
ﾄﾗｯｸ審判長渡辺　隆洋 混成審判長大塚　寿

男子 平成20年度全国高等学校総合体育大会　秩父宮賜杯第61回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 跳躍審判長中田　次夫 招集所審判長 日下部秀一

平成20年7月29日(火)～8月2日(土) 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 投擲審判長高木　英朗 記録主任 皆川　和久

日付 種目

7/30 男子100m 本塩　遼 (3) 10.49 梶　将徳 (3) 10.54 早水　勇 (3) 10.62 宮﨑　孝 (3) 10.65 新木　達也 (3) 10.70 石原　寛之 (3) 10.73 野村　彰吾 (3) 10.73 田嶋　和也 (3) 10.81

(水) 風:-0.1 栃木：那須拓陽 福島：白河旭 神奈川：桐蔭学園 福岡：久留米大附 千葉：市立船橋 鳥取：米子東 北海道：室蘭大谷 福島：白河旭

8/1 男子200m 本塩　遼 (3) 21.51 梶　将徳 (3) 21.52 鈴木　大介 (3) 21.73 野村　彰吾 (3) 21.85 浅田　清貴 (3) 21.86 田嶋　和也 (3) 21.98 中川　郁哉 (3) 22.15

(金) 風:-1.3 栃木：那須拓陽 福島：白河旭 愛知：名古屋大谷 北海道：室蘭大谷 兵庫：出石 福島：白河旭 佐賀：伊万里

7/29 男子400m 佐藤　慧太郎 (3) 0.46.86 浦野　晃弘 (3) 0.47.12 柳澤　純希 (2) 0.48.07 川﨑　誠也 (3) 0.48.40 牧野　武 (3) 0.48.45 伊堂　駿 (3) 0.48.45 星畑　朗人 (3) 0.48.70 石井　祐人 (3) 0.49.50

(火) 青森：青森北 広島：広島皆実 北海道：函大付有 愛知：時習館 静岡：浜松商 和歌山：和歌山工 埼玉：武蔵越生

8/1 男子800m 岡　昇平 (3) 1.51.78 中村　康宏 (3) 1.52.18 梶田　俊樹 (3) 1.52.29 伊藤　秀充 (3) 1.52.54 花島　昂己 (3) 1.52.66 阪本　大樹 (2) 1.53.40 松本　圭介 (3) 1.54.06 和田　悠暉 (3) 1.54.17

(金) 北海道：札幌国際 千葉：東海大浦安 東京：東亜学園 長野：大町 埼玉：東京農大三 和歌山：橋本 山口：豊浦 兵庫：須磨学園

7/30 男子1500m Paul　Kuira (3) 3.45.61 佐藤　優太 (3) 3.46.17 MICHAEL GITHINJI (1) 3.46.39 田村　優宝 (2) 3.48.93 大谷　遼太郎 (3) 3.49.19 小西　祐也 (3) 3.49.68 今﨑　俊樹 (3) 3.50.65 有馬　啓司 (3) 3.50.82

(水) 宮城：仙台育英 熊本：熊本工 青森：青森山田 青森：青森山田 埼玉：浦和実 佐賀：鳥栖工 京都：洛南 鹿児島：鹿児島商

8/1 男子5000m Paul　Kuira (3) 13.48.93 MICHAEL GITHINJI (1) 14.00.57 福士　優太朗 (3) 14.00.65 田村　優宝 (2) 14.01.14 上野　渉 (3) 14.02.82 村澤　明伸 (3) 14.04.53 千葉　健太 (3) 14.08.27 Ｍ ｶﾙｸﾜ (2) 14.13.94

(金) 宮城：仙台育英 青森：青森山田 兵庫：西脇工 青森：青森山田 宮城：仙台育英 長野：佐久長聖 長野：佐久長聖 熊本：鎮西

8/2 男子110mH 大室　秀樹 (3) 14.05 佐藤　大志 (3) 14.17 和戸　達哉 (3) 14.46 水野　龍彦 (3) 14.48 波多野　良平 (3) 14.49 安部　孝駿 (2) 14.55 早川　恭平 (2) 14.57 牛田　朋宏 (3) 14.75

(土) 風:+0.4 埼玉：松山 神奈川：山手学院 岐阜：中津商 神奈川：桐蔭学園 愛知：豊川 岡山：玉野光南 長野：長野吉田 愛知：名古屋

7/31 男子400mH 岸本　鷹幸 (3) 0.50.64 水野　龍彦 (3) 0.51.41 安部　孝駿 (2) 0.52.16 古賀　友矩 (3) 0.52.40 世良　昂弥 (3) 0.52.69 山内　博貴 (3) 0.53.28 加藤　誠也 (1) 0.53.39 嘉和知　諒 (3) 0.54.21

(木) 青森：大湊 神奈川：桐蔭学園 岡山：玉野光南 埼玉：春日部共栄 山口：萩商工 愛知：中京大中京 埼玉：松山 愛知：津島北

8/2 男子3000mSC Stephen Karuno (1) 8.55.22 藤井　翼 (3) 8.59.99 神内　隆年 (3) 9.03.99 今枝　浩二 (3) 9.06.21 内藤　寛人 (3) 9.08.71 林　星夜 (3) 9.09.41 工藤　皓平 (2) 9.10.29 菅田　壯志 (3) 9.10.34

(土) 宮城：仙台育英 長野：佐久長聖 京都：山城 愛知：至学館 埼玉：東京農大三 岐阜：中京 熊本：熊本工 奈良：智辯学園

7/31 男子5000mW 南　雄斗 (3) 21.13.60 大木　脩平 (3) 21.20.29 吉田　琢哉 (3) 21.30.78 青木　学 (3) 21.32.71 尾上　雄基 (3) 21.34.20 井上　宗治 (3) 21.37.76 松木　一馬 (3) 21.38.15 田村　健人 (3) 21.46.06

(木) 滋賀：滋賀学園 埼玉：埼玉栄 岩手：一関学院 長野：長野日大 静岡：浜北西 三重：名張西 愛媛：今治北 神奈川：弥栄

7/31 男子4X100mR 三重：宇治山田商 0.40.89 京都：洛南 0.40.91 静岡：藤枝明誠 0.41.02 千葉：市立船橋 0.41.10 神奈川：桐蔭学園 0.41.13 大阪：大阪 0.41.13 青森：青森北 0.41.18 東京：東京 0.41.20

(木)   長谷川　悠 (3)   岡本　淳史 (1)   加藤　雅也 (2)   植木　拓也 (3)   水野　龍彦 (3)   橋本　滉一 (3)   丹代　克明 (3)   大野　哲平 (1)

  中井　一磨 (3)   中川　航 (3)   飯塚　翔太 (2)   星　一輝 (2)   畠山　純 (3)   中野　翔一 (3)   浅利　健人 (3)   金輪　綾吾 (3)

  栁原　一也 (2)   前田　悠志 (2)   粳田　竜之助 (3)   戸塚　聖也 (2)   黒田　貴大 (3)   葉佐　賢太郎 (2)   山崎　公輔 (2)   下町　隆弘 (3)

  林　風汰 (2)   福島　航 (3)   天野　裕太 (3)   新木　達也 (3)   早水　勇 (3)   森下　俊明 (3)   佐藤　慧太郎 (3)   女部田　亮 (2)

8/2 男子4X400mR 広島：広島皆実 3.11.54 神奈川：川崎北 3.12.80 宮崎：宮崎工 3.12.87 青森：青森北 3.13.20 静岡：浜松市立 3.14.19 岩手：盛岡南 3.14.30 北海道：札幌国際 3.16.77 兵庫：飾磨工 3.25.31

(土)   浅井　良太 (2)   谷　修一 (3)   籾木　勝吾 (2)   丹代　克明 (3)   大石　真功 (1)   中西　俊紀 (3)   山田　駿 (3)   小牟礼　尚也 (3)

  建田　勇太 (2)   藤原　達矢 (2)   中西　成彬 (3)   浅利　健人 (3)   村越　裕太 (3)   毛利　俊 (3)   谷村　文也 (2)   窪田　祐紀 (3)

  厚見　成 (3)   岡　裕太郎 (2)   杉本　卓海 (3)   山崎　公輔 (2)   鳥居　秀嗣 (3)   髙橋　慶右 (2)   浅野　友樹 (3)   﨑山　貴志 (3)

  浦野　晃弘 (3)   長島　正憲 (3)   森　春樹 (3)   佐藤　慧太郎 (3)   瀧　光 (3)   下河原　哲太 (3)   岡　昇平 (3)   田中　翔也 (2)

8/1 男子走高跳 小島　亮 (3) 2m12 石橋　哲也 (3) 2m09 衛藤　昂 (3) 2m06 宮山　大輝 (3) 2m03 岡山　優樹 (3) 2m03 星場　亮太 (3) 2m03 髙山　豊 (2) 2m03 佐藤　翔平 (3) 2m03

(金) 新潟：十日町 京都：京都両洋 三重：鈴鹿高専 神奈川：荏田 奈良：大和広陵 千葉：柏日体 群馬：中之条 静岡：浜松商

7/30 男子棒高跳 松澤　ジアン成治 (2) 5m10 土井　翔太 (3) 5m05 三浦　優 (3) 5m00 石井　洋成 (3) 5m00 森　将大 (3) 4m90 上野　伊織 (3) 4m80 高橋　理寛 (3) 4m80 鈴木　惇也 (3) 4m80

(水) 長野：高遠 香川：観音寺一 千葉：木更津総合 京都：京都共栄 香川：観音寺一 栃木：小山北桜 新潟：新潟 静岡：浜松市立

7/31 男子走幅跳 皆川　澄人 (3) 7m48 -0.5 長尾　勇佑 (3) 7m38 -0.4 田中　裕丸 (3) 7m35 -0.7 石橋　哲也 (3) 7m32 +1.0 嘉山　大介 (3) 7m32 -0.1 小西　康道 (3) 7m32 +0.3 大岩　雄飛 (3) 7m18 -1.5 清水　樂 (3) 7m16 -1.1

(木) 岐阜：斐太 大阪：大和川 京都：京都両洋 埼玉：深谷商 北海道：白樺学園 富山：高岡龍谷 静岡：静岡市立

8/2 男子三段跳 小西　康道 (3) 15m34 +0.2 岡部　優真 (3) 15m18 -0.4 國頭　圭介 (3) 15m01 +2.1 皆川　澄人 (3) 15m00 -0.4 川上　博之 (3) 14m88 0.0 鈴木　雄貴 (3) 14m74 -0.2 蛸谷　竜一 (2) 14m67 +0.7 土岐　泰徳 (2) 14m53 -1.2

(土) 北海道：白樺学園 福岡：福岡第一 大阪：太成学院 北海道：白樺学園 大阪：東大阪大柏 愛知：中京大中京 千葉：東京学館 神奈川：荏田

7/29 男子砲丸投 七尾　紘 (3) 16m93 秋本　壯樹 (3) 16m61 濱口　誘希 (3) 16m48 鈴木　悠平 (3) 16m41 宮内　育大 (3) 16m39 三村　幸輝 (2) 16m26 和地　奏多 (2) 16m13 仲松　美勇士クリシュナ (2) 15m89

(火) 宮崎：宮崎工 東京：成城 三重：宇治山田商 千葉：成田 高知：高知追手前 三重：稲生 神奈川：東海大相 沖縄：中部商

8/2 男子円盤投 神下　豊夢 (3) 48m39 犬伏　拓巳 (3) 48m18 稲垣　太一 (2) 46m85 知念　雄 (3) 46m37 久保　陽平 (3) 44m73 ﾃﾞｨｰﾝ　元気 (2) 44m58 ﾊﾞｳﾃﾞｨｾﾗ　ﾄﾞｸﾞﾗｽ (3) 44m48 堀川　隆 (3) 44m29

(土) 大阪：大体大浪商 北海道：帯広農 三重：宇治山田商 沖縄：那覇西 北海道：札幌白石 兵庫：市尼崎 静岡：新居 東京：八王子

7/30 男子ハンマー投 知念　雄 (3) 65m09 栁川　紀之 (3) 59m21 長石　匡 (3) 58m09 七尾　紘 (3) 57m65 佐野　浩行 (3) 57m48 欅田　祥太 (3) 54m39 神野　幸造 (3) 54m37 臼杵　諒亘 (3) 53m56

(水) 沖縄：那覇西 GR 埼玉：西武台 鳥取：倉吉北 宮崎：宮崎工 石川：飯田珠洲実 大分：大分雄城台 和歌山：初芝橋本 大阪：関大北陽

8/1 男子やり投 眞里谷　健司 (2) 68m02 田中　一太 (3) 65m94 加世田　強真 (3) 64m69 ﾃﾞｨｰﾝ　元気 (2) 64m28 岩崎　勝彦 (3) 62m67 長谷川　鉱平 (3) 61m73 河本　佳範 (3) 61m47 飯塚　篤之 (3) 61m31

(金) 京都：花園 東京：東京 熊本：牛深 兵庫：市尼崎 福島：小高工 兵庫：神戸北 大阪：関西創価 東京：駒大

7/30 男子八種競技 中村　明彦 (3) 5900 千葉　大喜 (3) 5630 二枚田　一平 (3) 5588 田野　達也 (3) 5565 澤田　右京 (3) 5430 津久井　亮介 (3) 5323 堂本　貴之 (2) 5320 松下　祐樹 (2) 5316

(水) 愛知：岡崎城西 HR,GR 宮城：気仙沼西 石川：小松工 大阪：東大阪大柏 福岡：小倉工 群馬：伊勢崎 大阪：太成学院 神奈川：小田原

8位1位 2位 3位 4位

北海道：白樺学園

5位 6位 7位

福岡：筑陽学園

11.08-6m74-10m55-49.25

15.30-43m09-2m01-4.18.47

11.51-6m54-12m27-50.49

16.02-50m41-1m80-4.20.81

11.26-6m58-12m66-50.82

15.94-41m91-1m92-4.36.49

11.34-6m24-12m99-52.46

15.62-56m95-1m75-4.34.52

11.49-6m98-9m87-51.20

15.74-44m41-1m80-4.31.77

11.39-6m33-11m02-51.50

16.29-49m66-1m70-4.26.80

11.42-6m49-10m46-51.50

16.05-49m18-1m83-4.46.43

11.65-6m42-9m26-50.52

15.34-41m41-1m86-4.31.85


