
平成２１年度全国高等学校総合体育大会　　

秩父宮賜杯　　第６２回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 陸上競技場

日付 種　目 風　力

九鬼　巧 (2) 10.44 飯塚　翔太 (3) 10.46 女部田　亮 (3) 10.56 村吉　星児 (3) 10.62 三輪　将之 (3) 10.67 梨本　真輝 (1) 10.68 高橋　健介 (3) 10.69 白崎　ﾍﾞﾝｼﾞｰ (3) 10.71
静岡：藤枝明誠 東京：東京 千葉：市立船橋 宮城：白石工 東京：岩倉

飯塚　翔太 (3) 21.01 木村　淳 (3) 21.07 本間　圭祐 (2) 21.16 松本　浩太郎 (3) 21.35 嵐川　愛斗 (3) 21.35 村吉　星児 (3) 21.43 中村　圭佑 (3) 21.58 徳永　大地 (3) 21.67
静岡：藤枝明誠 沖縄：中部商 宮城：仙台東 岡山：岡山工

山﨑　謙吾 (2) 46.83 柳澤　純希 (3) 47.23 小林　優仁 (3) 47.26 茅田　昂 (2) 47.75 岩本　大志 (3) 47.87 松原　哲也 (3) 48.31 吉村　健吾 (3) 48.82 壁谷　智之 (2) 49.11
埼玉：埼玉栄 群馬：前橋育英 広島：修道 長崎：長崎南 奈良：畝傍 愛知：岡崎

阪本　大樹 (3) 1.51.68 川元　奨 (2) 1.52.81 甲斐　研人 (3) 1.53.20 笹村　直也 (3) 1.53.36 刀根　大己 (3) 1.53.63 木村　優仁 (3) 1.54.11 山﨑　貴史 (3) 1.54.30 坂庭　大輝 (3) 1.54.71
和歌山：橋本 長野：北佐久農 宮崎：日章学園 山口：山口 福岡：高稜 香川：土庄 滋賀：膳所 埼玉：城北埼玉

ﾏｲｹﾙ　ｷﾞﾁﾝｼﾞ (2) 3.46.30 油布　郁人 (3) 3.47.32 田村　優宝 (3) 3.47.73 ﾁｪﾎﾞﾃｨﾋﾞﾝ ｴｾﾞｷｴﾙ (2) 3.48.33 ﾏｲﾅ ﾃﾞｨｼｮﾝ ｶﾙｸﾜ (3) 3.48.51 平田　啓介 (3) 3.48.92 松本　拓也 (3) 3.49.60 小島　秀斗 (2) 3.49.92
青森：青森山田 大分：大分東明 青森：青森山田 福岡：福岡第一 熊本：鎮西 福岡：八女工 長崎：諫早 愛知：豊川工

ﾏｲﾅ ﾃﾞｨｼｮﾝ ｶﾙｸﾜ (3) 13.49.68 ﾋﾞﾀﾝ ｶﾛｷ (3) 13.52.46 ﾏｲｹﾙ　ｷﾞﾁﾝｼﾞ (2) 13.58.36 油布　郁人 (3) 14.02.11 西池　和人 (2) 14.02.39 設楽　啓太 (3) 14.02.62 松本　賢太 (3) 14.02.87 田村　優宝 (3) 14.06.36
熊本：鎮西 広島：世羅 青森：青森山田 大分：大分東明 兵庫：須磨学園 埼玉：武蔵越生 三重：上野工 青森：青森山田

矢澤　航 (3) 14.09 安部　孝駿 (3) 14.20 三田　恭平 (3) 14.35 佐々木　洸 (3) 14.63 早川　恭平 (3) 14.66 馬場　和樹 (2) 14.80 川人　敏志 (3) 14.82 篠原　研太朗 (3) 14.84
熊本：人吉 長野：長野吉田 埼玉：昌平 宮城：仙台三 広島：西条農

安部　孝駿 (3) 51.04 小山　拓良 (3) 52.26 加藤　誠也 (2) 52.42 森本　英男 (3) 53.02 山田　淳史 (3) 53.08 前野　景 (3) 53.23 木原　昌弥 (3) 53.44 山下　大介 (3) 54.04
岡山：玉野光南 秋田：大曲 埼玉：松山 岡山：玉野光南 山口：下関西 埼玉：東京農大三 愛媛：済美 大阪：大阪

ﾁｪﾎﾞﾃｨﾋﾞﾝ ｴｾﾞｷｴﾙ (2) 8.42.27 ｷﾌﾙ ﾀｲﾀｽ ｷﾊﾗ (3) 8.48.00 ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ (1) 8.48.58 元村　大地 (3) 8.57.49 大中　康平 (3) 8.57.64 小池　寛明 (3) 8.57.68 池上　聖史 (3) 9.00.92 山口　浩勢 (3) 9.01.05
福岡：福岡第一 熊本：鎮西 広島：世羅 熊本：九州学院 兵庫：西脇工 栃木：佐野日大 宮崎：小林 愛知：惟信

野中　徹 (3) 21.14.44 小原　遼仁 (3) 21.22.37 丸尾　知司 (3) 21.28.94 仁和　光一 (2) 21.37.99 大本　宗範 (3) 21.40.58 上田　隆太 (3) 21.46.96 廣藤　耕一 (3) 22.11.15 松元　優典 (3) 22.23.57
熊本：熊本中央 京都：洛南 石川：星稜 広島：西条農 広島：西条農

愛知：名古屋 40.75 40.80 神奈川：荏田 40.88 埼玉：埼玉栄 41.02 静岡：藤枝明誠 41.09 41.10 岩手：盛岡南 41.49 41.59
  古池　勁太 (3)   西垣　佳哉 (1)   石渡　嘉将 (3)   小林　大輝 (2)   加藤　雅也 (3)   加藤　義之 (3)   浦部　恭平 (1)   中瀬古　優樹 (2)

  三浦　豊成 (3)   三輪　将之 (3)   土岐　泰徳 (3)   高橋　健 (3)   飯塚　翔太 (3)   楠川　祥生 (3)   工藤　大地 (3)   和田　充功 (3)

  中村　健太 (3)   成瀬　慎也 (3)   嶺岸　拓磨 (3)   小杉　俊裕 (3)   法月　秀平 (3)   日置　雄斗 (3)   佐々木　稜剛 (3)   鎌倉　由貴良 (3)

  渡辺　将志 (1)   大野　将士 (2)   片岡　大地 (2)   森　正樹 (2)   外村　丈仁 (2)   林　風汰 (3)   佐々木　大貴 (3)   西海　亮 (2)

埼玉：埼玉栄 3.12.38 岡山：玉野光南 3.14.69 大阪：近大附 3.14.71 岩手：盛岡南 3.15.43 3.15.49 長崎：長崎南 3.16.15 宮崎：宮崎工 3.16.67 新潟：新潟明訓 3.16.73
  飯﨑　翔太 (2)   吉井　広基 (3)   永島　桂太 (3)   工藤　大地 (3)   春山　真寛 (3)   北島　拓哉 (2)   矢野　仁 (2)   斎藤　芳輝 (3)

  高橋　健 (3)   森本　英男 (3)   堀内　智樹 (3)   佐々木　大貴 (3)   中村　祐太 (1)   林　晃一 (3)   吉永　悠 (3)   佐藤　駿 (3)

  小杉　俊裕 (3)   藤澤　桂一 (2)   島田　拓実 (3)   佐々木　稜剛 (3)   田中　創 (2)   福地　良介 (3)   野上　尭史 (2)   岩村　麻生 (3)

  山﨑　謙吾 (2)   安部　孝駿 (3)   野田　滉二 (2)   高橋　慶右 (3)   中島　裕貴 (2)   岩本　大志 (3)   籾木　勝吾 (3)   吉岡　史則 (3)

戸邉　直人 (3) 2m18 高山　豊 (3) 2m07 佐藤　文哉 (2) 2m07 笹嶋　達也 (3) 2m07 杉井　亮太 (3) 2m07 岩本　航 (3) 2m04 久島　貴大 (3) 2m04 小室　翔 (3) 2m01
群馬：中之条 同順 同順 石川：星稜 福岡：自由ケ丘 同順 大分：日田林工 同順

川島　優 (2) 5m00 影山　湧亮 (3) 5m00 松澤　ｼﾞｱﾝ成治 (3) 5m00 金子　尚弘 (3) 4m90 安田　和弘 (3) 4m85 山本　聖途 (3) 4m80 桜井　駿 (2) 4m80 伊藤　稜真 (3) 4m80
埼玉：不動岡 静岡：浜松市立 長野：高遠 岐阜：県岐阜商 愛知：岡崎城西 千葉：柏日体 埼玉：八潮

西村　優汰 (3) 7m52 林　風汰 (3) 7m48 土岐　泰徳 (3) 7m44(+2.6) 嶺村　鴻汰 (2) 7m34 楠川　祥生 (3) 7m33（+2.7） 松下　真樹 (3) 7m32 佐久田　健人 (3) 7m31（+2.7） 松原　奨 (1) 7m06
京都：西京 +1.0 +0.4 神奈川：荏田 公7m30(+0.9) 長野：大町 +1.1 公7m15(+1.9) 兵庫：滝川第二 +1.8 沖縄：那覇西 公7m28(+1.8) +0.2

蛸谷　竜一 (3) 15m11 土岐　泰徳 (3) 15m08 岡田　直之 (2) 14m88 佐脇　匠 (3) 14m73 越川　大紀 (3) 14m50 丸山　弘貴 (3) 14m47 前田　晋吾 (3) 14m38 奥村　成生 (2) 14m38
千葉：東京学館  -0.8 神奈川：荏田  +2.7 大阪：太成学院  +2.1 岐阜：大垣南  +0.1 千葉：成田  +1.2 東京：桐朊  +0.8 福岡：城南  +0.5  -0.4

山元　隼 (3) 17m24 和地　奏多 (3) 16m90 沼辺　翔太 (3) 16m21 三村　幸輝 (3) 16m19 鈴木　郷史 (3) 16m11 ディーン　元気 (3) 16m03 藤代　貴昭 (3) 15m90 石崎　暁 (3) 15m82
岐阜：大垣工 ＮGR 青森：大湊 三重：稲生 静岡：藤枝明誠 兵庫：市尼崎 千葉：成田 群馬：常磐

ディーン　元気 (3) 52m33 仲松 美勇士ｸﾘｼｭﾅ (3) 49m94 稲垣　太一 (3) 49m39 沼辺　翔太 (3) 48m73 小原　雅貴 (3) 48m18 知念　豪 (3) 45m99 菅原　大也 (3) 45m81 小林　寛雅 (2) 44m96
兵庫：市尼崎 ＮGR 沖縄：中部商 青森：大湊 宮城：明成 沖縄：那覇西 埼玉：宮代

柏村　亮太 (3) 61m98 植原　久貴 (3) 59m90 橋尾　伊武季 (3) 58m95 鈴木　雄大 (3) 57m86 遠藤　克弥 (3) 57m15 杁本　皓貴 (3) 56m52 松井　勝矢 (3) 56m47 石井　優光 (3) 56m22
鳥取：倉吉北 兵庫：松陽 和歌山：海南 埼玉：松山 石川：七尾東雲 愛知：名古屋 新潟：巻

ディーン　元気 (3) 69m42 小野　顕佳 (3) 65m86 眞里谷　健司 (3) 65m10 新井　涼平 (3) 63m64 木村　圭 (3) 61m60 假屋　圭一郎 (3) 61m52 菅原　直樹 (3) 60m66 中村　大介 (3) 59m59
兵庫：市尼崎 愛知：名古屋 京都：花園 埼玉：皆野 宮崎：宮崎工 兵庫：市尼崎

松下　祐樹 (3) 5703 木下　勇亮 (3) 5632 堂本　貴之 (3) 5580 宮内　文哉 (3) 5421 中嶋　俊文 (3) 5402 三村　瑞樹 (3) 5376 相澤　翔 (3) 5361 谷　浩二朗 (2) 5345
神奈川：小田原 京都：花園 大阪：太成学院 鹿児島：鹿児島 富山：富山商 長野：伊那北 岐阜：岐山 兵庫：滝川第二
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神奈川：法政二 岡山：玉野光南 大阪：東大阪大柏原

千葉：専修大松戸

11.76-6m02-11m78-51.70
16.40-44m37-1m86-4.36.20

11.27-6m63-11m79-52.95

大阪：東大阪大柏原大阪：東大阪大柏原 山口：山口県桜ケ丘

男　　子

１位 ２位 ３位

和歌山：和歌山北
7/30 １００ｍ ＋１．１

ｺｰﾄﾞ　291010

７位

神奈川：東海大相模

大阪：東大阪大柏原

三重：宇治山田商 大阪：東大阪大柏原

鹿児島：鹿児島城西 徳島：徳島科学技術

愛知：中京大中京

神奈川：川崎市立橘 千葉：東海大浦安 鹿児島：川薩清修館 茨城：東洋大牛久

三重：宇治山田商

11.11-6m66-10m07-50.0211.62-6m37-11m63-50.1511.29-6m70-9m18-52.72

愛知：中京大中京

北海道：函大付有斗

＋１．６

15.57-51m72-1m75-4.39.94

11.44-6m40-13m96-50.22
15.20-47m93-1m92-4.29.46

神奈川：東海大相模

11.43-6m85-10m12-50.26 11.39-6m49-10m42-50.27
16.59-45m90-1m80-4.40.20

８位４位 ５位 ６位

三重：宇治山田商 静岡：東海大翔洋

鹿児島：川薩清修館

鹿児島：鹿児島商

山口：山口県鴻城

神奈川：相模原

大阪：東大阪大柏原
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7/31 ５０００ｍＷ

7/31 ４×１００ｍ

7/30 棒高跳

7/31 走幅跳

8/2 ４×４００ｍ

8/1 走高跳

8/2 円盤投

8/1 やり投

8/2 三段跳

八種競技
7/29
7/30

7/29 砲丸投

7/31 ハンマー投

15.49-51m82-1m92-4.47.21

神奈川：桐蔭学園

ｺｰﾄﾞ09500210 奈良市鴻ノ池運動公園

安達　昌広

15.00-43m72-1m86-4.36.9815.88-46m83-1m70-4.24.3415.20-52m10-1m83-4.44.60

土谷　宗伯

三重：宇治山田商

髙原　俊治 西田　育子

木下　泰彦上田　忠和

秋田：大館国際情報北海道：函館ラサール


