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関東高等学校陸上競技大会 北関東地区予選会 コード　09501302 男子決勝 日付　平成21年6月19日(金),20日(土),21日(日),22日(月)競技場　　栃木県総合運動公園陸上競技場 競技場コード　091010 審 判 長 志田　 利宏

記録主任 奥山　 俊昭

日付 種目

6/20 男子北関東100m 石川  直人 (3) 10.69 手塚　嗣音 (2) 10.71 竹内　優太 (3) 10.72 馬場　和樹 (2) 10.83 伊藤　翔平 (2) 10.85 飯野  大海 (3) 10.85 中村　圭佑 (3) 10.86 渡辺  武宏 (3) 11.17

風:+0.5 群馬：桐生南 栃木：國學院栃木 埼玉：浦和 埼玉：昌平 栃木：鹿沼東 群馬：東京農大二 ５位 茨城：東洋大牛久 群馬：前橋育英

6/21 男子北関東200m 小林　靖典 (3) 21.51 手塚　嗣音 (2) 21.53 小林　優仁 (3) 21.56 石川  直人 (3) 21.68 小杉　俊裕 (3) 21.78 中村　圭佑 (3) 21.86 竹内　優太 (3) 21.94 前野　景 (3) 21.99

風:+0.4 群馬：高崎経済大附 栃木：國學院栃木 群馬：前橋育英 群馬：桐生南 埼玉：埼玉栄 茨城：東洋大牛久 埼玉：浦和 埼玉：東京農大三

6/19 男子北関東400m 小林　優仁 (3) 47.51 山﨑　謙吾 (2) 47.85 柳澤　純太 (3) 48.26 小縣　良平 (3) 48.35 小林　優也 (2) 48.63 有本  暁 (3) 48.92 酒元 大貴 (3) 49.31 赤津　邦紀 (3) 49.67

群馬：前橋育英 埼玉：埼玉栄 埼玉：市立浦和 埼玉：蕨 茨城：土浦日大 群馬：前橋育英 群馬：太田工 茨城：日立北

6/21 男子北関東800m 八木沢　元樹 (2) 1.53.90 内山　浩貴 (3) 1.54.05 坂庭　大輝 (3) 1.54.30 仁平　裕也 (3) 1.54.67 楠　康成 (1) 1.55.59 鮏川　俊貴 (3) 1.57.00 登坂  眞貴幸 (3) 2.02.71 姫松　裕志 (3) 2.58.81

栃木：那須拓陽 埼玉：武南 埼玉：城北埼玉 栃木：真岡北陵 茨城：東洋大牛久 茨城：下妻二 群馬：明和県央 群馬：前橋

6/19 男子北関東1500m 設楽　啓太 (3) 3.51.21 八木沢　元樹 (2) 3.51.25 日向野　聖隆 (3) 3.53.84 小泉　稜 (3) 3.54.15 関口　直人 (3) 3.56.13 坂庭　大輝 (3) 3.56.87 戸田  雅稀 (1) 3.57.40 中田  進也 (3) 3.59.35

埼玉：武蔵越生 栃木：那須拓陽 栃木：佐野日大 埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：浦和 埼玉：城北埼玉 群馬：東京農大二 群馬：東京農大二

6/20 男子北関東5000m 設楽　啓太 (3) 14.27.08 設楽　悠太 (3) 14.37.44 日向野　聖隆 (3) 14.45.67 郡司　貴大 (3) 14.46.84 小泉　稜 (3) 14.48.42 横手　健 (1) 14.54.20 髙久　龍 (2) 14.54.94 田口　拓美 (2) 15.13.44

埼玉：武蔵越生 埼玉：武蔵越生 栃木：佐野日大 栃木：那須拓陽 埼玉：狭山ヶ丘 栃木：作新学院 栃木：那須拓陽 埼玉：埼玉栄

6/22 男子北関東110mH 馬場　和樹 (2) 14.64 高野　真一 (3) 14.81 高木  寿悦仁 (3) 14.99 野澤　圭佑 (3) 15.20 井上　太陽 (3) 15.22 青木　健太 (3) 15.26 小野塚　司 (3) 15.27 植田　将 (3) 15.39

風:+0.4 埼玉：昌平 茨城：鉾田一 群馬：桐生南 栃木：茂木 栃木：栃木 埼玉：川口工 埼玉：武南 埼玉：昌平

6/20 男子北関東400mH 前野　景 (3) 52.34 加藤　誠也 (2) 52.40 山本　陽希 (3) 53.27 若林　秀幸 (3) 53.28 高野　真一 (3) 54.19 遠藤　瑞貴 (2) 54.41 岩科　圭 (3) 54.56 高石　彰 (3) 55.44

埼玉：東京農大三 埼玉：松山 栃木：那須拓陽 埼玉：伊奈学園総合 茨城：鉾田一 群馬：前橋 茨城：土浦湖北 埼玉：春日部

6/22 男子北関東3000mSC 小池　寛明 (3) 9.10.11 内田　拓 (3) 9.12.23 関口　直人 (3) 9.14.13 猪狩　大樹 (3) 9.14.48 畑　勇希 (3) 9.14.90 千葉　一慶 (3) 9.16.67 田中　直樹 (2) 9.16.68 根本　祥平 (3) 9.22.89

栃木：佐野日大 埼玉：東京農大三 埼玉：浦和 茨城：日立工 埼玉：東京農大三 埼玉：川越南 栃木：大田原 茨城：緑岡

6/21 男子北関東5000mW 大内　穂高 (3) 22.40.68 武藤　直幸 (3) 22.43.97 中村　柊介 (3) 22.49.00 鈴木　数史 (3) 23.04.82 割田  仁志 (3) 23.11.06 鷹觜　大輔 (3) 23.57.60 大小原　俊 (3) 24.18.52 石川　弘貴 (3) 24.21.43

茨城：水戸一 埼玉：松山 埼玉：松山 埼玉：越谷南 群馬：中之条 群馬：前橋 群馬：高崎 茨城：中央

6/20 男子北関東4×100mR 埼玉：埼玉栄 41.23 群馬：桐生南 41.67 群馬：前橋育英 41.77 群馬：東京農大二 41.83 栃木：國學院栃木 41.89 埼玉：川越 41.94 栃木：作新学院 42.00 茨城：鉾田一 42.17

  小林　大輝 (2)   宮内  智成 (1)   鏑木　陽介 (3)   飯野  大海 (3)   吉澤　勇人 (2)   小田川　貴紀 (3)   吉原　隆介 (3)   坂上　祐作 (3)

  高橋　健 (3)   石川  直人 (3)   有本  暁 (3)   武井  翔太 (2)   鈴木　崇仁 (1)   田口　幸樹 (3)   森　恵汰 (3)   加藤　優輝 (3)

  小杉　俊裕 (3)   稲川  聖 (2)   小林　優仁 (3)   関根  佑也 (2)   高岩　将太 (1)   丸山　智也 (3)   大西　利来 (3)   平沼　清一 (2)

  森　正樹 (2)   高木  寿悦仁 (3)   中島　宥人 (2)   宮寺  剛 (2)   手塚　嗣音 (2)   中山　雄太 (3)   北村　優弥 (2)   高野　真一 (3)

6/22 男子北関東4×400mR 埼玉：埼玉栄 3.13.62 群馬：東京農大二 3.17.96 群馬：前橋育英 3.18.13 埼玉：松山 3.18.43 茨城：東洋大牛久 3.18.70 埼玉：越谷西 3.18.71 茨城：土浦湖北 3.18.84 茨城：土浦日大 3.21.67

  山﨑　謙吾 (2) NGR   宮寺  剛 (2)   鏑木　陽介 (3)   中村　直 (3)   内田　康平 (2)   舘野　優貴 (3)   岩科　圭 (3)   齋藤　拓也 (3)

  飯﨑　翔太 (2)   森田  賢人 (1)   有本  暁 (3)   村上　勇二 (3)   本木　安倫 (3)   佐藤　拓也 (1)   白木　駿佑 (2)   岡田　匠平 (3)

  高橋　健 (3)   平野  智大 (1)   古屋　敦司 (2)   福田　直城 (3)   楠　康成 (1)   平田　将児 (3)   小松崎　淳史 (3)   古田　一馬 (3)

  小杉　俊裕 (3)   飯野  大海 (3)   小林　優仁 (3)   加藤　誠也 (2)   中村　圭佑 (3)   古暮　亮太 (3)   川島　龍一 (2)   小林　優也 (2)

6/21 男子北関東走高跳 髙山  豊 (3) 2m05 新井　郁也 (2) 1m98 大谷津　元気 (3) 1m98 中島　大輔 (3) 1m98 平山　拓磨 (2) 1m98 市村　脩人 (1) 1m95 狩野　祐輔 (2) 1m95 吉田  晃啓 (1) 1m95

群馬：中之条 埼玉：大宮南 栃木：作新学院 群馬：前橋育英 ３位 栃木：那須拓陽 茨城：つくば秀英 群馬：前橋育英 群馬：桐生南

6/20 男子北関東棒高跳 川島　優 (2) 5m06 伊藤　稜真 (3) 4m80 羽場内　克敏 (2) 4m70 田中  亘 (1) 4m70 堤  亮太 (2) 4m70 藤野　亮太 (3) 4m70 石川  将大 (3) 4m70 唐沢　昂平 (3) 4m60

埼玉：不動岡 NGR 埼玉：八潮 群馬：前橋育英 群馬：樹徳 群馬：樹徳 埼玉：松山 群馬：樹徳 ６位 群馬：前橋育英

6/19 男子北関東走幅跳 手塚　嗣音 (2) 7m10 +2.3 宮澤　亮平 (2) 7m01 -0.1 武安　良和 (2) 6m94 -0.8 皆川　拓 (2) 6m88 +0.1 松浦　晨 (3) 6m88 +0.5 藤井　信之介 (3) 6m85 +2.6 森田  賢人 (1) 6m73 +1.0 長島  薫 (3) 6m71 +1.4

栃木：國學院栃木 埼玉：大宮南 栃木：鹿沼東 埼玉：所沢北 茨城：土浦湖北 茨城：東洋大牛久 群馬：東京農大二 群馬：桐生一

6/22 男子北関東三段跳 松堂　永 (3) 14m31 +0.2 小池  大貴 (2) 14m18 +0.1 宮澤　亮平 (2) 14m16 0.0 高波　勇斗 (3) 14m13 +0.2 松浦　晨 (3) 13m90 0.0 大谷津　元気 (3) 13m80 -0.1 上原　涼 (3) 13m79 +0.2 馬橋　大樹 (3) 13m75 -0.3

埼玉：杉戸 群馬：中之条 埼玉：大宮南 埼玉：伊奈学園総合 茨城：土浦湖北 栃木：作新学院 埼玉：浦和南 埼玉：進修館

6/19 男子北関東砲丸投 石崎  暁 (3) 15m49 小林　寛雅 (2) 15m37 中村　太地 (2) 14m93 小松﨑　隆司 (2) 14m79 嶋田　真啓 (2) 14m22 永山　透 (2) 14m08 神野　雄貴 (3) 13m99 大谷　健太 (1) 13m83

群馬：常磐 埼玉：宮代 茨城：笠間 茨城：土浦湖北 栃木：國學院栃木 栃木：石橋 茨城：土浦湖北 埼玉：松山

6/22 男子北関東円盤投 石崎  暁 (3) 45m10 杦田　直巳 (3) 44m70 秋場　堅太 (2) 44m26 小林　寛雅 (2) 44m25 石井　崇寛 (3) 44m05 鈴木　雄大 (3) 40m51 松本　智晴 (2) 39m46 神野　雄貴 (3) 39m26

群馬：常磐 埼玉：松山 埼玉：西武台 埼玉：宮代 群馬：前橋育英 埼玉：松山 栃木：宇都宮白楊 茨城：土浦湖北

6/20 男子北関東ハンマー投 保坂　雄志郎 (3) 63m83 石井　崇寛 (3) 60m60 中澤　正道 (3) 58m58 福田  翼 (3) 56m10 鈴木　雄大 (3) 55m85 杦田　直巳 (3) 54m24 小暮  一輝 (3) 54m02 中村　太地 (2) 52m37

埼玉：松山 群馬：前橋育英 埼玉：熊谷工 群馬：中之条 埼玉：松山 埼玉：松山 群馬：中之条 茨城：笠間

6/21 男子北関東やり投 新井　涼平 (3) 60m01 中嶋　善寛 (2) 59m68 小松﨑　隆司 (2) 57m81 黒須　貴浩 (3) 55m50 島田　昌哉 (3) 54m66 土澤　健太 (3) 54m40 小島　健太郎 (3) 54m34 金子  寛 (3) 53m86

埼玉：皆野 埼玉：杉戸 茨城：土浦湖北 埼玉：春日部 茨城：竜ヶ崎一 栃木：青藍泰斗 群馬：前橋育英 群馬：高崎

6/19 男子北関東八種競技 大坊　義和  (2) 5302点 植田　将  (3) 5106点 桂　祐太  (3) 5097点 新井　真秀 (3) 5076点 清水　大翼 (2) 4790点 春原　健太 (3) 4754点 南雲  省吾 (3) 4599点 原　佑介 (2) 4480点

～6/20 栃木：那須拓陽 埼玉：昌平 埼玉：春日部共栄 栃木：白鴎大足利 栃木：宇都宮南 埼玉：熊谷農 群馬：前橋西 群馬：前橋育英

代表決定戦により全国大会出場
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