
平成２２年度学校総合体育大会高等学校陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 飯田　能光 混成審判長 大塚　寿男子 兼関東高等学校陸上競技対抗選手権大会予選会 2010年5月8日（土）～5月11日（火） 跳躍審判長 木村　一也 記録主任 坂内　孝弥投擲審判長 斉藤　宰日付 種目5/9  男子100m 馬場　和樹 (3) 10.54 海野　啓太 (2) 10.81 森　正樹 (3) 10.85 大谷　俊貴 (2) 10.86 相原　直弥 (3) 10.93 廣井　磨緒 (3) 11.02 小林　和広 (1) 11.07 杉原　圭亮 (3) 11.07昌平 (+1.3) 埼玉栄 (+1.3) 埼玉栄 (+1.3) 松山 (+1.3) 飯能南 (+1.3) 細田 (+1.3) 春日部東 (+1.3) 所沢北 (+1.3)5/10  男子200m 山崎　謙吾 (3) 21.82 大谷　俊貴 (2) 21.98 森　正樹 (3) 22.06 飯崎　翔太 (3) 22.11 矢作　大地 (3) 22.49 吉澤　孝幸 (3) 22.49 橋立　航太 (2) 22.51 今井　貴史 (2) 22.58埼玉栄 (-1.0) 松山 (-1.0) 埼玉栄 (-1.0) 埼玉栄 (-1.0) 羽生実 S(-1.0) 春日部 S(-1.0) 武南 (-1.0) 深谷商 (-1.0)5/8  男子400m 山崎　謙吾 (3) 47.66 大谷　俊貴 (2) 48.68 飯崎　翔太 (3) 49.69 矢作　大地 (3) 49.96 佐藤　拓也 (2) 50.24 遠藤　卓 (3) 50.50 相田　和輝 (3) 51.32 髙橋　幸奨 (3) 52.47埼玉栄 GR 松山 埼玉栄 羽生実 越谷西 埼玉栄 浦和 川越5/10  男子800m 小室　貴之 (3) 1:58.99 山中　大輔 (3) 1:59.16 市川　雅 (3) 1:59.20 池宮　夕輝 (3) 1:59.59 浅子　翔汰 (3) 1:59.59 鈴木　竜二 (1) 1:59.63 直原　奨 (3) 1:59.68 加藤　伸明 (3) 1:59.81坂戸西 秩父 飯能南 大宮東 S 大宮西 S 浦和実 大宮東 上尾5/8  男子1500m 山内　琢也 (3) 3:58.22 オセイ　ダニエル (3) 3:58.50 渡部　良太 (3) 3:58.74 小室　貴之 (3) 3:59.17 市川　雅 (3) 3:59.57 徳留　駿 (3) 4:00.33 徳原　宗一郎 (3) 4:01.78 高倉　祐樹 (2) 4:03.47浦和実 市立川口 埼玉栄 坂戸西 飯能南 早大本庄 狭山ヶ丘 武蔵越生5/9  男子5000m 渡部　良太 (3) 14:50.36 渡邉　諒 (2) 14:54.15 小根山　泰正 (3) 15:06.45 猪浦　舜 (3) 15:08.88 長浜　雄一 (3) 15:09.93 植木　章文 (3) 15:13.48 山内　琢矢 (3) 15:16.14 徳原　宗一郎 (3) 15:20.34埼玉栄 埼玉栄 花咲徳栄 飯能南 東京農大三 松山 浦和実 狭山ヶ丘5/11  男子110mH 馬場　和樹 (3) 14.71 野村　謙太 (3) 14.93 長谷部　高正 (3) 15.01 太田　大貴 (3) 15.02 吉野　廉 (2) 15.19 鈴木　亮輝 (2) 15.43 皆川　拓 (3) 15.50 福島　宏紀 (3) 15.55昌平 (+0.4) 武南 (+0.4) 立教新座 (+0.4) 川越西 (+0.4) 深谷商 (+0.4) 川越 (+0.4) 所沢北 (+0.4) 早大本庄 (+0.4)5/9  男子400mH 加藤　誠也 (3) 51.77 齋藤　史弥 (3) 54.51 榮　亮彦 (3) 54.77 山下　修司 (2) 55.78 高山　和希 (3) 55.92 柴田　浩孝 (3) 55.99 石黒　章恭 (3) 56.33 新井　誠也 (3) 56.43松山 GR 鴻巣 立教新座 蕨 春日部 早大本庄 越谷西 伊奈学園総5/11  男子3000mSC オセイ　ダニエル (3) 9:22.62 大久保　誠吾 (3) 9:26.74 渡辺　堅斗 (3) 9:28.50 白吉　凌 (2) 9:31.22 佐々　一郎太 (3) 9:31.75 田口　拓美 (3) 9:34.74 篠田　健二 (3) 9:34.83 堀越　大夢 (3) 9:40.24市立川口 春日部 春日部 埼玉栄 大井 埼玉栄 坂戸西 西武文理5/10  男子5000mW 吉田　迪史 (3) 22:35.57 中山　貴裕 (3) 22:39.43 柴田　和樹 (2) 22:39.62 小林　大地 (2) 22:40.46 福島　悠也 (3) 23:06.88 渡辺　俊 (2) 23:30.95 鈴木　大介 (3) 23:58.24 谷古宇　建仁 (3) 24:01.90松山 大井 春日部東 狭山経済 所沢西 浦和実 春日部東 春日部5/9  男子4X100mR 埼玉栄 41.54 西武文理 42.47 早大本庄 42.53 松山 42.64 所沢北 42.67 伊奈学園総 42.74 越谷西 42.76 浦和 43.22海野　啓太 (2) 溝橋　亮太 (2) 羽山　慎一 (3) 洲合　千尋 (3) 角野　風太 (3) 渋谷　一樹 (3) 佐藤　大地 (3) 大竹　敏生 (2)飯崎　翔太 (3) 宍戸　偉海 (3) 大澤　亮太 (3) 関口　邦彦 (1) 皆川　拓 (3) 鎌倉　和哉 (2) 佐藤　拓也 (2) 関　隆弘 (3)森　正樹 (3) 野口　航 (1) 田中　稜也 (2) 稲葉　勝太 (3) 倉科　肇 (3) 萩原　駿介 (3) 藤木　光陽 (2) 中山　翔太 (3)山崎　謙吾 (3) 赤川　徳康 (2) 塚本　隆弘 (3) 石原　匠 (3) 杉原　圭亮 (3) 松村　優人 (3) 萩原　賢 (2) 前田　紘希 (3)5/11  男子4X400mR 埼玉栄 3:16.34 松山 3:19.52 西武文理 3:20.31 越谷西 3:20.89 不動岡 3:21.35 浦和 3:21.51 武南 3:23.49 越ヶ谷 3:24.80飯崎　翔太 (3) 大谷　俊貴 (2) 宮越　太郎 (3) 石黒　章恭 (3) 大森　悠介 (3) 小坂　英智 (3) 望月　亮宏 (2) 金子　裕郁 (3)海野　啓太 (2) 中村　哲也 (2) 宍戸　偉海 (3) 佐藤　大地 (3) 遠藤　勇祐 (3) 水野　翼 (3) 陰山　東洋 (1) 大渕　雅貴 (3)遠藤　卓 (3) 佐藤　賢 (3) 溝橋　亮太 (2) 萩原　賢 (2) 佐々木　章太 (3) 平田　陽一 (3) 橋立　航太 (2) 山本　祥太 (3)山崎　謙吾 (3) 加藤　誠也 (3) 赤川　徳康 (2) 佐藤　拓也 (2) 昆野　生成 (3) 相田　和輝 (3) 伊藤　健太 (1) 森田　恭平 (3)5/10  男子走高跳 新井　郁也 (3) 1m99 片桐　億人 (2) 1m96 鈴木　隆太郎 (1) 1m93 中島　健太 (2) 1m90 上ノ内　佑 (3) 1m90 早崎　拓也 (2) 1m85 柿澤　玲 (3) (同順)1m85 福山　和隆 (3) (同順)1m85大宮南 立教新座 大井 大井 草加南 所沢西 関東大会出場 熊谷西 (6) 川口 (6)5/8  男子棒高跳 庄司　卓也 (2) 4m50 大山　文太 (3) 4m50 佐々木　優真 (3) 4m40 岡信　充俊 (3) 4m30 川島　優 (3) 4m20 津田　英良 (3) 4m20 上杉　剛 (3) 4m10 岡安　崇倫 (2) 4m00越谷南 八潮 八潮 川越東 不動岡 白岡 越谷南 不動岡5/8  男子走幅跳 皆川　拓 (3) 7m02 遠藤　勇祐 (3) 7m00 中村　絋基 (2) 6m82 山本　祥太 (3) 6m76 倉崎　尚輝 (2) 6m74 溝橋　亮太 (2) 6m73 島田　育俊 (2) 6m59 柏倉　拳 (3) 6m52所沢北 (-1.0) 不動岡 (-0.7) 進修館 (-0.2) 越ヶ谷 (-2.0) 深谷商 (-1.3) 西武文理 (-0.5) 不動岡 (-2.1) 所沢 (-1.3)5/11  男子三段跳 今川　雄貴 (3) 14m37 新井　郁也 (3) 14m07 中谷　詠二 (3) 13m99 倉崎　尚輝 (2) 13m91 中村　絋基 (2) 13m75 佐藤　大樹 (3) 13m73 米木　佳太郎 (3) 13m44 堀江　祐平 (3) 13m36 広重　惇滑川総合 (+0.8) 大宮南 (-1.3) 滑川総合 (-1.2) 深谷商 (-0.2) 進修館 (-0.5) 松山 (-0.9) 伊奈学園総 (-0.8) 浦和 (0.0) 西武文理5/9  男子砲丸投 小林　寛雅 (3) 15m83 秋場　堅太 (3) 15m73 大谷　健太 (2) 14m66 奥野　風摩 (1) 14m25 近藤　廉 (1) 13m83 山中　政樹 (3) 13m32 横尾　秀明 (2) 13m27 福島　淳平 (3) 13m21宮代 GR SHR 西武台 GR SHR 松山 西武台 川口総合 川口総合 西武台 松山5/11  男子円盤投 小林　寛雅 (3) 49m01 秋場　堅太 (3) 44m56 大谷　健太 (2) 39m08 中嶋　善寛 (3) 37m33 大川　聖人 (2) 37m14 奥野　風摩 (1) 36m01 阿部　卓巳 (3) 35m97 坂入　健太 (2) 35m26宮代 GR 西武台 GR 松山 杉戸 宮代 西武台 浦和南 川口総合5/8  男子ハンマー投 秋場　堅太 (3) 54m56 大谷　健太 (2) 49m89 小林　優太 (3) 48m85 福島　淳平 (3) 48m12 横尾　秀明 (2) 45m89 大澤　康平 (2) 44m34 柿沼　孝輝 (2) 43m74 戸倉　駿 (3) 43m31西武台 松山 与野 松山 西武台 羽生実 進修館 西武文理5/10  男子やり投 中嶋　善寛 (3) 70m01 宮崎　貴広 (2) 56m65 橋本　三四朗 (3) 55m95 白石　卓仁 (3) 55m32 松坂　圭祐 (2) 55m15 松波　康平 (3) 55m04 喜多　一敬 (3) 54m21 安原　千晶 (3) 51m79杉戸 SHR GR 不動岡 鳩ヶ谷 杉戸 杉戸 川越東 杉戸農 成徳深谷5/8  男子八種競技 尾形　一稀 (3) 4957 松坂　圭祐 (2) 4917 額田　和真 (2) 4810 三浦　拓哉 (2) 4616 藤波　航 (2) 4411 浮氣　哲弥 (3) 4374 木下　渉 (3) 4358 水村　星矢 (2) 43195/9 聖望 杉戸 所沢 川口北 草加 本庄東 与野 春日部工総合

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

埼玉栄 松山 西武台 杉戸 不動岡 大井 春日部 宮代94 78 36 29 25 22 21 2011.68-6m57-10m88-54.91 11.34-6m57-9m47-51.95 11.61-6m05-8m92-51.87 12.05-6m40-7m88-53.15 11.67-5m37-8m78-52.19 12.52-5m69-8m26-53.79 11.72-5m68-8m34-53.03 12.15-5m79-8m82-53.5116.49-58m17-1m65-5:11.55 17.66-55m49-1m50-4:49.64 16.61-43m35-1m68-4:45.40 15.55-29m24-1m74-4:50.44 16.12-32m09-1m60-4:53.48 18.34-46m33-1m68-4:34.29 17.91-33m26-1m65-4:39.37 19.18-43m51-1m74-4:54.31


