
ﾄﾗｯｸ審判長 飯田　能光

男子 平成２０年度県北新人大会　兼　第88回　県北陸上競技大会 2008年9月9日(火)～10日(水) 跳躍審判長 福島　幹男 記録主任 坂内　孝弥

投擲審判長 福島　幹男

日付 種目

9/9 男子100m 工藤 圭大 (2) 11.26 小暮 大暉 (2) 11.28 浅見 涼 (2) 11.33 角田 拓己 (2) 11.42 神山 博志 (2) 11.47 小川 清介 (2) 11.49 知久 暁洋 (2) 11.51 柳川 哲也 (1) 11.55

風:+0.4 埼玉：深谷商 埼玉：深谷商 埼玉：滑川総合 埼玉：本庄 埼玉：進修館 埼玉：成徳深谷 埼玉：正智深谷 埼玉：深谷商

9/10 男子200m 浅見 涼 (2) 22.71 工藤 圭大 (2) 22.80 角田 拓己 (2) 23.13 小暮 大暉 (1) 23.27 清水 祐樹 (2) 23.42 高田 健一 (2) 23.42 柴田 大樹 (2) 23.59 笹川 裕成 (2) 23.83

風:+1.4 埼玉：滑川総合 埼玉：深谷商 埼玉：本庄 埼玉：深谷商 埼玉：早大本庄 埼玉：進修館 埼玉：桶川 埼玉：早大本庄

9/9 男子400m 前野 景 (2) 0.49.79 村上 勇二 (2) 0.49.94 小林 央人 (2) 0.51.63 村山 貴也 (1) 0.51.81 中村 直 (2) 0.52.10 佐藤 賢 (1) 0.52.29 高島 友也 (2) 0.52.96 板谷 弘俊 (2) 0.53.13

埼玉：東京農大三 埼玉：松山 埼玉：本庄東 埼玉：深谷商 埼玉：松山 埼玉：松山 埼玉：東京農大三 埼玉：進修館

9/10 男子800m 原田 雄生 (1) 1.56.66 村山 貴也 (1) 1.57.97 小林 央人 (2) 2.02.85 宮原 亮佑 (2) 2.03.31 中島 啓介 (1) 2.03.81 清水 昭洋 (1) 2.05.63 野村 昌登 (1) 2.08.80 野島 敦 (2) 2.09.44

埼玉：桶川 埼玉：深谷商 埼玉：本庄東 埼玉：東京農大三 埼玉：早大本庄 埼玉：滑川総合 埼玉：正智深谷 埼玉：東京農大三

9/9 男子1500m 徳留 駿 (1) 4.01.39 雨宮 弘騎 (2) 4.05.03 長浜 雄一 (1) 4.10.25 関根 優 (1) 4.11.31 山崎 翔太 (2) 4.14.92 北堀 俊輔 (2) 4.15.47 吉井 甲 (2) 4.16.34 国分 拓磨 (2) 4.16.60

埼玉：早大本庄 埼玉：深谷一 埼玉：東京農大三 埼玉：熊谷 埼玉：鳩山 埼玉：小川 埼玉：東京農大三 埼玉：松山

9/10 男子5000m 雨宮 弘騎 (2) 15.18.38 徳留 駿 (1) 15.25.35 長浜 雄一 (1) 15.32.94 吉澤 匡一 (2) 15.44.35 伊藤 銀河 (2) 15.46.53 畠山 和基 (2) 16.01.94 明比 建 (2) 16.15.27 山崎 翔太 (2) 16.16.85

埼玉：深谷一 埼玉：早大本庄 埼玉：東京農大三 埼玉：松山 埼玉：東京農大三 埼玉：松山 埼玉：早大本庄 埼玉：鳩山

9/9 男子110mH 加藤 誠也 (1) 15.51 山本 靖之 (2) 16.63 手嶋 渉 (2) 16.93 金井 亮磨 (2) 16.94 根岸 聡志 (1) 17.08 鷺島 偉尊 (1) 17.16 深田 賢 (1) 18.67 藤井 裕介 (2) 19.02

風:-0.8 埼玉：松山 埼玉：本庄東 埼玉：秩父農工科 埼玉：本庄 埼玉：深谷 埼玉：深谷一 埼玉：熊谷西 埼玉：松山

9/10 男子400mH 加藤 誠也 (1) 0.53.75 前野 景 (2) 0.55.56 板谷 弘俊 (2) 0.57.79 江原 大二朗 (1) 0.59.77 斉藤 史弥 (1) 1.00.07 手嶋 渉 (2) 1.00.46 深田 賢 (1) 1.00.48 柴田 浩孝 (1) 1.01.19

埼玉：松山 GR 埼玉：東京農大三 埼玉：進修館 埼玉：早大本庄 埼玉：鴻巣 埼玉：秩父農工科 埼玉：熊谷西 埼玉：早大本庄

9/9 男子3000mSC 内田 拓 (2) 9.44.13 畑 勇希 (2) 9.48.83 保田 規彰 (2) 10.00.65 吉田 純平 (2) 10.06.71 保田 基彰 (2) 10.07.02 吉川 ルノ (2) 10.12.61 宇田 圭甫 (1) 10.27.79 松山 健吾 (1) 10.29.37

埼玉：東京農大三 埼玉：東京農大三 埼玉：松山 埼玉：熊谷 埼玉：松山 埼玉：熊谷 埼玉：松山 埼玉：鳩山

9/10 男子5000mW 武藤 直幸 (2) 24.14.56 中村 柊介 (2) 24.20.68 吉橋 啓太 (2) 24.28.57 平井 健吾 (1) 26.56.33 吉田 迪史 (1) 27.51.91 加藤 潤一 (2) 31.54.72 河野 元気 (1) 35.41.89

埼玉：松山 埼玉：松山 埼玉：鴻巣 埼玉：早大本庄 埼玉：松山 埼玉：早大本庄 埼玉：早大本庄

9/9 男子4X100mR 埼玉：深谷商 0.43.27 埼玉：松山 0.44.62 埼玉：滑川総合 0.45.48 埼玉：桶川 0.45.65 埼玉：本庄一 0.45.96 埼玉：早大本庄 0.46.03 埼玉：成徳深谷 0.52.08 埼玉：秩父農工科

  柳川 哲也 (1)   吉田 祐大 (1)   飯田 優介 (1)   市川 那由 (2)   新井 崇浩 (2)   宮原 健太 (1)   渡辺　智仁   手嶋 渉 (2) *R3,DQ3

  工藤 圭大 (2)   島野 浩史 (2)   浅見 涼 (2)   佐々木 理 (1)   三澤 知弥 (1)   羽山 慎一 (1)   小川 清介 (2)   町田 裕紀 (2)

  小暮 大暉 (2)   内田 茂希 (2)   今川 雄貴 (1)   野口 公宏 (2)   今井 拓希 (2)   大塚 健祐 (1)   逸見　基希(1)   千島 卓也 (2)

  松村　和也(2)   石原 匠 (1)   神庭 伸吾 (1)   柴田 大樹 (2)   野口 駿 (1)   荒井 邑介 (2)   木皿 優 (1)   田隝 和泰 (1)

9/10 男子4X400mR 埼玉：松山 3.27.14 埼玉：深谷商 3.33.59 埼玉：早大本庄 3.35.76 埼玉：桶川 3.36.43 埼玉：熊谷西 3.36.68 埼玉：本庄 3.37.15 埼玉：滑川総合 3.37.54 埼玉：熊谷 3.39.92

  佐藤 賢 (1)   村山 貴也 (1)   中島 啓介 (1)   秋澤 将平 (2)   瀧澤 識詞 (1)   金井 亮磨 (2)   今川 雄貴 (1)   中澤 祐貴 (2)

  中村 直 (2)   工藤 圭大 (2)   江原 大二 (1)   宮下 拡 (2)   柿澤 玲 (1)   西川 克 (2)   清水 昭洋 (1)   保科 友佑 (2)

  福田 直城 (2)   坂本 純一 (1)   嵯峨根 大 (2)   原田 雄生 (1)   太田 修平 (2)   富田 春輝 (2)   浅見 涼 (2)   吉田 純平 (2)

  稲葉 勝太 (1)   小暮 大暉 (2)   原口 良太 (2)   松田 陵雅 (2)   朝香 匠 (2)   角田 拓己 (2)   神庭 伸吾 (1)   小川 光康 (2)

9/9 男子走高跳 井上 大吉 (1) 1m85 森 完治 (2) 1m75 高部　 慎也 (2) 1m75 柿澤 玲 (1) 1m75 千島 卓也 (2) 1m75 舎利弗 淳 (1) 1m70 戸田 健太 (1) 1m65 逸見 基希 (1) 1m60

埼玉：早大本庄 埼玉：松山 同順 埼玉：滑川総同順 埼玉：熊谷西同順 埼玉：秩父農工科 埼玉：松山 埼玉：鳩山 埼玉：成徳深谷

9/9 男子棒高跳 藤野 亮太 (2) 4m30 原田 直明 (1) 3m20 野上 順貴 (2) 2m70

埼玉：松山 埼玉：早大本庄 埼玉：松山

9/9 男子走幅跳 中谷 詠二 (1)6m49 +1.7 福井 勇気 (2)6m32 +2.2 町田 裕紀 (2)6m26 +0.8 井上 大吉 (1)6m21 +1.1 馬橋 大樹 (2)6m17 +1.0 青沼 快 (2)6m12 +1.5 内田 茂希 (2)6m01 +1.5 佐藤 大樹 (1) 5m93 0.0

埼玉：滑川総合 埼玉：児玉白楊 埼玉：秩父農工科 埼玉：早大本庄 埼玉：進修館 埼玉：松山 埼玉：松山 埼玉：松山

9/10 男子三段跳 馬橋 大樹 (2)3m19 +1.3 坂井 義教 (2)2m92 +0.8 青沼 快 (2)2m76 +2.5 春原 健太 (2)2m76 +0.3 中谷 詠二 (1)2m60 -0.1 千島 卓也 (2)2m49 +2.4 川田 貴大 (2)2m45 +1.0 佐藤 大樹 (1)2m16 +0.8

埼玉：進修館 埼玉：滑川総合 埼玉：松山 埼玉：熊谷農 埼玉：滑川総合 埼玉：秩父農工科 埼玉：深谷商 埼玉：松山

9/9 男子砲丸投 福島 淳平 (1) 12m58 竹田 峻 (2) 12m28 岡田 将嗣 (2) 10m65 青木 健志 (1) 9m99 新保 星辰 (2) 9m58 露久保 学 (1) 9m18 吉田 阿都志 (2) 9m13 吉田 祐大 (1) 8m75

埼玉：松山 埼玉：鳩山 埼玉：東京農大三 埼玉：熊谷西 埼玉：本庄北 埼玉：東京農大三 埼玉：熊谷 埼玉：松山

9/10 男子円盤投 杦田 直巳 (2) 40m31 鈴木 雄大 (2) 38m11 保坂 雄志郎 (2) 35m70 竹田 峻 (2) 34m02 吉田 阿都志 (2) 29m21 冬木 優斗 (1) 26m21 山崎 真吾 (1) 25m40 小嶋 友樹 (1) 23m04

埼玉：松山 埼玉：松山 埼玉：松山 埼玉：鳩山 埼玉：熊谷 埼玉：本庄東 埼玉：熊谷 埼玉：本庄東

9/10男子ハンマー投保坂 雄志郎 (2) 55m47 杦田 直巳 (2) 51m26 中澤 正道 (2) 49m59 鈴木 雄大 (2) 48m43 叶屋 啓 (2) 46m26 新保 星辰 (2) 28m46 相原 貴俊 (1) 27m09 石井 裕也 (1) 26m44

埼玉：松山 GR 埼玉：松山 埼玉：熊谷工 埼玉：松山 埼玉：熊谷農 埼玉：本庄北 埼玉：鳩山 埼玉：進修館

9/9 男子やり投 新井 涼平 (2) 51m51 春原 健太 (2) 49m39 太田 修平 (2) 41m49 冬木 優斗 (1) 40m86 篠崎 真道 (1) 39m65 石原 匠 (1) 37m64 相原 貴俊 (1) 37m55 岩崎 翔 (1) 36m83

埼玉：皆野 埼玉：熊谷農 埼玉：熊谷西 埼玉：本庄東 埼玉：熊谷工 埼玉：松山 埼玉：鳩山 埼玉：北本

9/10 総合

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

松山 早大本庄 東京農大三 深谷商 滑川総合 本庄東 進修館 熊谷西
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