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男子 平成20年度　学校総合体育大会　兼　関東高校陸上競技対抗選手権大会予餞会 平成20年5月9日～12日 跳躍審判長 中田　次夫 招集審判長 日下部　秀一

投擲審判長 高木　英朗 記録主任 皆川　和久
日付 種目

5/10 男子100m 神田　祥明 (3) 10.92 白鳥　優斗 (3) 10.98 友光　駿 (3) 11.00 齋藤　隼也 (3) 11.03 橋本　歩 (3) 11.06 内海　健太 (3) 11.09 堅木　寿人 (2) 11.10 阿曽　豊 (3) 11.22

風:+1.0 埼玉：飯能南 埼玉：不動岡 埼玉：武南 埼玉：東京農大三 埼玉：熊谷西 埼玉：埼玉栄 埼玉：西武文理 埼玉：入間向陽

5/11 男子200m 齋藤　隼也 (3) 21.67 神田　祥明 (3) 21.72 石井　祐人 (3) 21.97 嘉山　大介 (3) 22.08 白鳥　優斗 (3) 22.28 内海　健太 (3) 22.30 山﨑　雄太 (3) 22.56 富樫　太樹 (2) 22.63

風:+1.6 埼玉：東京農大三 埼玉：飯能南 埼玉：武蔵越生 埼玉：深谷商 埼玉：不動岡 埼玉：埼玉栄 埼玉：春日部 埼玉：武南

5/9 男子400m 石井　祐人 (3) 0.48.17 岡安　裕紀 (3) 0.48.84 中島　雅達 (3) 0.49.22 丹野　陽介 (3) 0.49.75 柳澤　純太 (2) 0.49.94 池田　和也 (3) 0.50.46 村上　勇二 (2) 0.50.56 小縣　良平 (2) 0.50.58

埼玉：武蔵越生 埼玉：不動岡 埼玉：松山 埼玉：埼玉栄 埼玉：市立浦和 埼玉：飯能 埼玉：松山 埼玉：蕨

5/11 男子800m 花島　昂己 (3) 1.55.05 中島　雅達 (3) 1.55.84 市川　雅 (1) 1.56.32 坂庭　大輝 (2) 1.56.56 内山　浩貴 (2) 1.56.96 吉永　翼 (3) 1.57.07 荒井　智博 (3) 1.57.66 原　健太 (3) 1.58.29

埼玉：東京農大三 埼玉：松山 埼玉：飯能南 埼玉：城北埼玉 埼玉：武南 埼玉：鳩山 埼玉：越谷西 埼玉：白岡

5/9 男子1500m 内藤　寛人 (3) 3.53.75 大谷　遼太郎(3) 3.53.87 花島　昂己 (3) 3.54.71 土屋　天地 (3) 3.55.09 長谷川　剛士(3) 3.55.16 服部　翔大 (2) 3.55.77 田中　海都 (3) 3.57.72 小泉　稜 (2) 3.59.59

埼玉：東京農大三 埼玉：浦和実 埼玉：東京農大三 埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：春日部東 埼玉：埼玉栄 埼玉：東京農大三 埼玉：狭山ヶ丘

5/10 男子5000m 服部　翔大 (2) 14.36.10 田倍　憲人 (3) 14.36.80 内藤　寛人 (3) 14.37.73 大谷　遼太郎(3) 14.38.59 高柳　祐也 (3) 14.40.63 小泉　稜 (2) 14.43.31 花田　昌之 (3) 14.47.31 土屋　天地 (3) 14.47.64

埼玉：埼玉栄 埼玉：埼玉栄 埼玉：東京農大三 埼玉：浦和実 埼玉：埼玉栄 埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：東京農大三 埼玉：狭山ヶ丘

5/12 男子110mH 大室　秀樹 (3) 14.30 加藤　誠也 (1) 15.02 中塚　雄太 (3) 15.07 馬場　和樹 (1) 15.31 田島　玲 (3) 15.36 武田　佑輔 (3) 15.66 青木　健太 (2) 15.68 吉村　太一 (3) 15.68

風:+0.6 埼玉：松山 埼玉：松山 埼玉：春日部 埼玉：昌平 埼玉：深谷商 埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：川口工 埼玉：狭山ヶ丘

5/10 男子400mH 大室　秀樹 (3) 0.53.97 古賀　友矩 (3) 0.54.28 加藤　誠也 (1) 0.54.34 鷺島　侑矢 (3) 0.54.56 岩崎　裕亮 (3) 0.54.93 前野　景 (2) 0.54.96 村田　俊祐 (3) 0.55.30 若林　秀幸 (2) 0.55.80

埼玉：松山 埼玉：春日部共栄 埼玉：松山 埼玉：熊谷西 埼玉：越谷西 埼玉：東京農大三 埼玉：大宮東 埼玉：伊奈学園総

5/12 男子3000mSC 内藤　寛人 (3) 9.13.77 田中　海都 (3) 9.15.80 石川　拓馬 (3) 9.21.31 塚田　空 (3) 9.22.35 杉村　達矢 (3) 9.23.32 北澤　健太 (3) 9.23.37 丸山　佑太 (3) 9.31.89 伊藤　毅 (3) 9.39.45

埼玉：東京農大三 埼玉：東京農大三 埼玉：埼玉栄 埼玉：栗橋 埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：熊谷 埼玉：春日部 埼玉：埼玉栄

5/11 男子5000mW 大木　脩平 (3) 21.29.29 安永　祥平 (3) 22.35.71 二反田　隼 (3) 22.37.42 小澤　崇将 (3) 22.43.73 青山　竜太 (3) 22.44.93 武藤　直幸 (2) 23.41.76 鈴木　数史 (2) 23.45.16 中村　柊介 (2) 23.58.70

埼玉：埼玉栄 埼玉：早大本庄 埼玉：松山 埼玉：与野 埼玉：春日部 埼玉：松山 埼玉：越谷南 埼玉：松山

5/10 男子4X100mR 埼玉：川越 0.42.71 埼玉：春日部共栄 0.42.76 埼玉：深谷商 0.42.77 埼玉：大宮東 0.42.97 埼玉：武南 0.43.11 埼玉：春日部東 0.43.28 埼玉：浦和 0.43.58 埼玉：西武文理

  小田川　貴(2)  土田　誉史(3)  工藤　圭大(2)  伊藤　祥仁(2)  清永　武生(3)  綾部　雅一(3)  小山　雄貴(2)  伊藤　正行(3) *R1

  田口　幸樹(2)  網代　祐太(3)  松村　和也(2)  金澤　賢司(2)   幸　雄司 (3)   高野　龍 (3)  竹内　優太(2)  堅木　寿人(2)

  丸山　智也(2)   桂　祐太 (2)  大澤　拓也(3)  菊池　良平(2)  富樫　太樹(2)  上原　将也(3)   大南　至 (2)   稲毛　築 (3)

  中山　雄太(2)  古賀　友矩(3)  嘉山　大介(3)  野間　耀介(3)   友光　駿 (3)  中島　裕基(3)  河野　祐樹(3)  宮越　太郎(1)

5/12 男子4X400mR 埼玉：松山 3.19.24 埼玉：東京農大三 3.21.72 埼玉：武蔵越生 3.22.53 埼玉：埼玉栄 3.22.70 埼玉：不動岡 3.23.24 埼玉：春日部東 3.23.67 埼玉：伊奈学園総 3.23.68 埼玉：大宮東 3.37.80

  大室　秀樹(3)   前野　景 (2)   関口　剛 (3)   遠藤　卓 (1)  木村　康平(3)  中島　裕基(3)  中村　竜成(2)  斉藤　章馬(3)

  村上　勇二(2)  花島　昂己(3)  工藤　瑞生(2)  新谷　勇太(3)  岡安　裕紀(3)   高野　龍 (3)  須藤　武彦(3)   森井　悠 (2)

  加藤　誠也(1)  高島　友也(2)  矢島　怜治(3)   高橋　健 (2)  成田　逸人(2)  木村　亮平(1)  若林　秀幸(2)  金澤　賢司(2)

  中島　雅達(3)  齋藤　隼也(3)  石井　祐人(3)  丹野　陽介(3)  白鳥　優斗(3)  上原　将也(3)  山本　翔馬(3)  村田　俊祐(3)

5/11 男子走高跳 庄子　由麻 (2) 1m90 武田　佑輔 (3) 1m90 栗原　駿 (2) 1m85 新井　郁也 (1) 1m85 石原　雅樹 (3) 1m85 堀江　陸 (2) 1m85 桝田　明弘 (3) 1m85 高野翔太(3)春共栄 1m80

埼玉：越ヶ谷 埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：大宮南 埼玉：大宮南 埼玉：蕨 埼玉：昌平 同順 埼玉：蕨 同順 6位 佐々木祐介(3)大宮東

5/9 男子棒高跳 川島　優 (1) 4m65 藤野　亮太 (2) 4m60 伊藤　稜真 (2) 4m60 福原　大地 (3) 4m50 豊田　翔太 (2) 4m40 河埜　大樹 (3) 4m40 齊藤　雄大 (2) 4m30 成瀬洋和(2)越谷南 3m80

埼玉：不動岡 埼玉：松山 埼玉：八潮 埼玉：八潮 埼玉：浦和 埼玉：白岡 埼玉：白岡 津田　英良(1)白岡

5/9 男子走幅跳 嘉山　大介 (3) 7m58 +3.7 堅木　寿人 (2) 7m22 +1.2 宮澤　亮平 (1) 6m94 +2.2 幸　雄司 (3) 6m85 +3.6 松堂　永 (2) 6m84 +2.3 光岡　拓真 (3) 6m84 +0.9 髙波　勇斗 (2) 6m80 +3.6 横手　駿 (3) 6m79 +3.9

埼玉：深谷商 埼玉：西武文理 埼玉：大宮南 埼玉：武南 埼玉：杉戸 埼玉：早大本庄 埼玉：伊奈学園総 埼玉：飯能

5/12 男子三段跳 嘉山　大介 (3) 14m36 +1.5 前田　薫 (3) 13m87 +2.2 横手　駿 (3) 13m64 +1.8 金織　諒平 (3) 13m61 +0.1 松堂　永 (2) 13m58 +1.0 新井　怜央 (3) 13m43 0.0 逆井　智也 (3) 13m26 +1.2 小川　将弘 (3) 13m24 +1.1

埼玉：深谷商 埼玉：春日部 埼玉：飯能 埼玉：大宮 埼玉：杉戸 埼玉：進修館 埼玉：春日部 埼玉：越谷西

5/10 男子砲丸投 秋野　真理 (3) 15m12 新島　潤哉 (3) 14m27 内林　孝文 (3) 14m11 須長　瑞記 (3) 13m82 杦田　直巳 (2) 13m65 小林　寛雅 (1) 13m62 秋場　堅太 (1) 13m49 内木　一貴 (2) 12m97

埼玉：西武台 NGR,SHR 埼玉：埼玉栄 EGR 埼玉：松山 埼玉：鴻巣 埼玉：松山 埼玉：宮代 埼玉：西武台 埼玉：埼玉栄

5/12 男子円盤投 秋野　真理 (3) 43m10 須長　瑞記 (3) 40m99 杦田　直巳 (2) 40m29 小林　寛雅 (1) 39m15 酒井　宏和 (3) 37m83 新竹　穣 (3) 37m74 栗原　尚也 (3) 37m70 秋場　堅太 (1) 36m71

埼玉：西武台 埼玉：鴻巣 埼玉：松山 埼玉：宮代 埼玉：昌平 埼玉：所沢西 埼玉：岩槻商 埼玉：西武台

5/9 男子ハンマー投須加　幸生 (3) 58m33 栁川　紀之 (3) 57m18 清水　雄亮 (3) 54m38 保坂　雄志郎(2) 52m91 藤田　舜 (3) 52m89 金子　顕寛 (3) 51m97 杦田　直巳 (2) 51m88 川田　雄太 (3) 49m99

埼玉：進修館 NGR,SHR 埼玉：西武台 NGR 埼玉：春日部東 埼玉：松山 埼玉：西武文理 埼玉：春日部東 埼玉：松山 埼玉：成徳深谷

5/11 男子やり投 小川　真 (3) 58m46 黒須　貴浩 (2) 54m38 宮本　浩佑 (3) 54m30 新井　涼平 (2) 54m15 新竹　穣 (3) 51m82 武部　大 (3) 50m43 矢作　悠馬 (3) 49m04 春原　健太 (2) 48m98

埼玉：滑川総合 埼玉：春日部 埼玉：早大本庄 埼玉：皆野 埼玉：所沢西 埼玉：杉戸 埼玉：川口 埼玉：熊谷農

5/10 男子八種競技 遊佐　将隆 (3) 4789 百成　幸也 (3) 4635 成富　陽輔 (3) 4593 植田　将 (2) 4476 大川　智也 (3) 4448 折原　涼 (3) 4349 江森　涼 (2) 4245 山下　聖哉 (3) 4180

埼玉：川口東 埼玉：与野 埼玉：本庄東 埼玉：昌平 埼玉：昌平 埼玉：宮代 埼玉：昌平 埼玉：早大本庄

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

11.26-6m34-9m72-52.91

17.56-36m10-1m50-4.47.87

11.53-6m12-8m87-53.82

16.17-31m03-1m55-4.53.50

11.79-6m13-9m98-52.03

16.11-37m91-1m65-4.46.88

11.49-6m02-9m10-52.13

17.64-41m90-1m55-4.39.64

11.76-5m44-8m08-53.30

17.07-36m39-1m50-4.46.30

12.02-5m52-10m17-54.71

18.05-32m97-1m55-4.44.00

11.99-5m90-10m79-54.14

16.29-35m73-1m50-4.54.33

11.58-6m28-8m19-52.76

20.15-40m63-1m60-4.45.97


