
平成２０年度　関東高等学校陸上競技大会 成績一覧表

兼　秩父宮賜杯　第60回全国高等学校選手権大会北関東地区予選会
2008年6月20日（金）～23日（月）

駒沢オリンピック公園総合運動場　陸上競技場
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
21日 １００ｍ 本塩　遼(3) 10.68 齋藤　隼也(3) 10.82 木内　信吾(3) 10.92 神田　祥明(3) 10.97 石川　直人(2) 10.98 渡辺　武宏(2) 10.99 白鳥　優斗(3) 11.00 谷津　卓哉(3) 11.01

風:-0.7 栃　木･那須拓陽 埼　玉･東京農大三 茨　城･土浦三 埼　玉･飯能南 群　馬･桐生南 群　馬･前橋育英 埼　玉･不動岡 群　馬･太田東
22日 ２００ｍ 本塩　遼(3) 21.39 小林　優仁(2) 21.93 齋藤　隼也(3) 22.04 石川　直人(2) 22.16 伊藤　太一(3) 22.23 相山　征之(2) 22.34 神田　祥明(3) 22.38 久保田　裕亮(3) 22.54

風:+0.0 栃　木･那須拓陽 群　馬･前橋育英 埼　玉･東京農大三 群　馬･桐生南 茨　城･水戸桜ノ牧 栃　木･那須拓陽 埼　玉･飯能南 茨　城･中央
20日 ４００ｍ 石井　祐人(3) 48.82 中島　雅達(3) 48.99 岡安　裕紀(3) 49.52 谷田　彪(3) 49.58 丹野　陽介(3) 49.72 椛澤　貴大(3) 49.77 有本　暁(2) 49.91 小松崎　淳史(2) 49.94

埼　玉･武蔵越生 埼　玉･松山 埼　玉･不動岡 群　馬･太田東 埼　玉･埼玉栄 群　馬･東京農大二 群　馬･前橋育英 茨　城･土浦湖北
22日 ８００ｍ 花島　昂己(3)  1:54.24 大橋　俊介(3)  1:54.96 中島　雅達(3)  1:55.15 松島　大翔(3)  1:55.65 4位:原田　直樹(3) 1:55.65 坂庭　大輝(2)  1:55.75 内山　浩貴(2)  1:55.84 仁平　裕也(2)  1:59.32

埼　玉･東京農大三 栃　木･白鴎大足利 埼　玉･松山 群　馬･桐生工 栃　木･白鴎大足利 埼　玉･城北埼玉 埼　玉･武南 栃　木･真岡北陵
20日 １５００ｍ 花島　昂己(3)  4:11.24 大谷　遼太郎(3) 4:11.51 長谷川　剛士(3) 4:11.94 土屋　天地(3)  4:12.33 内藤　寛人(3)  4:12.52 渡邊　公志(3)  4:12.64 服部　翔大(2)  4:13.42 原田　直樹(3)  4:14.39

埼　玉･東京農大三 埼　玉･浦和実 埼　玉･春日部東 埼　玉･狭山ヶ丘 埼　玉･東京農大三 栃　木･白鴎大足利 埼　玉･埼玉栄 栃　木･白鴎大足利
21日 ５０００ｍ 横松　優(3) 14:54.48 田倍　憲人(3) 14:54.80 大谷　遼太郎(3)14:54.98 服部　翔大(2) 14:56.12 郡司　貴大(2) 14:57.25 高柳　祐也(3) 15:01.33 大野　男(3) 15:03.47 千田　洋輔(3) 15:08.43

栃　木･佐野日大 埼　玉･埼玉栄 埼　玉･浦和実 埼　玉･埼玉栄 栃　木･那須拓陽 埼　玉･埼玉栄 群　馬･東京農大二 茨　城･日立工
23日 １１０ｍＨ 大室　秀樹(3) 14.40 高野　真一(2) 15.20 中塚　雄太(3) 15.30 馬場　和樹(1) 15.43 田島　玲(3) 15.47 加藤　誠也(1) 15.49 福島　寛之(3) 15.80 武田　佑輔(3) 15.85

風:-0.8 埼　玉･松山 茨　城･鉾田一 埼　玉･春日部 埼　玉･昌平 埼　玉･深谷商 埼　玉･松山 群　馬･東京農大二 埼　玉･狭山ヶ丘
21日 ４００ｍＨ 古賀　友矩(3) 52.87 加藤　誠也(1) 53.11 大室　秀樹(3) 53.37 前野　景(2) 54.15 高野　真一(2) 54.23 猪狩　雄也(3) 54.49 南雲　優也(3) 54.52 鷺島　侑矢(3) 56.25

埼　玉･春日部共栄 埼　玉･松山 埼　玉･松山 埼　玉･東京農大三 茨　城･鉾田一 茨　城･日立工 群　馬･東京農大二 埼　玉･熊谷西
23日 ３０００ｍＳＣ 内藤　寛人(3)  9:07.69 佐藤　圭修(3)  9:10.66 田中　海都(3)  9:13.52 小池　寛明(2)  9:14.27 伏島　祐介(3)  9:14.69 石川　拓馬(3)  9:19.34 北澤　健太(3)  9:25.02 下地　弘大(3)  9:26.70

埼　玉･東京農大三 茨　城･波崎柳川 埼　玉･東京農大三 栃　木･佐野日大 栃　木･白鴎大足利 埼　玉･埼玉栄 埼　玉･熊谷 茨　城･東洋大牛久
22日 ５０００ｍＷ 大木　脩平(3) 21:32.28 町田　和樹(3) 22:40.25 大内　穂高(2) 22:48.09 杉山　裕耶(3) 22:52.27 二反田　隼(3) 23:57.32 白川　俊哉(3) 25:35.34 押江　慶介(2) 25:57.41 長谷川　大樹(2)27:33.52

埼　玉･埼玉栄 NGR 群　馬･東京農大二 茨　城･水戸一 茨　城･岩瀬 埼　玉･松山 栃　木･那須拓陽 群　馬･中之条 栃　木･那須拓陽
21日 ４×１００ｍ 東京農大二･群　馬 42.03 土浦湖北･茨　城 42.05 那須拓陽･栃　木 42.06 深谷商･埼　玉 42.10 水戸桜ノ牧･茨　城 42.23 桐生南･群　馬 42.30 春日部東･埼　玉 42.43 前橋･群　馬 42.62

   松原　聖一(3)    白木　駿佑(1)    新井　翔(2)    工藤　圭大(2)    三浦　将樹(2)    古山　敬寛(3)    綾部　雅一(3)    鵜山　拓也(3)
   和田　亮臣(3)    上林　直城(3)    本塩　遼(3)    松村　和也(2)    松崎　慧(3)    石川　直人(2)    高野　龍(3)    登坂　聡介(2)
   椛澤　貴大(3)    川島　龍一(1)    山本　陽希(2)    大澤　拓也(3)    川部　優太(2)    高木　寿悦仁(2)    上原　将也(3)    千葉　旭人(3)
   相川　優也(3)    豊崎　正人(3)    相山　征之(2)    嘉山　大介(3)    伊藤　太一(3)    谷　洋武(3)    中島　裕基(3)    荒木　航(3)

23日 ４×４００ｍ 東京農大二･群　馬 3:17.31 那須拓陽･栃　木 3:17.63 前橋育英･群　馬 3:17.68 不動岡･埼　玉  3:17.80 埼玉栄･埼　玉  3:18.24 東京農大三･埼　玉 3:18.40 土浦湖北･茨　城 3:18.41 佐野･栃　木  3:26.30
   南雲　優也(3)    山本　陽希(2)    廣瀬　聡(3)    蛭間　達也(3)    丹野　陽介(3)    前野　景(2)    岩科　伶(3)    関谷　樹(1)
   相川　優也(3)    相山　征之(2)    有本　暁(2)    岡安　裕紀(3)    高橋　健(2)    花島　昂己(3)    豊崎　正人(3)    高橋　直也(3)
   飯野　大海(2)    小河原　泰幸(3)    渡辺　武宏(2)    成田　逸人(2)    山崎　謙吾(1)    高嶋　友也(2)    川島　龍一(1)    小野　翔吾(3)
   椛澤　貴大(3)    本塩　遼(3)    小林　優仁(2)    白鳥　優斗(3)    矢部　颯(2)    齋藤　隼也(3)    小松崎　淳史(2)    津布久　卓(3)
高山　豊(2) 1m95 須永　将弘(2) 1m95 和田　拓馬(3) 1m95 北林　大志(3) 1m90 木村　重信(3) 1m90 5位:武田　佑輔(3) 1m90 庄子　由麻(2) 1m90 8位:宇賀神　裕(2) 1m85
群　馬･中之条 群　馬･桐生南 群　馬･東京農大二 栃　木･さくら清修 茨　城･鉾田一 埼　玉･狭山ヶ丘 埼　玉･越ケ谷 栃　木･鹿沼東

8位:堀江　陸(2) 1m85 8位:神沢　貴典(3) 1m85
埼　玉･昌平 群　馬･桐生南

20日 棒高跳 福原　大地(3) 4m80 上野　伊織(3) 4m70 福島　聡(3) 4m60 3位:伊藤　稜真(2) 4m60 川島　優(1) 4m60 唐沢　昂平(2) 4m50 藤野　亮太(2) 4m40 7位:和田　亮臣(3) 4m40
埼　玉･八潮 栃　木･小山北桜 群　馬･樹徳 埼　玉･八潮 埼　玉･不動岡 群　馬･前橋育英 埼　玉･松山 群　馬･東京農大二

20日 走幅跳 嘉山　大介(3)   7m43 松原　聖一(3)   7m25 武安　良和(1)   7m07 荒木　航(3)   7m06 堅木　寿人(2)   7m06 幸　雄司(3)   7m03 田村　涼(3)   6m94 宮澤　亮平(1)   6m87
埼　玉･深谷商 +2.2 群　馬･東京農大二 +3.6 栃　木･鹿沼東 +1.7 群　馬･前橋 +1.0 埼　玉･西武学園文理　　+1.5 埼　玉･武南 +4.1 群　馬･東京農大二 +0.8 埼　玉･大宮南 +0.9

23日 三段跳 嘉山　大介(3)  14m78 津布久　卓(3)  14m38 田村　涼(3)  14m05 横手　駿(3)  13m97 菅野　雄太(3)  13m89 松堂　永(2)  13m85 蓑和田　樹(3)  13m85 前田　薫(3)  13m72
埼　玉･深谷商 +0.6 栃　木･佐野 +0.6 群　馬･東京農大二 -0.3 埼　玉･飯能  0.0 群　馬･高崎経済大附 0.0 埼　玉･杉戸 +1.0 栃　木･佐野  0.0 埼　玉･春日部 +0.6

21日 砲丸投 古渡　亮太(3)  15m26 仁藤　友喜(3)  15m13 石崎　暁(2)  14m99 秋野　真理(3)  14m72 新島　潤哉(3)  14m50 磯井　亮太(3)  14m33 橋本　征洋(3)  14m13 須長　瑞記(3)  14m03
栃　木･文星芸大附 茨　城･土浦湖北 群　馬･常磐 埼　玉･西武台 埼　玉･埼玉栄 群　馬･中之条 栃　木･矢板 埼　玉･鴻巣

23日 円盤投 柳澤　邦彦(3)  47m49 杦田　直巳(2)  41m97 古渡　亮太(3)  41m38 秋野　真理(3)  40m60 ﾎｱﾝ ﾃ ｳｴﾝ(3)  38m88 仁藤　友喜(3)  38m50 濱野　綾太(3)  38m47 小林　寛雅(1)  38m04
栃　木･石橋 埼　玉･松山 栃　木･文星芸大附 埼　玉･西武台 茨　城･竜ヶ崎一 茨　城･土浦湖北 茨　城･下妻一 埼　玉･宮代

20日 ハンマー投 栁川　紀之(3)  57m44 須加　幸生(3)  55m23 福田　翼(2)  55m15 保坂　雄志郎(2)  53m43 藤田　舜(3)  53m03 若林　崇史(3)  52m86 小野　隆彦(3)  52m50 清水　雄亮(3)  51m15
埼　玉･西武台 埼　玉･進修館 群　馬･中之条 埼　玉･松山 埼　玉･西武学園文理 栃　木･真岡工 栃　木･那須清峰 埼　玉･春日部東

22日 やり投 黒澤　太郎(3)  59m06 北山　登彦(3)  58m95 ﾎｱﾝ ﾃ ｳｴﾝ(3)  58m06 土澤　健太(2)  57m97 小川　真(3)  57m35 杉山　朋也(3)  56m73 片山　良一(3)  56m04 新井　涼平(2)  54m65
群　馬･高崎 栃　木･佐野 茨　城･竜ヶ崎一 栃　木･青藍泰斗 埼　玉･滑川総合 栃　木･鹿沼東 群　馬･桐生第一 埼　玉･皆野

20日 八種競技 津久井　亮介(3)  5260 岩科　伶(3)  4981 新井　真秀(2)  4888 百成　幸也(3)  4832 大坊　和義(1)  4819 木川　翔太(3)  4705 成富　陽輔(3)  4567 遊佐　将隆(3)  4524
群　馬･伊勢崎 茨　城･土浦湖北 栃　木･白鴎大足利 埼　玉･与野 栃　木･那須拓陽 栃　木･那須拓陽 埼　玉･本庄東 埼　玉･川口東
11.38-6m34-11m04-51.40 11.97-6m43-10m46-52.54 11.97-6m04-10m48-52.08 11.61-6m11-10m20-52.05 11.61-6m37-10m71-54.54 11.84-6m24-9m08-54.22 11.66-6m06-9m64-51.87 12.21-6m08-9m29-54.16
15.84-46m89-1m65-4:33.15 15.91-38m77-1m82-4:50.27 17.27-46m85-1m79-4:46.05 17.34-42m75-1m65-4:37.53 16.57-39m27-1m82-5:05.17 16.87-44m06-1m70-4:46.78 17.25-34m73-1m60-4:48.79 16.15-35m65-1m65-4:47.23
東京農大三  ･埼 55 東京農大二  ･群 54.5 松山        ･埼 54.5 那須拓陽    ･栃 47 埼玉栄      ･埼 40 土浦湖北    ･茨 27 白鴎大足利  ･栃 25.5 深谷商      ･埼 25
東京農大三  ･埼 55 松山        ･埼 41 那須拓陽    ･栃 40 埼玉栄      ･埼 36 東京農大二  ･群 32 白鴎大足利  ･栃 19.5 前橋育英    ･群 18 佐野日大    ･栃 13
東京農大二  ･群 22.5 西武台      ･埼 18 中之条      ･群 17 深谷商      ･埼 16 佐野        ･栃 16 文星芸大附  ･栃 14 八潮        ･埼 13.5 松山        ･埼 13.5
伊勢崎      ･群 8 土浦湖北    ･茨 7 那須拓陽    ･栃 7 白鴎大足利  ･栃 6 与野        ･埼 5 本庄東      ･埼 2 川口東      ･埼 1

NGR:大会新記録 ○：全国大会出場
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