
ﾄﾗｯｸ審判長　渡辺　隆洋 混成競技審判長　山田　真由美

第６５回埼玉県陸上競技選手権大会 平成２２年６月２５日(金)～２７日(日)跳躍審判長 松山　治彦 招集所審判長　澤田　和夫 記録主任　濱田　三喜男

男子 投擲審判長 高木 英朗
日付 種目

6/27  男子100m 佐藤 真太郎 10.45 佐々木 祐輔 10.81 丹羽 将一郎 (4) 10.83 早野 桂祐 (4) 10.86 今枝 康祐 (3) 10.87 井盛 雅 10.87 中村 智洋 (3) 10.89 友光 駿 (2) 10.98

ｸﾚｰﾏｰTC (-0.6) ｸﾚｰﾏｰTC (-0.6) 東洋大 (-0.6) 東洋大 (-0.6) 東洋大 (-0.6) A・I・R (-0.6) 順天堂大 (-0.6) 大東文化大 (-0.6)

6/26  男子200m 杉町 マハウ 21.45 渡辺 潤一 21.46 丹羽 将一郎 (4) 21.58 今枝 康祐 (3) 21.72 羽木 翔一 (4) 21.78 友光 駿 (2) 21.95 大谷 俊貴 (2) 22.05 大澤 拓也 (2) 22.31

日本ウエルネス (0.0) ＣＲＣ (0.0) 東洋大 (0.0) 東洋大 (0.0) 早大同好会 (0.0) 大東文化大 (0.0) 松山 (0.0) 大東文化大 (0.0)

6/27  男子400m 中島 雅達 (2) 47.63 鈴木 尚人 47.94 原嶋 智大 (3) 48.14 関 慎吾 (3) 48.48 矢作 大地 (3) 48.99 野島 孝典 (4) 49.35 小縣 良平 (1) 49.35

大東文化大 自体校 早稲田大 大東文化大 羽生実 大東文化大 S 埼玉大 S

6/25  男子800m 堤 大樹 1:52.47 石丸 信吾 (4) 1:52.86 中島 雅達 (2) 1:53.31 内山 浩貴 (1) 1:55.42 小室 貴之 (3) 1:55.84 山中 大輔 (3) 1:59.47 熊田 壮 (3) 2:04.80

自体校 明大 大東文化大 大東文化大 坂戸西 秩父 聖望

6/27  男子1500m オセイ ダニエル(3) 3:58.87 砂原 健次 4:00.50 山内 琢矢 (3) 4:01.51 植木 章文 (3) 4:01.66 徳留 駿 (3) 4:01.82 小室 貴之 (3) 4:01.91 荒井 智博 (2) 4:04.52 柳 瑞樹 4:06.65

市立川口 新電元工業 浦和実 松山 早大本庄 坂戸西 駿河台大 ボッシュ

6/26  男子5000m 川内 優輝 14:17.56 渡邉 諒 (2) 14:33.27 砂原 健次 14:37.68 渡部 良太 (3) 14:38.11 永田 淳 14:38.44 植木 章文 (3) 14:38.58 鈴木 正章 14:39.49 白田 雄久 14:46.34

埼玉陸協 埼玉栄 新電元工業 埼玉栄 自体校 松山 ボッシュ 新電元工業

6/25  男子10000m 金塚 洋輔 29:42.85 福島 弘将 29:44.01 馬場 圭太 30:15.03 谷末 勝利 30:52.29 岩瀬 真 30:58.55 鈴木 正章 31:11.20 永田 淳 31:20.51 仲田 晶太 (2) 31:23.17

Honda コモディイイダ Honda 自体校 自体校 ボッシュ 自体校 日本ウエルネス

6/26  男子110mH 大室 秀樹 (2) 14.20 秋山 祐介 14.53 奥岡 真也 (3) 14.73 青木 健太 (1) 14.82 芳賀 智文 (4) 14.92 今 佑太 (3) 14.95 野村 謙太 (3) 15.04 吉野 廉 (2) 15.17

筑波 (0.0) 埼玉大TC (0.0) 東京理科大 (0.0) 国際武道大 (0.0) 早大同好会 (0.0) 国際武道大 (0.0) 武南 (0.0) 深谷商 (0.0)

6/26 B男子110mH(0.990桑原 大地 (1) 15.70 竹中 督貴 (1) 16.00

市立川口 (0.0) 川越東 (0.0)

6/25  男子400mH 杉町 マハウ 50.81 前野 景 (1) 52.35 八本 友和 53.39 大山 明 54.37 齋藤 史弥 (3) 54.65 石黒 章恭 (3) 55.19 山下 修司 (2) 57.86

日本ウエルネス 法政大 ルート８４６ 日本ウエルネス 鴻巣 越谷西 蕨

6/26  男子3000mSC 佐々 一郎太 (3) 9:27.58 井藤 尚宣 (3) 9:29.69 三浦 伸二郎 9:31.70 黄木 啓太 (3) 9:37.61 島田 雄太 (3) 9:38.51 柳原 真人 (3) 9:40.04 井上 将仁 9:42.14 堀越 大夢 (3) 9:42.29

大井 西武文理 コモディイイダ 川越 春日部東 所沢北 自体校 西武文理

6/25  男子5000mW 藤野原 稔人 20:41.25 土濃塚 渉 20:53.00 大木 脩平 (2) 21:35.04 日下 秀人 22:10.91 菅沼 慎司 (2) 22:46.24 吉田 迪史 (3) 22:53.66 福島 悠也 (3) 22:56.36 吉橋 啓太 (1) 23:10.74

三水テクノ さいたま市陸協 山梨学院大 陸歩クラブ 国際武道大 松山 所沢西 城西大

6/26  男子4X100mR 大東文化大 41.03 早大同好会 41.04 日本ウエルネス 41.45 埼玉栄 41.84 西武文理 41.90 早大本庄 42.04 春日部東 42.25

大澤 拓也 (2) 玉田 侑也 (2) 木村 勇貴 瀬野 貴志 (2) 溝橋 亮太 (2) 羽山 慎一 (3) 佐藤 知将 (3)

野島 孝典 (4) 羽木 翔一 (4) 泉谷 建太 小林 大輝 (3) 宍戸 偉海 (3) 大澤 亮太 (3) 青木 孝夫 (3)

神保 雄太 (1) 芳賀 智文 (4) 田島 正巳 大久保 怜 (3) 野口 航 (1) 田中 稜也 (2) 阪上 竜司 (3)

友光 駿 (2) 高田 雅人 (4) 杉町 マハウ 青山 純斗 (1) 赤川 徳康 (2) 塚本 隆弘 (3) 小林 和広 (1)

6/27  男子4X400mR 日本ウエルネス 3:12.74 大東文化大 3:12.89 自体校 3:13.71 埼玉栄 3:15.83 駿河台大 3:17.96 埼玉大 3:18.32 春日部東 3:20.84 大宮東 3:21.25

田島 正巳 井口 友 (4) 堤 大樹 海野 啓太 (2) 近江 悠之 (1) 斉藤 駿明 (2) 関 剛志 (3) 南雲 亮孝 (3)

泉谷 建太 中村 健吾 (4) 佐藤 広樹 大久保 怜 (3) 野間 耀介 (2) 神瀬 龍平 (3) 渡辺 幸樹 (3) 菊地 幸輝 (2)

大山 明 中島 雅達 (2) 鈴木 尚人 遠藤 卓 (3) 田中 駿也 (2) 坂本 光 (3) 阪上 竜司 (3) 直原 奨 (3)

杉町 マハウ 関 慎吾 (3) 宮崎 輝 瀬野 貴志 (2) 池田 和也 (2) 小縣 良平 (1) 木村 亮平 (3) 池宮 夕輝 (3)

6/27  男子走高跳 根本 泰行 2m15 五十嵐 雄太 2m07 栗原 龍 2m07 田端 和輝 (同順)2m01 佐藤 恭史 (4)(同順)2m01 新井 郁也 (3) 1m98 鈴木 正和 (3) 1m95 中島 健太 (2) 1m90

A・I・R 小川町陸協 日本ウエルネス 小川町陸協 日本大 大宮南 東洋大 大井

6/25  男子棒高跳 草間 裕 4m80 庄司 卓也 (2) 4m60 佐々木 新之助 4m40 岡信 充俊 (3) 4m40 福原 大地 (2) 4m40 津田 英良 (3) 4m40 村山 直也 (1) 4m20 茨田 康平 (2)(同順)4m20

八潮陸協 越谷南 埼玉大TC 川越東 順天堂大 白岡 白岡 白岡

佐々木 優真 (3)(同順)4m20

八潮

6/26  男子走幅跳 辻 将也 (3) 7m78 嘉山 大介 (2) 7m46 中島 貴大 (2) 7m42 幸 雄司 (2) 7m18 今井 佑 (3) 7m14 古暮 亮太 (1) 7m06 廣瀬 悠平 (4) 6m98 遠藤 勇祐 (3) 6m94

大東文化大 (0.0) 日本大 (+0.7) 早大同好会 (+0.3) 大東文化大 (-0.2) 東洋大 (+0.8) 東洋大 (+0.8) 東洋大 (+1.0) 不動岡 (+0.1)

6/27  男子三段跳 嘉山 大介 (2) 15m26 赤羽 力也 (3) 14m99 宮澤 亮平 (3) 14m58 鈴木 康太 14m49 大和田 真慈 (3) 14m32 西岡 将貴 14m21 林 純平 14m19 倉崎 尚輝 (2) 14m16

日本大 (+1.4) 順天堂大 (+0.8) 大宮南 (+1.1) トーエル (+0.4) 東京経済大 (+1.1) ｸﾚｰﾏｰTC (+0.3) 埼玉大TC (+1.0) 深谷商 (+0.9)

6/26  男子砲丸投 秋場 堅太 (3) 13m99 山崎 俊幸 13m50 秋野 真理 (2) 13m48 小林 寛雅 (3) 13m45 内木 一貴 (1) 13m05 中村 旭宏 12m86 奥野 風摩 (1) 12m74 酒井 宏和 (2) 12m57

西武台 長倉小教員 国士舘大 宮代 国際武道大 日本ウエルネス 西武台 聖学院大

6/27  男子円盤投 小林 寛雅 (3) 42m59 友成 正 42m35 武田 一城 (2) 41m06 秋場 堅太 (3) 40m96 秋野 真理 (2) 40m30 杉田 直巳 (1) 40m30 竹内 竜也 (3) 38m90 梨本 悠太 (4) 37m78

宮代 TN AC 西武台 西武台 国士舘大 立命館大 鹿屋体育大 国際武道大

6/25 男子ハンマー投碓井 崇 63m62 野島 克幸 (3) 59m02 中原 健太 (5) 58m79 須加 幸生 (2) 57m13 藤田 舜 (2) 54m93 八鍬 博紀 54m27 高橋 直之 53m03 柳川 紀之 (2) 53m00

蓮田陸協 国際武道大 日本大 東海大 国際武道大 ＳＴＳ ＳＴＳ 日本大

6/25  男子やり投 井上 順仁 (4) 67m51 中嶋 善寛 (3) 63m98 新井 涼平 (1) 62m98 池田 圭三 61m28 竹澤 拓也 (2) 57m74 松浦 直人 57m23 綿谷 慎 (3) 56m14 松本 貴行 (1) 55m30

国際武道大 杉戸 国士舘大 平成国大ＡＣ 国際武道大 和光高校教員 日体大 武蔵丘短大
6/25  男子十種競技 山角 俊哉 6577 會田 裕亮 6312 植田 将 (1) 5691 戸塚 正浩 (2) 5415 石塚 勇貴 (3) 5153 新城 安司 (1) 4880 額田 和真 (2) 4873 佐藤 喜寛 4195
6/26 八潮陸協 八潮陸協 東京農業大 日本ウエルネス 日体大 国際武道大 所沢 上尾市陸協

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

16.50-28m63-NM-41m98-4:47.76 17.76-28m20-2m20-39m01-5:11.02 17.40-17m32-NM-42m14-4:42.10 18.24-21m72-2m20-32m77-5:34.0615.71-31m27-4m40-47m32-4:48.15 16.24-36m05-4m20-56m43-5:18.90 15.53-26m35-2m80-39m31-4:58.17 18.01-32m35-2m80-36m43-4:43.41

11.88-5m82-8m91-1m70-51.47 12.01-5m71-10m44-1m60-53.78 11.55-6m04-7m37-1m70-52.15 12.00-5m77-7m38-1m60-57.2611.36-6m83-10m41-1m75-51.17 11.45-6m32-10m66-1m80-54.08 11.31-6m33-9m77-1m70-51.84 11.79-5m83-10m97-1m60-50.95



 男子100m
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998 6月27日 10:25 予選
埼玉県記録(SR)          10.26     井盛　雅(日体大)                      1999 6月27日 11:50 準決勝
大会記録(GR)            10.30     井盛　雅(日体AC)                      2000 6月27日 13:25 決勝

予選 6組2着＋4

1組 風:  +0.2 2組 風:  +0.7
カナ名 カナ名

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 1460 佐藤 真太郎 ｸﾚｰﾏｰTC 10.84 Q 1 6 461 今枝 康祐 (3) 東洋大 10.79 Q

2 9 3899 堅木 寿人 (1) 大東文化大 10.98 Q 2 8 1160 友光 駿 (2) 大東文化大 10.89 Q

3 4 130 大谷 俊貴 (2) 松山 11.00 q 3 4 1156 大澤 拓也 (2) 大東文化大 10.97 q

4 6 3031 小林 大輝 (3) 埼玉栄 11.16 4 1 638 小池 順 聖学院T＆F 10.99 q

5 2 3612 小林 和広 (1) 春日部東 11.25 5 2 3038 青山 純斗 (1) 埼玉栄 11.25

5 8 3931 相原 直弥 (3) 飯能南 11.25 3 719 名嘉眞 朝康 日本ウエルネス DNS

7 1 758 玉田 侑也 (2) 早大同好会 11.35 5 19 塚越 健太郎 (4) 順天堂大 DNS

OP 5 1389 小原 真悟 (4) 早稲田大 10.68 7 543 鈴木 英稔 埼玉大TC DNS

7 233 吉田 格也 (4) 日体大 DNS 9 762 小滝 将太 (3) 早大同好会 DNS

3組 風:  -0.9 4組 風:  -0.7
カナ名 カナ名

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 63 中村 智洋 (3) 順天堂大 10.87 Q 1 2 360 須賀 悟史 平成国際大 10.93 Q

2 3 441 早野 桂祐 (4) 東洋大 10.93 Q 2 5 759 高田 雅人 (4) 早大同好会 10.97 Q

3 4 1154 相馬 光平 (3) 大東文化大 10.94 q 3 8 4118 古暮 亮太 (1) 東洋大 11.02

4 2 565 今井 貴史 (2) 深谷商 11.27 4 9 3191 杉原 圭亮 (3) 所沢北 11.06

5 8 3410 小林 杏丞 (2) 熊谷西 11.37 5 6 843 外谷 陽輔 (3) 慶應義塾大 11.13

6 9 5161 中原 大樹 (3) 伊奈学園総合 11.47 6 7 3096 内海 健太 (2) 駿河台大 11.16

5 755 中島 貴大 (2) 早大同好会 DNS 7 1 129 関口 邦彦 (1) 松山 11.24

6 3366 田中 俊 (4) 成蹊大 DNS 3 544 伊藤 裕一郎 埼玉大TC DNS

4 1153 関根 幸大 (3) 大東文化大 DNS

5組 風:  0.0 6組 風:  -1.4
カナ名 カナ名

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 473 丹羽 将一郎 (4) 東洋大 10.92 Q 1 4 950 佐々木 祐輔 ｸﾚｰﾏｰTC 10.91 Q

2 2 2939 金田 翔平 (3) 東京経済大 11.02 Q 2 6 364 井盛 雅 A・I・R 10.93 Q

3 1 1149 井口 友 (4) 大東文化大 11.15 3 2 1439 白鳥 優斗 (2) 早稲田大 11.11

4 3 62 鈴木 俊洋 (2) 川越 11.16 4 3 3906 神保 雄太 (1) 大東文化大 11.22

5 7 2270 吉野 訓史 (2) 東京理科大 11.28 5 5 5714 廣井 磨緒 (3) 細田学園 11.29

5 2793 馬場 和樹 (3) 昌平 DNS 6 8 4119 染谷 剛史 (1) 東洋大 11.36

6 3032 海野 啓太 (2) 埼玉栄 DNS 7 9 3903 青木 敬介 (1) 大東文化大 11.45

凡例: DNS:欠　　　場



 男子100m
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998 6月27日 10:25 予選
埼玉県記録(SR)          10.26     井盛　雅(日体大)                      1999 6月27日 11:50 準決勝
大会記録(GR)            10.30     井盛　雅(日体AC)                      2000 6月27日 13:25 決勝

8 718 仲 祐樹 日本ウエルネス DNS 7 3031 中島 裕基 (2) 立正大 DNS

9 4315 高橋 健 (1) 日体大 DNS

準決勝 2組4着＋0

1組 風:  -2.0 2組 風:  -1.1
カナ名 カナ名

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 950 佐々木 祐輔 ｸﾚｰﾏｰTC 10.81 Q 1 7 63 中村 智洋 (3) 順天堂大 10.77 Q

2 7 461 今枝 康祐 (3) 東洋大 10.88 Q 2 5 1460 佐藤 真太郎 ｸﾚｰﾏｰTC 10.87 Q

3 6 364 井盛 雅 A・I・R 10.89 Q 3 6 1160 友光 駿 (2) 大東文化大 10.88 Q

4 9 441 早野 桂祐 (4) 東洋大 10.90 Q 4 4 473 丹羽 将一郎 (4) 東洋大 10.91 Q

5 3 1154 相馬 光平 (3) 大東文化大 10.93 5 8 759 高田 雅人 (4) 早大同好会 10.95

6 5 360 須賀 悟史 平成国際大 10.95 6 3 1156 大澤 拓也 (2) 大東文化大 11.07

7 2 130 大谷 俊貴 (2) 松山 11.05 7 9 3899 堅木 寿人 (1) 大東文化大 11.12

8 8 2939 金田 翔平 (3) 東京経済大 11.07 2 638 小池 順 聖学院T＆F DNS

決勝 

風:  -0.6
カナ名

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 1460 佐藤 真太郎 ｸﾚｰﾏｰTC 10.45

2 7 950 佐々木 祐輔 ｸﾚｰﾏｰTC 10.81

3 2 473 丹羽 将一郎 (4) 東洋大 10.83

4 3 441 早野 桂祐 (4) 東洋大 10.86

5 6 461 今枝 康祐 (3) 東洋大 10.87

6 9 364 井盛 雅 A・I・R 10.87

7 5 63 中村 智洋 (3) 順天堂大 10.89

8 8 1160 友光 駿 (2) 大東文化大 10.98

凡例: DNS:欠　　　場



 男子200m
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    2003
埼玉県記録(SR)          20.46     藤光　謙司(日本大)                    2006 6月26日 10:45 予選
大会記録(GR)            20.99     高橋　和裕(クレーマー)                2000 6月26日 12:10 決勝

予選 5組1着＋3

1組 風:  -0.9 2組 風:  -0.5

カナ名 カナ名
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 716 杉町 マハウ 日本ウエルネス 21.96 Q 1 5 474 丹羽 将一郎 (4) 東洋大 21.70 Q

2 6 1150 野島 孝典 (4) 大東文化大 22.25 2 7 3031 中島 裕基 (2) 立正大 22.16

3 9 1439 白鳥 優斗 (2) 早稲田大 22.44 3 3 1725 橋立 航太 (2) 武南 22.23

4 3 4956 今住 亮介 (2) 開智 22.78 4 6 717 泉谷 建太 日本ウエルネス 22.32

5 2 2563 萩原 賢 (2) 越谷西 22.85 5 4 1149 井口 友 (4) 大東文化大 22.37

6 8 372 佐藤 皓太 A・I・R 23.07 6 9 2564 佐藤 拓也 (2) 越谷西 22.79

4 3034 飯崎 翔太 (3) 埼玉栄 DNS 7 2 4790 舘野 優貴 (1) 東京経済大 23.41

7 759 高田 雅人 (4) 早大同好会 DNS 8 762 小滝 将太　　　 (3) 早大同好会 DNS

3組 風:  -0.7 4組 風:  -0.4

カナ名 カナ名
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 399 渡辺 潤一 ＣＲＣ 21.65 Q 1 7 461 今枝 康祐 (3) 東洋大 21.91 Q

2 2 1160 友光 駿 (2) 大東文化大 22.08 q 2 3 721 田島 正巳 (3) 日本ウエルネス 22.57

3 8 1156 大澤 拓也 (2) 大東文化大 22.11 q 3 6 1327 桑原 明弘 (3) 国士舘大 22.64

4 6 130 大谷 俊貴 (2) 松山 22.13 q 4 5 3900 小杉 俊裕 (1) 大東文化大 22.77

5 9 573 矢作 大地 (3) 羽生実 22.17 5 9 92 吉澤 孝幸 (3) 春日部 22.79

6 4 3411 斎藤 隼也 (2) 立教大 22.26 6 8 4315 高橋 健 (1) 日体大 23.07

3 1646 北出 伊吹 (3) 朝霞 DNS 4 3033 森 正樹 (3) 埼玉栄 DNS

5 719 名嘉眞 朝康 日本ウエルネス DNS

5組 風:  -0.9 決勝 風:  0.0

カナ名 カナ名
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 760 羽木 翔一 (4) 早大同好会 22.05 Q 1 5 716 杉町 マハウ 日本ウエルネス 21.45

2 9 2939 金田 翔平 (3) 東京経済大 22.37 2 6 399 渡辺 潤一 ＣＲＣ 21.46

3 2 565 今井 貴史 (2) 深谷商 22.53 3 4 474 丹羽 将一郎 (4) 東洋大 21.58

4 8 2270 吉野 訓史 (2) 東京理科大 22.75 4 7 461 今枝 康祐 (3) 東洋大 21.72

5 3 1524 岸 卓磨 (4) 国際武道大 22.92 5 9 760 羽木 翔一 (4) 早大同好会 21.78

4 4113 秋本 貴大 (1) 東洋大 DNS 6 8 1160 友光 駿 (2) 大東文化大 21.95

5 1153 関根 幸大 (3) 大東文化大 DNS 7 3 130 大谷 俊貴 (2) 松山 22.05

6 1460 佐藤 真太郎 ｸﾚｰﾏｰTC DNS 8 2 1156 大澤 拓也 (2) 大東文化大 22.31

凡例: DNS:欠　　　場



 男子400m
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            44.78     高野　　進(東海大クラブ)              1991
埼玉県記録(SR)          46.13     藤光　謙司(日本大)                    2006 6月27日 11:10 予選
大会記録(GR)            46.73     中沢　裕二(東海大)                    2003 6月27日 13:10 決勝

予選 5組1着＋3

1組 2組
カナ名 カナ名

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 671 鈴木 尚人 自体校 49.08 Q 1 4 1152 関 慎吾 (3) 大東文化大 48.48 Q

2 3 5583 杉浦 弘樹 (3) 城北埼玉 49.39 2 7 538 今泉 和真 埼玉大TC 49.10 q

3 8 3098 田中 駿也 (2) 駿河台大 49.50 3 6 4728 近江 悠之 (1) 駿河台大 49.62

2 721 田島 正巳 (3) 日本ウエルネス DNS 4 2 1340 大木 雅人 (1) 東洋大同好会 52.25

4 1524 岸 卓磨 (4) 国際武道大 DNS 3 767 春田 剛志　 (3) 早大同好会 DNS

6 1344 村上 勇二 東洋大同好会 DNS 5 3035 山崎 謙吾 (3) 埼玉栄 DNS

7 1148 中村 健吾 (4) 大東文化大 DNS 8 1646 北出 伊吹 (3) 朝霞 DNS

9 2564 佐藤 拓也 (2) 越谷西 DNS 9 4866 中村　 直 (1) 成蹊大 DNS

3組 4組
カナ名 カナ名

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 1162 中島 雅達 (2) 大東文化大 47.92 Q 1 5 1417 原嶋 智大 (3) 早稲田大 48.84 Q

2 7 3095 池田 和也 (2) 駿河台大 49.67 2 7 10000 矢作 大地 (3) 羽生実 49.05 q

3 4 1739 伊藤 健太 (1) 武南 50.00 3 8 3601 木村 亮平 (3) 春日部東 49.55

4 3 944 齋藤 史弥 (3) 鴻巣 50.19 4 3 372 佐藤 皓太 A・I・R 51.73

8 78 高橋 幸奨 (3) 川越 DSQ,T1 4 642 塩原 一也 SOUL DNS

6 3367 中窪   真也 (4) 成蹊大 DNS 6 1327 桑原 明弘 (3) 国士舘大 DNS

9 1266 植田 尚樹 (3) 国士舘大 DNS 9 1 相田 和輝 (3) 浦和 DNS

5組
カナ名

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 1150 野島 孝典 (4) 大東文化大 49.02 Q

2 4 4681 小縣 良平 (1) 埼玉大 49.15 q

3 8 3036 遠藤 卓 (3) 埼玉栄 49.46

4 2 1563 浜野 友照 (3) 草加 50.09

5 6 3099 丹野 陽介 (2) 駿河台大 50.26

6 3 2201 林 大志 (4) 上智大 50.82

5 717 泉谷 建太 日本ウエルネス DNS

9 1585 田中 進悟 (3) 国際武道大 DNS

決勝 

カナ名
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 1162 中島 雅達 (2) 大東文化大 47.63

2 8 671 鈴木 尚人 自体校 47.94

3 6 1417 原嶋 智大 (3) 早稲田大 48.14

4 5 1152 関 慎吾 (3) 大東文化大 48.48

5 9 10000 矢作 大地 (3) 羽生実 48.99

6 4 1150 野島 孝典 (4) 大東文化大 49.35 S

7 3 4681 小縣 良平 (1) 埼玉大 49.35 S

2 538 今泉 和真 埼玉大TC DNS

凡例: DNS:欠　　　場



 男子800m
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            1:46.16   横田　真人(慶應義塾大)                2009
埼玉県記録(SR)          1:47.76   森　祥紀(自衛隊体育学校)              2000 6月25日 12:25 予選
大会記録(GR)            1:49.90   平井　豊(自衛隊体育学校)              1981 6月25日 15:20 決勝

予選 4組1着＋4

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 3887 内山 浩貴 (1) 大東文化大 1:53.52 Q 1 6 411 山中 大輔 (3) 秩父 1:55.64 Q

2 4 3938 市川 雅 (3) 飯能南 1:53.62 q 2 7 1533 境野 瑞也 (4) 国際武道大 1:55.69

3 5 4255 直原 奨 (3) 大宮東 1:56.64 3 4 746 片 秀嵩 (4) 早大同好会 1:56.24

4 6 463 岩合 直昭 (3) 東洋大 1:57.04 4 9 1205 祝部 健太 (3) 市立川口 1:56.97

5 8 5090 本島 陽介 埼玉陸協 1:58.46 5 8 850 浅井 克弘 (2) 慶應義塾大 1:58.50

6 9 10000 牛塚 将 空自熊谷 1:58.52 6 5 328 竹下 航世 埼玉滑川走友会 2:03.34

7 3 873 長谷川 守 (3) 進修館 2:00.50 3 1266 植田 尚樹 (3) 国士舘大

8 2 2650 坂手 亮介 (2) 帝京大 2:01.25

3組 4組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 1168 石丸 信吾 (4) 明大 1:53.05 Q 1 7 682 堤 大樹 自体校 1:54.05 Q

2 4 1162 中島 雅達 (2) 大東文化大 1:53.38 q 2 4 726 新垣 良尚 (4) 日本大 1:55.67

3 9 1367 熊田 壮 (3) 聖望 1:55.29 q 3 6 1082 加藤 伸明 (3) 上尾 1:55.71

4 3 2652 小室 貴之 (3) 坂戸西 1:55.41 q 4 9 1782 浅子 翔汰 (3) 大宮西 1:56.73

5 8 4279 新井 優希 (1) 立教大 1:56.07 5 5 4232 池宮 夕輝 (3) 大宮東 1:56.94

6 2 3190 山下 智矢 (3) 所沢北 1:59.16 6 2 757 田波 健太 (2) 早大同好会 1:57.35

7 6 444 田中 惇也 (4) 東洋大 2:00.16 7 3 5007 池田 佳弘 (2) 早大本庄 2:05.23

5 2006 鈴木 竜二 (1) 浦和実 DNS 8 3939 吉田 康太 (3) 飯能南 DNS

決勝 

カナ名
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 682 堤 大樹 自体校 1:52.47

2 5 1168 石丸 信吾 (4) 明大 1:52.86

3 9 1162 中島 雅達 (2) 大東文化大 1:53.31

4 7 3887 内山 浩貴 (1) 大東文化大 1:55.42

5 3 2652 小室 貴之 (3) 坂戸西 1:55.84

6 4 411 山中 大輔 (3) 秩父 1:59.47

7 2 1367 熊田 壮 (3) 聖望 2:04.80

8 3938 市川 雅 (3) 飯能南 DNS

凡例: DNS:欠　　　場



 男子1500m
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            3:37.42   小林　史和(ＮＴＮ)                    2004
埼玉県記録(SR)          3:41.19   寺牛　浩之(新電元)                    1991 6月27日 09:50 予選
大会記録(GR)            3:48.68   堀田　直希(本田技研)                  1992 6月27日 12:50 決勝

予選 2組5着＋2

1組 2組
カナ名 カナ名

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 1982 山内 琢矢 (3) 浦和実 4:00.57 Q 1 10 218 塚本 洋平 コモディイイダ 4:06.74 Q

2 11 10000 植木 章文 (3) 松山 4:01.01 Q 2 12 1082 加藤 伸明 (3) 上尾 4:06.89 Q

3 10 2652 小室 貴之 (3) 坂戸西 4:01.03 Q 3 11 79 徳留 駿 (3) 早大本庄 4:06.96 Q

4 8 396 砂原 健次 新電元工業 4:01.40 Q 4 8 1201 オセイ ダニエル (3) 市立川口 4:07.42 Q

5 3 1205 祝部 健太 (3) 市立川口 4:01.55 Q 5 7 2006 鳥海 将史 (3) 浦和実 4:07.66 Q

6 12 21 柳 瑞樹 ボッシュ 4:01.63 q 6 6 1648 伏見 太朗 (2) 国際武道大 4:09.48

7 2 3094 荒井 智博 (2) 駿河台大 4:02.62 q 7 5 2958 柴 祐希 (2) 東京経済大 4:09.74

8 1 411 山中 大輔 (3) 秩父 4:03.59 8 3 7 勝谷 徳仁 (1) 浦和 4:11.91

9 6 1490 新井 一匡 所沢市消防本部 4:07.00 1 83 榎本 千聡 (3) 川越 DNS

10 4 733 仲田 晶太 (2) 日本ウエルネス 4:14.96 2 3406 太田 裕之 (3) 立教大 DNS

7 1453 徳原 宗一郎 (3) 狭山ヶ丘 DNS 4 3938 市川 雅 (3) 飯能南 DNS

9 3939 吉田 康太 (3) 飯能南 DNS 9 393 加藤 直樹 新電元工業 DNS

決勝 

カナ名
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 1201 オセイ ダニエル (3) 市立川口 3:58.87

2 1 396 砂原 健次 新電元工業 4:00.50

3 4 1982 山内 琢矢 (3) 浦和実 4:01.51

4 8 10000 植木 章文 (3) 松山 4:01.66

5 5 79 徳留 駿 (3) 早大本庄 4:01.82

6 7 2652 小室 貴之 (3) 坂戸西 4:01.91

7 11 3094 荒井 智博 (2) 駿河台大 4:04.52

8 2 21 柳 瑞樹 ボッシュ 4:06.65

9 12 1082 加藤 伸明 (3) 上尾 4:07.87

10 6 218 塚本 洋平 コモディイイダ 4:08.77

11 10 1205 祝部 健太 (3) 市立川口 4:10.90

12 9 2006 鳥海 将史 (3) 浦和実 4:13.76

凡例: DNS:欠　　　場



 男子5000m
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            13:13.20  松宮　隆行(コニカミノルタ)            2007
埼玉県記録(SR)          13:25.72  池谷　寛之(本田技研)                  2000
大会記録(GR)            13:49.76  ﾂﾅｷ･ｶﾗﾓﾚ(本田技研)                    1992 6月26日 16:10 決勝

決勝 

カナ名
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 5062 川内 優輝 埼玉陸協 14:17.56

2 13 3059 渡邉 諒 (2) 埼玉栄 14:33.27

3 6 396 砂原 健次 新電元工業 14:37.68

4 20 3060 渡部 良太 (3) 埼玉栄 14:38.11

5 7 675 永田 淳 自体校 14:38.44

6 12 10000 植木 章文 (3) 松山 14:38.58

7 14 18 鈴木 正章 ボッシュ 14:39.49

8 9 392 白田 雄久 新電元工業 14:46.34

9 15 395 石原 洸 新電元工業 14:47.26

10 19 669 岩瀬 真 自体校 14:54.37

11 17 224 溝口 大地 コモディイイダ 14:56.08

12 24 19 阪上 孝輝 ボッシュ 14:56.28

13 22 684 酒井 潤一 自体校 15:08.72

14 18 733 仲田 晶太 (2) 日本ウエルネス 15:10.10

15 3 5292 長浜 雄一 (3) 東京農大三 15:17.14

16 21 1453 徳原 宗一郎 (3) 狭山ヶ丘 15:28.15

17 23 1112 牧野 冴希 川口陸協 15:39.99

18 11 676 五十嵐 武 自体校 15:47.64

19 1 3932 猪浦 舜 (3) 飯能南 15:49.74

20 10 683 板垣 辰矢 自体校 15:57.59

21 4 222 佐久間 樹 コモディイイダ 16:32.19

2 429 中尾 誠宏 Honda DNS

8 393 加藤 直樹 新電元工業 DNS

16 3087 永田 健二 (4) 駿河台大 DNS

凡例: DNS:欠　　　場



 男子10000m
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            27:35.09  高岡　寿成(カネボウ)                  2001
埼玉県記録(SR)          27:31.89  T.ｷﾞﾙﾏ(ホンダ)                        2005
大会記録(GR)            28:35.92  浦田　春生(本田技研)                  1990 6月25日 17:00 決勝

決勝 

カナ名
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 432 金塚 洋輔 Honda 29:42.85

2 15 223 福島 弘将 コモディイイダ 29:44.01

3 18 436 馬場 圭太 Honda 30:15.03

4 6 672 谷末 勝利 自体校 30:52.29

5 11 669 岩瀬 真 自体校 30:58.55

6 14 18 鈴木 正章 ボッシュ 31:11.20

7 10 675 永田 淳 自体校 31:20.51

8 7 733 仲田 晶太 (2) 日本ウエルネス 31:23.17

9 3 438 佐野 広明 Honda 31:51.63

10 17 19 阪上 孝輝 ボッシュ 31:57.03

11 9 980 山本 幸延 eA埼玉 32:14.29

12 16 390 中川 禎毅 新電元工業 32:25.10

13 1 315 田中 栄 小川町陸協 34:31.78

2 437 山中 貴弘 Honda DNS

5 683 板垣 辰矢 自体校 DNS

8 4890 松山 健吾 (3) 鳩山 DNS

12 435 市川 健一 Honda DNS

13 225 上村 太洋 コモディイイダ DNF



 男子110mH
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            13.39     谷川　　聡(ミズノ)                    2004
埼玉県記録(SR)          13.55     大橋　祐二(筑波大)                    2007 6月26日 10:10 予選
大会記録(GR)            13.57     大橋　祐二(筑波大)                    2005 6月26日 11:30 決勝

予選 4組1着＋4

1組 風:  -0.5 2組 風:  -1.2
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 4045 青木 健太 (1) 国際武道大 14.88 Q 1 7 536 秋山 祐介 埼玉大TC 14.98 Q

2 7 1419 芳賀 智文 (4) 早大同好会 14.91 q 2 5 1711 野村 謙太 (3) 武南 15.20 q

3 4 561 吉野 廉 (2) 深谷商 15.09 q 3 8 1569 藤波 航 (2) 草加 16.13

4 3 1210 管野 文也 (2) 市立川口 16.57 4 3 1413 長堀 光 (1) 早大同好会 16.66

5 8 4640 小林 祐也 (2) 大宮南 16.65 5 9 1031 山下 修司 (2) 蕨 17.93

6 3404 橋本 拓哉 (4) 首都大学東京 DNS 4 1159 田島 玲 (2) 大東文化大 DNS

9 728 豊田 翼 (2) 日本ウエルネス DNS 6 4994 福島 宏紀 (3) 早大本庄 DNS

3組 風:  -0.4 4組 風:  -0.4
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 2251 奥岡 真也 (3) 東京理科大 14.86 Q 1 7 1085 大室 秀樹 (2) 筑波 14.94 Q

2 5 1580 今 佑太 (3) 国際武道大 15.23 q 2 4 2632 太田 大貴 (3) 川越西 15.30

3 4 70 鈴木 亮輝 (2) 川越 15.64 3 8 469 武田 佑輔 (2) 東洋大 15.54

4 8 4694 石戸 佑馬 (2) 西武台 16.35 4 6 3170 三浦 拓哉 (2) 川口北 15.61

5 3 1114 御法川 将志 (3) 市立浦和 16.75 5 3 3197 星名 翔太 (2) 所沢北 16.17

6 9 2532 鷺島 偉尊 (3) 深谷一 16.89 6 9 4238 佐々木 将峻 (2) 大宮東 16.44

6 3483 中谷 詠二 (3) 滑川総合 DNS 5 2793 馬場 和樹 (3) 昌平 DNS

決勝 

風:  0.0
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 1085 大室 秀樹 (2) 筑波 14.20

2 4 536 秋山 祐介 埼玉大TC 14.53

3 6 2251 奥岡 真也 (3) 東京理科大 14.73

4 5 4045 青木 健太 (1) 国際武道大 14.82

5 9 1419 芳賀 智文 (4) 早大同好会 14.92

6 2 1580 今 佑太 (3) 国際武道大 14.95

7 3 1711 野村 謙太 (3) 武南 15.04

8 8 561 吉野 廉 (2) 深谷商 15.17

凡例: DNS:欠　　　場 / DNF:途中棄権 / DSQ:失　　　格



高校B男子110mH(0.990m)
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

6月26日 11:40 決勝

決勝 

風:  0.0
カナ名

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 1221 桑原 大地 (1) 市立川口 15.70

2 4 5195 竹中 督貴 (1) 川越東 16.00



 男子400mH
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            47.89     為末　　大(法政大)                    2001
埼玉県記録(SR)          48.26     山崎　一彦(ｱﾃﾞｨﾀﾞｽT･C)                1999 6月25日 13:20 予選
大会記録(GR)            50.33     千葉　佳裕(順天堂大)                  1999 6月25日 15:45 決勝

予選 4組1着＋4

1組 2組
カナ名 カナ名

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 123 加藤 誠也 (3) 松山 52.21 Q 1 5 716 杉町 マハウ 日本ウエルネス 54.54 Q

2 6 632 八本 友和 ルート８４６ 54.03 q 2 4 944 齋藤 史弥 (3) 鴻巣 54.77 q

3 4 1031 山下 修司 (2) 蕨 56.29 q 3 7 4991 柴田 浩孝 (3) 早大本庄 56.64

4 9 3882 相谷 徹 (3) 大井 56.81 4 3 1569 藤波 航 (2) 草加 57.41

5 8 4296 木村 智広 (3) 南稜 56.97 5 2 4622 鈴木 琢磨 (3) 大宮南 58.06

6 7 3604 渡辺 幸樹 (3) 春日部東 57.70 6 8 308 北野 雅人 (2) 日体大 59.54

7 3 3 内田 裕一郎 (2) 浦和 57.89 6 470 岩崎 祐亮 (2) 東洋大 DNS

9 3274 磯崎 幸司 (3) 越谷南 DNS

3組 4組
カナ名 カナ名

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 720 大山 明 日本ウエルネス 54.63 Q 1 5 3741 前野 景 (1) 法政大 54.89 Q

2 7 2551 石黒 章恭 (3) 越谷西 55.07 q 2 6 3898 大谷 光心 (1) 大東文化大 56.74

3 9 4791 寺沢 明修 (1) 東京経済大 56.69 3 8 2 平田 陽一 (3) 浦和 56.96

4 3 676 太田 伸也 (2) 熊谷農 57.18 4 7 4685 丸山 紘大 (1) 埼玉大 58.69

5 8 2486 佐藤 亮太 (3) 城西川越 58.03 5 3 6075 小野塚 博志 (3) 国際学院 1:00.12

OP 5 2257 出浦 教行 チームアイマ 51.14 4 91 高山 和希 (3) 春日部 DNS

6 1585 田中 進悟 (3) 国際武道大 DNS 9 70 鈴木 亮輝 (2) 川越 DNS

決勝 

カナ名
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 716 杉町 マハウ 日本ウエルネス 50.81

2 5 3741 前野 景 (1) 法政大 52.35

3 8 632 八本 友和 ルート８４６ 53.39

4 7 720 大山 明 日本ウエルネス 54.37

5 9 944 齋藤 史弥 (3) 鴻巣 54.65

6 2 2551 石黒 章恭 (3) 越谷西 55.19

7 3 1031 山下 修司 (2) 蕨 57.86

4 123 加藤 誠也 (3) 松山 DNS

凡例: DNS:欠　　　場



 男子3000mSC
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            8:18.93   岩水　嘉孝(トヨタ自動車)              2009
埼玉県記録(SR)          8:34.94   板橋　弘行(中央大)                    1989
大会記録(GR)            8:34.94   松田　勝(自衛隊体育学校)              1985 6月26日 12:30 決勝

決勝 

カナ名
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 16 3889 佐々 一郎太 (3) 大井 9:27.58

2 10 10000 井藤 尚宣 (3) 西武文理 9:29.69

3 8 221 三浦 伸二郎 コモディイイダ 9:31.70

4 1 82 黄木 啓太 (3) 川越 9:37.61

5 20 3605 島田 雄太 (3) 春日部東 9:38.51

6 4 3196 柳原 真人 (3) 所沢北 9:40.04

7 6 685 井上 将仁 自体校 9:42.14

8 14 10000 堀越 大夢 (3) 西武文理 9:42.29

9 7 2645 篠田 健二 (3) 坂戸西 9:42.46

10 3 3055 多田 啓峰 (3) 埼玉栄 9:43.25

11 21 1466 三好 健太 (3) 狭山ヶ丘 9:45.27

12 12 1089 池田 大樹 (3) 上尾 9:46.65

13 13 1206 松尾 和哉 (3) 市立川口 9:52.57

14 9 5304 大澤 聡太 (2) 東京農大三 9:53.82

15 15 1987 渡辺 康太郎 (3) 浦和実 9:58.17

16 5 96 青木 海 (3) 春日部 10:14.48

17 19 95 渡辺 堅斗 (3) 春日部 10:30.55

2 94 大久保 誠吾 (3) 春日部 DNS

11 4095 藤井 教貴 (Ｍ1) 国際武道大 DNS

17 1201 オセイ ダニエル (3) 市立川口 DNS

18 3056 赤星 輝明 (3) 埼玉栄 DNS

凡例: DNS:欠　　　場



 男子5000mW
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            18:56.70  杉本　明洋(綜合警備保障)              2009
埼玉県記録(SR)          19:30.45  藤野原　稔人(山水ﾃｸﾉ)                 2004
大会記録(GR)            19:49.06  藤野原　稔人(三栄管理興業)            2002 6月25日 15:55 決勝

決勝 

カナ名
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 1186 藤野原 稔人 三水テクノ 20:41.25

2 2 5185 土濃塚 渉 さいたま市陸協 20:53.00

3 3 3730 大木 脩平 (2) 山梨学院大 21:35.04

4 23 5529 日下 秀人 陸歩クラブ 22:10.91

5 24 1631 菅沼 慎司 (2) 国際武道大 22:46.24

6 22 10000 吉田 迪史 (3) 松山 22:53.66

7 12 2688 福島 悠也 (3) 所沢西 22:56.36

8 13 3620 吉橋 啓太 (1) 城西大 23:10.74

9 27 27 渡辺　俊 (2) 浦和実 23:48.89

10 8 2851 東海林 光 (2) 春日部共栄 24:04.49

11 26 3899 中山 貴裕 (3) 大井 24:13.58

12 16 10000 千葉 雄介 (2) 松山 25:10.73

13 18 80 平井 健吾 (3) 早大本庄 25:13.63

14 14 3272 成井 将人 (3) 越谷南 25:20.91

15 17 3606 鈴木 大介 (3) 春日部東 25:47.50

16 15 10000 清野 和希 (3) 松山 26:36.17

17 20 10000 広沢 直樹 (1) 帝京大 26:40.31

18 21 3290 山野 俊作 (2) 越谷南 26:56.27

19 25 4 島﨑 公輔 (2) 浦和 27:02.25

20 11 2686 西谷 直樹 (3) 所沢西 27:15.14

21 1 3617 杉江 一真 (2) 春日部東 27:49.34

22 4 955 山崎 幸広 (2) 鴻巣 28:07.59

23 7 3616 主山 晃 (2) 春日部東 28:52.88

24 19 912 今野 敬太 (2) 与野 29:46.55

5 81 日浦 進之介 (2) 早大本庄 DNS

9 2852 山本 聖矢 (2) 春日部共栄 DNS

10 3615 柴田 和樹 (2) 春日部東 DNS

凡例: DSQ:失　　　格 / DNS:欠　　　場



 男子4X100mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007 6月25日 11:00 予選
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 14:05 準決勝
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 16:40 決勝

予選 9組2着＋6

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 早大本庄・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 武南・埼玉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.54 Q 記録 42.80

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5001 羽山 慎一 (3) 早大本庄 1 1712 水流添 岳 (3) 武南

2 4987 大澤 亮太 (3) 早大本庄 2 1725 橋立 航太 (2) 武南

3 5000 田中 稜也 (2) 早大本庄 3 1740 陰山 東洋 (1) 武南

4 4992 塚本 隆弘 (3) 早大本庄 4 1739 伊藤 健太 (1) 武南

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和南・埼玉

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 6 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 43.45 記録 45.16

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 11 武田 翔汰 (2) 浦和 1 2118 山口 健介 (2) 浦和南

2 8 本谷 晃 (2) 浦和 2 2119 井口 翼 (2) 浦和南

3 9 大竹 敏生 (2) 浦和 3 2106 森 優輝 (1) 浦和南

4 10 小林 将太郎 (2) 浦和 4 2107 吉野 康平 (1) 浦和南

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川口北・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 久喜北陽・埼玉

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.91 記録 48.12

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3166 篠崎 誠 (1) 川口北 1 5437 小針 康弘 (1) 久喜北陽

2 3164 大和田 郁 (2) 川口北 2 5434 竹花 彰隼 (2) 久喜北陽

3 3172 西村 友貴 (2) 川口北 3 5436 小林 顕太郎 (1) 久喜北陽

4 3180 川島 悠斗 (2) 川口北 4 5431 岩田 悠 (3) 久喜北陽

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越生・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 所沢西・埼玉

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 48.65 記録 50.21

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2435 小久保 優 (1) 越生 1 2672 中川 翔太 (3) 所沢西

2 2432 吉原 利哉 (2) 越生 2 2687 市村 優人 (1) 所沢西

3 2436 菊地 聖樹 (1) 越生 3 2688 輪千 高大 (1) 所沢西

4 2439 野澤 后大 (3) 越生 4 2692 石川 晴也 (1) 所沢西

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 与野・埼玉

9 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例: *R2:オーバーゾーン　２　→　３ / *R3:オーバーゾーン　３　→　４



 男子4X100mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007 6月25日 11:00 予選
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 14:05 準決勝
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 16:40 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本ウエルネス・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 所沢北・埼玉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.47 Q 記録 43.33

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 734 木村 勇貴 日本ウエルネス 1 3195 角野 風太 (3) 所沢北

2 717 泉谷 建太 日本ウエルネス 2 3193 皆川 拓 (3) 所沢北

3 721 田島 正巳 日本ウエルネス 3 3194 倉科 肇 (3) 所沢北

4 719 名嘉眞 朝康 日本ウエルネス 4 3191 杉原 圭亮 (3) 所沢北

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮南・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 蕨・埼玉

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.56 記録 43.71

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4641 柏木 正真 (2) 大宮南 1 1022 齊藤 誠人 (3) 蕨

2 4629 川名 健太 (3) 大宮南 2 1033 池田 偉徳 (2) 蕨

3 4622 鈴木 琢磨 (3) 大宮南 3 1040 服部 翼 (1) 蕨

4 4623 宮澤 亮平 (3) 大宮南 4 1032 畠山 祐輔 (2) 蕨

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川口総合・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 熊谷工・埼玉

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.50 記録 44.68

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5656 石井 希季 (2) 川口総合 1 2044 福島 聖之 (2) 熊谷工

2 5647 大久保 克彦 (2) 川口総合 2 2064 門脇 弘昴 (2) 熊谷工

3 5641 元田 光 (3) 川口総合 3 2050 大場 剛 (2) 熊谷工

4 5658 中山 直樹 (1) 川口総合 4 2052 渋谷 一史 (3) 熊谷工

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 草加南・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 進修館・埼玉

7 9 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.06 記録 47.23

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3571 池田 隆人 (3) 草加南 1 878 茂木 哲真 (1) 進修館

2 3586 小川 哲弘 (1) 草加南 2 885 新島 暉 (1) 進修館

3 3574 中山 潤平 (3) 草加南 3 881 井上 誠 (1) 進修館

4 3572 上ノ内 佑 (3) 草加南 4 874 中村 絋基 (2) 進修館

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越工・埼玉

9 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 47.58

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 502 植田 健太 (3) 川越工

2 504 久保田 龍 (2) 川越工

3 497 田中 一馬 (3) 川越工

4 500 紫藤 寛晃 (2) 川越工

凡例: *R2:オーバーゾーン　２　→　３ / *R3:オーバーゾーン　３　→　４



 男子4X100mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007 6月25日 11:00 予選
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 14:05 準決勝
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 16:40 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉栄・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 SOUL・埼玉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ S
Q 記録 42.37 Q 記録 42.70

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3039 瀬野 貴志 (2) 埼玉栄 1 644 谷橋 秀彦 SOUL

2 3031 小林 大輝 (3) 埼玉栄 2 651 岡本 達朗 SOUL

3 3040 大久保 怜 (3) 埼玉栄 3 1569 島川 昂太 SOUL

4 3038 青山 純斗 (1) 埼玉栄 4 646 房野 直哉 SOUL

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越谷西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 草加・埼玉

3 3 ｺﾒﾝﾄ S 4 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.70 記録 44.03

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2553 佐藤 大地 (3) 越谷西 1 1569 藤波 航 (2) 草加

2 2564 佐藤 拓也 (2) 越谷西 2 1568 門井 喬太 (3) 草加

3 2667 藤木 光陽 (2) 越谷西 3 1562 舩山 直樹 (3) 草加

4 2563 萩原 賢 (2) 越谷西 4 1563 浜野 友照 (3) 草加

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 春日部・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮・埼玉

5 2 ｺﾒﾝﾄ D 5 8 ｺﾒﾝﾄ D
記録 45.15 記録 45.15

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 101 柳田 悠佑 (2) 春日部 1 429 平沢 泰雅 (2) 大宮

2 99 新美 陽平 (2) 春日部 2 431 坂内 和樹 (2) 大宮

3 98 品田 洋介 (2) 春日部 3 450 神保 祐弥 (2) 大宮

4 100 石井 攻 (2) 春日部 4 426 沖芝 俊祐 (2) 大宮

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 庄和・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 杉戸農・埼玉

7 9 ｺﾒﾝﾄ 8 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.54 記録 47.77

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4113 中川 侑也 (1) 庄和 1 707 吉田 翼 (1) 杉戸農

2 4122 小熊 裕樹 (3) 庄和 2 697 利根川 大地 (2) 杉戸農

3 4112 白石 拓也 (1) 庄和 3 691 佐藤 恭央 (3) 杉戸農

4 4125 遠藤 裕太 (3) 庄和 4 702 太田 智晴 (2) 杉戸農

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越谷南・埼玉

6 ｺﾒﾝﾄ R3
記録

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3278 白田 敦士 (2) 越谷南

2 3279 関口 慧介 (2) 越谷南

3 3274 北島 雄大 (3) 越谷南

4 3288 中村 涼 (2) 越谷南

凡例: *R2:オーバーゾーン　２　→　３ / *R3:オーバーゾーン　３　→　４



 男子4X100mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007 6月25日 11:00 予選
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 14:05 準決勝
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 16:40 決勝

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東洋大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松山・埼玉

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 40.72 Q 記録 41.82

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 441 早野 桂祐 (4) 東洋大 1 130 大谷 俊貴 (2) 松山

2 473 丹羽 将一郎 (4) 東洋大 2 129 関口 邦彦 (1) 松山

3 461 今枝 康祐 (3) 東洋大 3 126 稲葉 勝太 (3) 松山

4 4118 古暮 亮太 (1) 東洋大 4 121 石原 匠 (3) 松山

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大井・埼玉

3 4 ｺﾒﾝﾄ 4 7 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 42.79 q 記録 43.17

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 73 山崎 拓也 (2) 川越 1 3882 相谷 徹 (3) 大井

2 66 橋本 理誠 (3) 川越 2 3871 鈴木 隆太郎 (1) 大井

3 78 高橋 幸奨 (3) 川越 3 3883 渡橋 悟 (3) 大井

4 62 鈴木 俊洋 (2) 川越 4 3881 服部 潤一 (3) 大井

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 坂戸西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京農大三・埼玉

5 9 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ S
記録 43.91 記録 44.83

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2661 畠山 昇大 (1) 坂戸西 1 5281 松本 侑弥 (3) 東京農大三

2 2649 原田 翔太 (3) 坂戸西 2 5284 斉藤 幸太 (1) 東京農大三

3 2657 清水 淳平 (2) 坂戸西 3 5289 鈴木 峻 (2) 東京農大三

4 2659 臼井 将 (2) 坂戸西 4 5282 松崎 淳 (1) 東京農大三

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 滑川総合・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 飯能南・埼玉

7 6 ｺﾒﾝﾄ S 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.83 記録 45.86

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3488 寺島 昂輝 (2) 滑川総合 1 3942 深澤 和樹 (3) 飯能南

2 3485 清水 昭洋 (3) 滑川総合 2 3959 堂前 征孝 (2) 飯能南

3 3482 飯田 優介 (3) 滑川総合 3 3943 小暮 和哉 (3) 飯能南

4 3486 野澤 宏斗 (2) 滑川総合 4 3960 山下 徹 (1) 飯能南

凡例: *R2:オーバーゾーン　２　→　３ / *R3:オーバーゾーン　３　→　４



 男子4X100mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007 6月25日 11:00 予選
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 14:05 準決勝
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 16:40 決勝

5組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東文化大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 春日部東・埼玉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.60 Q 記録 42.82

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1156 大澤 拓也 (2) 大東文化大 1 3610 佐藤 知将 (3) 春日部東

2 1154 相馬 光平 (3) 大東文化大 2 3603 青木 孝夫 (3) 春日部東

3 3906 神保 雄太 (1) 大東文化大 3 3613 阪上 竜司 (3) 春日部東

4 1160 友光 駿 (2) 大東文化大 4 3612 小林 和広 (1) 春日部東

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川口青陵・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立川口・埼玉

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.78 記録 44.09

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5157 秋田 剛 (3) 川口青陵 1 1222 行田 峻 (1) 市立川口

2 5160 中村 祐翔 (3) 川口青陵 2 1221 桑原 大地 (1) 市立川口

3 5145 荒井 規光 (2) 川口青陵 3 1210 管野 文也 (2) 市立川口

4 5147 牛込 隆寛 (2) 川口青陵 4 1209 高橋 利宣 (2) 市立川口

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 羽生実・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 聖学院大・埼玉

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.22 記録 45.47

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 10000 榎本 拓也 (3) 羽生実 1 4718 馬橋 大樹 (1) 聖学院大

2 10000 矢作 大地 (3) 羽生実 2 3302 青山 瞭 (2) 聖学院大

3 10000 今成 公輝 (3) 羽生実 3 4715 樫山 翔理 (1) 聖学院大

4 10000 松本 征也 (2) 羽生実

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白岡・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮武蔵野・埼玉

7 3 ｺﾒﾝﾄ 8 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 46.73 記録 51.31

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3660 鈴木 雄大 (3) 白岡 1 3304 浜口 大夢 (1) 大宮武蔵野

2 3634 吉羽 龍司 (3) 白岡 2 3308 弘本 伎 (3) 大宮武蔵野

3 3641 小林 熙 (2) 白岡 3 3307 堀内 駿 (3) 大宮武蔵野

4 3639 榎本 光 (2) 白岡 4 3306 富田 玲雄 (3) 大宮武蔵野

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 自体校・埼玉

2 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例: *R2:オーバーゾーン　２　→　３ / *R3:オーバーゾーン　３　→　４



 男子4X100mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007 6月25日 11:00 予選
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 14:05 準決勝
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 16:40 決勝

6組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 早大同好会・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 深谷商・埼玉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.06 Q 記録 42.44

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 761 木村 互哉 (3) 早大同好会 1 543 柳川 哲也 (3) 深谷商

2 760 羽木 翔一 (4) 早大同好会 2 561 吉野 廉 (2) 深谷商

3 1419 芳賀 智文 (4) 早大同好会 3 562 井上 貴博 (2) 深谷商

4 759 高田 雅人 (4) 早大同好会 4 565 今井 貴史 (2) 深谷商

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 聖望・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 昌平・埼玉

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 7 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 43.01 q 記録 43.36

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1360 上口 学志 (3) 聖望 1 2793 馬場 和樹 (3) 昌平

2 1374 小坂 慶太 (2) 聖望 2 2796 平川 皓大 (3) 昌平

3 1368 矢崎 朋三 (3) 聖望 3 2808 加藤 航輝 (1) 昌平

4 1358 内川 望 (3) 聖望 4 2806 青木 翔太 (2) 昌平

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 所沢・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮開成・埼玉

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.20 記録 45.82

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 978 米川 晴義 (2) 所沢 1 5681 後藤 拓真 (2) 大宮開成

2 970 柏倉 拳 (3) 所沢 2 5680 中島 凌 (2) 大宮開成

3 990 小林 優介 (2) 所沢 3 5689 宮路 敦寛 (1) 大宮開成

4 965 額田 和真 (2) 所沢 4 5677 野田 大樹 (2) 大宮開成

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国士舘大・埼玉

7 1 ｺﾒﾝﾄ 3 ｺﾒﾝﾄ R3
記録 47.44 記録

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1791 小林 利彦 (2) 大宮西 1 1225 今井 克俊 (4) 国士舘大

2 1792 澤田 悠 (2) 大宮西 2 1227 桑原 明弘 (3) 国士舘大

3 1783 杉田 直寛 (1) 大宮西 3 1266 植田 尚樹 (3) 国士舘大

4 1793 小林 誠 (2) 大宮西 4 1228 粕谷 幸男 (4) 国士舘大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際武道大・埼玉

2 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例: *R2:オーバーゾーン　２　→　３ / *R3:オーバーゾーン　３　→　４



 男子4X100mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007 6月25日 11:00 予選
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 14:05 準決勝
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 16:40 決勝

7組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮東・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 狭山ヶ丘・埼玉

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.93 Q 記録 43.90

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4256 鈴木 幸太郎 (1) 大宮東 1 1460 星 優輔 (3) 狭山ヶ丘

2 4258 菊地 幸輝 (2) 大宮東 2 1458 埴原 大介 (3) 狭山ヶ丘

3 4237 南雲 亮孝 (3) 大宮東 3 1462 太田 亮佑 (3) 狭山ヶ丘

4 4243 尾崎 優 (1) 大宮東 4 1463 朝井 康介 (3) 狭山ヶ丘

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 上尾・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 花咲徳栄・埼玉

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.03 記録 44.20

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1084 中島 考一 (3) 上尾 1 4659 木原 優 (1) 花咲徳栄

2 1092 星川 駿介 (2) 上尾 2 4658 中野 裕紀 (2) 花咲徳栄

3 1087 宮沢 佑介 (3) 上尾 3 4656 正能 久貴 (3) 花咲徳栄

4 1086 千葉 雅貴 (2) 上尾 4 4669 丹野 翔太 (2) 花咲徳栄

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立浦和・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 宮代・埼玉

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.52 記録 47.20

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1119 野澤 巧 (2) 市立浦和 1 4540 佐々木 敦史 (2) 宮代

2 1113 田邉 佑貴 (3) 市立浦和 2 4536 小池 聡光 (2) 宮代

3 1118 関 龍之介 (2) 市立浦和 3 4539 大川 聖人 (2) 宮代

4 1111 近藤 和希 (3) 市立浦和 4 4531 後藤 良介 (3) 宮代

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳩山・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八潮南・埼玉

7 1 ｺﾒﾝﾄ 2 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 51.53 記録

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4889 石月 ジョシュア龍之介 鳩山
1

2 4892 新島 大裕 (1) 鳩山
2

3 4979 戸田　健太 (3) 鳩山
3

4 4893 鈴木 篤 (1) 鳩山
4

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉大・埼玉

4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例: *R2:オーバーゾーン　２　→　３ / *R3:オーバーゾーン　３　→　４



 男子4X100mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007 6月25日 11:00 予選
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 14:05 準決勝
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 16:40 決勝

8組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿河台大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 朝霞・埼玉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.91 Q 記録 42.98

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3096 内海 健太 (2) 駿河台大 1 1631 宮根 駿友 (2) 朝霞

2 3101 野間 耀介 (2) 駿河台大 2 1644 神崎 凌 (3) 朝霞

3 3097 佐藤 友貴 (2) 駿河台大 3 1646 北出 伊吹 (3) 朝霞

4 3091 古川 太一 (3) 駿河台大 4 1645 鈴木 飛鳥 (3) 朝霞

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 不動岡・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 熊谷・埼玉

3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 5 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 43.13 記録 43.69

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 237 宮倉 祥悟 (3) 不動岡 1 37 飯塚 高規 (1) 熊谷

2 220 松本 真吾 (2) 不動岡 2 31 磯田 良樹 (2) 熊谷

3 239 佐々木 章太 (3) 不動岡 3 32 奥富 敏晴 (2) 熊谷

4 240 遠藤 勇祐 (3) 不動岡 4 33 黒沢 大樹 (2) 熊谷

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際学院・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 深谷一・埼玉

5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.76 記録 44.71

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 6067 林 寛高 (1) 国際学院 1 2543 荒木 省吾 (2) 深谷一

2 6062 細野 一歩 (3) 国際学院 2 2531 川邉 拓哉 (3) 深谷一

3 6075 小野塚 博志 (3) 国際学院 3 2541 小坂 達也 (2) 深谷一

4 6064 西澤 拓也 (1) 国際学院 4 2532 鷺島 偉尊 (3) 深谷一

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 熊谷農・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 和光・埼玉

7 9 ｺﾒﾝﾄ 8 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.40 記録 47.99

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 675 真下 卓也 (3) 熊谷農 1 2223 甲斐 大樹 (2) 和光

2 676 太田 伸也 (2) 熊谷農 2 2222 村田 健太郎 (2) 和光

3 680 長谷川 凌巳 (1) 熊谷農 3 2225 五十嵐 士 (1) 和光

4 670 高橋 宏光 (3) 熊谷農 4 2221 波多野 裕 (2) 和光

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 秀明・埼玉

9 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 48.22

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2836 伊藤 純平 (2) 秀明

2 2823 井関 啓人 (2) 秀明

3 2821 光定 健太 (2) 秀明

4 2844 柳田 哲志 (2) 秀明

凡例: *R2:オーバーゾーン　２　→　３ / *R3:オーバーゾーン　３　→　４



 男子4X100mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007 6月25日 11:00 予選
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 14:05 準決勝
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 16:40 決勝

9組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武文理・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 伊奈学園総合・埼玉

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.60 Q 記録 42.91

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5030 溝橋 亮太 (2) 西武文理 1 5162 松村 優人 (3) 伊奈学園総合

2 5012 宍戸 偉海 (3) 西武文理 2 5165 鎌倉 和哉 (2) 伊奈学園総合

3 5029 野口 航 (1) 西武文理 3 5164 萩原 駿介 (3) 伊奈学園総合

4 5031 赤川 徳康 (2) 西武文理 4 5161 中原 大樹 (3) 伊奈学園総合

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 城西川越・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越南・埼玉

3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.20 記録 44.65

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2466 武居 佳煕 (2) 城西川越 1 3448 小峯 慶之 (3) 川越南

2 2470 吉田 透 (2) 城西川越 2 3446 大内 学 (3) 川越南

3 2468 豊田 大輝 (2) 城西川越 3 3445 井上 悟志 (3) 川越南

4 2461 浅海 卓也 (2) 城西川越 4 3442 内田 和希 (3) 川越南

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南稜・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 開智・埼玉

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.15 記録 46.39

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4307 本田 昌大 (2) 南稜 1 4959 瀧田 寛純 (2) 開智

2 4298 洲崎 舜治 (3) 南稜 2 4956 今住 亮介 (2) 開智

3 4296 木村 智広 (3) 南稜 3 4951 武者 晃司 (1) 開智

4 4303 阿部 和馬 (3) 南稜 4 4952 谷田 幸隆 (1) 開智

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 成蹊大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉大TC・埼玉

3 ｺﾒﾝﾄ DNS 4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 記録

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1

2 2

3 3

4 4

凡例: *R2:オーバーゾーン　２　→　３ / *R3:オーバーゾーン　３　→　４



 男子4X100mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007 6月25日 11:00 予選
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 14:05 準決勝
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 16:40 決勝

準決勝 3組2着＋2

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 早大同好会・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 早大本庄・埼玉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.28 Q 記録 41.96

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 758 玉田 侑也 (2) 早大同好会 1 5001 羽山 慎一 (3) 早大本庄

2 760 羽木 翔一 (4) 早大同好会 2 4987 大澤 亮太 (3) 早大本庄

3 1419 芳賀 智文 (4) 早大同好会 3 5000 田中 稜也 (2) 早大本庄

4 759 高田 雅人 (4) 早大同好会 4 4992 塚本 隆弘 (3) 早大本庄

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 深谷商・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿河台大・埼玉

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.33 記録 42.78

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 543 柳川 哲也 (3) 深谷商 1 3096 内海 健太 (2) 駿河台大

2 561 吉野 廉 (2) 深谷商 2 3101 野間 耀介 (2) 駿河台大

3 562 井上 貴博 (2) 深谷商 3 3097 佐藤 友貴 (2) 駿河台大

4 565 今井 貴史 (2) 深谷商 4 3091 古川 太一 (3) 駿河台大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 朝霞・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 武南・埼玉

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.91 記録 42.93

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1631 宮根 駿友 (2) 朝霞 1 1712 水流添 岳 (3) 武南

2 1644 神崎 凌 (3) 朝霞 2 1725 橋立 航太 (2) 武南

3 1646 北出 伊吹 (3) 朝霞 3 1740 陰山 東洋 (1) 武南

4 1645 鈴木 飛鳥 (3) 朝霞 4 1739 伊藤 健太 (1) 武南

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大井・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越・埼玉

7 2 ｺﾒﾝﾄ 3 ｺﾒﾝﾄ *TM
記録 43.50 記録

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3882 相谷 徹 (3) 大井 1 73 山崎 拓也 (2) 川越

2 3871 鈴木 隆太郎 (1) 大井 2 66 橋本 理誠 (3) 川越

3 3883 渡橋 悟 (3) 大井 3 78 高橋 幸奨 (3) 川越

4 3881 服部 潤一 (3) 大井 4 62 鈴木 俊洋 (2) 川越

凡例: *R2:オーバーゾーン　２　→　３ / *R3:オーバーゾーン　３　→　４



 男子4X100mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007 6月25日 11:00 予選
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 14:05 準決勝
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 16:40 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東文化大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武文理・埼玉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.22 Q 記録 42.53

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1156 大澤 拓也 (2) 大東文化大 1 5030 溝橋 亮太 (2) 西武文理

2 1150 野島 孝典 (4) 大東文化大 2 5012 宍戸 偉海 (3) 西武文理

3 3906 神保 雄太 (1) 大東文化大 3 5029 野口 航 (1) 西武文理

4 1160 友光 駿 (2) 大東文化大 4 5031 赤川 徳康 (2) 西武文理

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 SOUL・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 所沢北・埼玉

3 7 ｺﾒﾝﾄ 4 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.55 記録 42.57

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 644 谷橋 秀彦 SOUL 1 3195 角野 風太 (3) 所沢北

2 651 岡本 達朗 SOUL 2 3193 皆川 拓 (3) 所沢北

3 1569 島川 昂太 SOUL 3 3194 倉科 肇 (3) 所沢北

4 646 房野 直哉 SOUL 4 3191 杉原 圭亮 (3) 所沢北

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 昌平・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 狭山ヶ丘・埼玉

5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.17 記録 43.53

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2793 馬場 和樹 (3) 昌平 1 1460 星 優輔 (3) 狭山ヶ丘

2 2796 平川 皓大 (3) 昌平 2 1458 埴原 大介 (3) 狭山ヶ丘

3 2808 加藤 航輝 (1) 昌平 3 1462 太田 亮佑 (3) 狭山ヶ丘

4 2806 青木 翔太 (2) 昌平 4 1463 朝井 康介 (3) 狭山ヶ丘

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越谷西・埼玉

7 1 ｺﾒﾝﾄ 8 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.56 記録 44.39

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 11 武田 翔汰 (2) 浦和 1 2553 佐藤 大地 (3) 越谷西

2 8 本谷 晃 (2) 浦和 2 2564 佐藤 拓也 (2) 越谷西

3 9 大竹 敏生 (2) 浦和 3 2667 藤木 光陽 (2) 越谷西

4 10 小林 将太郎 (2) 浦和 4 2563 萩原 賢 (2) 越谷西

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東洋大・埼玉

5 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例: *R2:オーバーゾーン　２　→　３ / *R3:オーバーゾーン　３　→　４



 男子4X100mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007 6月25日 11:00 予選
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 14:05 準決勝
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 16:40 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本ウエルネス・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松山・埼玉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.73 Q 記録 41.86

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 734 木村 勇貴 日本ウエルネス 1 130 大谷 俊貴 (2) 松山

2 717 泉谷 建太 日本ウエルネス 2 129 関口 邦彦 (1) 松山

3 721 田島 正巳 日本ウエルネス 3 126 稲葉 勝太 (3) 松山

4 719 名嘉眞 朝康 日本ウエルネス 4 121 石原 匠 (3) 松山

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉栄・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 春日部東・埼玉

3 7 ｺﾒﾝﾄ 4 8 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 41.97 q 記録 42.15

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3039 瀬野 貴志 (2) 埼玉栄 1 3610 佐藤 知将 (3) 春日部東

2 3031 小林 大輝 (3) 埼玉栄 2 3603 青木 孝夫 (3) 春日部東

3 3040 大久保 怜 (3) 埼玉栄 3 3613 阪上 竜司 (3) 春日部東

4 3038 青山 純斗 (1) 埼玉栄 4 3612 小林 和広 (1) 春日部東

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 伊奈学園総合・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 聖望・埼玉

5 9 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.43 記録 43.03

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5162 松村 優人 (3) 伊奈学園総合 1 1360 上口 学志 (3) 聖望

2 5165 鎌倉 和哉 (2) 伊奈学園総合 2 1374 小坂 慶太 (2) 聖望

3 5164 萩原 駿介 (3) 伊奈学園総合 3 1368 矢崎 朋三 (3) 聖望

4 5161 中原 大樹 (3) 伊奈学園総合 4 1358 内川 望 (3) 聖望

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮東・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 不動岡・埼玉

7 4 ｺﾒﾝﾄ 8 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.12 記録 43.24

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4256 鈴木 幸太郎 (1) 大宮東 1 237 宮倉 祥悟 (3) 不動岡

2 4258 菊地 幸輝 (2) 大宮東 2 220 松本 真吾 (2) 不動岡

3 4237 南雲 亮孝 (3) 大宮東 3 239 佐々木 章太 (3) 不動岡

4 4243 尾崎 優 (1) 大宮東 4 240 遠藤 勇祐 (3) 不動岡

凡例: *R2:オーバーゾーン　２　→　３ / *R3:オーバーゾーン　３　→　４



 男子4X100mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            38.03     塚原・末續・高平・朝原(日本)          2007 6月25日 11:00 予選
埼玉県記録(SR)          40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 14:05 準決勝
大会記録(GR)            40.36     大澤・相馬･岩堀･関根(大東文化大)      2009 6月25日 16:40 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東文化大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 早大同好会・埼玉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 41.03 記録 41.04

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1156 大澤 拓也 (2) 大東文化大 1 758 玉田 侑也 (2) 早大同好会

2 1150 野島 孝典 (4) 大東文化大 2 760 羽木 翔一 (4) 早大同好会

3 3906 神保 雄太 (1) 大東文化大 3 1419 芳賀 智文 (4) 早大同好会

4 1160 友光 駿 (2) 大東文化大 4 759 高田 雅人 (4) 早大同好会

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本ウエルネス・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉栄・埼玉

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 41.45 記録 41.84

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 734 木村 勇貴 日本ウエルネス 1 3039 瀬野 貴志 (2) 埼玉栄

2 717 泉谷 建太 日本ウエルネス 2 3031 小林 大輝 (3) 埼玉栄

3 721 田島 正巳 日本ウエルネス 3 3040 大久保 怜 (3) 埼玉栄

4 716 杉町 マハウ 日本ウエルネス 4 3038 青山 純斗 (1) 埼玉栄

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武文理・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 早大本庄・埼玉

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 41.90 記録 42.04

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5030 溝橋 亮太 (2) 西武文理 1 5001 羽山 慎一 (3) 早大本庄

2 5012 宍戸 偉海 (3) 西武文理 2 4987 大澤 亮太 (3) 早大本庄

3 5029 野口 航 (1) 西武文理 3 5000 田中 稜也 (2) 早大本庄

4 5031 赤川 徳康 (2) 西武文理 4 4992 塚本 隆弘 (3) 早大本庄

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 春日部東・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松山・埼玉

7 3 ｺﾒﾝﾄ 6 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 42.25 記録

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3610 佐藤 知将 (3) 春日部東
1

2 3603 青木 孝夫 (3) 春日部東
2

3 3613 阪上 竜司 (3) 春日部東
3

4 3612 小林 和広 (1) 春日部東
4

凡例: *R2:オーバーゾーン　２　→　３ / *R3:オーバーゾーン　３　→　４



 男子4X400mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006 6月26日 14:10 予選
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006 6月27日 14:10 決勝

予選 8組0着＋8

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉栄・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮東・埼玉

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:19.52 q 記録 3:21.91

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3036 遠藤 卓 (3) 埼玉栄 1 4237 南雲 亮孝 (3) 大宮東

2 3040 大久保 怜 (3) 埼玉栄 2 4258 菊地 幸輝 (2) 大宮東

3 3042 荒井 拓人 (3) 埼玉栄 3 4255 直原 奨 (3) 大宮東

4 3039 瀬野 貴志 (2) 埼玉栄 4 4232 池宮 夕輝 (3) 大宮東

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 上尾・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 熊谷・埼玉

3 4 ｺﾒﾝﾄ 4 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:27.06 記録 3:30.00

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1084 中島 考一 (3) 上尾 1 31 磯田 良樹 (2) 熊谷

2 1086 千葉 雅貴 (2) 上尾 2 32 奥富 敏晴 (2) 熊谷

3 1096 原田 拓也 (2) 上尾 3 37 飯塚 高規 (1) 熊谷

4 1087 宮沢 佑介 (3) 上尾 4 36 河児 慎太郎 (2) 熊谷

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立川口・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越工・埼玉

5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:32.96 記録 3:37.33

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1210 管野 文也 (2) 市立川口 1 500 紫藤 寛晃 (2) 川越工

2 1209 高橋 利宣 (2) 市立川口 2 505 浅野 大樹 (2) 川越工

3 1211 大塚 裕介 (2) 市立川口 3 493 山下 陛 (3) 川越工

4 1203 戸澤 龍皇 (3) 市立川口 4 497 田中 一馬 (3) 川越工

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 和光国際・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 宮代・埼玉

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:44.48 記録 3:44.66

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5489 澤田 祐規 (2) 和光国際 1 4536 小池 聡光 (2) 宮代

2 5462 小島 権徳 (1) 和光国際 2 4531 後藤 良介 (3) 宮代

3 5461 坂田 優太郎 (1) 和光国際 3 4540 佐々木 敦史 (2) 宮代

4 5466 小山 涼太郎 (1) 和光国際 4 4535 鈴木 潤也 (2) 宮代

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東洋大・埼玉

1 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 473 丹羽 将一郎 (4) 東洋大

2 461 今枝 康祐 (3) 東洋大

3 444 田中 惇也 (4) 東洋大

4 463 岩合 直昭 (3) 東洋大



 男子4X400mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006 6月26日 14:10 予選
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006 6月27日 14:10 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東文化大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 草加・埼玉

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:18.09 記録 3:25.17

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1149 井口 友 (4) 大東文化大 1 1569 藤波 航 (2) 草加

2 1148 中村 健吾 (4) 大東文化大 2 1563 浜野 友照 (3) 草加

3 3887 内山 浩貴 (1) 大東文化大 3 1568 門井 喬太 (3) 草加

4 3905 工藤 圭太 (1) 大東文化大 4 1562 舩山 直樹 (3) 草加

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 伊奈学園総合・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 不動岡・埼玉

3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:29.27 記録 3:29.31

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5167 宮崎 矩治 (1) 伊奈学園総合 1 213 大森 悠介 (3) 不動岡

2 5166 菅原 恭仁 (1) 伊奈学園総合 2 220 松本 真吾 (2) 不動岡

3 5170 斉藤 啓介 (1) 伊奈学園総合 3 227 石井 琢磨 (2) 不動岡

4 5165 鎌倉 和哉 (2) 伊奈学園総合 4 222 岡安 崇愉 (2) 不動岡

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際学院・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越ヶ谷・埼玉

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:30.38 記録 3:33.84

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 6062 細野 一歩 (3) 国際学院 1 353 岩本 恭尚 (1) 越ヶ谷

2 6075 小野塚 博志 (3) 国際学院 2 347 川西 凌 (2) 越ヶ谷

3 6064 西澤 拓也 (1) 国際学院 3 334 小川 智也 (2) 越ヶ谷

4 6067 林 寛高 (1) 国際学院 4 352 斎藤 匠将 (1) 越ヶ谷

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 春日部・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 昌平・埼玉

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:37.65 記録 3:39.72

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 98 品田 洋介 (2) 春日部 1 2804 濱家 悠大 (2) 昌平

2 99 新美 陽平 (2) 春日部 2 2796 平川 皓大 (3) 昌平

3 103 藤田 剣 (2) 春日部 3 2792 藤井 敦史 (3) 昌平

4 100 石井 攻 (2) 春日部 4 2794 松崎 孝紀 (3) 昌平

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和商・埼玉

1 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4



 男子4X400mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006 6月26日 14:10 予選
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006 6月27日 14:10 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本ウエルネス・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越谷西・埼玉

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:21.67 記録 3:28.80

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 721 田島 正巳 日本ウエルネス 1 2555 工藤 達 (3) 越谷西

2 735 松田 比利 日本ウエルネス 2 2553 佐藤 大地 (3) 越谷西

3 720 大山 明 日本ウエルネス 3 2559 高橋 邑気 (3) 越谷西

4 717 泉谷 建太 日本ウエルネス 4 2574 川島 千明 (2) 越谷西

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 狭山ヶ丘・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南稜・埼玉

3 4 ｺﾒﾝﾄ 4 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:30.36 記録 3:30.46

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1462 太田 亮佑 (3) 狭山ヶ丘 1 4303 阿部 和馬 (3) 南稜

2 1458 埴原 大介 (3) 狭山ヶ丘 2 4296 木村 智広 (3) 南稜

3 1449 井上 真史 (2) 狭山ヶ丘 3 4291 菅原 瞬佑 (3) 南稜

4 1463 朝井 康介 (3) 狭山ヶ丘 4 4298 洲崎 舜治 (3) 南稜

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川口総合・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 草加南・埼玉

5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:33.09 記録 3:34.62

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5656 石井 希季 (2) 川口総合 1 3576 福田 恭平 (3) 草加南

2 5641 元田 光 (3) 川口総合 2 3571 池田 隆人 (3) 草加南

3 5654 野口 雅偲 (2) 川口総合 3 3581 永島 主隆 (2) 草加南

4 5644 飯田 一輝 (3) 川口総合 4 3586 小川 哲弘 (1) 草加南

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 飯能南・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際武道大・埼玉

7 1 ｺﾒﾝﾄ 2 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 3:46.53 記録

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3959 堂前 征孝 (2) 飯能南
1

2 3943 小暮 和哉 (3) 飯能南
2

3 3954 後藤 駿 (1) 飯能南
3

4 3947 加藤 光輝 (1) 飯能南
4

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 城西川越・埼玉

6 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4



 男子4X400mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006 6月26日 14:10 予選
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006 6月27日 14:10 決勝

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿河台大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 武南・埼玉

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:18.53 記録 3:22.02

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4728 近江 悠之 (1) 駿河台大 1 1734 望月 亮宏 (2) 武南

2 3101 野間 耀介 (2) 駿河台大 2 1740 陰山 東洋 (1) 武南

3 3098 田中 駿也 (2) 駿河台大 3 1725 橋立 航太 (2) 武南

4 3095 池田 和也 (2) 駿河台大 4 1739 伊藤 健太 (1) 武南

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川口青陵・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 羽生実・埼玉

3 8 ｺﾒﾝﾄ 4 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:30.87 記録 3:31.00

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5147 牛込 隆寛 (2) 川口青陵 1 10002 榎本 拓也 (3) 羽生実

2 5145 荒井 規光 (2) 川口青陵 2 10001 矢作 大地 (3) 羽生実

3 5148 鈴木 智裕 (2) 川口青陵 3 10003 今成 公輝 (3) 羽生実

4 5160 中村 祐翔 (3) 川口青陵 4 10004 松本 征也 (2) 羽生実

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 花咲徳栄・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 聖学院大・埼玉

5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:36.84 記録 3:39.65

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4656 正能 久貴 (3) 花咲徳栄 1 4717 西田 圭吾 (1) 聖学院大

2 4669 丹野 翔太 (2) 花咲徳栄 2 4715 樫山 翔理 (1) 聖学院大

3 4654 茂木 猛士 (3) 花咲徳栄 3 3302 青山 瞭 (2) 聖学院大

4 4663 小沼 翔平 (2) 花咲徳栄 4 3300 渡邉 裕貴 (3) 聖学院大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 所沢西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 進修館・埼玉

7 6 ｺﾒﾝﾄ 8 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:42.99 記録 3:49.24

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2672 中川 翔太 (3) 所沢西 1 885 新島 暉 (1) 進修館

2 2687 市村 優人 (1) 所沢西 2 880 関根 匠海 (2) 進修館

3 2673 樋口 大輝 (3) 所沢西 3 878 茂木 哲真 (1) 進修館

4 2686 塩崎 僚也 (1) 所沢西 4 876 茂木 博義 (2) 進修館

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 久喜北陽・埼玉

9 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:49.80

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5434 竹花 彰隼 (2) 久喜北陽

2 5431 岩田 悠 (3) 久喜北陽

3 5435 新井 康太 (1) 久喜北陽

4 5439 田中 大樹 (1) 久喜北陽



 男子4X400mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006 6月26日 14:10 予選
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006 6月27日 14:10 決勝

5組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 春日部東・埼玉

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:19.04 q 記録 3:19.47

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3003 斉藤 駿明 (2) 埼玉大 1 3603 青木 孝夫 (3) 春日部東

2 2989 神瀬 龍平 (3) 埼玉大 2 3604 渡辺 幸樹 (3) 春日部東

3 2990 坂本 光 (3) 埼玉大 3 3611 関 剛志 (3) 春日部東

4 4681 小縣 良平 (1) 埼玉大 4 3601 木村 亮平 (3) 春日部東

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 滑川総合・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 深谷商・埼玉

3 4 ｺﾒﾝﾄ 4 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:30.07 記録 3:31.16

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3487 青木 俊介 (2) 滑川総合 1 541 村山 貴也 (3) 深谷商

2 3485 清水 昭洋 (3) 滑川総合 2 567 水谷 直人 (2) 深谷商

3 3486 野澤 宏斗 (2) 滑川総合 3 563 茂木 達生 (2) 深谷商

4 3482 飯田 優介 (3) 滑川総合 4 558 鈴木 悠也 (2) 深谷商

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 熊谷農・埼玉

5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:31.94 記録 3:32.35

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 19 中野 拓也 (1) 浦和 1 675 真下 卓也 (3) 熊谷農

2 15 渡部 憧門 (2) 浦和 2 676 太田 伸也 (2) 熊谷農

3 16 中野 優 (2) 浦和 3 679 黒澤 源奎 (1) 熊谷農

4 14 梅田 恭祐 (2) 浦和 4 670 高橋 宏光 (3) 熊谷農

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 開智・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉大TC・埼玉

7 9 ｺﾒﾝﾄ 1 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 3:42.76 記録

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4959 瀧田 寛純 (2) 開智
1

2 4964 門田 歩 (3) 開智
2

3 4963 中沢 航太 (3) 開智
3

4 4961 布施 創 (3) 開智
4

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 和光・埼玉

2 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4



 男子4X400mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006 6月26日 14:10 予選
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006 6月27日 14:10 決勝

6組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 自体校・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武文理・埼玉

1 1 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:19.61 記録 3:23.72

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 682 堤 大樹 自体校 1 5015 林 諒洋 (3) 西武文理

2 1609 森 祥紀 自体校 2 5012 宍戸 偉海 (3) 西武文理

3 680 宮崎 輝 自体校 3 5011 宮越 太郎 (3) 西武文理

4 674 佐藤 広樹 自体校 4 5031 赤川 徳康 (2) 西武文理

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 朝霞・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越・埼玉

3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:28.05 記録 3:29.36

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1631 宮根 駿友 (2) 朝霞 1 65 谷野 欧太 (3) 川越

2 1647 駒場 瞬男 (3) 朝霞 2 90 宮武 義行 (2) 川越

3 1626 上野 晃平 (3) 朝霞 3 74 兼坂 康平 (2) 川越

4 1646 北出 伊吹 (3) 朝霞 4 78 高橋 幸奨 (3) 川越

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 所沢北・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浦和南・埼玉

5 9 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:31.11 記録 3:33.69

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3198 新井 啓太 (2) 所沢北 1 2107 吉野 康平 (1) 浦和南

2 3197 星名 翔太 (2) 所沢北 2 2119 井口 翼 (2) 浦和南

3 3184 重田 圭吾 (2) 所沢北 3 2118 山口 健介 (2) 浦和南

4 3199 櫻井 敦之 (2) 所沢北 4 2120 榎本 優音 (2) 浦和南

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白岡・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 寄居城北・埼玉

7 8 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:39.56 記録 3:49.33

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3634 吉羽 龍司 (3) 白岡 1 1292 新井 和樹 (2) 寄居城北

2 3639 榎本 光 (2) 白岡 2 1291 吉岡 達矢 (2) 寄居城北

3 3641 小林 熙 (2) 白岡 3 1295 田島 裕平 (2) 寄居城北

4 3642 茨田 康平 (2) 白岡 4 1296 櫻井 雅弥 (2) 寄居城北

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 秀明・埼玉

9 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:51.22

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2836 伊藤 純平 (2) 秀明

2 2835 亀井 理彰 (1) 秀明

3 2838 長谷川 裕紀 (2) 秀明

4 2841 今井 智敬 (2) 秀明



 男子4X400mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006 6月26日 14:10 予選
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006 6月27日 14:10 決勝

7組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 坂戸西・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 聖望・埼玉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:27.06 記録 3:27.62

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2665 沼田 悟 (1) 坂戸西 1 1351 小野 光太郎 (1) 聖望

2 2643 小島 龍弥 (3) 坂戸西 2 1372 前田 健太 (2) 聖望

3 2654 小早川 凌 (2) 坂戸西 3 1368 矢崎 朋三 (3) 聖望

4 2649 原田 翔太 (3) 坂戸西 4 1367 熊田 壮 (3) 聖望

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 蕨・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立浦和・埼玉

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:30.02 記録 3:34.08

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1022 齊藤 誠人 (3) 蕨 1 1119 野澤 巧 (2) 市立浦和

2 1034 大浪 惇 (2) 蕨 2 1111 近藤 和希 (3) 市立浦和

3 1033 池田 偉徳 (2) 蕨 3 1118 関 龍之介 (2) 市立浦和

4 1024 野口 研 (3) 蕨 4 1113 田邉 佑貴 (3) 市立浦和

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京農大三・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮武蔵野・埼玉

5 9 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:37.42 記録 3:43.04

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 5293 横山 暁 (2) 東京農大三 1 3313 金子 航也 (3) 大宮武蔵野

2 5292 関口 知紀 (2) 東京農大三 2 3315 相馬 康高 (3) 大宮武蔵野

3 5290 北川 覚啓 (2) 東京農大三 3 3308 弘本 伎 (3) 大宮武蔵野

4 5282 松崎 淳 (1) 東京農大三 4 3307 堀内 駿 (3) 大宮武蔵野

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 杉戸農・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国士舘大・埼玉

7 2 ｺﾒﾝﾄ 4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 3:51.65 記録

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 697 利根川 大地 (2) 杉戸農
1

2 702 太田 智晴 (1) 杉戸農
2

3 707 吉田 翼 (2) 杉戸農
3

4 703 喜多 一敬 (3) 杉戸農
4



 男子4X400mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006 6月26日 14:10 予選
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006 6月27日 14:10 決勝

8組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東洋大同好会・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大井・埼玉

1 1 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:25.71 記録 3:27.11

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1337 三浦 義博 東洋大同好会 1 3881 服部 潤一 (3) 大井

2 1344 村上 勇二 東洋大同好会 2 3882 相谷 徹 (3) 大井

3 1340 大木 雅人 東洋大同好会 3 3883 渡橋 悟 (3) 大井

4 1345 森田 香吉 東洋大同好会 4 3879 井上 悠斗 (3) 大井

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮南・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 川越南・埼玉

3 4 ｺﾒﾝﾄ 4 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:31.88 記録 3:33.92

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4622 鈴木 琢磨 (3) 大宮南 1 3442 内田 和希 (3) 川越南

2 4646 細野 貢司 (2) 大宮南 2 3445 井上 悟志 (3) 川越南

3 4629 川名 健太 (3) 大宮南 3 3433 松本 一郎 (2) 川越南

4 4641 柏木 正真 (2) 大宮南 4 3446 大内 学 (3) 川越南

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 庄和・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮・埼玉

5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:36.17 記録 3:41.74

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4125 遠藤 裕太 (3) 庄和 1 431 坂内 和樹 (2) 大宮

2 4121 藤枝 浩之 (3) 庄和 2 450 神保 祐弥 (2) 大宮

3 4122 小熊 裕樹 (3) 庄和 3 433 下田 拓実 (2) 大宮

4 4112 白石 拓也 (1) 庄和 4 424 和田 龍馬 (2) 大宮

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 越生・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 早大同好会・埼玉

7 2 ｺﾒﾝﾄ 3 ｺﾒﾝﾄ DSQ,R2
記録 3:57.61 記録

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 2432 吉原 利哉 (2) 越生 1 770 田中 佑輝 (3) 早大同好会

2 2434 新井 大貴 (2) 越生 2 767 春田 剛志 (3) 早大同好会

3 2436 菊地 聖樹 (1) 越生 3 1612 和田 拓 (4) 早大同好会

4 2435 小久保 優 (1) 越生 4 746 片 秀嵩 (4) 早大同好会

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 飯能・埼玉

9 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4



 男子4X400mR
審 判 長：渡辺　隆洋

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
埼玉県記録(SR)          3:10.65   塩原･泉谷･金子･杉町(ウェルネス)       2006 6月26日 14:10 予選
大会記録(GR)            3:11.73   塩原･泉谷･金子・杉町(ウェルネス)      2006 6月27日 14:10 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本ウエルネス・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東文化大・埼玉

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:12.74 記録 3:12.89

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 721 田島 正巳 日本ウエルネス 1 1149 井口 友 (4) 大東文化大

2 717 泉谷 建太 日本ウエルネス 2 1148 中村 健吾 (4) 大東文化大

3 720 大山 明 日本ウエルネス 3 1162 中島 雅達 (2) 大東文化大

4 716 杉町 マハウ 日本ウエルネス 4 1152 関 慎吾 (3) 大東文化大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 自体校・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉栄・埼玉

3 9 ｺﾒﾝﾄ 4 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:13.71 記録 3:15.83

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 682 堤 大樹 自体校 1 3032 海野 啓太 (2) 埼玉栄

2 674 佐藤 広樹 自体校 2 3040 大久保 怜 (3) 埼玉栄

3 671 鈴木 尚人 自体校 3 3036 遠藤 卓 (3) 埼玉栄

4 680 宮崎 輝 自体校 4 3039 瀬野 貴志 (2) 埼玉栄

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿河台大・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉大・埼玉

5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:17.96 記録 3:18.32

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 4728 近江 悠之 (1) 駿河台大 1 3003 斉藤 駿明 (2) 埼玉大

2 3101 野間 耀介 (2) 駿河台大 2 2989 神瀬 龍平 (3) 埼玉大

3 3098 田中 駿也 (2) 駿河台大 3 2990 坂本 光 (3) 埼玉大

4 3095 池田 和也 (2) 駿河台大 4 4681 小縣 良平 (1) 埼玉大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 春日部東・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大宮東・埼玉

7 7 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:20.84 記録 3:21.25

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 3611 関 剛志 (3) 春日部東 1 4237 南雲 亮孝 (3) 大宮東

2 3604 渡辺 幸樹 (3) 春日部東 2 4258 菊地 幸輝 (2) 大宮東

3 3613 阪上 竜司 (3) 春日部東 3 4255 直原 奨 (3) 大宮東

4 3601 木村 亮平 (3) 春日部東 4 4232 池宮 夕輝 (3) 大宮東



 男子走高跳
審 判 長：松山　治彦

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            2m33      醍醐　直幸(富士通)                    2006
埼玉県記録(SR)          2m27      野中　悟(中京大)                      1985
大会記録(GR)            2m20      石井　孝治(日本大)                    2000 6月27日 12:00 決勝

決勝 
カナ名 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

－ － － ○ ○ － × ○ × ○ × ○ × × ○
1 20 378 根本 泰行 A・I・R × × × 2m15

－ － － ○ － × ○ ○ × × － ×
2 13 507 五十嵐 雄太 小川町陸協 2m07

－ － ○ － ○ × ○ × ○ × × ×
3 4 725 栗原 龍 日本ウエルネス 2m07

－ － － ○ ○ － × － × ／
4 16 309 田端 和輝 小川町陸協 2m01

○ － ○ － ○ － × × ／
4 22 729 佐藤 恭史 (4) 日本大 2m01

－ ○ ○ ○ × × ×
6 19 4626 新井 郁也 (3) 大宮南 1m98

○ × ○ × ○ × － × ×
7 8 458 鈴木 正和 (3) 東洋大 1m95

○ ○ × × ×
8 7 3892 中島 健太 (2) 大井 1m90

× ○ ○ × × ×
9 17 1587 西川 裕真 A・I・R 1m90

× × ○ ○ × × ×
10 1 4231 池田 賢太郎 (3) 大宮東 1m90

○ × ○ × × ×
11 15 3572 上ノ内 佑 (3) 草加南 1m90

－ × ○ × × ×
11 18 3403 武井 泰宏 (4) 首都大学東京 1m90

○ × ○ × × ×
11 24 3180 坂本　龍介 (4) 明海大 1m90

○ × × ○ × × ×
14 6 753 成塚 拓真 (3) 早大同 1m90

○ × × ×
15 11 5305 鈴木 優也 (1) 東京農大三 1m85

× ○ × × ×
16 12 3871 鈴木 隆太郎 (1) 大井 1m85

× × ×
2 1149 福富 一喜 東電埼玉 NM

× × ×
3 3002 桝田 明弘 (2) 埼玉大 NM

× × ×
5 4643 京元 昭憲 (2) 大宮南 NM

× × ×
9 3407 柿澤 玲 (3) 熊谷西 NM

× × ×
10 398 伊藤 綾 (2) 秩父 NM

× × ×
14 5642 上野 巧 (3) 川口総合 NM

× × ×
21 2683 早崎 拓也 (2) 所沢西 NM

× × ×
23 153 福山　和隆 (3) 川口 NM

1m98 2m13 2m152m01 2m04 2m07 2m10

2m21

1m85 1m90 1m95

凡例: NR:記録なし / DNS:欠　　　場



 男子棒高跳
審 判 長：松山　治彦

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            5m83      澤野　大地(ニシ・スポーツ)            2005
埼玉県記録(SR)          5m55      橋岡　利行(青桐ｸﾗﾌﾞ)                  1986
大会記録(GR)            5m40      高根沢　威夫(本田技研)                1978 6月25日 10:00 決勝

決勝 
カナ名 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
－ － ○ － ○ － × × ×

1 16 1385 草間 裕 八潮陸協 4m80
－ ○ ○ × × ×

2 3 3277 庄司 卓也 (2) 越谷南 4m60
○ ○ × × ×

3 14 534 佐々木 新之助 埼玉大TC 4m40
× ○ ○ × × ×

4 11 5201 岡信 充俊 (3) 川越東 4m40
－ × ○ × × ×

5 17 112 福原 大地 (2) 順天堂大 4m40
○ × × ○ × × ×

6 15 3656 津田 英良 (3) 白岡 4m40
○ × × ×

7 8 3645 村山 直也 (1) 白岡 4m20
× ○ × × ×

8 6 3642 茨田 康平 (2) 白岡 4m20
× ○ × × ×

8 12 2314 佐々木 優真 (3) 八潮 4m20
× × ○ × × ×

10 5 3945 藤野 亮太 (1) 日本大 4m20
－ × × ×

1 2313 大山 文太 (3) 八潮 NM
× × ×

4 3646 武正 知己 (1) 白岡 NM
× × ×

10 222 岡安 崇愉 (2) 不動岡 NM
× × ×

13 3271 上杉 剛 (3) 越谷南 NM

2 238 川島 優 (3) 不動岡 DNS

7 220 松本 真吾 (2) 不動岡 DNS

9 10 佐々木 潤一郎 (4) 順天堂大 DNS

18 1384 柏 英明 八潮陸協 DNS

4m80 4m90 5m004m20 4m40 4m60 4m70

凡例: DNS:欠　　　場



 男子走幅跳
審 判 長：松山　治彦

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            8m25      森長　正樹(日本大)                    1992
埼玉県記録(SR)          7m99      安田　久憲(ゼンリン)                  1992
大会記録(GR)            7m80      安田　久憲(ゼンリン)                  1991 6月26日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

7m66 × 7m14 7m66 8 － 7m56 7m78 7m78
1 20 1155 辻 将也 (3) 大東文化大 +1.7 +0.1 +1.7 0.0 0.0 0.0

7m21 7m18 × 7m21 6 × × 7m46 7m46
2 26 784 嘉山 大介 (2) 日本大 +1.3 0.0 +1.3 +0.7 +0.7

7m28 7m40 7m20 7m40 7 7m23 7m42 × 7m42
3 2 755 中島 貴大 (2) 早大同好会 +0.7 +1.4 +0.4 +1.4 +0.9 +0.3 +0.3

× 7m18 7m15 7m18 5 6m88 6m77 7m18 7m18
4 38 1165 幸 雄司 (2) 大東文化大 -0.2 +0.1 -0.2 +0.7 +1.1 +1.6 -0.2

× 5m54 6m97 6m97 2 × × 7m14 7m14
5 32 448 今井 佑 (3) 東洋大 0.0 +0.7 +0.7 +0.8 +0.8

6m72 5m32 7m06 7m06 4 6m93 6m96 × 7m06
6 35 4118 古暮 亮太 (1) 東洋大 +1.3 -0.8 +0.8 +0.8 +0.9 0.0 +0.8

6m98 × × 6m98 3 6m93 6m95 × 6m98
7 39 442 廣瀬 悠平 (4) 東洋大 +1.0 +1.0 +0.2 +0.7 +1.0

6m71 6m73 6m94 6m94 1 × 6m85 6m18 6m94
8 11 240 遠藤 勇祐 (3) 不動岡 +0.1 +0.7 +0.1 +0.1 +1.2 +0.5 +0.1

× × 6m93 6m93 6m93
9 14 3899 堅木 寿人 (1) 大東文化大 +1.5 +1.5 +1.5

6m67 6m73 6m92 6m92 6m92
10 5 3193 皆川 拓 (3) 所沢北 +0.2 +1.1 +1.2 +1.2 +1.2

6m86 4m20 × 6m86 6m86
11 13 640 鈴木 康太 トーエル 0.0 +0.7 0.0 0.0

6m81 6m75 6m53 6m81 6m81
12 22 570 倉崎 尚輝 (2) 深谷商 +0.8 +0.5 0.0 +0.8 +0.8

6m80 × 6m64 6m80 6m80
13 8 928 荒木 達也 AC武南 +0.3 0.0 +0.3 +0.3

6m54 6m70 × 6m70 6m70
14 30 3358 須黒 洋樹 (3) 日本工大 +0.9 +0.8 +0.8 +0.8

× 6m66 × 6m66 6m66
15 17 874 中村 絋基 (2) 進修館 +0.9 +0.9 +0.9

× × 6m54 6m54 6m54
16 4 2405 福田 一紀 (3) 東京農業大 +1.2 +1.2 +1.2

6m52 6m33 6m35 6m52 6m52
17 19 1358 内川 望 (3) 聖望 +1.1 +0.8 +1.0 +1.1 +1.1

6m51 6m40 6m36 6m51 6m51
18 34 350 佐藤 寛空 (1) 越ヶ谷 +0.8 -0.1 +1.0 +0.8 +0.8

× × 6m46 6m46 6m46
19 1 729 金丸 義之 (2) 日本ウエルネス +0.5 +0.5 +0.5

6m37 6m06 6m42 6m42 6m42
20 24 5018 榎本 学 (3) 西武文理 +1.1 +0.7 +0.1 +0.1 +0.1

6m42 × × 6m42 6m42
21 3 2574 川島 千明 (2) 越谷西 +0.4 +0.4 +0.4

6m22 6m15 6m41 6m41 6m41
22 7 5030 溝橋 亮太 (2) 西武文理 +0.3 +0.9 +0.1 +0.1 +0.1

6m33 6m32 6m30 6m33 6m33
23 10 722 坂本 裕太 (3) 日本ウエルネス +0.5 +0.9 +0.1 +0.5 +0.5

6m20 6m33 6m18 6m33 6m33
24 9 2807 小野寺 大地 (1) 昌平 +0.6 +1.4 0.0 +1.4 +1.4

× 6m32 × 6m32 6m32
25 36 6 仲丸 雄大 (2) 浦和 -0.5 -0.5 -0.5

6m26 6m09 5m98 6m26 6m26
26 27 251 相良 和希 (3) 熊谷東中 +1.8 +0.6 +0.8 +1.8 +1.8

6m12 × 6m23 6m23 6m23
27 15 342 山本 祥太 (3) 越ヶ谷 0.0 +0.7 +0.7 +0.7

6m14 × 6m20 6m20 6m20
28 29 1221 桑原 大地 (1) 市立川口 +1.0 0.0 0.0 0.0

6m07 6m07 6m15 6m15 6m15
29 12 970 柏倉 拳 (3) 所沢 +0.4 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0

5m80 6m01 6m01 6m01 6m01
30 28 2986 山田 一輝 (4) 埼玉大 +1.1 +0.3 +1.1 +0.3 +0.3

凡例: NR:記録なし / DNS:欠　　　場



 男子走幅跳
審 判 長：松山　治彦

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            8m25      森長　正樹(日本大)                    1992
埼玉県記録(SR)          7m99      安田　久憲(ゼンリン)                  1992
大会記録(GR)            7m80      安田　久憲(ゼンリン)                  1991 6月26日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

× × ×
33 4389 押尾 晴樹 (M2) 東工大院 NM

6 1536 杉浦 昴 (4) 国際武道大 DNS

16 4623 宮澤 亮平 (3) 大宮南 DNS

18 1166 横手 駿 (2) 大東文化大 DNS

21 4719 宮澤 健士 (1) 聖学院大 DNS

23 3481 今川 雄貴 (3) 滑川総合 DNS

25 1119 野澤 巧 (2) 市立浦和 DNS

31 1110 松山 俊彦 川口陸協 DNS

37 232 島田 育俊 (2) 不動岡 DNS

凡例: NR:記録なし / DNS:欠　　　場



 男子三段跳
審 判 長：松山　治彦

記録主任：浜田　三喜男
日本記録(NR)            17m15     山下　訓史(日本電気)                  1986
埼玉県記録(SR)          16m76     中西　正美(日体大研究員)              1978
大会記録(GR)            16m18     境野　雅之(岩槻陸協)                  1996 6月27日 11:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

× 14m19 × 14m19 6 14m56 14m39 15m26 15m26
1 7 784 嘉山 大介 (2) 日本大 +0.5 +0.5 +0.6 -0.7 +1.4 +1.4

× 14m34 × 14m34 8 14m99 14m94 × 14m99
2 11 38 赤羽 力也 (3) 順天堂大 +0.4 +0.4 +0.8 +0.7 +0.8

14m17 × 13m94 14m17 4 14m40 14m58 － 14m58
3 14 4623 宮澤 亮平 (3) 大宮南 0.0 +0.2 0.0 +0.5 +1.1 +1.1

14m18 13m93 × 14m18 5 × 14m49 14m35 14m49
4 6 640 鈴木 康太 トーエル +0.3 +0.7 +0.3 +0.4 +2.2 +0.4

14m15 13m42 13m11 14m15 3 14m32 × × 14m32
5 22 2936 大和田 真慈 (3) 東京経済大 -0.1 +1.5 -0.1 -0.1 +1.1 +1.1

13m93 13m49 14m21 14m21 7 × 13m29 － 14m21
6 23 948 西岡 将貴 ｸﾚｰﾏｰTC +0.1 +0.3 +0.3 +0.3 +1.5 +0.3

14m10 14m07 × 14m10 2 14m11 × 14m19 14m19
7 33 535 林 純平 埼玉大TC +1.3 +0.5 +1.3 +1.2 +1.0 +1.0

13m92 × 14m08 14m08 1 14m03 14m16 13m99 14m16
8 2 570 倉崎 尚輝 (2) 深谷商 +0.3 +0.9 +0.9 +0.7 +0.9 +0.2 +0.9

13m44 × 13m78 13m78 13m78
9 1 4278 松堂 永 (1) 立教大 +0.8 +0.2 +0.2 +0.2

13m62 13m35 × 13m62 13m62
10 35 874 中村 絋基 (2) 進修館 0.0 0.0 0.0 0.0

13m44 × × 13m44 13m44
11 15 2657 清水 淳平 (2) 坂戸西 -0.6 -0.6 -0.6

× 13m19 13m33 13m33 13m33
12 12 5038 広重 惇 (2) 西武文理 +0.9 -0.3 -0.3 -0.3

13m31 × × 13m31 13m31
13 34 4718 馬橋 大樹 (1) 聖学院大 +0.7 +0.7 +0.7

× × 13m25 13m25 13m25
14 9 93 菅佐原 悟 (3) 春日部 +0.8 +0.8 +0.8

× × 13m18 13m18 13m18
15 19 3037 今井 康太 (2) 埼玉栄 0.0 0.0 0.0

× × 13m05 13m05 13m05
16 29 4889 石月 ジョシュア龍之介 鳩山 +0.6 +0.6 +0.6

× × ×
3 3488 寺島 昂輝 (2) 滑川総合 NM

× × ×
4 564 辻 健吾 (2) 深谷商 NM

× × ×
5 3663 中屋 宏貴 (2) 杉戸 NM

× × ×
8 2986 山田 一輝 (4) 埼玉大 NM

× × ×
13 1360 上口 学志 (3) 聖望 NM

× × ×
17 566 戸塚 優太 (2) 深谷商 NM

× × ×
20 123 服部 直人 南風AC NM

／
21 1177 福嶋 壮彦 飯能クラブ NM

× × ×
25 3866 川田 貴大 (1) 国士舘大 NM

× × ／
30 285 飯塚 悠祐 (2) 日体大 NM

／
32 144 佐藤 大樹 (3) 松山 NM

10 1166 横手 駿 (2) 大東文化大 DNS

16 3481 今川 雄貴 (3) 滑川総合 DNS

18 3483 中谷 詠二 (3) 滑川総合 DNS

24 240 遠藤 勇祐 (3) 不動岡 DNS

26 4626 新井 郁也 (3) 大宮南 DNS

27 324 大居 和紀 (3) 飯能 DNS

28 4719 宮澤 健士 (1) 聖学院大 DNS

31 1362 平沢 晋太郎 埼玉大TC DNS

凡例: NR:記録なし / DNS:欠　　　場



 男子砲丸投
審 判 長：高木　英朗

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            18m64     山田　壮太郎(法政大)                  2009
埼玉県記録(SR)          16m73     野川　義則(吉川高教)                  1998
大会記録(GR)            15m24     野川　義則(鴻巣市陸協)                1996 6月26日 12:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1 4681 秋場 堅太 (3) 西武台 × 13m26 13m58 13m58 8 13m62 13m99 13m57 13m99

2 2 125 山崎 俊幸 長倉小教員 12m97 13m11 × 13m11 6 13m16 × 13m50 13m50

3 12 1344 秋野 真理 (2) 国士舘大 12m59 12m92 12m92 12m92 5 12m99 × 13m48 13m48

4 8 4532 小林 寛雅 (3) 宮代 12m88 12m98 13m45 13m45 7 13m12 13m40 13m38 13m45

5 14 4077 内木 一貴 (1) 国際武道大 12m65 12m50 12m84 12m84 3 12m66 13m05 12m69 13m05

6 15 724 中村 旭宏 日本ウエルネス 12m61 12m86 × 12m86 4 × × 12m36 12m86

7 10 4699 奥野 風摩 (1) 西武台 12m46 12m74 12m19 12m74 2 11m27 × × 12m74

8 17 3301 酒井 宏和 (2) 聖学院大 12m57 11m81 12m25 12m57 1 × 12m56 12m27 12m57

9 11 139 大谷 健太 (2) 松山 12m56 12m41 12m41 12m56 12m56

10 16 4693 横尾 秀明 (2) 西武台 11m74 12m20 12m10 12m20 12m20

11 4 5657 近藤 廉 (1) 川口総合 11m89 12m04 11m59 12m04 12m04

12 5 142 福島 淳平 (3) 松山 11m59 11m24 11m71 11m71 11m71

13 13 10 益子 倫行 不動岡クラブ 11m25 11m62 11m51 11m62 11m62

14 6 5643 山中 政樹 (3) 川口総合 11m29 11m34 11m27 11m34 11m34

15 7 749 黒須 崇裕 (3) 早大同好会 11m15 10m96 × 11m15 11m15

16 3 305 小久保 義人 小川町陸協 × 9m80 10m04 10m04 10m04

9 4816 竹田 峻 (1) 武蔵丘短大 DNS

凡例: DNS:欠　　　場



 男子円盤投
審 判 長：高木　英朗

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            60m22     川崎　清貴(大昭和)                    1979
埼玉県記録(SR)          54m82     中林　将浩(法政大)                    2001
大会記録(GR)            51m80     野川　義則(鴻巣市陸協)                1996 6月27日 09:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 4532 小林 寛雅 (3) 宮代 40m62 42m54 37m68 42m54 × 42m59 42m31 42m59

2 11 521 友成 正 TN AC 40m70 42m35 × 42m35 41m93 × × 42m35

3 3 4695 武田 一城 (2) 西武台 38m84 38m75 40m77 40m77 × 41m03 41m06 41m06

4 16 4681 秋場 堅太 (3) 西武台 40m04 38m92 40m96 40m96 × 38m99 × 40m96

5 14 1344 秋野 真理 (2) 国士舘大 37m07 38m07 37m84 38m07 38m60 39m37 40m30 40m30

6 15 7622 杉田 直巳 (1) 立命館大 × 38m72 39m02 39m02 × 37m09 40m30 40m30

7 12 647 竹内 竜也 (3) 鹿屋体育大 36m60 38m02 × 38m02 × 36m83 38m90 38m90

8 8 1545 梨本 悠太 (4) 国際武道大 × 37m01 × 37m01 × 37m78 × 37m78

9 9 4699 奥野 風摩 (1) 西武台 32m57 33m94 31m59 33m94 33m94

10 6 3301 酒井 宏和 (2) 聖学院大 33m52 32m14 × 33m52 33m52

11 17 4539 大川 聖人 (2) 宮代 29m03 24m44 × 29m03 29m03

12 5 1221 中村 達也 武蔵丘短大 25m92 25m19 28m10 28m10 28m10

13 10 1517 村松 陽介 (3) 春日部工 × 25m07 25m22 25m22 25m22

7 5649 坂入 健太 (2) 川口総合 × × × NM

1 4816 竹田 峻 (1) 武蔵丘短大 DNS

2 125 山崎 俊幸 長倉小教員 DNS

13 3990 鈴木 雄大 (1) 順天堂大 DNS

凡例: NR:記録なし / DNS:欠　　　場



 男子ハンマー投
審 判 長：高木　英朗

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            84m86     室伏　広治(ミズノ)                    2003
埼玉県記録(SR)          68m81     碓井　崇(イースト)                    2004
大会記録(GR)            68m21     碓井　崇(イースト)                    2003 6月25日 13:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 11 709 碓井 崇 蓮田陸協 63m43 62m89 × 63m43 8 × 63m62 × 63m62

2 9 1590 野島 克幸 (3) 国際武道大 54m21 54m81 × 54m81 4 56m03 59m02 × 59m02

3 4 813 中原 健太 (5) 日本大 57m37 × 58m79 58m79 7 57m07 57m88 57m79 58m79

4 12 705 須加 幸生 (2) 東海大 52m52 54m35 55m45 55m45 6 55m07 57m13 × 57m13

5 3 1647 藤田 舜 (2) 国際武道大 54m93 × × 54m93 5 52m25 54m03 × 54m93

6 17 1080 八鍬 博紀 ＳＴＳ × × 51m67 51m67 1 53m09 54m27 × 54m27

7 6 1079 高橋 直之 ＳＴＳ 51m67 51m81 53m03 53m03 3 × × × 53m03

8 15 793 柳川 紀之 (2) 日本大 51m83 × 53m00 53m00 2 51m70 × × 53m00

9 19 3686 保坂 雄志郎 (1) 筑波 × 48m79 × 48m79 48m79

10 8 3998 中澤 正道 (1) 順天堂大 48m20 47m25 47m86 48m20 48m20

11 13 3261 嶋村 裕輝 (3) 城西大 46m59 45m75 47m19 47m19 47m19

12 14 926 小林 優太 (3) 与野 43m68 40m41 × 43m68 43m68

13 16 1641 新島 潤哉 (2) 国際武道大 × × 43m46 43m46 43m46

14 5 1158 川田 雄太 (2) 大東文化大 41m84 42m69 43m34 43m34 43m34

15 10 10 益子 倫行 不動岡クラブ 40m12 × 40m27 40m27 40m27

16 18 0 大澤 康平 (2) 羽生実 35m93 × × 35m93 35m93

17 20 5028 戸倉 駿 (3) 西武文理 × × 33m64 33m64 33m64

1 3990 鈴木 雄大 (1) 順天堂大 DNS

2 1086 土肥 佑輔 ＳＴＳ DNS

7 5138 東海林 孝 埼玉陸協 DNS

凡例: NR:記録なし / DNS:欠　　　場



 男子やり投
審 判 長：高木　英朗

記録主任：浜田　三喜男

日本記録(NR)            87m60     溝口　和洋(ゴールドウイン)            1989
埼玉県記録(SR)          73m90     高橋　照英(東海大)                    1997
大会記録(GR)            70m62     高橋　照英(東海大)                    1996 6月25日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 1518 井上 順仁 (4) 国際武道大 66m27 × × 66m27 8 × × 67m51 67m51

2 7 3670 中嶋 善寛 (3) 杉戸 63m98 － － 63m98 7 － － － 63m98

3 29 3875 新井 涼平 (1) 国士舘大 61m66 61m94 59m58 61m94 6 62m13 62m98 60m56 62m98

4 2 1198 池田 圭三 平成国大ＡＣ 54m36 × 57m99 57m99 5 56m01 54m59 61m28 61m28

5 19 1636 竹澤 拓也 (2) 国際武道大 × 54m68 53m50 54m68 1 － 56m38 57m74 57m74

6 4 5282 松浦 直人 和光高校教員 53m89 50m12 57m23 57m23 4 54m33 × 52m04 57m23

7 28 283 綿谷 慎 (3) 日体大 47m90 55m20 56m14 56m14 3 56m03 54m47 52m61 56m14

8 11 4817 松本 貴行 (1) 武蔵丘短大 43m32 55m30 50m81 55m30 2 48m25 50m51 × 55m30

9 20 221 宮崎 貴広 (2) 不動岡 53m78 54m32 51m02 54m32 54m32

10 12 5526 橋本 三四朗 (3) 鳩ヶ谷 47m74 52m69 51m03 52m69 52m69

11 9 3677 白石 卓仁 (3) 杉戸 50m11 50m92 52m06 52m06 52m06

12 25 703 喜多 一敬 (3) 杉戸農 51m40 46m73 51m95 51m95 51m95

13 26 2044 石若 博識 (3) 明治学院大 51m51 45m81 48m61 51m51 51m51

14 33 1359 尾形 一稀 (3) 聖望 51m02 45m38 － 51m02 51m02

15 21 3374 増子　修平 (3) 栗橋北彩 50m03 47m35 49m82 50m03 50m03

16 8 2797 烏帽子 幹久 (3) 昌平 44m53 48m69 46m99 48m69 48m69

17 16 3686 松坂 圭祐 (2) 杉戸 × 48m28 × 48m28 48m28

18 1 5622 安原 千晶 (3) 成徳深谷 47m66 48m01 47m79 48m01 48m01

19 18 3397 青木 健志 (3) 熊谷西 47m97 × 41m45 47m97 47m97

20 13 3489 畠山 征治 (2) 滑川総合 47m37 44m58 － 47m37 47m37

21 24 929 関根 大悟 (3) 与野 × × 46m88 46m88 46m88

22 3 2671 田村 浩二 (3) 所沢西 43m76 46m68 45m89 46m68 46m68

23 17 2806 青木 翔太 (2) 昌平 45m63 46m67 40m86 46m67 46m67

24 15 3881 萩 佳博 (1) 国士舘大 46m48 44m13 44m60 46m48 46m48

25 22 2647 吉岡 修 (3) 坂戸西 46m14 46m45 44m62 46m45 46m45

26 10 926 小林 優太 (3) 与野 43m08 42m05 × 43m08 43m08

27 27 3303 浅野 貴也 (2) 聖学院大 41m81 40m68 40m21 41m81 41m81

28 31 5200 松波 康平 (3) 川越東 × 39m17 － 39m17 39m17

14 18 高橋 良幸 (4) 順天堂大 × × × NM

23 2051 丸山 大輔 (3) 明治学院大 × － － NM

5 1157 小川 真 (2) 大東文化大 DNS

30 1222 後藤 宏輔 武蔵丘短大 DNS

32 3484 神庭 伸吾 (3) 滑川総合 DNS

34 1530 小林 一也 (4) 国際武道大 DNS

凡例: DNS:欠　　　場



 男子十種競技

日本記録(NR)            7995      金子　宗弘(ミズノ)                    1993
埼玉県記録(SR)          7630      平田　卓朗(八潮陸協)                  2003  混  成 ：山田　真由美
大会記録(GR)            7437      平田　卓朗(ウェルネス)                2005 記録主任：浜田　三喜男

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ
カナ名
氏名
(学年)

所属 100m 走幅跳
砲丸投
(7.260k

g)
走高跳 400m

110mH(1
.067m)

円盤投
(2.000k

g)
棒高跳

やり投
(800g)

1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ

11.36 6m83 10m41 1m75 51.17 15.71 31m27 4m40 47m32 4:48.15
1 1390 山角 俊哉 八潮陸協 +1.7 0.0 -1.3 6577

(782) (774) (510) (585) (761) (766) (489) (731) (549) (630)
11.45 6m32 10m66 1m80 54.08 16.24 36m05 4m20 56m43 5:18.90

2 1391 會田 裕亮 八潮陸協 +1.7 -0.5 -1.3 6312
(763) (657) (525) (627) (636) (706) (585) (673) (684) (456)
11.31 6m33 9m77 1m70 51.84 15.53 26m35 2m80 39m31 4:58.17

3 4507 植田 将 東京農業大 +1.7 +0.4 -1.3 5691
(1) (793) (659) (472) (544) (732) (787) (393) (309) (432) (570)

11.79 5m83 10m97 1m60 50.95 18.01 32m35 2m80 36m43 4:43.41
4 726 戸塚 正浩 日本ウエルネス +1.7 -0.3 -1.3 5415

(2) (693) (550) (544) (464) (771) (523) (511) (309) (391) (659)
11.88 5m82 8m91 1m70 51.47 16.50 28m63 NM 41m98 4:47.76

5 241 石塚 勇貴 日体大 +1.7 -1.2 -1.3 5153
(3) (675) (548) (420) (544) (748) (677) (438) (0) (471) (632)

12.01 5m71 10m44 1m60 53.78 17.76 28m20 2m20 39m01 5:11.02
6 4048 新城 安司 国際武道大 +1.7 -0.8 -1.3 4880

(1) (649) (525) (512) (464) (649) (547) (429) (179) (428) (498)
11.55 6m04 7m37 1m70 52.15 17.40 17m32 NM 42m14 4:42.10

7 965 額田 和真 所沢 +1.7 0.0 -1.3 4873
(2) (742) (595) (329) (544) (718) (583) (222) (0) (473) (667)

12.00 5m77 7m38 1m60 57.26 18.24 21m72 2m20 32m77 5:34.06
8 1290 佐藤 喜寛 上尾市陸協 +1.7 -0.3 -1.3 4195

(651) (537) (330) (464) (511) (501) (304) (179) (338) (380)
12.07 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

4666 高橋 優太 花咲徳栄 +1.7
(2) (637)


