
ﾄﾗｯｸ審判長 渡辺　隆洋

男子 県民総合体育大会　兼　第62回　新人陸上競技選手権大会　兼　第11回　関東高校選抜陸上競技選手権大会予選会 2007年9月28日(金)～30日(日) 跳躍審判長 中田　次夫 記録主任 皆川　和久

投擲審判長 高木　英朗

日付 種目

9/29 男子100m 齋藤　隼也 (2) 11.02 阿曽　豊 (2) 11.12 友光　駿 (2) 11.15 高野　龍 (2) 11.22 竹内　優太 (1) 11.27 大澤　拓也 (2) 11.33 白鳥　優斗 (2) 11.35 内海　健太 (2) 11.49

風:-0.6 埼玉：東京農大三 埼玉：入間向陽 埼玉：武南 埼玉：春日部東 埼玉：浦和 埼玉：深谷商 埼玉：不動岡 埼玉：埼玉栄

9/30 男子200m 齋藤　隼也 (2) 21.95 神田　祥明 (2) 22.15 野間　耀介 (2) 22.20 友光　駿 (2) 22.33 山﨑　雄太 (2) 22.34 白鳥　優斗 (2) 22.69 小杉　俊裕 (1) 22.74 大澤　拓也 (2) 22.81

風:+0.7 埼玉：東京農大三 埼玉：飯能南 埼玉：大宮東 埼玉：武南 埼玉：春日部 埼玉：不動岡 埼玉：埼玉栄 埼玉：深谷商

9/28 男子400m 石井　祐人 (2) 48.49 岡安　裕紀 (2) 48.69 中島　雅達 (2) 48.77 丹野　陽介 (2) 49.96 早川　暁啓 (2) 50.31 薄羽　拓也 (1) 50.35 村上　勇二 (1) 51.11 池田　和也 (2) 52.00

埼玉：武蔵越生 埼玉：不動岡 埼玉：松山 埼玉：埼玉栄 埼玉：羽生一 埼玉：花咲徳栄 埼玉：松山 埼玉：飯能

9/30 男子800m 内山　浩貴 (1) 1.57.88 吉永　翼 (2) 1.58.12 吉海　元貴 (2) 1.58.28 原　健太 (2) 1.59.82 荒井　智博 (2) 2.00.13 小野　誠裕 (2) 2.00.54 坂手　亮介 (2) 2.01.11 坂庭　大輝 (1) 2.02.46

埼玉：武南 埼玉：鳩山 埼玉：上尾 埼玉：白岡 埼玉：越谷西 埼玉：春日部共栄 埼玉：川越南 埼玉：城北埼玉

9/28 男子1500m 服部　翔大 (1) 4.00.35 長谷川　剛士(2) 4.00.43 内山　浩貴 (1) 4.01.74 土屋　天地 (2) 4.02.41 吉海　元貴 (2) 4.03.20 荒井　智博 (2) 4.05.48 塚田　空 (2) 4.06.36 千葉　駿介 (2) 4.06.51

埼玉：埼玉栄 埼玉：春日部東 埼玉：武南 埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：上尾 埼玉：越谷西 埼玉：栗橋 埼玉：花咲徳栄

9/30 男子5000m 高柳　祐也 (2) 15.07.22 長谷川　剛士(2) 15.14.99 千葉　駿介 (2) 15.15.88 土屋　天地 (2) 15.16.72 小泉　稜 (1) 15.17.50 石塚　翔太 (2) 15.20.20 白井　智大 (2) 15.20.38 田中　裕将 (2) 15.21.82

埼玉：埼玉栄 埼玉：春日部東 埼玉：花咲徳栄 埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：栗橋 埼玉：埼玉栄 埼玉：花咲徳栄

9/28 男子110mH 大室　秀樹 (2) 14.58 中塚　雄太 (2) 15.50 吉村　太一 (2) 15.62 川端　佑基 (2) 15.90 田島　玲 (1) 16.00 清永　武生 (2) 16.04 青木　健太 (1) 16.06 若林　秀幸 (1) 16.20

風:-1.5 埼玉：松山 埼玉：春日部 埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：桶川 埼玉：深谷商 埼玉：武南 埼玉：川口工 埼玉：伊奈学園総

9/30 男子400mH 古賀　友矩 (2) 54.13 大室　秀樹 (2) 54.53 鷺島　侑矢 (2) 56.16 郷野　陽平 (2) 56.26 村田　俊祐 (2) 56.46 若林　秀幸 (1) 56.98 岩崎　裕亮 (2) 57.31 西野　博久 (2) 58.48

埼玉：春日部共栄 埼玉：松山 埼玉：熊谷西 埼玉：南稜 埼玉：大宮東 埼玉：伊奈学園総 埼玉：越谷西 埼玉：埼玉栄

9/29 男子3000mSC 杉村　達矢 (2) 9.32.91 塚田　空 (2) 9.33.35 藤原　真人 (2) 9.36.56 丸山　佑太 (2) 9.37.77 土谷　和貴 (2) 9.41.38 北村　謙弥 (2) 9.43.72 長谷川　瑞貴(1) 9.44.23 小松　竜之介(2) 9.44.80

埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：栗橋 埼玉：花咲徳栄 埼玉：春日部 埼玉：羽生一 埼玉：埼玉栄 埼玉：西武文理 埼玉：西武文理

9/28 男子5000mW 大木　脩平 (2) 22.48.93 安永　翔平 (2) 24.45.32 二反田　隼 (2) 24.56.43 小澤　崇将 (2) 25.33.60 甲斐　大貴 (2) 25.46.65 海老名　駿 (2) 25.53.46 吉橋　啓太 (1) 26.26.85 青山　竜太 (2) 26.27.31

埼玉：埼玉栄 埼玉：早大本庄 埼玉：松山 埼玉：与野 埼玉：越谷南 埼玉：松山 埼玉：鴻巣 埼玉：春日部

9/29 男子4X100mR 埼玉：春日部東 42.79 埼玉：深谷商 42.92 埼玉：武南 43.08 埼玉：西武文理 43.36 埼玉：大宮東 43.48 埼玉：川越 43.49 埼玉：越谷西 43.53 埼玉：埼玉栄 43.63

  綾部　雅一(2)   工藤　圭大(1)   清永　武生(2)   伊藤　正行(2)   菊池　良平(1)   丸山　智也(1)   會田　翔平(2)   佐藤　孝佑(1)

  高野　龍 (2)   嘉山　大介(2)   幸　雄司 (2)   堅木　寿人(1)   金澤　賢司(1)   田口　幸樹(1)   古暮　亮太(1)   内海　健太(2)

  上原　将也(2)   大澤　拓也(2)   富樫　太樹(1)   桜　俊介 (2)   佐藤　友貴(2)   関根　勝彦(1)   岩崎　裕亮(2)   小杉　俊裕(1)

  中島　裕基(2)   松村　和也(1)   友光　駿 (2)   阿部　憲昌(2)   野間　耀介(2)   中山　雄太(1)   オセイ　イ(1)   高橋　健 (1)

9/30 男子4X400mR 埼玉：松山 3.21.71 埼玉：不動岡 3.22.94 埼玉：大宮東 3.24.57 埼玉：埼玉栄 3.25.39 埼玉：伊奈学園総 3.27.18 埼玉：花咲徳栄 3.28.81 埼玉：春日部共栄 3.28.96 埼玉：春日部東 3.29.56

  大室　秀樹(2)   蛭間　達也(2)   金澤　賢司(1)   新谷　勇太(2)   若林　秀幸(1)   梅澤　将人(2)   桂　祐太 (1)   中島　裕基(2)

  村上　勇二(1)   岡安　裕紀(2)   村田　俊祐(2)   丹野　陽介(2)   須藤　武彦(2)   薄羽　拓也(1)   網代　祐太(2)   高野　龍 (2)

  中村　直 (1)   成田　逸人(1)   森井　悠 (1)   高橋　健 (1)   小出　浩祐(2)   加藤　将之(1)   土田　誉史(2)   綾部　雅一(2)

  中島　雅達(2)   白鳥　優斗(2)   野間　耀介(2)   内海　健太(2)   山本　翔馬(2)   内田　貴大(1)   古賀　友矩(2)   上原　将也(2)

9/29 男子走高跳 武田　佑輔 (2) 1m88 石原　雅樹 (2) 1m85 庄子　由麻 (1) 1m85 栗原　駿 (1) 1m85 佐々木　祐介(2) 1m85 山本　卓也 (2) 1m80 桝田　明弘 (2) 1m80 堀江　陸 (1) 1m80

埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：蕨 埼玉：越ケ谷 埼玉：大宮南 埼玉：大宮東 埼玉：春日部 埼玉：蕨 埼玉：昌平

9/28 男子棒高跳 藤野　亮太 (1) 4m50 河埜　大樹 (2) 4m40 福原　大地 (2) 4m30 豊田　翔太 (1) 4m20 伊藤　稜真 (1) 4m20 成田　逸人 (1) 4m20 鈴木　智大 (2) 3m80 成瀬　洋和 (1) 3m60

埼玉：松山 埼玉：白岡 埼玉：八潮 埼玉：浦和 埼玉：八潮 埼玉：不動岡 埼玉：春日部 埼玉：越谷南

9/28 男子走幅跳 嘉山　大介 (2) 7m32 0.0 山崎　潤矢 (2) 6m96 0.0 横手　駿 (2) 6m74 0.0 上原　涼 (1) 6m74 +1.3 中島　裕基 (2) 6m71 0.0 逆井　智也 (2) 6m59 -0.1 堅木　寿人 (1) 6m55 +0.3 光岡　拓真 (2) 6m45 0.0

埼玉：深谷商 埼玉：進修館 埼玉：飯能 埼玉：浦和南 埼玉：春日部東 埼玉：春日部 埼玉：西武文理 埼玉：早大本庄

9/30 男子三段跳 嘉山　大介 (2) 14m59 -0.1 赤羽　力也 (3) 14m18 +0.6 横手　駿 (2) 13m48 +0.4 金織　諒平 (2) 13m22 -0.9 小川　将弘 (2) 13m14 +0.4 加藤　将之 (1) 13m10 -0.4 前田　薫 (2) 13m06 0.0 松堂　永 (1) 13m04 -0.1

埼玉：深谷商 埼玉：飯能 埼玉：飯能 埼玉：大宮 埼玉：越谷西 埼玉：花咲徳栄 埼玉：春日部 埼玉：杉戸

9/30 男子砲丸投 新島　潤哉 (2) 13m99 内林　孝文 (2) 13m66 須長　瑞記 (2) 13m29 秋野　真理 (2) 13m05 金子　顕寛 (2) 12m31 内木　一貴 (1) 12m11 佐藤　学 (1) 11m26 清水　雄亮 (2) 11m20

埼玉：埼玉栄 NGR 埼玉：松山 NGR 埼玉：鴻巣 埼玉：西武台 埼玉：春日部東 埼玉：埼玉栄 埼玉：越谷総技 埼玉：春日部東

9/29 男子円盤投 秋野　真理 (2) 44m47 須長　瑞記 (2) 43m33 杦田　直巳 (1) 43m13 田中　裕太 (2) 39m30 関根　駿介 (2) 38m86 栁川　紀之 (2) 37m93 酒井　宏和 (2) 37m01 春日　雅哉 (2) 36m82

埼玉：西武台 埼玉：鴻巣 埼玉：松山 埼玉：与野 埼玉：春日部東 埼玉：西武台 埼玉：昌平 埼玉：昌平

9/28男子ハンマー投須加　幸生 (2) 56m74 栁川　紀之 (2) 52m78 藤田　舜 (2) 52m35 中澤　正道 (1) 48m38 清水　雄亮 (2) 48m01 川田　雄太 (2) 47m60 金子　顕寛 (2) 46m24 杦田　直巳 (1) 45m89

埼玉：進修館 NGR 埼玉：西武台 NGR 埼玉：西武文理 NGR 埼玉：熊谷工 埼玉：春日部東 埼玉：成徳深谷 埼玉：春日部東 埼玉：松山

9/30 男子やり投 小川　真 (2) 50m63 黒須　貴浩 (1) 49m98 武部　大 (2) 48m38 宮本　浩佑 (2) 47m22 吉田　治之 (2) 46m68 新竹　穣 (2) 46m41 細谷　俊彦 (2) 45m91 島田　大和 (1) 44m94

埼玉：滑川総合 埼玉：春日部 埼玉：杉戸 埼玉：早大本庄 埼玉：越谷南 埼玉：所沢西 埼玉：川越東 埼玉：昌平

9/30 総合
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