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第８４回　関東陸上競技選手権大会 成績一覧表 コード　１１５０１３００ 男子 日付　平成２３年８月１９日(金)、２０日(土),　２１日(日) 競技場　　栃木県総合運動公園陸上競技場 競技場コード　091010 審 判 長 志田　利宏

記録为任 奥山　俊昭

日付 種目

8/21 男子100m 本橋　秀章 10.84 本間　圭祐 10.85 瀬野　貴志 10.93 馬場　和樹 11.00 今枝　康祐 11.00 原　翔太 11.03 友光　駿 11.04 卜部　健太郎 11.05

風:-1.4 神奈川：慶應義塾大 神奈川：城西大 埼玉：埼玉栄高 埼玉：筑波大 埼玉：東洋大 着差あり 群馬：上武大 埼玉：大東文化大 千葉：ＡＳ市川

8/20 男子200m 渡邊　侑平 21.32 伊藤　太一 21.37 石川　直人 21.60 谷口　文也 21.67 本間　圭祐 21.69 丹羽　将一朗 21.74 今枝　康祐 22.25

風:0.0 埼玉：平成国際大AC 茨城：茨城大 群馬：法政大 埼玉：慶応義塾大 神奈川：城西大 埼玉：DELA 埼玉：東洋大

8/21 男子　400m 佐藤　拓也 47.58 松本　直也 47.93 小林　直己 48.19 山崎　謙吾 48.45 和田　竜樹 48.48 柳澤　純太 49.05 宮寺　剛 49.60

埼玉：越谷西高 千葉：東海大 神奈川：S.A.C. 埼玉：日本大 千葉：東京農大 埼玉：筑波大 群馬：明治大

8/19 男子800m 新川　翔太 1.55.41 長谷川　拓哉 1.55.70 浅井　克弘 1.57.26 村田　浩忠 1.57.55 竹下　貴之 1.57.72 鵜生川　督人 1.58.46 川村　元樹 1.59.10 渡邉　拓也 2.00.36

神奈川：日本体育大 神奈川：中央大 埼玉：慶応義塾大 千葉：柏单高 神奈川：ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 群馬：桐生高 群馬：上武大 栃木：東大大学院

8/21 男子1500m 坂庭　大輝 3.54.65 本間　大登 3.55.57 砂原　健次 3.56.97 石田　健人 3.58.24 豊田　雅樹 3.59.94 田中　大輔 4.00.26 小寺　隆文 4.00.32 大木　稜 4.00.66

埼玉：慶応義塾大 千葉：市立船橋高 埼玉：新電源工業 神奈川：帝京大 神奈川：弥栄高 千葉：日本大 千葉：GAZELLE 千葉：銚子商高

8/20 男子5000m 馬場　圭太 14.33.42 上手　慶 14.55.87 阪上　孝輝 14.57.42 田中　渉 15.07.33 堀　弘樹 15.10.53 牛窪　浩平 15.13.37 小原　禎剛 15.19.41 小林　大地 15.20.02

埼玉：Honda 茨城：土浦三高 埼玉：ボッシュ 群馬：高崎高 千葉：佐倉AC 群馬：高崎高 栃木：Honda栃木 山梨：身延高

8/19 男子10000m 山中　貴弘 29.27.48 中尾　誠宏 29.36.58 谷本　啓剛 29.37.89 佐野　広明 29.53.61 千葉　優 30.26.66 阪上　孝輝 30.28.64 當山　篤志 30.45.84 依田　崇弘 30.49.77

埼玉：Honda 埼玉：Honda 茨城：セイトクＡＣ 埼玉：Honda 埼玉：Honda 埼玉：ボッシュ 埼玉：コモディイイダ 山梨：山梨学院クラブ

8/20 男子110mH 佐藤　大志 13.87 森田　俊一 14.19 渡邊　和敏 14.31 今関　真悟 14.51 下道　翔太 14.53 染谷　康太 14.59 阿部　洋文 14.63

風:-0.8 神奈川：青山学院大 群馬：順天堂大 神奈川：三枚町倶楽部 千葉：東海大 千葉：国際武道大大学院 千葉：日本大 神奈川：川崎市陸協

8/19 男子400mH 前野　景 51.55 加藤　誠也 51.86 宮寺　剛 52.01 橋本　考興 53.47 平沼　丈幸 53.73 平井　健一 54.17 渡邉　祐太 56.37

埼玉：法政大 埼玉：筑波大 群馬：明治大 千葉：日本大 神奈川：横浜国立大 千葉：NewModeAC 栃木：立教大

8/20 男子3000mSC 島田　敦史 9.17.54 三浦　伸二郎 9.18.87 木村　充 9.19.82 長嶋　翔太 9.20.80 三好　健太 9.21.80 吉田　潤 9.26.54 原田　勝 9.26.84 高橋　亮 9.26.91

栃木：Honda栃木 埼玉：コモディイイダ 神奈川：横浜市役所 千葉：チームアイマ 埼玉：狭山ヶ丘高 神奈川：CREST 群馬：太田市商高 千葉：船橋芝山高

8/19 男子5000mW 松永　大介 21.06.75 田村　健人 21.33.02 野邊　翔吏 21.34.70 佐久間　貴弘 21.38.85 松井　拓矢 21.50.63 鈴木　数史 21.58.56 濱田　快人 22.17.79 高木　啓徳 22.57.05

神奈川：横浜高 神奈川：明治大 千葉：順天堂大 千葉：千葉商科大 神奈川：順天堂大 埼玉：国士舘大 千葉：磯辺高 群馬：東京農業大

8/19 男子4×100mR 神奈川：WAVE TC 41.00 茨城：茨城大 41.87 神奈川：ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 41.88 埼玉：駿河台大 42.05 千葉：国士舘大 42.06 埼玉：日本ウエルネス 42.08 栃木：栃木ＴＦＣ 42.53

  野澤　泰   山本　悠輔   内山　貴久   内海　健太   千葉　雄太   木村　勇貴   今井　雄紀

  帖佐　弘毅   伊藤　太一   村田　剛   矢作　大地   宍倉　隆広   田島　正巳   若林　達也

  後藤　将之   星　耕平   小川　裕之   野間　耀介   沓澤　安明   村山　建人   佐藤　正淑

  羽木　翔一   滑川　智登   高田　雅人   池田　和也   柴田　亜蘭   豊田　翼   新村　貴洋

8/21 男子4×400mR 神奈川：WAVE TC 3.17.11 埼玉：駿河台大 3.18.28 栃木：宇都宮大 3.19.95 栃木：作新学院大 3.20.95 千葉：日大文理クラブ 3.22.61 埼玉：日本ウエルネス 3.23.87 千葉：市立船橋高 3.25.60 埼玉：大東文化大 3.26.93

  島嵜　靖治   田中　駿也   佐藤　慎太郎   坂本　俊介   大辻　春人   豊田　翼   谷川　鈴扇   工藤　圭太

  高橋　直人   矢作　大地   三村　達也   豊田　雄太   中村　仁   田島　正巳   相山　慶太郎   友光　駿

  前内　洸介   池田　和也   佐藤　直樹   栗原　大彰   齋藤　雄大   星野　大輝   石田　裕介   関　慎吾

  生野　隆   丹野　陽介   白石　竜一朗   室井　翔平   山下　友貴   松田　比利   山本　純平   中島　雅達

尾又　平朗 2m12 髙山　豊 2m09 赤井　裕明 2m06 五十嵐　雄太 2m03 市村　脩人 2m03 根岸　佑弥 2m03 近田　伸吾 1m95 丸山　智也 1m95

千葉：東海大 群馬：順天堂大 神奈川：横浜教員ｸﾗﾌﾞ 埼玉：小川町陸協 茨城：つくば秀英高 群馬：登利平AC 茨城：ビーイング 群馬：富岡陸協 ７位

山地　悟 1m95

山梨：国士舘大 ７位

8/19 男子棒高跳 田中　充 5m00 髙橋　友輝 5m00 田口　大隆 4m90 田中　亘 4m80 桜井　駿 4m80 高橋　祐介 4m80 上野　伊織 4m80 石橋　隆也 4m70

群馬：群馬大 群馬：順天堂大 群馬：鹿屋体育大 群馬：樹徳高 千葉：日本大 群馬：前橋育英高 栃木：城西大 6位 千葉：木更津総合高

8/20 男子走幅跳 志鎌　秀昭 7m54 +0.2 中島　貴大 7m42 +0.2 本橋　勇希 7m33 +0.7 長尾　勇佑 7m22 -0.3 清水　樂 7m06 -0.3 長山　淳 7m05 0.0 野口　直紀 7m03 0.0 高政　知也 7m02 0.0

茨城：阿見アスリート 埼玉：早大同好会 栃木：国士館大 神奈川：慶應義塾大 神奈川：横浜国立大 茨城：ビーイング 埼玉：春日部東高 千葉：東海大浦安高

8/21 男子三段跳 長谷川　大悟 15m83 +1.0 梶川　洋平 15m83 +0.6 稲葉　広幸 15m81 +0.9 赤羽　力也 15m28 +0.9 越川　大紀 15m18 +0.7 加藤　翔 15m07 +0.6 相前　有哉 14m98 +1.1 蛸谷　竜一 14m92 +0.6

神奈川：東海大 神奈川：NewModeAC 神奈川：TAC 埼玉：順天堂大 千葉：順天堂大 埼玉：聖学院大 群馬：国士舘大 千葉：日本大

8/20 男子砲丸投 中村　太地 15m74 和地　奏多 15m71 石﨑　暁 15m54 吉田　孝博 15m38 秋場　堅太 14m43 奥野　風摩 13m69 仁藤　友喜 13m58 桑原　悠 13m36

茨城：国士舘大 神奈川：東海大 群馬：国士舘大 茨城：茨城茗友クラブ 埼玉：日本大 埼玉：西武台高 茨城：東海大 神奈川：S.A.C.

8/19 男子円盤投 桜井　徹 47m04 秋場　堅太 44m89 中津川　真一 43m80 中村　太地 42m23 武田　一城 42m13 瀬下　善教 41m23 友成　正 39m91 吉野　順也 39m81

茨城：流通経済大院 埼玉：日本大 神奈川：東海大 茨城：国士舘大 埼玉：西武台高 千葉：千葉陸協 埼玉：TNAC 群馬：前橋育英高

8/21 男子ハンマー投 碓井　崇 61m15 根本　太樹 60m06 石井　崇寛 58m19 高橋　大地 57m77 石井　優光 57m48 須加　幸生 57m20 野島　克幸 56m96 前田　和信 55m89

埼玉：蓮田陸協 茨城：霞ヶ浦高 群馬：東海大 山梨：山梨大 神奈川：東海大 埼玉：東海大 埼玉：国際武道大 茨城：国際武道大

8/19 男子やり投 新井　涼平 69m84 中嶋　亮太 66m84 安田　淳 65m98 生方　光貴 65m13 小川　真 63m45 中嶋　計介 63m41 若狭　友弥 61m14 森　誉 60m86

埼玉：国士舘大 神奈川：TAC 栃木：JUVY-TC 神奈川：国士舘大 埼玉：大東文化大 神奈川：TAC 群馬：伊勢崎ク 茨城：竹園高

8/19 十種競技 平松　忠浩 6781 澤邊　直人 6582 津布久　卓 6347 會田　裕亮 6152 飯島　篤史 6136 新井　真秀 5963 山田　海太 5900 伊藤　宏樹 5362

～20 神奈川：国士舘クラブ 山梨：山梨大ＡＣ 栃木：東海大 埼玉：八潮陸協 千葉：千葉大クラブ 栃木：順天堂大 神奈川：日本体育大 千葉：東京情報大

8/21 男子走高跳

７位１位 ２位 ３位 ５位 ６位 ８位４位
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第８４回　関東陸上競技選手権大会 成績一覧表 コード　１１５０１３００ 女子 日付　平成２３年８月１９日(金)、２０日(土),　２１日(日) 競技場　　栃木県総合運動公園陸上競技場 競技場コード　091010 審 判 長 志田　利宏

記録为任 奥山　俊昭

日付 種目

8/21 女子　100m 石田　智子 12.16 松山　文奈 12.23 橋本　奈央子 12.25 蔭山　愛 12.27 明石　優理 12.46 内免　仁美 12.53 堅木　公美世 12.59 鈴木　麻理 12.62

風:-1.1 埼玉：長谷川体育施設 山梨：都留文科大 栃木：宇都宮大 神奈川：早稲田大 千葉：東京学館高 埼玉：聖学院大 埼玉：中央大 茨城：茨城大

8/20 女子200m 蔭山　愛 24.34 五十嵐　由香 24.83 新井　祐理菜 24.85 久貝　瑞稀 25.21 鈴木　麻理 25.22 堅木　公美世 25.24 福嶋　美緒 25.30 笹子　真衣 25.46

風:-0.2 神奈川：早稲田大 群馬：平成国際大 群馬：平成国際大 茨城：東洋大牛久高 茨城：茨城大 埼玉：中央大 埼玉：春日部東高 千葉：安房高

8/21 女子400m 上田　千暁 56.55 横沢　舞莉 57.72 山口　初乃香 57.86 長嶋　成美 58.04 小嶋　紗也香 58.26 瀬山　栞 58.35 小塚　瑞穂 58.69 宇田川　知佳 59.38

山梨：チームミズノ 群馬：吾妻高 山梨：都留文科大 神奈川：弥栄高 千葉：立教大 埼玉：立教大 神奈川：桐蔭学園高 埼玉：立教大

8/19 女子800m 望月　晴佳 2.12.75 小松　有梨 2.13.71 宇田川　知佳 2.14.43 高藤　玲奈 2.15.77 伊藤　美穂 2.17.18 早乙女　彩 2.18.15 笠原　花純 2.18.58 朝比奈　桃子 2.23.75

神奈川：順天堂大 千葉：順天堂大 埼玉：立教大 群馬：新島学園高 神奈川：順天堂大 千葉：市立船橋高 埼玉：本庄東高 千葉：鎌ヶ谷西高

8/21 女子1500m 望月　晴佳 4.30.89 朝比奈　桃子 4.36.31 上原　明悠美 4.36.66 高木　明日加 4.39.03 岸田　美香 4.39.31 川瀬　紫織 4.40.65 団野　彩 4.41.30 真板　希衣 4.41.80

神奈川：順天堂大 千葉：鎌ヶ谷西高 神奈川：白鵬女子高 千葉：ユニバーサル 埼玉：久喜高 神奈川：白鵬女子高 群馬：新島学園高 千葉：東海大望洋高

8/20 女子5000m 谷　奈美 16.57.38 菅生　晶子 17.16.92 松本　綺らら 17.20.49 黒澤　夏楠 17.22.93 島村　单実 17.23.78 田中　優希 17.41.23 瀬川　帄夏 17.42.06 佐俣　久美子 17.46.35

千葉：ユニバーサル 千葉：柏单高 群馬：高崎商高 茨城：茨城大 埼玉：熊谷女子高 栃木：白鴎大足利高 神奈川：横須賀高 群馬：富岡陸協

8/19 女子10000m 篠田　茜 37.36.79 田村　夏穂 37.38.99 木村　世奈 37.43.91 小林　優佳 37.58.77 渡辺　真由 38.11.69 古谷　愛穂 38.15.09 菅　由美子 38.24.45 湊　瑛穂 38.33.02

神奈川：大和高 神奈川：城西国際大 茨城：茨城大 千葉：流山单高 千葉：流山单高 千葉：流山单高 千葉：館山陸協 千葉：船橋高

8/20 女子100mH 大内　優美子 14.15 小林　悠香 14.16 水村　明日香 14.25 城下　阿李奈 14.54 須田　有加 14.56 相樂　成美 14.58 山手　美久莉 14.74 塚越　彩 14.75

風:0.0 埼玉：千葉商大高教 山梨：都留文科大 埼玉：平成国際大 神奈川：東京女子体育大 栃木：國學院栃木高 神奈川：東京農業大 埼玉：深谷商業高 山梨：駿台甲府高

8/19 女子400mH 高橋　美帄 1.02.33 ベンジャバラ　美菜 1.02.88 上田　淑恵 1.02.97 荷田　翔子 1.02.99 勝俣　那々 1.03.09 櫻井　絵梨香 1.03.95 川端　涼夏 1.04.86 内山　依子 1.05.32

神奈川：日本体育大 埼玉：国際学院高 群馬：平成国際大 埼玉：坂戸西高 山梨：駿台甲府高 神奈川：国士舘大 埼玉：川越单高 神奈川：横浜栄高

8/20 女子3000mSC 尾崎　聡美 10.30.08 佐藤　美杏樹 10.37.46 大友　彩 11.23.31 大島　奈美 11.34.33 松崎　瞳 11.42.62 石丸　麻衣 12.05.16

神奈川：白鵬女子高 GR  日本高校
最高記録

神奈川：白鵬女子高 GR 群馬：関東学園大 埼玉：川越单高 群馬：太田女高 埼玉：久喜高

8/19 女子5000mW 川瀬　紫織 23.08.19 山口　茜 23.31.48 根本　侑実 23.44.40 宮本　美希 24.09.77 青木　真子 24.13.76 斉藤　恵 24.22.10 沼上　結羽 24.33.55 新田　由里子 24.38.36

神奈川：白鵬女子高 千葉：佐原高 千葉：佐原高 千葉：千葉商科大 千葉：日女体大 埼玉：久喜高 埼玉：本庄東高 山梨：桂高

8/19 女子4×100mR 千葉：市立船橋高 48.18 栃木：國學院栃木高 48.28 茨城：東洋大牛久高 48.65 埼玉：国際学院高 49.16 千葉：東京学館高 49.37 神奈川：WAVE TC 49.55 神奈川：ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 49.60 群馬：共愛学園高 50.74

  松永　葵   本田　舞衣   赤塚　佳苗   三浦　海友   石原　のどか   春田　紀子   北村　美世子   関口　真紀

  鈴木　一代   須田　有加   久貝　瑞稀   ベンジャバラ　美菜   佐藤　里佳   安部　悦子   風ヶ端　裕子   大島　梨砂

  前田　麻那   畑沢　桃香   細谷　優美   穐山　友加里   井上　かす美   八本　理恵子   増田　佳恵   須藤　里紗

  野瀬　まどか   梅原　繭子   大沼　実智瑠   斉藤　理絵   明石　優理   須長　朊子   佐土原　博子   田島　沙耶

8/21 女子4×400mR 栃木：國學院栃木高 3.55.04 神奈川：弥栄高 3.55.41 埼玉：聖学院大 3.56.12 埼玉：坂戸西高 3.57.86 神奈川：川和髙 3.58.19 神奈川：横須賀高 3.59.49 埼玉：深谷商業高 4.01.00 埼玉：早大同好会 4.01.53

  畑沢　桃香   垣谷　瑛里子   伊井　聡美   水野　真琴   佐藤　彩   竜崎　茜   林　加奈子   岡野　晶子

  麦倉　碧   長嶋　美樹   小野　单実   小山　紫織   福里　秋帄   平野　綾子   島田　まりや   山下　璃子

  早坂　奈菜   根本　真衣   内免　仁美   小室　絵理   松岡　杏樹   大野　千晴   吉澤　千恵   中川　美穂

  梅原　繭子   今井　美月   木村　祥乃   荷田　翔子   谷口　明日香   木下　由理佳   石井　まい   今福　智絵

林田　麻由 1m65 土川　萌子 1m65 金井　瞳 1m60 加藤　玲奈 1m60 田中　里実 1m60 多田　理紗 1m60 青木　あかね 1m60 照井　はるか 1m60

茨城：茨城大 栃木：早稲田大 群馬：筑波大 神奈川：東海大 ３位 神奈川：藤沢西高 ３位 千葉：東京学館高 ３位 茨城：つくば秀英高 埼玉：坂戸西高

庄司　雪乃 1m60

埼玉：市立川口高 ８位

柏木　千明 1m60

神奈川：希望ヶ丘高 ８位

8/20 女子棒高跳 今野　美穂 3m90 住石　智子 3m90 小田嶋　怜美 3m80 有川　星女 3m80 本宮　未紀 3m60 榎本　優子 3m60 上原　あずさ 3m60 田中　万智 3m50

埼玉：聖学院大 =GR 千葉：日体大 １位　=GR 千葉：木更津総合高 埼玉：筑波大 千葉：清和大 千葉：筑波大 ５位 埼玉：不動岡高 埼玉：平成国際大

8/19 女子走幅跳 須田　有加 5m87 +1.1 淺野　えりな 5m70 0.0 砂川　絵理子 5m67 +0.3 岩田　真実 5m63 +1.3 剱持　早紀 5m61 +0.6 藤島　里香子 5m56 +0.7 黒岩　唯 5m56 +1.5 小林　悠香 5m52 +1.6

栃木：國學院栃木高 埼玉：中央大 栃木：栃木陸協 埼玉：大東文化大 山梨：山梨学院大附属 山梨：東海大 群馬：共愛学園高 山梨：都留文科大

8/20 女子三段跳 剱持　早紀 12m05 0.0 平井　優季 12m03 0.0 須藤　愛美 11m88 +0.6 内海　智香 11m80 +1.7 藤田　弥生 11m60 +0.7 池田　梨奈 11m59 +0.1 青柳　花奈 11m57 +1.1 木村　さくら 11m55 +0.5

山梨：山梨学院大附属 栃木：慶応大 埼玉：日本女子体育大 神奈川：伊志田高 埼玉：埼玉陸協 神奈川：横浜国立大 神奈川：横浜清風高 埼玉：熊谷女子高

8/20 女子砲丸投 山野辺　薫 14m22 松田　昌己 13m62 樋川　仁子 13m13 針谷　瑠里 13m08 高橋　優奈 12m81 浅山　莉絵子 12m80 小林　尚子 12m56 関谷　真帄 12m16

茨城：茨城茗友クラブ 埼玉：西武台高 神奈川：弥栄高 群馬：しきしま倶楽部 千葉：中央大 千葉：国際武道大 埼玉：東京女子体育大 神奈川：弥栄高

8/20 女子円盤投 日下　望美 46m28 磯部　恵美利 41m10 芳賀　めぐみ 41m10 柴沼　千晴 40m92 高橋　優奈 40m79 富沢　舞子 40m71 金谷　瑞紀 39m18 次村　沙月 38m71

茨城：筑波大 神奈川：東京女子体育大 茨城：日本女子体育大 茨城：竜ヶ崎一高 千葉：中央大 埼玉：埼玉大 群馬：太田市商高 神奈川：東京女子体育大

8/21 女子ハンマー投 小倉　佑佳里 48m38 武富　麻衣 47m68 勝山　眸美 47m49 土方　ありさ 46m20 小泉　蕉子 43m43 外　雅美 41m68 寺崎　えりか 40m61 橋本　鈴香 39m65

千葉：順天堂大 埼玉：日本体育大 埼玉：進修館高 神奈川：中京大 栃木：山形大 埼玉：与野高 埼玉：草加高 埼玉：日本体育大

8/19 女子やり投 山本　千帄里 46m89 福島　さゆり 46m77 宮坂　彩 46m53 中野　美沙 45m28 武井　陽香 44m76 谷津田　弥奈美 42m62 原田　あゆみ 42m61 松田　昌己 42m19

神奈川：日本女子体育大 埼玉：日本女子体育大 神奈川：S.A.C. 茨城：茨城茗友クラブ 埼玉：聖学院大 神奈川：桐蔭横浜大 神奈川：ACY 埼玉：西武台高

8/20 七種競技 諏訪間　恵美 4582 八木　萌梨 4543 木村　実希子 4462 谷川　紀代実 4398 新村　慶 4394 庄司　華乃 4302 石井　ゆりこ 4231 千葉　瑞穂 4016

～21 神奈川：国士舘大 神奈川：横浜国立大 埼玉：国際武道大 群馬：東女体大 埼玉：東京女子体育大 埼玉：市立川口高 茨城：水戸桜ノ牧高 神奈川：横須賀学院高
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