男子5000m

8位

9月6日
 男子100m 

風：-0.9

9月7日
 男子200m 

風：+0.9

9月6日  男子400m

令和３年度新人陸上東部地区大会 
しらこばと運動公園陸上競技場 【113120】 
2021/09/06 ～ 2021/09/07
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