
男子 平成19年度　学校総合体育大会　高等学校陸上競技の部 平成１9年　5月11日（金）～14日（月） 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 記録主任：皆川和久

日付 種目

5/12 男子100m 関根　幸大 (3) 11.07 相馬　光平 (3) 11.23 佐久間　覚弘(3) 11.24 吉野　訓史 (3) 11.27 大久保　皓太(3) 11.29 内海　健太 (2) 11.32 富永　大樹 (3) 11.33 齋藤　隼也 (2) 11.34

風:-3.2 埼玉：進修館 埼玉：深谷商 埼玉：八潮 埼玉：大宮 埼玉：昌平 埼玉：埼玉栄 埼玉：伊奈学園総 埼玉：東京農大三

5/13 男子200m 関根　幸大 (3) 21.68 山﨑　雄太 (2) 21.94 齊藤　隼也 (2) 21.95 原嶋　智大 (3) 22.20 佐久間　覚弘(3) 22.26 金田　翔平 (3) 22.28 神田　祥明 (2) 22.30 今枝　康祐 (3) 22.50

風:+1.5 埼玉：進修館 埼玉：春日部 埼玉：東京農大三 埼玉：西武文理 埼玉：八潮 埼玉：越谷南 埼玉：飯能南 埼玉：不動岡

5/11 男子400m 原嶋　智大 (3) 51.32 中島　雅達 (2) 51.34 石井　祐人 (2) 51.62 関　慎吾 (3) 51.93 谷口　友章 (3) 52.02 坂本　光 (3) 52.54 瓶子　翔平 (3) 52.92 徳村　和彦 (3) 53.03

埼玉：西武文理 埼玉：松山 埼玉：武蔵越生 埼玉：埼玉栄 埼玉：浦和 埼玉：市立浦和 埼玉：埼玉栄 埼玉：大宮

5/13 男子800m 花島　昂己 (2) 1.57.39 竹内　勝信 (3) 1.57.72 野島　俊介 (3) 1.58.95 小林　優史 (3) 1.58.96 荒井　智博 (2) 1.59.38 高山　良介 (3) 1.59.45 喜多　亜希憲(3) 2.04.25 吉野　誠 (3) 2.05.16

埼玉：東京農大三 埼玉：春日部東 埼玉：武南 埼玉：春日部東 埼玉：越谷西 埼玉：早大本庄 埼玉：春日部東 埼玉：松山

5/11 男子1500m 内藤　寛人 (2) 4.00.94 大谷　遼太郎(2) 4.02.05 宇野　博之 (3) 4.02.16 市塚　遊 (3) 4.02.48 長谷川　剛士(2) 4.03.42 花島　昂己 (2) 4.03.84 小川　央貴 (3) 4.05.31 小林　優史 (3) 4.07.07

埼玉：東京農大三 埼玉：浦和実 埼玉：武蔵越生 埼玉：埼玉栄 埼玉：春日部東 埼玉：東京農大三 埼玉：上尾南 埼玉：春日部東

5/12 男子5000m 内藤　寛人 (2) 14.43.91 市塚　遊 (3) 14.47.33 田倍　憲人 (2) 14.50.16 宇野　博之 (3) 14.51.33 大貫　秀水 (3) 14.52.31 後藤田　健介(2) 14.54.08 長谷川　剛士(2) 15.04.72 川尻　卓矢 (3) 15.14.42

埼玉：東京農大三 埼玉：埼玉栄 埼玉：埼玉栄 埼玉：武蔵越生 埼玉：浦和実 埼玉：埼玉栄 埼玉：春日部東 埼玉：東京農大三

5/14 男子110mH 大室　秀樹 (2) 14.52 今　佑太 (3) 15.00 長島　貴之 (3) 15.65 太田　裕志 (3) 15.67 對馬　翔 (2) 15.81 藤木　浩太郎(3) 15.83 中塚　雄太 (2) 15.86 鈴木　正和 (3) 15.88

風:-1.8 埼玉：松山 埼玉：昌平 埼玉：浦和 埼玉：昌平 埼玉：大宮東 埼玉：所沢北 埼玉：春日部 埼玉：南稜

5/12 男子400mH 長島　貴之 (3) 53.27 藤倉　悠喜 (3) 55.23 田中　進悟 (3) 55.34 太田　裕志 (3) 55.90 村田　俊祐 (2) 56.54 竹井　智哉 (3) 56.85 岡田　怜 (3) 57.50 坂本　光 (3) 57.90

埼玉：浦和 埼玉：春日部東 埼玉：埼玉栄 埼玉：昌平 埼玉：大宮東 埼玉：和光国際 埼玉：城西川越 埼玉：市立浦和

5/14 男子3000mSC 田村　慎平 (3) 9.36.02 福島　翔太 (3) 9.37.73 三芳　宏夢 (3) 9.38.02 太田　裕之 (3) 9.38.22 高橋　誠 (3) 9.38.58 大塚　洸瑠 (3) 9.38.79 本田　良平 (3) 9.44.47 山崎　康隆 (3) 9.52.53

埼玉：春日部東 埼玉：早大本庄 埼玉：埼玉栄 埼玉：東京農大三 埼玉：浦和実 埼玉：熊谷 埼玉：大井 埼玉：東京農大三

5/13 男子5000mW 高島　佑太 (3) 22.16.88 大木　脩平 (2) 22.30.94 二反田　隼 (2) 24.23.36 植田　真吾 (3) 24.48.47 安永　翔平 (2) 25.04.26 鈴木　勇太 (3) 25.08.11 後藤　研 (3) 25.12.86 橋本　修平 (3) 25.36.78

埼玉：春日部 埼玉：埼玉栄 埼玉：松山 埼玉：春日部東 埼玉：早大本庄 埼玉：春日部東 埼玉：不動岡 埼玉：越谷南

5/12 男子4X100mR 埼玉：花咲徳栄 42.58 埼玉：東京農大三 42.60 埼玉：飯能南 42.78 埼玉：昌平 42.83 埼玉：春日部 42.89 埼玉：不動岡 42.92 埼玉：浦和 43.14 埼玉：深谷商 43.23

  薄羽　拓也(1)   福田　一紀(3)   濱　智春 (3)   大久保　皓(3)   鈴木　和音(3)   武山　翔平(3)   佐々木　翔(3)   相馬　光平(3)

  斎藤　奨太(3)   新井　寿則(3)   大河原　拓(3)   太田　裕志(3)   山﨑　雄太(2)   白鳥　優斗(2)   竹内　優太(1)   嘉山　大介(2)

  菅井　亮太(3)   新井　直人(3)   須見　尚斗(3)   今　佑太 (3)   中塚　雄太(2)   石塚　佑貴(3)   鈴木　一輝(3)   大澤　拓也(2)

  須賀　悟史(3)   齋藤　隼也(1)   神田　祥明(2)   海老原　剛(3)   寺田　壮志(3)   今枝　康祐(3)   外谷　陽輔(3)   松村　和也(1)

5/14 男子4X400mR 埼玉：不動岡 3.21.70 埼玉：進修館 3.22.16 埼玉：飯能南 3.22.17 埼玉：春日部東 3.22.69 埼玉：埼玉栄 3.24.22 埼玉：松山 3.24.96 埼玉：花咲徳栄 3.26.53 埼玉：東京農大三 3.32.04

  蛭間　達也(2)   高野　涼 (3)   濱　智春 (3)   上原　将也(2)   瓶子　翔平(3)   吉野　誠 (3)   薄羽　拓也(1)   花島　昴己(2)

  岡安　裕紀(2)   関根　幸大(3)   須見　尚斗(3)   竹内　勝信(3)   田中　進悟(3)   清瀬　晃 (3)   斎藤　奨太(3)   新井　直人(3)

  鈴木　智行(3)   諸井　恵大(2)   大河原　拓(3)   小林　優史(3)   冨山　秀平(3)   中村　直 (1)   菅井　亮太(3)   福田　一紀(3)

  白鳥　優斗(2)   吉田　健太(3)   加藤　裕也(3)   藤倉　悠喜(3)   関　慎吾 (3)   中島　雅達(2)   須賀　悟史(3)   齋藤　隼也(1)

5/13 男子走高跳 中島　諒介 (3) 1m96 鈴木　正和 (3) 1m96 山岸　亮太 (3) 1m96 成塚　拓真 (3) 1m90 古賀　清志 (3) 1m90 渡辺　輝 (3) 1m85 桝田　明弘 (2) 1m85 柏原　健佑 (3) 1m85

埼玉：埼玉栄 埼玉：南稜 埼玉：久喜北陽 埼玉：早大本庄 埼玉：川越西 埼玉：飯能 埼玉：蕨 埼玉：伊奈学園総

5/12 男子棒高跳 新鷲　壮美 (3) 4m60 加藤　真也 (3) 4m40 弓削　武蔵 (3) 4m30 河埜　大樹 (2) 4m30 長田　拓也 (3) 4m30 藤野　亮太 (1) 4m30 伊藤　稜真 (1) 4m20 石塚　佑貴 (3) 4m20

埼玉：八潮 埼玉：越谷南 埼玉：春日部 埼玉：白岡 埼玉：白岡 埼玉：松山 ５位 埼玉：八潮 埼玉：不動岡 ７位

5/11 男子走幅跳 嘉山　大介 (2) 7m35 +2.0 今井　佑 (3) 7m21 +1.8 辻　将也 (3) 7m18 +2.0 中島　貴大 (3) 7m12 -0.4 鈴木　一輝 (3) 6m96 +1.5 鈴木　智行 (3) 6m83 -1.5 幸　雄司 (2) 6m69 +1.8 赤羽　力也 (3) 6m66 +0.7

埼玉：深谷商 埼玉：聖望 埼玉：鳩山 埼玉：蕨 埼玉：浦和 埼玉：不動岡 埼玉：武南 埼玉：飯能

5/14 男子三段跳 赤羽　力也 (3) 14m83 -0.7 渡辺　輝 (3) 14m69 +0.7 山岸　亮太 (3) 14m44 +3.4 辻　将也 (3) 14m10 +1.9 太田　健一 (3) 14m02 +2.3 大和田　真慈 (3) 13m98 +3.1 金子　空 (3) 13m61 +2.1 山下　宜久 (3) 13m57 -0.4

埼玉：飯能 埼玉：飯能 埼玉：久喜北陽 埼玉：鳩山 埼玉：浦和南 埼玉：越谷西 埼玉：進修館 埼玉：滑川総合

5/12 男子砲丸投 長島　史興 (3) 14m27 須長　瑞記 (2) 13m80 新島　潤哉 (2) 13m58 内林　孝文 (2) 13m09 永瀬　誠 (3) 13m05 秋野　真理 (2) 13m00 柳川　紀之 (2) 12m52 杦田　直巳 (1) 12m26

埼玉：春日部東 NGR 埼玉：鴻巣 NGR 埼玉：埼玉栄 NGR 埼玉：松山 埼玉：羽生一 埼玉：西武台 埼玉：西武台 埼玉：松山

5/14 男子円盤投 岡本　一成 (3) 43m51 小島　聡 (3) 42m76 庭田　亮太 (3) 42m39 栁川　紀之 (2) 42m11 永瀬　誠 (3) 41m20 山口　岳人 (3) 40m70 秋野　真理 (2) 40m68 吉田　敏之 (3) 39m19

埼玉：川口総合 埼玉：松山 埼玉：花咲徳栄 埼玉：西武台 埼玉：羽生一 埼玉：西武台 埼玉：西武台 埼玉：杉戸

5/13 男子ハンマー投野島　克幸 (3) 55m10 嶋村　裕輝 (3) 53m58 須加　幸生 (2) 52m94 藤田　舜 (2) 51m12 小島　聡 (3) 50m79 綿谷　慎 (3) 50m74 山崎　竜也 (3) 49m77 清水　雄亮 (2) 48m28

埼玉：進修館 埼玉：鳩山 埼玉：進修館 埼玉：西武文理 埼玉：松山 埼玉：西武台 埼玉：進修館 埼玉：春日部東

5/13 男子やり投 小川　真 (2) 57m98 大山　直樹 (3) 57m89 川上　拓也 (3) 55m05 榎本　拓実 (3) 54m75 綿谷　慎 (3) 53m96 齊藤　直樹 (3) 53m96 筒場　祥太 (3) 52m96 鈴木　康平 (3) 52m57

埼玉：滑川総合 埼玉：西武台 埼玉：所沢 埼玉：春日部共栄 埼玉：西武台 埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：西武文理 埼玉：川越東

5/11･12 男子八種競技 海老原　剛 (3) 4785 重村　大輔 (3) 4703 百成　幸也 (2) 4573 町田　潔隆 (3) 4402 山下　聖哉 (2) 4271 大川　智也 (2) 4224 菊村　風穂 (2) 4126 峰岸　啓地 (3) 4021

埼玉：昌平 埼玉：飯能 埼玉：与野 埼玉：本庄東 埼玉：早大本庄 埼玉：昌平 埼玉：与野 埼玉：早大本庄

5/14 総合

41点 37点 29点 27点68点 58点 49点 45.5点

進修館  (埼玉) 昌平  (埼玉) 西武台  (埼玉) 春日部  (埼玉)埼玉栄  (埼玉) 春日部東  (埼玉) 東京農大三  (埼玉) 松山  (埼玉)

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

11.31-6m12-11m38-52.06 11.64-6m04-9m49-53.68 11.62-5m99-10m45-54.34 11.64-5m93-8m29-54.31 11.68-5m41-9m85-54.41 12.08-5m74-10m31-57.03 12.17-5m51-8m39-57.99 12.07-5m53-6m84-54.86

17.10-46m86-1m74-5.39.25 16.50-43m42-1m65-4.52.40 18.45-42m12-1m68-4.46.58 18.68-36m03-1m71-4.37.01 18.30-34m31-1m68-4.51.63 16.54-35m04-1m55-4.59.19 18.12-40m43-1m68-4.42.69 18.28-31m53-1m71-4.49.15


