
ﾄﾗｯｸ審判長 佐藤　良司
跳躍審判長 田辺　邦夫
投擲審判長 深滝　敬

【開催日】 平成24年7月30日～8月2日 混成審判長 横土　純
【主催団体】 （公財）全国高等学校体育連盟 決勝記録一覧表 記録主任： 相田　和彦
(GR:大会新) 男  子 【競技場】東北電力ビッグスワンスタジアム

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 7/30 男子   0.0 大瀬戸  一馬(3) 10.47 橋元  晃志(3) 10.50 佐貫  成啓(3) 10.59 桐生  祥秀(2) 10.63 金森  和貴(3) 10.63 魚里  勇介(3) 10.65 小池  祐貴(2) 10.65 川上  拓也(2) 10.67

１００ｍ 福  岡･小倉東 鹿児島･川薩清修館 秋  田･本荘 京  都･洛南 島  根･松江北 兵  庫･滝川第二 北海道･立命館慶祥 千  葉･東海大浦安
 8/ 1  -0.5 橋元  晃志(3) 20.81 大瀬戸  一馬(3) 21.02 谷口  耕太郎(3) 21.10 日吉  克実(2) 21.25 小池  祐貴(2) 21.37 金森  和貴(3) 21.39 桐生  祥秀(2) 21.42 小木  萌人(3) 21.68

２００ｍ 鹿児島･川薩清修館 福  岡･小倉東 神奈川･弥栄 静  岡･韮山 北海道･立命館慶祥 島  根･松江北 京  都･洛南 千  葉･東京学館浦安
 7/29 板鼻  航平(3) 47.55 愛敬  彰太郎(3) 47.84 加藤  修也(2) 48.27 岸田  健太郎(3) 48.40 櫻井  貴広(3) 48.72 荒井  将徳(3) 48.81 小木  萌人(3) 49.03 丸池  優太(3) 49.12

４００ｍ 千  葉･敬愛学園 三  重･桑名 静  岡･浜名 鳥  取･鳥取城北 宮  城･古川工 宮  城･仙台西 千  葉･東京学館浦安 東  京･昭和第一学園
 8/ 1 三武  潤(3) 1:48.62 村上  昂輝(3) 1:50.19 渡辺  崇臣(3) 1:51.97 白石  浩之(3) 1:52.59 渡邉  悠弥(3) 1:52.62 髙栁  俊隆(1) 1:52.74 前田  恋弥(1) 1:52.84 前田  健太(3) 1:55.56

８００ｍ 東  京･城西 GR 兵  庫･須磨学園 福  岡･福岡魁誠 東  京･立教池袋 千  葉･横芝敬愛 兵  庫･加古川東 千  葉･市立船橋 熊  本･熊本国府
 7/30 ﾋﾗﾑ  ｶﾞﾃﾞｨｱ(2) 3:45.37 富越  洸二朗(3) 3:46.29 西山  雄介(3) 3:46.48 安齋  宰(3) 3:46.68 市田  拓海(3) 3:48.78 茂木  亮太(3) 3:48.78 前田  晃旗(3) 3:48.90 畔柳  隼弥(3) 3:49.26

１５００ｍ 宮  城･仙台育英 埼  玉･埼玉栄 三  重･伊賀白鳳 神奈川･光明相模原 福  岡･九州国際大付 栃  木･白鴎大足利 福  岡･大牟田 三  重･伊賀白鳳
 8/ 1 ｶﾚﾐ  ｼﾞｪﾚﾐｱｽﾞｸ(3)13:46.30 ﾁｬｰﾙｽﾞ  ﾄﾞｩﾝｸﾞ(1)13:46.56 平  和真(3) 13:55.64 ｼﾞｮﾝ  ﾏｲﾅ(3) 13:57.69 中谷  圭佑(3) 14:02.55 ﾋﾗﾑ  ｶﾞﾃﾞｨｱ(2) 14:03.85 西山  雄介(3) 14:16.51 石川  颯真(3) 14:17.77

５０００ｍ 愛  知･豊川 北海道･札幌山の手 愛  知･豊川工 青  森･青森山田 兵  庫･西脇工 宮  城･仙台育英 三  重･伊賀白鳳 栃  木･佐野日大
 8/ 2  -0.4 江口  悠貴(3) 14.20 矢田  弦(3) 14.23 竹吉  大記(3) 14.42 古元  翼(2) 14.53 間處  将太(3) 14.59 小石川  統(3) 14.64 金井  大旺(2) 14.75 岡崎  正樹(3) 15.51

１１０ｍＨ 山  形･九里学園 島  根･松江北 千  葉･市立船橋 愛  知･名古屋 兵  庫･滝川第二 北海道･立命館慶祥 北海道･函館ﾗｻｰﾙ 岡  山･岡山工
 7/31 松本  岳大(3) 50.91 野口  直人(3) 千  葉･西武台千葉 50.98 田辺  将大良(3) 52.22 濱井  涼介(3) 52.51 一ﾉ戸  崇(3) 52.67 江口  悠貴(3) 52.84 馬場  雄希(3) 53.51

４００ｍＨ 兵  庫･加古川東 間處  将太(3) 兵  庫･滝川第二 東  京･東京 神奈川･川崎市立橘 茨  城･鉾田一 山  形･九里学園 千  葉･東葛飾
 8/ 2 谷山  誠(3) 8:53.87 川端  千都(2) 8:55.06 石橋  安孝(3) 8:57.23 宮城  壱成(3) 9:00.31 村上  優輝(3) 9:00.46 大山  憲明(2) 9:00.64 片平  義貴(3) 9:00.65 成瀬  雅俊(3) 9:03.36

３０００ｍＳＣ 和歌山･和歌山北 京  都･綾部 福  井･美方 広  島･世羅 兵  庫･西脇工 福  岡･大牟田 福  岡･大牟田 愛  知･豊川工
 7/31 松永  大介(3) 21:17.05 山西  利和(2) 21:21.04 松村  広夢(3) 21:23.88 平田  武司(3) 21:35.16 塩島  亮太(3) 21:36.26 天川  康太郎(3) 21:48.50 山田  康太(3) 21:49.30 及川  文隆(2) 21:57.17

５０００ｍ競歩 神奈川･横浜 京  都･堀川 岩  手･花巻北 福  岡･柳川 長  野･豊科 兵  庫･飾磨工 愛  知･愛知 愛  知･愛知
 8/ 1 佐藤  凌(3) 2.13 長谷川  裕貴(3) 2.10 中村  太一(3) 2.10 成富  創(3) 福  岡･自由ｹ丘 2.07 平松  祐司(1) 2.07 村田  祥人(3) 神奈川･川崎市立橘 2.04

走高跳 大  阪･東大阪大柏原 秋  田･秋田 京  都･西京 中島  大輔(2) 栃  木･佐野日大 京  都･西城陽 斉藤  一真(3) 山  梨･駿台甲府
上川  凌平(3) 山  口･早鞆

 7/30 堀田  早人(3) 5.15 植松  倫理(3) 5.10 毛呂  泰紘(3) 5.10 野田  涼平(3) 5.00 日置  健也(3) 4.90 濱崎  優(3) 4.80 金山  周平(2) 4.80 石川  明斗(2) 4.80
棒高跳 大  阪･東大阪大柏原 静  岡･浜松北 千  葉･柏日体 岐  阜･多治見 大  阪･東大阪大柏原 兵  庫･明石商 島  根･大社 香  川･観音寺中央

 7/31 毛呂  泰紘(3) 7.53(0.0) 飯田  旭(3) 7.38(0.0) 中村  亮(2) 7.29(+0.2) 児島  有伸(3) 7.18(-1.3) 二宮  聡史(3) 7.16(-1.0) 小田  大樹(2) 7.13(+0.3) 竹内  大晴(3) 7.12(-0.8) 山本  凌雅(2) 7.03(-0.8)
走幅跳 千  葉･柏日体 福  岡･福岡第一 静  岡･袋井 福  岡･城南 愛  知･岡崎北 山  口･下関商 三  重･近大高専 長  崎･諫早農

 8/ 2 宮田  弘輝(3)15.42(-0.3) 池畠旭佳瑠(3)15.42(-0.2) 竹内  大晴(3)15.38(-0.8) 王野  裕貴(3)15.02(-0.3) 中山  昂平(3)14.99(+1.4) 佐々木恭平(3)14.80(+0.1) 山川  夏輝(2)14.78(+2.0) 犬井  亮介(2)14.76(+1.3)
三段跳 大  阪･関大北陽 2nd 15.27 埼  玉･聖望 2nd 15.23 三  重･近大高専 岡  山･岡山工 長  野･上田東 東  京･青梅総合 京  都･洛南 京  都･洛南

 7/31 石山  歩(1) 森下  大地(3) 16.51 幸田  和記(3) 16.48 武田  歴次(2) 16.33 岸本  雄介(2) 15.91 北尾  友靖(2) 15.81 申田  真也(3) 15.68 伊藤  勇吏(3) 15.66
砲丸投 京  都･花園 兵  庫･滝川 東  京･東京 徳  島･生光学園 大  阪･太成学院 長  崎･口加 宮  崎･宮崎工 岐  阜･益田清風

 8/ 2 近藤  廉(3) 48.09 石山  歩(1) 47.43 谷口  兼次郎(3) 47.39 小田  裕貴(3) 46.98 石塚  大悟(3) 46.90 小高  輝久(3) 45.77 武田  歴次(2) 45.75 阿比留  大地(3) 44.46
円盤投 埼  玉･川口総合 京  都･花園 大  阪･太成学院 北海道･長万部 静  岡･浜松城北工 神奈川･新栄 徳  島･生光学園 長  崎･口加

 7/29 松原  拓矢(3) 62.51 大井  道志(3) 60.16 植松  直紀(3) 60.02 藤岡  眞也(2) 59.79 末谷  裕樹(3) 59.72 泉  樹仁也(3) 59.35 北詰  修三(3) 58.72 森  大輝(2) 58.51
ハンマー投 大  阪･関西大倉 大  阪･大塚 三  重･久居 秋  田･能代商 宮  城･柴田 滋  賀･大津商 東  京･日体荏原 静  岡･浜松城北工

 8/ 1 柿島  裕(3) 66.35 服部  将大(3) 66.16 髙橋  大地(3) 64.35 小椋  健司(2) 64.27 道上  雅晃(3) 64.11 冨安  浩太(3) 62.18 森  誉(3) 62.04 中西  啄真(3) 62.00
やり投 神奈川･麻溝台 神奈川･平塚学園 愛  媛･新居浜西 鳥  取･倉吉総合産 広  島･安芸 福  岡･祐誠 茨  城･竹園 三  重･伊勢工

 7/31 兵  庫･滝川第二      40.51 宮  城･仙台育英      40.58 神奈川･相洋       40.70 北海道･北海道栄      40.71 三  重･宇治山田商      40.72 神奈川･川崎市立橘      40.72 沖  縄･那覇西      40.92 三  重･四日市工      42.32
４×１００ｍ 間處  将太(3) 阿部  祐誠(3) 今野  恭佑(1) 宇津  拓実(2) 西口  航平(3) 河野  元(2) 金城  祥冴(2) 中川  想基(1)

三崎  大樹(3) 佐々木  秀弥(2) 林  大生(2) 日沼  凌介(3) 木下  来星(3) 森  雅治(3) 与那原  良貴(2) 田中  翔真(2)
段林  翔希(2) 佐藤  礼(3) 中嶌  佑太(2) 進藤  和基(3) 小池  龍緯(3) 勝嵜  大輝(3) 比嘉  優人(3) 川喜田  剛志(2)
魚里  勇介(3) 横山  龍太郎(2) 徳山  黎(2) 高橋  優(2) 岡咲  和歩(3) 須田  隼人(3) 奥原  尚之(3) 諏訪  達郎(3)

 8/ 2 東  京･東京     3:12.15 東  京･八王子    3:12.55 京  都･洛南     3:12.83 神奈川･相洋     3:13.38 埼  玉･武南     3:13.54 愛  知･名古屋大谷    3:15.04 大  阪･大阪     3:15.47 京  都･乙訓     3:15.71
４×４００ｍ 池田  亮平(2) 圷  祐貴(1) 中井  嘉久(3) 油井  睦樹(3) 白幡  大輝(1) 木屋川内  浩二(3) 沖  佳史(1) 東川  滉希(2)

清水  勇也(3) 妻木  泰斗(3) 桐生  祥秀(2) 林  大生(2) 陰山  東洋(3) 川野  直哉(3) 葛目  章太郎(3) 森  知幸(3)
大串  卓也(3) 徳岡  隆之介(3) 城野  有希(3) 中嶌  佑太(2) 荒木  孝一(1) 金宮  圭佑(2) 神達  弘樹(2) 佐藤  聖也(2)
田辺  将大良(3) 大澤  裕輝(2) 高野  健(2) 徳山  黎(2) 伊藤  健太(3) 宮﨑  海悠(3) 稲畑  遼(3) 宮澤  勇伎(3)

 7/30 城野  有希(3) 5780 坂本  都志記(3) 5738 柏倉  飛鳥(3) 5693 栗原  彰理(3) 5673 荒谷  亘彦(3) 5668 青山  耕也(3) 5518 平林  卓磨(2) 5362 坂本  憲哉(3) 5351
八種競技 京  都･洛南 福  岡･門司大翔館 山  形･山形中央 東  京･東大和 千  葉･長生 愛  知･名古屋大谷 愛  知･名城大附 愛  知･一宮

katou-hiroshi
テキストボックス
平成24年度全国高等学校総合体育大会 「2012北信越かがやき総体」秩父宮賜杯　第65回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 


