
男子100m

日本記録 (ＮＲ)         10.00     伊東　浩司 (富士通)                                         ’98        
埼玉県記録 (ＰＲ)       10.26     井盛　雅 (日体大)                                           ’99        
大会記録 (ＧＲ)         10.30     井盛　雅 (日体ＡＣ)                                         ’00        

予選  7組3着+3

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 5 446 菅原　新 クレーマー 10.88 Q 1 5 3932 後藤　乃毅 (1) 慶応大 10.97 Q

埼玉 埼玉
2 8 3801 早野　桂祐 (1) 東洋大 11.03 Q 2 3 135 山田　周 ＣＲＣ 11.13 Q

埼玉 埼玉
3 6 5286 齋藤　隼也 (2) 東京農大三 11.04 Q 3 8 2794 大久保　皓太 (3) 昌平 11.29 Q

埼玉 埼玉
4 7 4176 岩堀　雅之 (2) 大東大 11.05 q 4 2 5162 富永　大樹 (3) 伊奈学園総 11.30

埼玉 埼玉
5 4 2379 伊藤　裕一郎 (2) 埼玉大 11.20 q 5 9 65 木村　圭 (3) 川越 11.30

埼玉 埼玉
6 9 1024 中島　貴大 (3) 蕨 11.31 6 6 1295 楠田　利一 うしろぐち 11.34

埼玉 埼玉
7 2 585 佐藤　大地 (3) 草加中 11.48 7 4 2600 浅野　誠 (2) 聖学院大 11.34

埼玉 埼玉
3 5937 三浦　正光 (1) 順天堂大院 7 493 久保田　哲司 (3) 東海大

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 5 995 仲　圭介 (4) 東洋大 10.97 Q 1 5 7155 永山　博章 日大教 10.74 Q

埼玉 埼玉
2 4 2312 佐久間　覚弘 (3) 八潮 11.08 Q 2 4 429 吉野　訓史 (3) 大宮 11.13 Q

埼玉 埼玉
3 7 371 酒巻　崇史 (2) 日大 11.11 Q 3 6 3443 吉田　格也 (1) 日体大 11.15 Q

埼玉 埼玉
4 8 1307 青木　祐輔 (4) 法政大 11.21 4 2 140 鈴木　直哉 (4) 城西大 11.22

埼玉 埼玉
5 3 2603 鈴木　康太 (2) 聖学院大 11.25 5 3 2378 鈴木　英稔 (2) 埼玉大 11.23

埼玉 埼玉
6 9 7177 飯田　隆之 日体大同好 11.28 6 7 2377 宮元　学 (3) 埼玉大 11.30

埼玉 埼玉
2 3244 高橋　修平 (3) 東海大 7 9 10 竹内　優太 (1) 浦和 11.36

埼玉 埼玉
6 360 名嘉眞　朝康 ウェルネス 8 132 渡辺　潤一 ＣＲＣ

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 5 333 藤光　謙司 (3) 日大 10.94 Q 1 2 444 新井　智之 クレーマー 10.67 Q

埼玉 埼玉
2 4 379 仲　祐樹 ウェルネス 10.99 Q 2 3 216 今枝　康祐 (3) 不動岡 11.21 Q

埼玉 埼玉
3 6 888 関根　幸大 (3) 進修館 11.02 Q 3 7 2461 中村　智洋 (3) 城西川越 11.22 Q

埼玉 埼玉
4 7 2368 森田　元 (4) 埼玉大 11.08 q 4 6 3643 塚越　健太郎 (1) 順天堂大 11.22

埼玉 埼玉
5 3 3032 内海　健太 (2) 埼玉栄 11.30 5 4 3471 佐々木　祐輔 (1) 城西大 11.26

埼玉 埼玉
6 9 1432 板坂　祐真 (3) 日体大 11.40 6 9 3 外谷　陽輔 (3) 浦和 11.34

埼玉 埼玉
8 7014 小俣　尚也 武蔵丘短大 7 8 1020 神田　真之介 (3) 東洋大 11.44

埼玉
5 2636 樋口　慎一朗 (4) 立教大

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

風:  0.0 風:  -0.1

風:  0.0 風:  0.0

風:  0.0 風:  0.0

凡例: DNS:欠　　　場



男子100m

日本記録 (ＮＲ)         10.00     伊東　浩司 (富士通)                                         ’98        
埼玉県記録 (ＰＲ)       10.26     井盛　雅 (日体大)                                           ’99        
大会記録 (ＧＲ)         10.30     井盛　雅 (日体ＡＣ)                                         ’00        

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉
1 5 1014 長谷川　卓矩 (3) 東洋大 10.95 Q

埼玉
2 6 127 井上　雄太 (4) 城西大 11.00 Q

埼玉
3 4 4412 古川　瑞穂 (1) 駿河台大 11.25 Q

埼玉
4 7 561 大澤　拓也 (2) 深谷商 11.40

埼玉
5 3 133 張替　武道 ＣＲＣ 11.43

埼玉
8 1277 松本　晃太郎 (1) 早大同好会

埼玉
9 4240 野間　耀介 (2) 大宮東

準決  3組2着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 4 444 新井　智之 クレーマー 10.53 Q 1 5 1014 長谷川　卓矩 (3) 東洋大 10.76 Q

埼玉 埼玉
2 5 3932 後藤　乃毅 (1) 慶応大 10.82 Q 2 6 379 仲　祐樹 ウェルネス 10.92 Q

埼玉 埼玉
3 3 3443 吉田　格也 (1) 日体大 11.07 3 4 7155 永山　博章 日大教 10.96 q

埼玉 埼玉
4 8 2379 伊藤　裕一郎 (2) 埼玉大 11.14 4 9 2368 森田　元 (4) 埼玉大 11.08

埼玉 埼玉
5 9 429 吉野　訓史 (3) 大宮 11.14 5 7 2312 佐久間　覚弘 (3) 八潮 11.12

埼玉 埼玉
5 2 2461 中村　智洋 (3) 城西川越 11.14 6 8 216 今枝　康祐 (3) 不動岡 11.13

埼玉 埼玉
7 7 135 山田　周 ＣＲＣ 11.15 7 3 371 酒巻　崇史 (2) 日大 11.14

埼玉 埼玉
6 995 仲　圭介 (4) 東洋大 8 2 4412 古川　瑞穂 (1) 駿河台大 11.20

3組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

埼玉 埼玉
1 5 446 菅原　新 クレーマー 10.70 Q 1 7 444 新井　智之 クレーマー 10.62

埼玉 埼玉
2 4 127 井上　雄太 (4) 城西大 10.88 Q 2 6 446 菅原　新 クレーマー 10.66

埼玉 埼玉
3 7 3801 早野　桂祐 (1) 東洋大 10.95 q 3 5 1014 長谷川　卓矩 (3) 東洋大 10.79

埼玉 埼玉
4 3 5286 齋藤　隼也 (2) 東京農大三 11.08 4 4 3932 後藤　乃毅 (1) 慶応大 10.89

埼玉 埼玉
5 2 2794 大久保　皓太 (3) 昌平 11.29 5 8 127 井上　雄太 (4) 城西大 10.99

埼玉 埼玉
8 4176 岩堀　雅之 (2) 大東大 6 9 3801 早野　桂祐 (1) 東洋大 11.03

埼玉 埼玉
6 333 藤光　謙司 (3) 日大 7 2 379 仲　祐樹 ウェルネス 11.07

埼玉 埼玉
9 888 関根　幸大 (3) 進修館 3 7155 永山　博章 日大教

風:  -0.2 風:  -0.4

風:  0.0

風:  0.0

凡例: DNS:欠　　　場



男子200m

日本記録 (ＮＲ)         20.03     末続　慎吾 (ミズノ)                                         ’03        
埼玉県記録 (ＰＲ)       20.46     藤光　謙司 (日本大学)                                       ’06        
大会記録 (ＧＲ)         20.99     高橋　和裕 (クレーマー)                                     ’00        

予選  7組3着+3

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 6 140 鈴木　直哉 (4) 城西大 22.13 Q 1 7 371 酒巻　崇史 (2) 日大 22.05 Q

埼玉 埼玉
2 5 155 田中　基博 (3) 城西大 22.64 Q 2 9 378 桑原　明弘 ウェルネス 22.41 Q

埼玉 埼玉
3 4 561 大澤　拓也 (2) 深谷商 22.79 Q 3 6 4240 野間　耀介 (2) 大宮東 22.75 Q

埼玉 埼玉
4 9 1414 窪田　雄大 (2) 立教新座 22.86 4 2 3625 高野　龍 (2) 春日部東 23.35

埼玉 埼玉
5 8 2794 大久保　皓太 (3) 昌平 22.87 3 176 永山　裕二 (2) 城西大

埼玉 埼玉
2 1650 高橋　大 (2) 東理大 4 1024 中島　貴大 (3) 蕨

埼玉 埼玉
3 363 塩原　一也 ウェルネス 5 995 仲　圭介 (4) 東洋大

埼玉 埼玉
7 132 渡辺　潤一 ＣＲＣ 8 3033 瓶子　翔平 (3) 埼玉栄

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 5 4176 岩堀　雅之 (2) 大東大 21.86 Q 1 3 127 井上　雄太 (4) 城西大 21.97 Q

埼玉 埼玉
2 6 5286 齋藤　隼也 (2) 東京農大三 22.07 Q 2 6 92 山﨑　雄太 (2) 春日部 22.17 Q

埼玉 埼玉
3 8 1720 友光　駿 (2) 武南 22.33 Q 3 7 5011 原嶋　智大 (3) 西武文理 22.45 Q

埼玉 埼玉
4 7 216 今枝　康祐 (3) 不動岡 22.35 q 4 9 3333 植田　尚樹 (3) 三郷 22.59 q

埼玉 埼玉
5 2 10 竹内　優太 (1) 浦和 22.71 5 4 225 白鳥　優斗 (2) 不動岡 22.66

埼玉 埼玉
6 4 1025 西村　航 (3) 蕨 22.87 5 888 関根　幸大 (3) 進修館

埼玉 埼玉
7 3 3513 岸　卓磨 (1) 国際武道大 23.17 8 3034 関　慎吾 (3) 埼玉栄

埼玉
8 9 3489 浅見　涼 (1) 滑川総合 23.34

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 7 379 仲　祐樹 ウェルネス 22.15 Q 1 5 354 泉谷　建太 ウェルネス 21.96 Q

埼玉 埼玉
2 9 2600 浅野　誠 (2) 聖学院大 22.53 Q 2 4 3271 金田　翔平 (3) 越谷南 22.45 Q

埼玉 埼玉
3 6 7177 飯田　隆之 日体大同好 22.60 Q 3 6 493 久保田　哲司 (3) 東海大 22.58 Q

埼玉 埼玉
4 8 4413 秋田　一憲 (1) 駿河台大 22.77 4 7 5162 富永　大樹 (3) 伊奈学園総 22.69

埼玉 埼玉
3 359 金子　かおる ウェルネス 5 3 3113 今村　岳 (2) 東京大 22.82

埼玉 埼玉
4 3031 浅野　大輔 (3) 埼玉栄 6 9 1432 板坂　祐真 (3) 日体大 22.84

埼玉 埼玉
5 1014 長谷川　卓矩 東洋大 8 4041 井口　友 (1) 大東大

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

風:  +0.3 風:  +1.8

風:  +2.3 風:  +0.8

風:  +1.4 風:  +1.0

凡例: DNS:欠　　　場



男子200m

日本記録 (ＮＲ)         20.03     末続　慎吾 (ミズノ)                                         ’03        
埼玉県記録 (ＰＲ)       20.46     藤光　謙司 (日本大学)                                       ’06        
大会記録 (ＧＲ)         20.99     高橋　和裕 (クレーマー)                                     ’00        

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉
1 6 360 名嘉眞　朝康 ウェルネス 22.23 Q

埼玉
2 4 429 吉野　訓史 (3) 大宮 22.32 Q

埼玉
3 9 1625 村松　和也 (3) 東理大 22.37 Q

埼玉
4 5 3469 高橋　淳一 (1) 城西大 22.41 q

埼玉
5 3 3032 内海　健太 (2) 埼玉栄 23.04

埼玉
7 2378 鈴木　英稔 (2) 埼玉大

埼玉
8 5303 新井　寿則 (3) 東京農大三

準決  3組2着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 4 4176 岩堀　雅之 (2) 大東大 21.56 Q 1 5 92 山﨑　雄太 (2) 春日部 22.19 Q

埼玉 埼玉
2 7 360 名嘉眞　朝康 ウェルネス 21.66 Q 2 4 371 酒巻　崇史 (2) 日大 22.25 Q

埼玉 埼玉
3 5 379 仲　祐樹 ウェルネス 21.78 q 3 8 1625 村松　和也 (3) 東理大 22.35

埼玉 埼玉
4 6 3271 金田　翔平 (3) 越谷南 22.32 4 2 1720 友光　駿 (2) 武南 22.36

埼玉 埼玉
5 2 7177 飯田　隆之 日体大同好 22.38 5 3 216 今枝　康祐 (3) 不動岡 22.54

埼玉 埼玉
6 9 2600 浅野　誠 (2) 聖学院大 22.42 6 9 561 大澤　拓也 (2) 深谷商 23.12

埼玉 埼玉
7 3 493 久保田　哲司 (3) 東海大 22.56 6 429 吉野　訓史 (3) 大宮

埼玉 埼玉
8 3469 高橋　淳一 (1) 城西大 7 127 井上　雄太 (4) 城西大

3組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

埼玉 埼玉
1 5 354 泉谷　建太 ウェルネス 21.99 Q 1 5 4176 岩堀　雅之 (2) 大東大 21.51

埼玉 埼玉
2 7 5286 齋藤　隼也 (2) 東京農大三 22.07 Q 2 4 360 名嘉眞　朝康 ウェルネス 21.66

埼玉 埼玉
3 6 378 桑原　明弘 ウェルネス 22.30 q 3 8 379 仲　祐樹 ウェルネス 21.77

埼玉 埼玉
4 9 3333 植田　尚樹 (3) 三郷 22.32 4 7 354 泉谷　建太 ウェルネス 21.80

埼玉 埼玉
5 8 5011 原嶋　智大 (3) 西武文理 22.50 5 9 5286 齋藤　隼也 (2) 東京農大三 21.82

埼玉 埼玉
3 155 田中　基博 (3) 城西大 6 3 371 酒巻　崇史 (2) 日大 21.87

埼玉 埼玉
4 140 鈴木　直哉 (4) 城西大 7 2 378 桑原　明弘 ウェルネス 22.17

埼玉 埼玉
2 4240 野間　耀介 (2) 大宮東 8 6 92 山﨑　雄太 (2) 春日部 51.08

風:  +0.8 風:  -1.2

風:  -0.1

風:  +1.2

凡例: DNS:欠　　　場



男子400m

日本記録 (ＮＲ)         44.78     高野　進 (東海大TC)                                         ’91        
埼玉県記録 (ＰＲ)       46.13     藤光　謙司 (日本大学)                                       ’06        
大会記録 (ＧＲ)         46.73     中沢　裕二 (東海大学)                                       ’03        

予選  4組1着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 4 140 中島　雅達 (2) 松山 49.43 Q 1 5 2455 田中　直樹 (2) 駿河台大 48.41 Q

埼玉 埼玉
2 6 359 金子　かおる ウェルネス 49.55 q 2 6 363 塩原　一也 ウェルネス 49.51 q

埼玉 埼玉
3 7 4411 田中　宏和 (1) 駿河台大 50.14 q 3 4 1049 渋谷　一平 (2) 東洋大 50.22

埼玉 埼玉
4 9 4040 中村　健吾 (1) 大東大 50.82 4 7 999 城戸　章徳 (4) 東洋大 50.33

埼玉 埼玉
5 3 2752 池田　泰明 (3) 東経大 51.09 5 8 1294 大山　明 ウェルネス 51.01

埼玉 埼玉
6 2 45 佐藤　拓実 (3) 住吉中 53.36 6 2 1111 坂本　光 (3) 市立浦和 51.64

埼玉 埼玉
5 795 邑木　隆二 ＴＡＰ 7 9 799 木村　康紀 ＴＡＰ 51.75

埼玉 埼玉
8 3045 田中　進悟 (3) 埼玉栄 8 3 7006 須藤　良太 埼玉陸協 51.94

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 7 3333 植田　尚樹 (3) 三郷 49.20 Q 1 7 370 福島　郁也 ウェルネス 50.14 Q

埼玉 埼玉
2 5 562 與儀　良太 自体校 49.29 q 2 3 758 八本　友和 うしろぐち 50.65

埼玉 埼玉
3 6 3513 岸　卓磨 (1) 国際武道大 50.52 3 8 4 谷口　友章 (3) 浦和 50.95

埼玉 埼玉
4 2 150 海老　真輔 (3) 城西大 51.12 4 9 2796 海老原　剛 (3) 昌平 52.19

埼玉 埼玉
5 8 352 漆崎　仁志 ウェルネス 51.78 6 3034 関　慎吾 (3) 埼玉栄

埼玉 埼玉
3 1634 坂巻　貴史 (3) 東理大 4 2456 橋本　拓也 (2) 駿河台大

埼玉 埼玉
4 3033 瓶子　翔平 (3) 埼玉栄 5 354 泉谷　建太 ウェルネス

埼玉
9 422 徳村　和彦 (3) 大宮

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
埼玉

1 4 3333 植田　尚樹 (3) 三郷 49.02
埼玉

2 3 562 與儀　良太 自体校 49.06
埼玉

3 5 140 中島　雅達 (2) 松山 49.23
埼玉

4 2 359 金子　かおる ウェルネス 49.35
埼玉

5 6 370 福島　郁也 ウェルネス 50.38
埼玉

6 9 363 塩原　一也 ウェルネス 50.40
埼玉

7 8 4411 田中　宏和 (1) 駿河台大 50.42
埼玉

7 2455 田中　直樹 (2) 駿河台大

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

凡例: DNS:欠　　　場



男子800m

日本記録 (ＮＲ)         1.46.18   小野　友誠 (法政大)                                         ’94        
埼玉県記録 (ＰＲ)       1.47.76   森　祥紀 (自衛隊体育学校)                                   ’00        
大会記録 (ＧＲ)         1.49.90   平井　豊 (自衛隊体育学校)                                   ’81        

予選  5組1着+3

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 5 4 佐藤　広樹 自体校 1.55.40 Q 1 5 12 與儀　良太 自体校 1.57.98 Q

埼玉 埼玉
2 6 5 花島　昂己 (2) 東京農大三 1.55.58 q 2 8 15 内藤　智之 (4) 城西大 1.58.43

埼玉 埼玉
3 9 8 白川　洋平 (2) 白鴎大 1.58.15 3 4 11 酒井　俊和 (4) 早大同好会 1.58.65

埼玉 埼玉
4 4 3 岡田　昌平 (3) 獨協埼玉 1.58.16 4 7 14 吉野　誠 (3) 松山 1.58.68

埼玉 埼玉
5 3 2 陣内　孝輔 (4) 大阪大 1.58.47 5 6 13 境野　瑞也 (1) 国際武道大 1.58.99

埼玉 埼玉
6 8 7 小野　誠裕 (2) 春日部共栄 1.59.93 6 9 16 小林　佑亮 (3) 東京農大三 1.59.90

埼玉 埼玉
7 2 1 木村　涼平 (3) 宮原中 2.01.31 7 3 10 吉海　元貴 (2) 上尾 2.00.94

埼玉 埼玉
7 6 内山　浩貴 (1) 武南 8 2 9 喜多　亜希憲 (3) 春日部東 2.02.12

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 5 19 山口　賢祐 自体校 1.55.13 Q 1 5 26 山嵜　達也 (1) 平国大 1.56.38 Q

埼玉 埼玉
2 7 21 上野　光弘 ウェルネス 1.56.81 q 2 3 24 小林　優史 (3) 春日部東 1.56.49 q

埼玉 埼玉
3 4 18 北村　竜也 (3) 国際学院 1.57.57 3 6 27 荒井　智博 (2) 越谷西 1.56.90

埼玉 埼玉
4 6 20 伊藤　祐樹 (4) 城西大 1.58.05 4 9 30 安井　元気 (3) 大宮武蔵野 1.57.81

埼玉 埼玉
5 3 17 本島　陽介 埼玉陸協 1.58.14 5 7 28 岸　武享 (1) 国士館大 1.58.64

埼玉 埼玉
6 9 23 平松　直己 (3) 東京農大三 1.58.49 6 8 29 柿沼　晋介 (1) 明大同 2.05.02

埼玉 埼玉
7 2 39 吉永　翼 鳩山 1.59.17 4 25 谷口　友章 (3) 浦和

埼玉 埼玉
8 22 薄井　雄基 (3) 武南 2 38 伊達　宏幸 (4) 城西大

5組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

埼玉 埼玉
1 6 34 田中　健太郎 (2) 筑波大 1.55.49 Q 1 4 4 佐藤　広樹 自体校 1.55.37

埼玉 埼玉
2 4 32 梨木　雅之 (3) 狭山ヶ丘 1.58.12 2 5 34 田中　健太郎 (2) 筑波大 1.55.62

埼玉 埼玉
3 5 33 野島　俊介 (3) 武南 1.58.20 3 9 12 與儀　良太 自体校 1.55.85

埼玉 埼玉
4 7 35 竹内　勝信 (3) 春日部東 1.59.35 4 6 26 山嵜　達也 (1) 平国大 1.57.31

埼玉 埼玉
5 8 36 金井　健吾 (3) 深谷商 1.59.65 5 8 5 花島　昂己 (2) 東京農大三 1.57.99

埼玉 埼玉
6 3 31 岩合　昭直 (3) 草加 2.02.37 6 3 24 小林　優史 (3) 春日部東 1.58.18

埼玉 埼玉
7 9 37 高田　尚吾 (3) 宮原中 2.02.87 7 2 21 上野　光弘 ウェルネス 1.59.99

埼玉
7 19 山口　賢祐 自体校

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

凡例: DNS:欠　　　場



男子1500m

日本記録 (ＮＲ)         3.37.42   小林　史和 (NTN)                                            ’04        
埼玉県記録 (ＰＲ)       3.41.19   寺牛　浩之 (新電元)                                         ’91        
大会記録 (ＧＲ)         3.48.68   堀田　直希 (本田技研)                                       ’92        

予選  2組5着+2

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 8 8 土屋　天地 (2) 狭山ヶ丘 3.58.52 Q 1 2 18 川内　優輝 (3) 学習院大 3.56.81 Q

埼玉 埼玉
2 5 5 大谷　遼太郎 (2) 浦和実 3.59.27 Q 2 16 32 新宮　裕一郎 自体校 3.57.57 Q

埼玉 埼玉
3 2 2 平松　直己 (3) 東京農大三 3.59.59 Q 3 8 24 渡邉　哲也 新電元 3.57.88 Q

埼玉 埼玉
4 3 3 加藤　直樹 新電元 3.59.71 Q 4 7 23 田中　健太郎 (2) 筑波大 3.58.28 Q

埼玉 埼玉
5 9 9 梨木　雅之 (3) 狭山ヶ丘 4.00.04 Q 5 3 19 八塚　唯一 自体校 3.58.32 Q

埼玉 埼玉
6 10 10 鹿島　正樹 (3) 狭山ヶ丘 4.00.56 6 11 27 瀬山　直人 (3) 東京農大三 3.58.64 q

埼玉 埼玉
7 11 11 野島　俊介 (3) 武南 4.00.92 7 12 28 徳永　雅之 (2) 東理大 3.59.07 q

埼玉 埼玉
8 13 13 荒井　智博 (2) 越谷西 4.02.86 8 9 25 長谷川　剛士 (3) 春日部東 3.59.12

埼玉 埼玉
9 15 15 岡田　昌平 (3) 獨協埼玉 4.09.21 9 4 20 片岸　健二 (3) 大東大 4.03.02

埼玉 埼玉
10 16 16 小林　優史 (3) 春日部東 4.16.14 10 5 21 小川　央貴 (3) 上尾南 4.03.64

埼玉 埼玉
11 14 14 橋詰　賢 (4) 早大同好会 4.18.79 11 14 30 葛巻　拓朗 (3) 川越西 4.07.36

埼玉 埼玉
1 1 土田　修司 (1) 大東大 12 15 31 横山　啓太 (1) 東洋大同好 4.08.39

埼玉 埼玉
4 4 河村　拓朗 (4) 駿河台大 13 1 17 柳　瑞樹 ボッシュ 4.09.28

埼玉 埼玉
6 6 小林　剛寛 (3) 春日部東 14 13 29 桶田　武 (4) 埼玉大 4.12.60

埼玉 埼玉
7 7 大塚　洸瑠 (3) 熊谷 6 22 内藤　寛人 (2) 東京農大三

埼玉 埼玉
12 12 髙田　尚吾 (3) 宮原中 10 26 花島　昂己 (2) 東京農大三

埼玉
17 33 伊藤　祐樹 (4) 城西大

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
埼玉

1 12 32 新宮　裕一郎 自体校 3.54.75
埼玉

2 4 23 田中　健太郎 (2) 筑波大 3.55.32
埼玉

3 1 3 加藤　直樹 新電元 3.55.69
埼玉

4 7 19 八塚　唯一 自体校 3.57.32
埼玉

5 9 18 川内　優輝 (3) 学習院大 3.57.90
埼玉

6 10 24 渡邉　哲也 新電元 3.58.50
埼玉

7 6 8 土屋　天地 (2) 狭山ヶ丘 3.59.24
埼玉

8 2 28 徳永　雅之 (2) 東理大 4.00.64
埼玉

9 3 27 瀬山　直人 (3) 東京農大三 4.01.27
埼玉

10 8 9 梨木　雅之 (3) 狭山ヶ丘 4.03.63
埼玉

11 5 2 平松　直己 (3) 東京農大三 4.08.99
埼玉

11 5 大谷　遼太郎 (2) 浦和実

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

凡例: DNS:欠　　　場



男子5000m

日本記録 (ＮＲ)         13.13.40  高岡　寿成 (鐘紡)                                           ’98        
埼玉県記録 (ＰＲ)       13.25.72  池谷　寛之 (本田技研)                                       ’00        
大会記録 (ＧＲ)         13.49.76  ﾂﾅｷ･ｶﾗﾓﾚ (本田技研)                                         ’92        

決勝

順位D ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 1 加藤　直樹 埼玉 新電元 14.28.92
27 7 内藤　寛人 (2) 埼玉 東京農大三 14.32.13
33 3 谷末　勝利 埼玉 自体校 14.34.75
42 2 佐藤　直人 埼玉 自体校 14.41.91
53 13 早田　俊幸 埼玉 ＤＲＥＡＭ 14.44.37
64 4 児玉　博貴 埼玉 自体校 14.54.41
78 8 金森　祐樹 (4) 埼玉 慶応大 14.55.22
80 10 瀬山　直人 (3) 埼玉 東京農大三 15.02.57
92 12 飯島　大輔 (3) 埼玉 東京農大三 15.10.47

10 11 川尻　卓矢 (3) 埼玉 東京農大三 15.12.30
115 15 長谷川　剛士 (3) 埼玉 春日部東 15.16.71
126 6 前田　衆 埼玉 新電元 15.19.96
139 9 福士　将史 埼玉 新電元 15.44.71
5 5 河村　拓朗 (4) 埼玉 駿河台大

14 14 小林　剛寛 (3) 埼玉 春日部東

男子10000m

日本記録 (ＮＲ)         27.35.09  高岡　寿成 (カネボウ)                                       ’01        
埼玉県記録 (ＰＲ)       27.31.89  T.ギルマ (ホンダ)                                           ’05        
大会記録 (ＧＲ)         28.35.92  浦田　春生 (本田技研)                                       ’90        

決勝

順位D ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
14 4 宮本　脩平 埼玉 新電元 30.55.60
23 3 鈴木　正章 埼玉 ボッシュ 31.05.73
32 2 川内　優輝 (3) 埼玉 学習院大 31.12.92
4 1 加賀谷　友一郎 埼玉 ボッシュ 31.51.11
56 6 伊原　正幸 埼玉 ＲＣＢＲＢ 32.23.97
68 8 長谷川　晃 (1) 埼玉 早大同好会 32.28.68
79 9 八須　真吾 (3) 埼玉 深谷商 32.55.95
85 5 山口　和男 埼玉 ボッシュ 33.37.75
97 7 大田　浩之 埼玉 ボッシュ 34.55.56

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

凡例: DNS:欠　　　場



男子110mH

日本記録 (ＮＲ)         13.39     谷川　聡 (ミズノ)                                           ’04        
埼玉県記録 (ＰＲ)       13.57     大橋　祐二 (筑波大)                                         ’05        
大会記録 (ＧＲ)         13.57     大橋　祐二 (筑波大)                                         ’05        

予選  4組1着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 5 58 大橋　祐二 ミズノ 13.84 Q 1 5 2049 小林　史長 (3) 東京農大 14.63 Q

埼玉 埼玉
2 7 1545 森脇　勲 ウェルネス 15.51 2 7 682 冨澤　由貴 (2) 国際武道大 15.49 q

埼玉 埼玉
3 6 2793 今　佑太 (3) 昌平 15.55 3 3 2102 大内　実 (3) 浦和南 16.14

埼玉 埼玉
4 3 93 寺田　壮志 (3) 春日部 15.91 4 4 4245 對馬　翔 (2) 大宮東 16.47

埼玉 埼玉
5 8 327 重村　大輔 (3) 飯能 16.21 5 2 2313 比嘉　優介 (3) 八潮 16.71

埼玉 埼玉
6 2 5012 中川　雄貴 (3) 西武文理 16.56 6 9 1289 大熊　宏和 (4) 法政大 17.44

埼玉 埼玉
4 4300 鈴木　正和 (3) 南陵 6 734 山澤　朋広 (4) 国際武道大

埼玉
8 2801 大川　智也 (2) 昌平

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 5 671 田中　慎也 (4) 国際武道大 14.58 Q 1 5 140 鈴木　直哉 (4) 城西大 14.63 Q

埼玉 埼玉
2 6 381 長岡　鉄矢 ウェルネス 15.33 q 2 7 133 大室　秀樹 (2) 松山 14.69 q

埼玉 埼玉
3 7 2792 太田　裕志 (3) 昌平 15.91 3 6 66 藤崎　雄太 順天堂大 14.72 q

埼玉 埼玉
4 4 3193 藤木　浩太郎 (3) 所沢北 15.95 4 4 1711 井上　綾人 (3) 武南 15.84

埼玉 埼玉
5 8 3601 藤倉　悠喜 (3) 春日部東 15.97 5 8 94 中塚　雄太 (2) 春日部 16.17

埼玉 埼玉
6 3 2870 古賀　友矩 (2) 春日部共栄 16.25 6 9 1468 吉村　太一 (2) 狭山ヶ丘 16.44

埼玉 埼玉
7 9 1732 清永　武生 (2) 武南 16.37 7 3 322 赤羽　力也 (3) 飯能 16.48

埼玉 埼玉
8 2 3627 綾部　雅一 (2) 春日部東 17.23 8 2 4039 遊佐　将隆 (2) 川口東 16.59

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
埼玉

1 4 58 大橋　祐二 ミズノ 13.74
埼玉

2 5 671 田中　慎也 (4) 国際武道大 14.33
埼玉

3 7 2049 小林　史長 (3) 東京農大 14.36
埼玉

4 8 66 藤崎　雄太 順天堂大 14.54
埼玉

5 3 133 大室　秀樹 (2) 松山 14.54
埼玉

6 6 140 鈴木　直哉 (4) 城西大 14.87
埼玉

7 9 381 長岡　鉄矢 ウェルネス 15.04
埼玉

8 2 682 冨澤　由貴 (2) 国際武道大 15.29

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

風:  +0.7 風:  -1.8

風:  -1.4 風:  -1.6

風:  0.0

凡例: DNS:欠　　　場 / DNF:途中棄権 / DSQ:失　　　格



男子400mH

日本記録 (ＮＲ)         47.89     為末　大 (法政大)                                           ’01        
埼玉県記録 (ＰＲ)       48.26     山崎　一彦 (アディダスTC)                                   ’99        
大会記録 (ＧＲ)         50.33     千葉　佳裕 (順天堂大)                                       ’99        

予選  5組1着+3

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 7 3046 田中　進悟 (3) 埼玉栄 54.61 Q 1 6 983 鶴岡　賢太 (4) 東洋大 54.91 Q

埼玉 埼玉
2 6 3601 藤倉　悠喜 (3) 春日部東 56.03 2 4 152 加藤　佑介 (3) 城西大 55.38

埼玉 埼玉
3 8 2468 岡田　怜 (3) 城西川越 58.60 3 3 2677 北田　琢磨 (2) 所沢西 57.71

埼玉 埼玉
4 3 3091 角熊　祐司 (2) 東京薬科大 58.80 4 9 3049 新谷　勇太 (2) 埼玉栄 57.82

埼玉 埼玉
5 9 1116 鈴木　拓実 (3) 市立浦和 61.53 5 8 5478 竹井　智哉 (3) 和光国際 58.61

埼玉 埼玉
4 3430 小林　憲二 (2) 川越南 5 1291 松本　直記 (4) 法政大 DNS

埼玉 埼玉
5 353 杉町　マハウ ウェルネス 7 358 宮井　彰彦 ウェルネス DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

埼玉 埼玉
1 5 155 田中　基博 (3) 城西大 53.80 Q 1 5 1 長島　貴之 (3) 浦和 52.93 Q

埼玉 埼玉
2 7 378 桑原　明弘 ウェルネス 54.40 2 6 758 八本　友和 うしろぐち 53.17

埼玉 埼玉
3 6 1516 斉藤　大樹 (2) 日体大 54.67 3 7 2792 太田　裕志 (3) 昌平 54.88

埼玉 埼玉
4 8 3048 西野　博久 (2) 埼玉栄 57.99 4 4 1949 韮沢　達也 (3) 東京電機大 57.51

埼玉 埼玉
5 9 4557 石井　雄大 (1) 白鴎大 64.15 5 3 2563 岩崎　裕亮 (2) 越谷西 58.63

埼玉 埼玉
3 877 諸井　恵大 (2) 進修館 6 8 3412 鷺島　侑矢 (2) 熊谷西 59.97

埼玉 埼玉
4 1111 坂本　光 (3) 市立浦和 7 9 4665 宮里　一徳 (4) 立正大 61.47

5組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

埼玉 埼玉
1 6 81 出浦　教行 (2) 順天堂大 53.11 Q 1 5 1 長島　貴之 (3) 浦和 52.59

埼玉 埼玉
2 7 3037 草島　将光 (3) 埼玉陸協 55.33 2 8 758 八本　友和 うしろぐち 53.42

埼玉 埼玉
3 5 352 漆崎　仁志 ウェルネス 55.56 3 3 1516 斉藤　大樹 (2) 日体大 53.67

埼玉 埼玉
4 4 4255 村田　俊祐 (2) 大宮東 56.50 4 6 81 出浦　教行 (2) 順天堂大 53.75

埼玉 埼玉
5 3 4306 郷野　陽平 (2) 独協大 56.58 5 2 983 鶴岡　賢太 (4) 東洋大 54.44

埼玉 埼玉
6 9 4876 藤野　海 鳩山 61.28 6 4 155 田中　基博 (3) 城西大 54.62

埼玉 埼玉
8 3047 冨山　秀平 (3) 埼玉栄 7 7 3046 田中　進悟 (3) 埼玉栄 54.65

埼玉
8 9 378 桑原　明弘 ウェルネス 56.25

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

凡例: DNS:欠　　　場



男子3000mSC

日本記録 (ＮＲ)         8.18.93   岩永　嘉孝 (トヨタ自動車)                                   ’03        
埼玉県記録 (ＰＲ)       8.34.94   板橋　弘行 (中央大)                                         ’89        
大会記録 (ＧＲ)         8.34.94   松田　勝 (自衛隊体育学校)                                   ’85        

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 3 武田　毅 (3) 埼玉 順天堂大 9.01.11 1 3 1
2 37 栗原　龍太 (3) 埼玉 東海大 9.29.68 1 19 2
3 11 太田　裕之 (3) 埼玉 東京農大三 9.33.95 1 11 3
4 14 徳永　雅之 (2) 埼玉 東理大 9.34.91 1 14 4
5 12 朝長　洋平 (1) 埼玉 日体大 9.35.98 1 12 5
6 9 本田　良平 (3) 埼玉 大井 9.36.40 1 9 6
7 8 田村　慎平 (3) 埼玉 春日部東 9.39.31 1 8 7
8 15 丸山　佑太 (2) 埼玉 春日部 9.39.98 1 15 8
9 17 畑　和茂 (3) 埼玉 春日部共栄 9.52.15 1 17 9

10 28 後口　洋史 埼玉 うしろぐち 9.52.97 2 10 1
11 10 高橋　誠 (3) 埼玉 浦和実 9.59.05 1 10 10
12 19 酒井　潤一 (3) 埼玉 埼玉大 9.59.23 2 1 2
13 18 吉村　雄太 (2) 埼玉 越谷西 10.00.14 1 18 11
14 29 前原　眞吾 埼玉 埼玉県警 10.01.39 2 11 3
15 23 安田　砂土志 埼玉 埼玉県警 10.03.70 2 5 4
16 7 志水　宣文 (3) 埼玉 早大同好会 10.07.42 1 7 12
17 24 丸山　武師 (3) 埼玉 大宮東 10.08.09 2 6 5
18 13 小野　誠裕 (2) 埼玉 春日部共栄 10.16.35 1 13 13
19 2 青木　健至 埼玉 ＤＲＥＡＭ 10.20.55 1 2 14
20 35 伊原　正幸 埼玉 ＲＣＢＲＢ 10.25.47 2 17 6
21 5 青木　健太 埼玉 埼玉栄 10.31.62 1 5 15
22 27 椿　祐希 (3) 埼玉 越ヶ谷 10.36.38 2 9 7
23 30 高橋　輝行 埼玉 うしろぐち 10.47.44 2 12 8
24 32 鈴木　拓人 埼玉 戸田陸協 11.00.12 2 14 9
25 36 西尾　拓也 埼玉 越谷南 11.02.28 2 18 10
26 34 小島　敏文 埼玉 ＣＲＣ 11.39.40 2 16 11
27 33 鈴木　卓史 埼玉 鴻巣市陸協 13.25.30 2 15 12

1 山崎　康隆 (3) 埼玉 東京農大三 1 1 0
4 大塚　洸瑠 (3) 埼玉 熊谷 1 4 0
6 古木　秀明 埼玉 ＣＲＣ *T2 1 6 0

16 山崎　貴裕 (2) 埼玉 東京大 1 16 0
31 塚田　空 (2) 埼玉 栗橋 2 13 0
20 酒井　俊和 (4) 埼玉 早大同好会 2 2 0
21 池田　駿介 (3) 埼玉 市立浦和 2 3 0
22 金塚　敦史 (3) 埼玉 羽生一 2 4 0
25 吉田　孝道 (3) 埼玉 深谷商 2 7 0
26 高岡　稔 埼玉 うしろぐち 2 8 0

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

凡例: DNS:欠　　　場



男子5000mW

日本記録 (ＮＲ)         19.09.90  柳沢　哲 (綜合警備保障)                                     ’95        
埼玉県記録 (ＰＲ)       19.30.45  藤野原　稔人 (三水テクノ)                                   ’04        
大会記録 (ＧＲ)         19.49.06  藤野原　稔人 (三栄管理興業)                                 ’02        

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 1 1 藤野原　稔人 埼玉 三水テクノ 20.35.94
2 22 22 日下　秀人 (3) 埼玉 東洋大 21.51.34
3 21 21 中澤　智宏 (3) 埼玉 明治大 22.54.97
4 19 19 山崎　大輔 (3) 埼玉 平国大 23.25.82
5 4 4 伊東　祐太 (3) 埼玉 松山 23.26.30
6 6 6 安永　翔平 (2) 埼玉 早大本庄 23.27.16
7 14 14 甲斐　大貴 (2) 埼玉 越谷南 24.56.62
8 11 11 青山　竜太 (2) 埼玉 春日部 25.11.77
9 10 10 小澤　崇将 (2) 埼玉 与野 25.27.59

10 9 9 橋本　修平 (3) 埼玉 越谷南 25.38.35
11 15 15 韮澤　光作 埼玉 早大本庄 25.45.20
12 12 12 谷口　祥太郎 (2) 埼玉 川越 26.05.50
13 8 8 五十嵐　暁也 埼玉 クレーマー 26.26.21
14 20 20 杉田　智樹 (2) 埼玉 春日部東 26.33.85
15 5 5 鈴木　勇太 (3) 埼玉 春日部東 26.41.74
16 16 16 海老名　駿 (2) 埼玉 松山 27.05.11
17 13 13 宮崎　太朗 (3) 埼玉 春日部東 27.57.62
18 17 17 古川　史花 (2) 埼玉 岩槻商 29.51.54

3 3 高島　佑太 (3) 埼玉 春日部
7 7 植田　真吾 (3) 埼玉 春日部東 *W2
2 2 遊馬　健一 埼玉 上尾中央病院

18 18 前田　幸司 (2) 埼玉 与野

男子B110mH

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
埼玉

1 5 2725 加藤　誠也 (3) 宮原中 15.38
埼玉

2 4 5171 若林　秀幸 (1) 伊奈学園総 15.86
埼玉

3 6 1953 山本　靖之 (1) 本庄東 16.00
埼玉

4 8 103 高石　彰 (1) 春日部 16.20
埼玉

5 7 587 石黒　章恭 (3) 草加中 16.64

風:  +0.1

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

凡例: DSQ:失　　　格 / DNS:欠　　　場



男子4X100mR

日本記録 (ＮＲ)         38.31     川畑・伊東・末続・朝原 (日本)                               ’00        
日本記録 (ＮＲ)         38.31     井上･伊東･土江･朝原 (日本)                                  ’97        
埼玉県記録 (ＰＲ)       39.78     鍛冶･井盛･池ノ谷・金子 (埼玉県選抜)                         ’98        
埼玉県記録 (ＰＲ)       40.58     片山･大野･成山･大沢 (松山高)                                ’87        
大会記録 (ＧＲ)         41.16     中央大 (中央大)                                             ’92        

予選  8組2着+8

1組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  ウェルネス 42.04 Q 2着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東洋大 42.81 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 364 畑　景大 埼玉 ウェルネス 1 1054 久保田　慈 埼玉 東洋大

2 354 泉谷　建太 埼玉 ウェルネス 2 1014 長谷川　卓矩 埼玉 東洋大

3 379 仲　祐樹 埼玉 ウェルネス 3 998 高橋　匠 埼玉 東洋大

4 360 名嘉眞　朝康 埼玉 ウェルネス 4 3801 早野　桂祐 埼玉 東洋大

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  春日部東 43.49 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  春日部共栄 44.19
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3626 上原　将也 埼玉 春日部東 1 2861 土田　誉史 埼玉 春日部共栄

2 3628 中島　裕基 埼玉 春日部東 2 2860 網代　祐太 埼玉 春日部共栄

3 3601 藤倉　悠喜 (3) 埼玉 春日部東 3 2871 桂　祐太 埼玉 春日部共栄

4 3625 高野　龍 埼玉 春日部東 4 2870 古賀　友矩 埼玉 春日部共栄

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大井 45.02 6着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  白岡 45.12
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3871 大江　拓也 埼玉 大井 1 3644 高山　栄輔 埼玉 白岡

2 3878 石川　和希 埼玉 大井 2 3637 藤原　正輝 埼玉 白岡

3 3873 千葉　孝久 埼玉 大井 3 3649 菊地　克将 埼玉 白岡

4 3880 堀内　雅人 埼玉 大井 4 3641 長谷川　光 埼玉 白岡

7着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  滑川総合 45.57 8着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  三郷工技 46.74
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3482 中沢　政穂 埼玉 滑川総合 1 5226 稲田　隆人 埼玉 三郷工技

2 3484 山下　宜久 埼玉 滑川総合 2 5228 山田　幸平 埼玉 三郷工技

3 3485 渡辺　大輝 埼玉 滑川総合 3 5222 大村　和成 埼玉 三郷工技

4 3487 大山　駿 埼玉 滑川総合 4 5225 吉田　雄一 埼玉 三郷工技

2組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  埼玉大 42.24 Q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  武南 43.21 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 2374 山田　直樹 埼玉 埼玉大 1 1732 清永　武生 埼玉 武南

2 2377 宮元　学 埼玉 埼玉大 2 1733 幸　雄司 埼玉 武南

3 2368 森田　元 埼玉 埼玉大 3 1712 新井　貴大 埼玉 武南

4 2379 伊藤　裕一郎 埼玉 埼玉大 4 1720 友光　駿 埼玉 武南

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  立教新座 44.77 5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  熊谷 45.38
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 1415 光墨　祥吾 埼玉 立教新座 1 45 古川　薫 埼玉 熊谷

2 1414 窪田　雄大 埼玉 立教新座 2 60 勅使河原　輝 埼玉 熊谷

3 1411 田中　健太 埼玉 立教新座 3 38 芝田　翔太 埼玉 熊谷

4 1412 久我　健斗 埼玉 立教新座 4 56 遠藤　悠生 埼玉 熊谷

6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川越工 45.86 7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川口北 46.50
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 486 吉川　結太 埼玉 川越工 1 3163 上村　崇人 埼玉 川口北

2 482 栗原　佳祐 埼玉 川越工 2 3160 山口　浩明 埼玉 川口北

3 499 山本　浩之 埼玉 川越工 3 3168 川浦　雄平 埼玉 川口北

4 509 上　貴行 埼玉 川越工 4 3162 小林　智樹 埼玉 川口北

8着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  早大本庄 47.13 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  所沢北
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 5002 村上　淳 埼玉 早大本庄 1 3207 野澤　昇平 埼玉 所沢北

2 4998 峰岸　啓地 埼玉 早大本庄 2 3195 松島　結希 埼玉 所沢北

3 4985 菊池　玲 埼玉 早大本庄 3 3193 藤木　浩太郎 埼玉 所沢北

4 4995 宮本　浩佑 埼玉 早大本庄 4 3188 小門　照太 埼玉 所沢北

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

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

日本記録 (ＮＲ)         38.31     川畑・伊東・末続・朝原 (日本)                               ’00        
日本記録 (ＮＲ)         38.31     井上･伊東･土江･朝原 (日本)                                  ’97        
埼玉県記録 (ＰＲ)       39.78     鍛冶･井盛･池ノ谷・金子 (埼玉県選抜)                         ’98        

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

3組
1着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川越 44.00 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  羽生一 45.53 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 77 岡崎　大輔 埼玉 川越 1 3833 谷鹿　貴朗 埼玉 羽生一

2 86 田口　幸樹 埼玉 川越 2 3839 小倉　悠平 埼玉 羽生一

3 66 赤沼　亮輔 埼玉 川越 3 3828 高橋　翔太 埼玉 羽生一

4 65 木村　圭 埼玉 川越 4 3825 関沼　一樹 埼玉 羽生一

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川口東 46.50 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  草加 46.85
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 4039 山本　修 埼玉 川口東 1 1564 佐藤　寛伸 埼玉 草加

2 4041 河原　聖太 埼玉 川口東 2 1561 岩合　昭直 埼玉 草加

3 4021 坂本　優太 埼玉 川口東 3 1562 倉持　健夫 埼玉 草加

4 4048 福地　和正 埼玉 川口東 4 1565 盛岡　浩希 埼玉 草加

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  幸手 47.62 6着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  上尾南 48.03
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 4081 石川　透 埼玉 幸手 1 3745 谷口　達行 埼玉 上尾南

2 4082 蒔田　龍也 埼玉 幸手 2 3746 大曲　誠 埼玉 上尾南

3 4083 三浦　知祥 埼玉 幸手 3 3728 門　駿介 埼玉 上尾南

4 4084 堀口　優 埼玉 幸手 4 3721 岡田　敏和 埼玉 上尾南

5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  慶応大 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  越谷南 *R1
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3290 佐藤　夏樹 埼玉 越谷南

2 3293 磯崎　幸司 埼玉 越谷南

3 3285 栗原　将貴 埼玉 越谷南

4 3271 金田　翔平 埼玉 越谷南

4組
1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  国際武道大 42.38 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大東大 42.60 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 676 土田　祐三 埼玉 国際武道大 1 4177 西岡　将貴 (2) 埼玉 大東大

2 671 田中　慎也 埼玉 国際武道大 2 4176 岩堀　雅之 埼玉 大東大

3 3513 岸　卓磨 埼玉 国際武道大 3 7229 野島　孝典 埼玉 大東大

4 692 根岸　和也 埼玉 国際武道大 4 4041 井口　有 埼玉 大東大

3着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  進修館 42.76 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松山 43.76
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 874 齋藤　允孝 埼玉 進修館 1 133 大室　秀樹 (2) 埼玉 松山

2 888 関根　幸大 埼玉 進修館 2 128 佐藤　周平 埼玉 松山

3 875 高野　涼 埼玉 進修館 3 138 和田　雄志 埼玉 松山

4 871 山崎　潤矢 埼玉 進修館 4 140 中島　雅達 埼玉 松山

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大宮東 43.96 6着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  杉戸 44.50
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 4232 木村　俊貴 埼玉 大宮東 1 3670 大野　優一 埼玉 杉戸

2 4240 野間　耀介 埼玉 大宮東 2 3667 渡邊　順也 埼玉 杉戸

3 4256 金澤　賢司 埼玉 大宮東 3 3669 横塚　信昭 埼玉 杉戸

4 4233 古川　太一 埼玉 大宮東 4 3661 高橋　恵一 埼玉 杉戸

7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  開智 44.70 8着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  栗橋 47.70
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 4951 鹿島　明弘 埼玉 開智 1 3373 村田　卓哉 埼玉 栗橋

2 4952 麻生　祐貴 埼玉 開智 2 3377 佐藤　要 埼玉 栗橋

3 4953 小栗　崇史 埼玉 開智 3 3361 片山　恭涼 埼玉 栗橋

4 4954 有見　弘毅 埼玉 開智 4 3380 葛西　邦謹 埼玉 栗橋

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

日本記録 (ＮＲ)         38.31     川畑・伊東・末続・朝原 (日本)                               ’00        
日本記録 (ＮＲ)         38.31     井上･伊東･土江･朝原 (日本)                                  ’97        
埼玉県記録 (ＰＲ)       39.78     鍛冶･井盛･池ノ谷・金子 (埼玉県選抜)                         ’98        

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

5組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  深谷商 42.76 Q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  西武文理 43.07 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 553 工藤　圭大 埼玉 深谷商 1 5018 伊藤　正行 埼玉 西武文理

2 562 嘉山　大介 埼玉 深谷商 2 5030 堅木　寿人 埼玉 西武文理

3 561 大澤　拓也 (2) 埼玉 深谷商 3 5021 桜　俊介 埼玉 西武文理

4 552 松村　和也 埼玉 深谷商 4 5011 原嶋　智大 埼玉 西武文理

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  蕨 43.19 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  狭山ヶ丘 44.32
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 1032 大内　徹也 埼玉 蕨 1 1468 吉村　太一 (2) 埼玉 狭山ヶ丘

2 1025 西村　航 埼玉 蕨 2 1452 並木　俊樹 埼玉 狭山ヶ丘

3 1026 速水　義仁 埼玉 蕨 3 1466 田中　駿也 埼玉 狭山ヶ丘

4 1024 中島　貴大 埼玉 蕨 4 1448 久保田　雄太 埼玉 狭山ヶ丘

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  埼玉平成 45.35 6着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  所沢西 45.73
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 2911 高桑　健 埼玉 埼玉平成 1 2694 駒形　優樹 埼玉 所沢西

2 2922 布上　雄貴 埼玉 埼玉平成 2 2676 北舘　耕平 埼玉 所沢西

3 2921 名取　健太 埼玉 埼玉平成 3 2677 北田　琢磨 埼玉 所沢西

4 2920 浅見　健太 埼玉 埼玉平成 4 2671 新井　輝生 埼玉 所沢西

7着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  越ヶ谷 45.86 8着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  坂戸西 48.01
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 333 高橋　大喜 埼玉 越ヶ谷 1 2650 竹内　憲介 埼玉 坂戸西

2 331 大部　弘貴 埼玉 越ヶ谷 2 2651 豊田　翼 埼玉 坂戸西

3 346 立澤　昌也 埼玉 越ヶ谷 3 2648 村田　憲昭 埼玉 坂戸西

4 334 前田　朋成 埼玉 越ヶ谷 4 2652 木下　祐輔 埼玉 坂戸西

6組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  埼玉栄 42.69 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浦和 42.69 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3031 浅野　大輔 埼玉 埼玉栄 1 10 竹内　優太 埼玉 浦和

2 3033 瓶子　翔平 埼玉 埼玉栄 2 1 長島　貴之 埼玉 浦和

3 3032 内海　健太 (2) 埼玉 埼玉栄 3 2 鈴木　一輝 (3) 埼玉 浦和

4 3050 小杉　俊裕 埼玉 埼玉栄 4 3 外谷　陽輔 埼玉 浦和

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  駿河台大 42.94 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川越西 44.48
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 4412 古川　瑞穂 埼玉 駿河台大 1 2617 池田　裕一 埼玉 川越西

2 2455 田中　直樹 埼玉 駿河台大 2 2611 板井　優太 埼玉 川越西

3 2450 池澤　宏之 埼玉 駿河台大 3 2616 坂口　拓史 埼玉 川越西

4 4413 秋田　一憲 (1) 埼玉 駿河台大 4 2612 菊地　裕介 埼玉 川越西

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  豊岡 45.32 6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  国際学院 48.72
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 793 中川　雄貴 埼玉 豊岡 1 6071 林　遼平 埼玉 国際学院

2 792 堀内　謙 埼玉 豊岡 2 6069 丹下　将司 埼玉 国際学院

3 789 西田　圭吾 埼玉 豊岡 3 6068 田中　航太 埼玉 国際学院

4 791 馬場　啓佑 埼玉 豊岡 4 6070 大澤　貴思 埼玉 国際学院

7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  日工大 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  久喜工
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

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

日本記録 (ＮＲ)         38.31     川畑・伊東・末続・朝原 (日本)                               ’00        
日本記録 (ＮＲ)         38.31     井上･伊東･土江･朝原 (日本)                                  ’97        
埼玉県記録 (ＰＲ)       39.78     鍛冶･井盛･池ノ谷・金子 (埼玉県選抜)                         ’98        

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

7組
2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  昌平 43.06 Q 3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  伊奈学園総 43.26

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 2794 大久保　皓太 埼玉 昌平 1 5168 山本　翔馬 埼玉 伊奈学園総

2 2792 太田　裕志 (3) 埼玉 昌平 2 5162 富永　大樹 埼玉 伊奈学園総

3 2793 今　佑太 埼玉 昌平 3 5164 仁科　圭介 埼玉 伊奈学園総

4 2796 海老原　剛 埼玉 昌平 4 5165 小出　浩祐 埼玉 伊奈学園総

4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川越南 44.87 5着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川口総合 44.98
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3435 真野　拓実 埼玉 川越南 1 5648 住田　渡 埼玉 川口総合

2 3421 後藤　一憲 埼玉 川越南 2 5647 直井　健太 埼玉 川口総合

3 3432 市川　陽介 埼玉 川越南 3 5649 宍倉　巧樹 埼玉 川口総合

4 3429 発知　正樹 埼玉 川越南 4 5645 小杉　隆三 埼玉 川口総合

6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  不動岡 45.23 7着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  上大久保中 46.58
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 231 鬼海　翔平 埼玉 不動岡 1 56 今枝　龍之介 埼玉 上大久保中

2 225 白鳥　優斗 (2) 埼玉 不動岡 2 58 川名　健太 埼玉 上大久保中

3 229 黒須　健太郎 埼玉 不動岡 3 57 岡田　浩一 埼玉 上大久保中

4 227 蛭間　達也 埼玉 不動岡 4 59 山口　時世 埼玉 上大久保中

8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  市立浦和 *R2 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東京農大三
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 1111 坂本　光 埼玉 市立浦和 1 5289 八木　翔也 埼玉 東京農大三

2 1121 菊池　正樹 埼玉 市立浦和 2 5301 福田　一紀 埼玉 東京農大三

3 1116 鈴木　拓実 埼玉 市立浦和 3 5286 中嶋　亮介 埼玉 東京農大三

4 1118 柳澤　純太 埼玉 市立浦和 4 5286 齋藤　隼也 埼玉 東京農大三

8組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  順天堂大 42.20 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  春日部 43.71 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3643 塚越　健太郎 (1) 埼玉 順天堂大 1 104 芹澤　祐太 埼玉 春日部

2 66 藤崎　雄太 埼玉 順天堂大 2 92 山﨑　雄太 埼玉 春日部

3 5937 三浦　正光 埼玉 順天堂大 3 94 中塚　雄太 (2) 埼玉 春日部

4 79 荒木　達也 埼玉 順天堂大 4 100 高野　将弘 埼玉 春日部

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  聖学院大 43.96 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浦和東 *R2
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 2598 小川　岳大 埼玉 聖学院大 1 4935 山本　浩太 埼玉 浦和東

2 2600 浅野　誠 埼玉 聖学院大 2 4937 田中　将吾 埼玉 浦和東

3 2601 長谷見　翼 埼玉 聖学院大 3 4931 下井　理裕 埼玉 浦和東

4 2603 鈴木　康太 (2) 埼玉 聖学院大 4 4930 皆川　聖貴 埼玉 浦和東

4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  越生 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  飯能 *R3
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 322 赤羽　力也 埼玉 飯能

2 316 横手　駿 埼玉 飯能

3 327 重村　大輔 埼玉 飯能

4 329 渡邊　輝 埼玉 飯能

7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  埼玉大TC
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

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

日本記録 (ＮＲ)         38.31     川畑・伊東・末続・朝原 (日本)                               ’00        
日本記録 (ＮＲ)         38.31     井上･伊東･土江･朝原 (日本)                                  ’97        
埼玉県記録 (ＰＲ)       39.78     鍛冶･井盛･池ノ谷・金子 (埼玉県選抜)                         ’98        

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

準決  3組2着+2

1組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  ウェルネス 41.41 Q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  深谷商 42.43 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 364 畑　景大 埼玉 ウェルネス 1 553 工藤　圭大 埼玉 深谷商

2 354 泉谷　建太 埼玉 ウェルネス 2 562 嘉山　大介 埼玉 深谷商

3 379 仲　祐樹 埼玉 ウェルネス 3 561 大澤　拓也 (2) 埼玉 深谷商

4 360 名嘉眞　朝康 埼玉 ウェルネス 4 552 松村　和也 埼玉 深谷商

3着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  西武文理 43.08 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  昌平 43.42
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 5018 伊藤　正行 埼玉 西武文理 1 2794 大久保　皓太 埼玉 昌平

2 5030 堅木　寿人 埼玉 西武文理 2 2792 太田　裕志 (3) 埼玉 昌平

3 5021 桜　俊介 埼玉 西武文理 3 2793 今　佑太 埼玉 昌平

4 5011 原嶋　智大 埼玉 西武文理 4 2796 海老原　剛 埼玉 昌平

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  蕨 43.60 6着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松山 43.99
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 1032 大内　徹也 埼玉 蕨 1 133 大室　秀樹 (2) 埼玉 松山

2 1025 西村　航 埼玉 蕨 2 128 佐藤　周平 埼玉 松山

3 1026 速水　義仁 埼玉 蕨 3 138 和田　雄志 埼玉 松山

4 1024 中島　貴大 埼玉 蕨 4 140 中島　雅達 埼玉 松山

8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  駿河台大 *R1 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東京農大三 DNF
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 5289 八木　翔也 埼玉 東京農大三

2 5301 福田　一紀 埼玉 東京農大三

3 5286 中嶋　亮介 埼玉 東京農大三

4 5286 齋藤　隼也 埼玉 東京農大三

2組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  埼玉大 42.09 Q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  国際武道大 42.18 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 2374 山田　直樹 埼玉 埼玉大 1 676 土田　祐三 埼玉 国際武道大

2 2377 宮元　学 埼玉 埼玉大 2 671 田中　慎也 埼玉 国際武道大

3 2368 森田　元 埼玉 埼玉大 3 3513 岸　卓磨 埼玉 国際武道大

4 2379 伊藤　裕一郎 埼玉 埼玉大 4 692 根岸　和也 埼玉 国際武道大

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大東大 42.41 q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浦和 42.71
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 4177 西岡　将貴 (2) 埼玉 大東大 1 9 河野　祐樹 埼玉 浦和

2 4176 岩堀　雅之 埼玉 大東大 2 10 竹内　優太 埼玉 浦和

3 7229 野島　孝典 埼玉 大東大 3 2 鈴木　一輝 (3) 埼玉 浦和

4 4040 中村　健吾 (1) 埼玉 大東大 4 3 外谷　陽輔 埼玉 浦和

5着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  春日部 43.31 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  進修館 43.42
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 104 芹澤　祐太 埼玉 春日部 1 874 齋藤　允孝 埼玉 進修館

2 92 山﨑　雄太 埼玉 春日部 2 888 関根　幸大 埼玉 進修館

3 94 中塚　雄太 (2) 埼玉 春日部 3 875 高野　涼 埼玉 進修館

4 100 高野　将弘 埼玉 春日部 4 871 山崎　潤矢 埼玉 進修館

7着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  春日部東 43.91 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  羽生一 45.60
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3626 上原　将也 埼玉 春日部東

2 3628 中島　裕基 埼玉 春日部東

3 3627 綾部　雅一 埼玉 春日部東

4 3625 高野　龍 埼玉 春日部東

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

日本記録 (ＮＲ)         38.31     川畑・伊東・末続・朝原 (日本)                               ’00        
日本記録 (ＮＲ)         38.31     井上･伊東･土江･朝原 (日本)                                  ’97        
埼玉県記録 (ＰＲ)       39.78     鍛冶･井盛･池ノ谷・金子 (埼玉県選抜)                         ’98        

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

3組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東洋大 41.86 Q 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  順天堂大 41.94 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 1020 神田　真之介 埼玉 東洋大 1 3643 塚越　健太郎 (1) 埼玉 順天堂大

2 1014 長谷川　卓矩 埼玉 東洋大 2 66 藤崎　雄太 埼玉 順天堂大

3 998 高橋　匠 埼玉 東洋大 3 5937 三浦　正光 埼玉 順天堂大

4 3801 早野　桂祐 埼玉 東洋大 4 79 荒木　達也 埼玉 順天堂大

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  埼玉栄 42.59 q 4着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大宮東 43.20
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3031 浅野　大輔 埼玉 埼玉栄 1 4245 對馬　翔 埼玉 大宮東

2 3033 瓶子　翔平 埼玉 埼玉栄 2 4240 野間　耀介 埼玉 大宮東

3 3032 内海　健太 (2) 埼玉 埼玉栄 3 4256 金澤　賢司 埼玉 大宮東

4 3050 小杉　俊裕 埼玉 埼玉栄 4 4232 木村　俊貴 埼玉 大宮東

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  伊奈学園総 43.21 6着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  武南 43.34
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 5168 山本　翔馬 埼玉 伊奈学園総 1 1732 清永　武生 埼玉 武南

2 5162 富永　大樹 埼玉 伊奈学園総 2 1733 幸　雄司 埼玉 武南

3 5164 仁科　圭介 埼玉 伊奈学園総 3 1712 新井　貴大 埼玉 武南

4 5165 小出　浩祐 埼玉 伊奈学園総 4 1720 友光　駿 埼玉 武南

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  聖学院大 43.74 8着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川越 44.06
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 2598 小川　岳大 埼玉 聖学院大 1 77 岡崎　大輔 埼玉 川越

2 2600 浅野　誠 埼玉 聖学院大 2 86 田口　幸樹 埼玉 川越

3 2601 長谷見　翼 埼玉 聖学院大 3 66 赤沼　亮輔 埼玉 川越

4 2603 鈴木　康太 (2) 埼玉 聖学院大 4 65 木村　圭 埼玉 川越

決勝

1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  ウェルネス 41.15 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東洋大 41.32
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 364 畑　景大 埼玉 ウェルネス 1 3801 早野　桂祐 埼玉 東洋大

2 354 泉谷　建太 埼玉 ウェルネス 2 1014 長谷川　卓矩 埼玉 東洋大

3 379 仲　祐樹 埼玉 ウェルネス 3 998 高橋　匠 埼玉 東洋大

4 360 名嘉眞　朝康 埼玉 ウェルネス 4 995 仲　圭介 埼玉 東洋大

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  埼玉大 41.53 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  順天堂大 41.78
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 2378 鈴木　英稔 埼玉 埼玉大 1 3643 塚越　健太郎 (1) 埼玉 順天堂大

2 2377 宮元　学 埼玉 埼玉大 2 66 藤崎　雄太 埼玉 順天堂大

3 2368 森田　元 埼玉 埼玉大 3 5937 三浦　正光 埼玉 順天堂大

4 2379 伊藤　裕一郎 埼玉 埼玉大 4 79 荒木　達也 埼玉 順天堂大

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大東大 41.79 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  国際武道大 42.23
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 4177 西岡　将貴 (2) 埼玉 大東大 1 676 土田　祐三 埼玉 国際武道大

2 4176 岩堀　雅之 埼玉 大東大 2 671 田中　慎也 埼玉 国際武道大

3 7229 野島　孝典 埼玉 大東大 3 3513 岸　卓磨 埼玉 国際武道大

4 4040 中村　健吾 (1) 埼玉 大東大 4 692 根岸　和也 埼玉 国際武道大

7着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  深谷商 42.52 8着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  埼玉栄 42.55
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 553 工藤　圭大 埼玉 深谷商 1 3031 浅野　大輔 埼玉 埼玉栄

2 562 嘉山　大介 埼玉 深谷商 2 3033 瓶子　翔平 埼玉 埼玉栄

3 561 大澤　拓也 (2) 埼玉 深谷商 3 3032 内海　健太 (2) 埼玉 埼玉栄

4 552 松村　和也 埼玉 深谷商 4 3050 小杉　俊裕 埼玉 埼玉栄

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

日本記録 (ＮＲ)         3.00.76   苅部･伊東･小坂田・大森 (日本)                               ’96        
埼玉県記録 (ＰＲ)       3.10.65   塩原･泉谷･金子・杉町 (ウェルネス)                           ’06        
大会記録 (ＧＲ)         3.11.73   塩原･泉谷･金子・杉町 (ウェルネス)                           ’06        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  ウェルネス 3.19.40 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東洋大 3.19.95

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 1294 大山　明 埼玉 ウェルネス 1 1049 渋谷　一平 埼玉 東洋大

2 370 福島　郁也 埼玉 ウェルネス 2 999 城戸　章徳 埼玉 東洋大

3 363 塩原　一也 埼玉 ウェルネス 3 3804 田中　淳也 埼玉 東洋大

4 359 金子　かおる 埼玉 ウェルネス 4 983 鶴岡　賢太 埼玉 東洋大

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  蕨 3.31.34 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  狭山ヶ丘 3.31.76
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 1032 大内　徹也 埼玉 蕨 1 1450 新見　浩平 埼玉 狭山ヶ丘

2 1025 西村　航 埼玉 蕨 2 1466 田中　駿也 埼玉 狭山ヶ丘

3 1026 速水　義仁 埼玉 蕨 3 1465 田地　秀章 埼玉 狭山ヶ丘

4 1036 四方田　英俊 埼玉 蕨 4 1461 新井　健介 埼玉 狭山ヶ丘

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  所沢西 3.34.15 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  本庄 3.42.11
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 2677 北田　琢磨 埼玉 所沢西 1 261 角田　拓己 埼玉 本庄

2 2693 新竹　穣 埼玉 所沢西 2 244 酒井　健二 埼玉 本庄

3 2676 北舘　耕平 埼玉 所沢西 3 251 栗原　秀希 埼玉 本庄

4 2671 新井　輝生 埼玉 所沢西 4 241 西川　克 埼玉 本庄

7着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  立教新座 3.52.37 DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  所沢 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 1412 久我　健斗 埼玉 立教新座

2 1411 田中　健太 埼玉 立教新座

3 1415 光墨　祥吾 埼玉 立教新座

4 1417 松澤　和輝 埼玉 立教新座

2組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  駿河台大 3.19.36 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  埼玉栄 3.19.60

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 2456 橋本　拓也 埼玉 駿河台大 1 3034 関　慎吾 埼玉 埼玉栄

2 4411 田中　宏和 埼玉 駿河台大 2 3046 田中　進悟 埼玉 埼玉栄

3 2448 原口　雄太 埼玉 駿河台大 3 3031 浅野　大輔 埼玉 埼玉栄

4 2455 田中　直樹 埼玉 駿河台大 4 3033 瓶子　翔平 埼玉 埼玉栄

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  宮原中 3.30.66 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大井 3.31.43
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 2730 髙田　尚吾 埼玉 宮原中 1 3872 稲垣　裕太 埼玉 大井

2 2718 木村　涼平 埼玉 宮原中 2 3878 石川　和希 埼玉 大井

3 2720 石関　秀伍 埼玉 宮原中 3 3875 菅原　光生 埼玉 大井

4 2725 加藤　誠也 埼玉 宮原中 4 3873 千葉　孝久 埼玉 大井

5着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川口北 3.33.60 6着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  三郷工技 3.37.81
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3162 小林　智樹 埼玉 川口北 1 5225 吉田　雄一 埼玉 三郷工技

2 3171 中田　健太 埼玉 川口北 2 5227 中村　覚 埼玉 三郷工技

3 3172 山本　亮太 埼玉 川口北 3 5230 増田　力也 埼玉 三郷工技

4 3170 岡安　健太 埼玉 川口北 4 5223 西東　周一 埼玉 三郷工技

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  豊岡 3.37.90 8着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  国際学院 3.47.38
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 792 堀内　謙 埼玉 豊岡 1 6067 安斎　翔太 埼玉 国際学院

2 791 馬場　啓佑 埼玉 豊岡 2 6069 丹下　将司 埼玉 国際学院

3 789 西田　圭吾 埼玉 豊岡 3 6068 田中　航太 埼玉 国際学院

4 785 松原　裕一 埼玉 豊岡 4 6071 林　遼平 埼玉 国際学院

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男



男子4X400mR

日本記録 (ＮＲ)         3.00.76   苅部･伊東･小坂田・大森 (日本)                               ’96        
埼玉県記録 (ＰＲ)       3.10.65   塩原･泉谷･金子・杉町 (ウェルネス)                           ’06        
大会記録 (ＧＲ)         3.11.73   塩原･泉谷･金子・杉町 (ウェルネス)                           ’06        

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

3組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  城西大 3.18.28 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東理大 3.18.74

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 150 海老　真輔 埼玉 城西大 1 1657 呉　鶴治朗 埼玉 東理大

2 159 円谷　洋平 埼玉 城西大 2 1650 高橋　大 埼玉 東理大

3 144 内藤　智之 埼玉 城西大 3 1634 坂巻　貴史 埼玉 東理大

4 143 内藤　貴之 埼玉 城西大 4 1625 村松　和也 埼玉 東理大

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  武蔵越生 3.27.31 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  越谷西 3.27.48
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 1863 関口　剛 埼玉 武蔵越生 1 2551 田中　健太 埼玉 越谷西

2 1865 市川　達也 埼玉 武蔵越生 2 2566 荒井　智博 埼玉 越谷西

3 1864 矢島　怜治 埼玉 武蔵越生 3 2574 寺沢　明修 埼玉 越谷西

4 1861 石井　祐人 埼玉 武蔵越生 4 2552 大和田　真慈 埼玉 越谷西

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  昌平 3.28.44 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川口東 3.36.91
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 2794 大久保　皓太 埼玉 昌平 1 4050 齋藤　了輔 埼玉 川口東

2 2792 太田　裕志 埼玉 昌平 2 4021 坂本　優太 埼玉 川口東

3 2796 海老原　剛 埼玉 昌平 3 4040 初見　優太 埼玉 川口東

4 2791 野原　聡准 埼玉 昌平 4 4041 河原　聖太 埼玉 川口東

7着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  白岡 3.37.71 8着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  羽生実 3.44.61
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3637 藤原　正輝 埼玉 白岡 1 597 阿部　祐介 埼玉 羽生実

2 3645 田辺　健太 埼玉 白岡 2 581 島田　仁 埼玉 羽生実

3 3644 高山　栄輔 埼玉 白岡 3 586 矢島　陸 埼玉 羽生実

4 3641 長谷川　光 埼玉 白岡 4 582 中村　由学 埼玉 羽生実

4組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松山 3.23.65 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  春日部共栄 3.29.29

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 129 村上　勇二 埼玉 松山 1 2860 網代　祐太 埼玉 春日部共栄

2 133 大室　秀樹 埼玉 松山 2 2870 古賀　友矩 埼玉 春日部共栄

3 149 中村　直 埼玉 松山 3 2871 桂　祐太 埼玉 春日部共栄

4 140 中島　雅達 埼玉 松山 4 2867 小野　誠裕 埼玉 春日部共栄

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  西武文理 3.35.71 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  熊谷 3.38.93
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 5021 桜　俊介 埼玉 西武文理 1 48 田原　克尚 埼玉 熊谷

2 5027 三木　裕介 埼玉 西武文理 2 38 芝田　翔太 埼玉 熊谷

3 5014 高巣　真一 埼玉 西武文理 3 42 小川　光康 埼玉 熊谷

4 5016 阿部　憲昌 埼玉 西武文理 4 56 遠藤　悠生 埼玉 熊谷

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  坂戸西 3.53.19 DNS 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大宮西 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 2652 木下　祐輔 埼玉 坂戸西

2 2651 豊田　翼 埼玉 坂戸西

3 2648 村田　憲昭 埼玉 坂戸西

4 2662 中嶋　優馬 埼玉 坂戸西

DNS 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  滑川総合 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属



男子4X400mR

日本記録 (ＮＲ)         3.00.76   苅部･伊東･小坂田・大森 (日本)                               ’96        
埼玉県記録 (ＰＲ)       3.10.65   塩原･泉谷･金子・杉町 (ウェルネス)                           ’06        
大会記録 (ＧＲ)         3.11.73   塩原･泉谷･金子・杉町 (ウェルネス)                           ’06        

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

5組
1着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  飯能 3.27.10 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川越西 3.29.53

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 317 池田　和也 埼玉 飯能 1 2612 菊地　裕介 埼玉 川越西

2 329 渡邊　輝 埼玉 飯能 2 2611 板井　優太 埼玉 川越西

3 316 横手　駿 埼玉 飯能 3 2613 葛巻　拓朗 埼玉 川越西

4 319 近江　悠之 埼玉 飯能 4 2617 池田　裕一 埼玉 川越西

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  伊奈学園総 3.30.43 4着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  越ヶ谷 3.38.20
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 5166 原田　和也 埼玉 伊奈学園総 1 346 立澤　昌也 埼玉 越ヶ谷

2 5169 須藤　武彦 埼玉 伊奈学園総 2 334 前田　朋成 埼玉 越ヶ谷

3 5170 中村　竜成 埼玉 伊奈学園総 3 355 三浦　健太 埼玉 越ヶ谷

4 5165 小出　浩祐 埼玉 伊奈学園総 4 333 高橋　大喜 埼玉 越ヶ谷

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浦和南 3.42.10 6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  幸手 3.44.39
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 2103 太田　健一 (3) 埼玉 浦和南 1 4082 蒔田　龍也 埼玉 幸手

2 2102 大内　実 埼玉 浦和南 2 4081 石川　透 埼玉 幸手

3 2110 平川　貴大 埼玉 浦和南 3 4083 三浦　知祥 埼玉 幸手

4 2108 下川　康二 埼玉 浦和南 4 4084 堀口　優 埼玉 幸手

DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東京農大三 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

6組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  春日部東 3.22.80 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  武南 3.24.91

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3601 藤倉　悠喜 埼玉 春日部東 1 1713 小原　和真 埼玉 武南

2 3615 竹内　勝信 埼玉 春日部東 2 1716 野島　俊介 埼玉 武南

3 3604 小林　優史 埼玉 春日部東 3 1715 薄井　雄基 埼玉 武南

4 3626 上原　将也 埼玉 春日部東 4 1720 友光　駿 (2) 埼玉 武南

3着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大宮武蔵野 3.33.41 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  草加 3.36.15
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3306 山下　恭平 埼玉 大宮武蔵野 1 1562 倉持　健夫 埼玉 草加

2 3301 安井　元気 埼玉 大宮武蔵野 2 1561 岩合　昭直 埼玉 草加

3 3307 大平　和磨 埼玉 大宮武蔵野 3 1563 原田　猛 埼玉 草加

4 3310 田島　亮 埼玉 大宮武蔵野 4 1564 佐藤　寛伸 埼玉 草加

5着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浦和 3.39.34 6着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浦和東 3.59.52
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 8 吉岡　克起 埼玉 浦和 1 4935 山本　浩太 埼玉 浦和東

2 5 柴田　峻至 埼玉 浦和 2 4937 田中　将吾 埼玉 浦和東

3 11 平田　真太郎 埼玉 浦和 3 4931 下井　理裕 埼玉 浦和東

4 7 金子　修平 埼玉 浦和 4 4930 皆川　聖貴 埼玉 浦和東

DNS 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  春日部 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属



男子4X400mR

日本記録 (ＮＲ)         3.00.76   苅部･伊東･小坂田・大森 (日本)                               ’96        
埼玉県記録 (ＰＲ)       3.10.65   塩原･泉谷･金子・杉町 (ウェルネス)                           ’06        
大会記録 (ＧＲ)         3.11.73   塩原･泉谷･金子・杉町 (ウェルネス)                           ’06        

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

7組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  羽生一 3.24.65 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  開智 3.28.52

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 3819 栗原　康行 埼玉 羽生一 1 4956 藤井　紀綺 埼玉 開智

2 3839 小倉　悠平 埼玉 羽生一 2 4970 神座　太朗 埼玉 開智

3 3814 長島　拓也 埼玉 羽生一 3 4952 麻生　祐貴 埼玉 開智

4 3821 早川　暁啓 埼玉 羽生一 4 4953 小栗　崇史 埼玉 開智

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  市立浦和 3.31.96 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  埼玉平成 3.32.16
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 1118 柳澤　純太 埼玉 市立浦和 1 2911 高桑　健 埼玉 埼玉平成

2 1121 菊池　正樹 埼玉 市立浦和 2 2915 勝又　亮 埼玉 埼玉平成

3 1113 降矢　茂実 埼玉 市立浦和 3 2921 名取　健太 埼玉 埼玉平成

4 1111 坂本　光 埼玉 市立浦和 4 2922 布上　雄貴 埼玉 埼玉平成

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川口総合 3.38.14 DNS 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大宮 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 5648 住田　渡 埼玉 川口総合

2 5645 小杉　隆三 埼玉 川口総合

3 5647 直井　健太 埼玉 川口総合

4 5649 宍倉　巧樹 埼玉 川口総合

DNS 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  越生 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

8組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大宮東 3.26.63 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  所沢北 3.33.32

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 4239 斉藤　章馬 埼玉 大宮東 1 3193 藤木　浩太郎 埼玉 所沢北

2 4255 村田　俊祐 埼玉 大宮東 2 3188 小門　照太 埼玉 所沢北

3 4256 金澤　賢司 埼玉 大宮東 3 3187 大竹口　亮 埼玉 所沢北

4 4257 森井　悠 埼玉 大宮東 4 3202 水上　景士郎 埼玉 所沢北

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川越 3.36.01 4着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川越工 3.39.85
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 64 西尾　正人 埼玉 川越 1 499 山本　浩之 埼玉 川越工

2 77 岡崎　大輔 埼玉 川越 2 507 石久保　貴之 埼玉 川越工

3 62 刀川　慧之 埼玉 川越 3 483 四方田　和真 埼玉 川越工

4 66 赤沼　亮輔 埼玉 川越 4 482 栗原　佳祐 埼玉 川越工

5着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  上大久保中 3.47.46 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  越谷南 3.49.49
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 56 新井　郁也 埼玉 上大久保中 1 3290 佐藤　夏樹 埼玉 越谷南

2 57 宮澤　亮平 埼玉 上大久保中 2 3285 栗原　将貴 埼玉 越谷南

3 58 小野寺　達哉 埼玉 上大久保中 3 3293 磯崎　幸司 埼玉 越谷南

4 59 山口　時世 埼玉 上大久保中 4 3288 中澤　覚 埼玉 越谷南

DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  熊谷西 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属



男子4X400mR

日本記録 (ＮＲ)         3.00.76   苅部･伊東･小坂田・大森 (日本)                               ’96        
埼玉県記録 (ＰＲ)       3.10.65   塩原･泉谷･金子・杉町 (ウェルネス)                           ’06        
大会記録 (ＧＲ)         3.11.73   塩原･泉谷･金子・杉町 (ウェルネス)                           ’06        

審 判 長：渡辺　隆洋
記録主任：浜田三喜男

決勝

1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東理大 3.15.87 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  ウェルネス 3.16.27
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 1657 呉　鶴治朗 埼玉 東理大 1 357 金子　信 埼玉 ウェルネス

2 1650 高橋　大 埼玉 東理大 2 363 塩原　一也 埼玉 ウェルネス

3 1634 坂巻　貴史 埼玉 東理大 3 359 金子　かおる 埼玉 ウェルネス

4 1625 村松　和也 埼玉 東理大 4 354 泉谷　建太 埼玉 ウェルネス

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  城西大 3.16.31 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  埼玉栄 3.17.65
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 144 内藤　智之 埼玉 城西大 1 3034 関　慎吾 埼玉 埼玉栄

2 155 田中　基博 埼玉 城西大 2 3046 田中　進悟 埼玉 埼玉栄

3 159 円谷　洋平 埼玉 城西大 3 3031 浅野　大輔 埼玉 埼玉栄

4 143 内藤　貴之 埼玉 城西大 4 3033 瓶子　翔平 埼玉 埼玉栄

5着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東洋大 3.17.66 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  駿河台大 3.19.85
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 1014 長谷川　卓矩 埼玉 東洋大 1 2448 原口　雄太 埼玉 駿河台大

2 999 城戸　章徳 埼玉 東洋大 2 2455 田中　直樹 埼玉 駿河台大

3 1049 渋谷　一平 埼玉 東洋大 3 2456 橋本　拓也 埼玉 駿河台大

4 983 鶴岡　賢太 埼玉 東洋大 4 4411 田中　宏和 埼玉 駿河台大

7着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松山 3.21.36 8着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  春日部東 3.23.46
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

1 133 大室　秀樹 埼玉 松山 1 3625 高野　龍 埼玉 春日部東

2 140 中島　雅達 埼玉 松山 2 3601 藤倉　悠喜 埼玉 春日部東

3 129 村上　勇二 埼玉 松山 3 3626 上原　将也 埼玉 春日部東

4 149 中村　直 埼玉 松山 4 3615 竹内　勝信 埼玉 春日部東



男子走高跳

日本記録 (ＮＲ)         2m33      醍醐　直幸 (富士通)                                         ’06        

埼玉県記録 (ＰＲ)       2m27      野中　悟 (中京大)                                           ’85        

大会記録 (ＧＲ)         2m20      石井　孝治 (日本大学)                                       ’00        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

○ － － ○ － × ○ × ○ ○

1 32 54 車田　正則 埼玉 ＴＡＰ × × × 2m10

○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

2 25 2602 吉川　弘祐 (2) 埼玉 聖学院大 2m04

－ － － ○ － × ○ － × × －

3 33 195 田端　和輝 埼玉 小川陸協 × 2m04

○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

4 22 4312 武井　泰宏 (1) 埼玉 首都大 2m01

－ － ○ × × ○ － × × ×

5 27 53 高尾　大吉 埼玉 ＴＡＰ 1m98

○ ○ ○ × × ×

6 29 661 福富　一喜 埼玉 東電埼玉 1m95

○ ○ ○ × × ×

6 30 1536 根本　泰行 (2) 埼玉 日体大 1m95 *JO

○ ○ × × ×

8 23 349 田村　雄祐 (3) 埼玉 日大 1m90

× × ○ × ○ × × ×

9 26 3035 中島　諒介 (3) 埼玉 埼玉栄 1m90

× ○ × × ○ × × ×

10 21 3426 西川　裕真 (1) 埼玉 日体大 1m90

○ × × ×

11 24 4300 鈴木　正和 (3) 埼玉 南陵 1m85

× ○ × × ×

12 15 7076 鈴木　惇也 埼玉 埼玉陸協 1m85

× ○ × × ×

12 16 5173 柏原　健佑 (3) 埼玉 伊奈学園総 1m85

× ○ × × ×

12 28 494 前島　奨 埼玉 越谷市陸協 1m85

／

1 4677 坂本　龍介 (1) 埼玉 明海大 NM

× × ×

3 3490 高部　慎也 (1) 埼玉 滑川総合 NM

× × ×

5 2694 駒形　優樹 (3) 埼玉 所沢西 NM

× × ×

7 2074 鈴木　健 (3) 埼玉 日工大 NM

× × ×

9 602 与口　睦 (2) 埼玉 岩槻商 NM

× × ×

11 2072 小林　正和 (3) 埼玉 日工大 NM

× × ×

13 2648 飯野　司 (3) 埼玉 坂戸西 NM

× × ×

17 98 山本　卓矢 (2) 埼玉 春日部 NM

× × ×

19 2614 古賀　清志 (3) 埼玉 川越西 NM

／

31 5432 山岸　亮太 (3) 埼玉 久喜北陽 NM

／

2 3335 平山　晃一 (3) 埼玉 一橋大 NM

× × ×

4 353 庄子　由麻 (1) 埼玉 越ヶ谷 NM

× × ×

6 4250 佐々木　祐介 (2) 埼玉 大宮東 NM

× × ×

8 4626 栗原　駿 (1) 埼玉 大宮南 NM

× × ×

10 144 森　完治 (1) 埼玉 松山 NM

審 判 長：神田良太郎

記録主任：浜田三喜男

1m85
2m13

1m90 1m95 1m98 2m01 2m04 2m07 2m10

凡例: NR:記録なし / DNS:欠　　　場



男子走高跳

日本記録 (ＮＲ)         2m33      醍醐　直幸 (富士通)                                         ’06        

埼玉県記録 (ＰＲ)       2m27      野中　悟 (中京大)                                           ’85        

大会記録 (ＧＲ)         2m20      石井　孝治 (日本大学)                                       ’00        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

○ － － ○ － × ○ × ○ ○

審 判 長：神田良太郎

記録主任：浜田三喜男

1m85
2m13

1m90 1m95 1m98 2m01 2m04 2m07 2m10

× × ×

12 1031 石原　雅樹 (2) 埼玉 蕨 NM

× × ×

14 1093 池田　良高 埼玉 八潮陸協 NM

× × ×

18 1469 武田　佑輔 (2) 埼玉 狭山ヶ丘 NM

× × ×

20 1035 桝田　明弘 (2) 埼玉 蕨 NM

× × ×

34 4877 佐藤　真人 埼玉 鳩山 NM

6位決定戦

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

× ×

661 福富　一喜 埼玉 東電埼玉

× ○

1536 根本　泰行 (2) 埼玉 日体大

1m98 1m96

凡例: NR:記録なし / DNS:欠　　　場



男子棒高跳

日本記録 (ＮＲ)         5m83      沢野　大地 (ニシ・スポーツ)                                 ’05        

埼玉県記録 (ＰＲ)       5m55      橋岡　利行 (青桐クラブ)                                     ’86        

大会記録 (ＧＲ)         5m40      高根沢　威夫 (本田技研)                                     ’78        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

－ － － － × ○ － × × ○ × × ×

1 27 3593 草間　裕 (1) 埼玉 筑波大院 5m00

－ － ○ ○ ○ × × ×

2 23 472 清水　貴宏 (4) 埼玉 東海大 4m80

－ － － × × ○ × × ×

3 26 1456 渋川　学 (3) 埼玉 日体大 4m70

－ ○ ○ × × ×

4 24 171 佐々木　新之助 埼玉 埼玉大ＴＣ 4m60

－ ○ × ○ － × × ×

5 21 2315 福原　大地 (2) 埼玉 八潮 4m60

－ ○ × × ×

6 15 2154 高橋　秀平 (2) 埼玉 平国大 4m40

× × ○ ○ × × ×

7 13 148 藤野　亮太 (1) 埼玉 松山 4m40

○ × × ○ × × ×

8 11 161 長谷川　京佑 (3) 埼玉 城西大 4m40

○ × × ×

9 14 3633 佐々木　潤一郎 (1)埼玉 順天堂大 4m20

○ × × ×

9 10 3642 河埜　大樹 (2) 埼玉 白岡 4m20

○ × × ×

9 25 3633 長田　拓也 (3) 埼玉 白岡 4m20

○ × × ×

9 22 211 石塚　佑貴 (3) 埼玉 不動岡 4m20

× ○ × × ×

13 20 2314 新鷲　壮美 (3) 埼玉 八潮 4m20

× × ×

1 494 前島　奨 埼玉 越谷市陸協 NM

× × ×

3 2311 大江　和裕 (3) 埼玉 八潮 NM

× × ×

5 2316 伊藤　稜真 (1) 埼玉 八潮 NM

× × ×

7 3033 武島　克憲 (4) 埼玉 和光大 NM

× × ×

9 3648 齊藤　雄大 (1) 埼玉 白岡 NM

－ × × ×

17 657 成田　紘章 (2) 埼玉 中京大 NM

× × ×

19 99 弓削　武蔵 (3) 埼玉 春日部 NM

× × ×

2 3636 廣瀬　誠人 (3) 埼玉 白岡 NM

／

4 1104 昼間　優 埼玉 八潮陸協 NM

／

6 230 成田　逸人 (1) 埼玉 不動岡 NM

× × ×

8 1098 伊部　大徳 埼玉 八潮陸協 NM

× × ×

12 3280 加藤　真也 (3) 埼玉 越谷南 NM

× × ×

16 4694 村山　裕紀 (1) 埼玉 平国大 NM

／

18 570 蓮沼　剛志 埼玉 埼玉大ＴＣ NM

審 判 長：神田良太郎

記録主任：浜田三喜男

4m20 4m40 4m60 4m70 4m80 4m90 5m00 5m20

凡例: DNS:欠　　　場



男子走幅跳

日本記録 (ＮＲ)         8m25      森長　正樹 (日本大)                                         ’92        

埼玉県記録 (ＰＲ)       7m99      安田　久憲 (ゼンリン)                                       ’92        

大会記録 (ＧＲ)         7m80      安田　久憲 (ゼンリン)                                       ’91        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

6m80 6m91 6m95 6m95 6m89 6m24 7m25 7m25

1 47 4873 辻　将也 埼玉 鳩山 +0.7 -0.7 -1.5 -1.5 +1.1 +0.7 +0.7 +0.7

7m22 5m64 × 7m22 × × × 7m22

2 46 3959 吉田　昌弘 (1) 埼玉 順天堂大院 +1.0 -0.1 +1.0 +1.0

7m04 × × 7m04 × × × 7m04

3 42 3823 早野　雅人 (1) 埼玉 早稲田大 -0.5 -0.5 -0.5

6m64 × 7m00 7m00 × × 6m90 7m00

4 40 1024 中島　貴大 (3) 埼玉 蕨 +1.1 -1.0 -1.0 +0.4 -1.0

× 6m84 × 6m84 6m46 6m88 6m77 6m88

5 39 2 鈴木　一輝 (3) 埼玉 浦和 -1.3 -1.3 +0.7 -0.4 +1.2 -0.4

× × 6m84 6m84 － － － 6m84

6 43 4177 西岡　将貴 (2) 埼玉 大東大 0.0 0.0 0.0

6m72 6m78 × 6m78 6m46 6m42 × 6m78

7 41 1377 今井　佑 (3) 埼玉 聖望 +0.3 -0.5 -0.5 -0.3 0.0 -0.5

6m58 6m75 6m58 6m75 6m50 × × 6m75

8 35 3802 広瀬　悠平 (1) 埼玉 東洋大 0.0 +0.2 -0.1 +0.2 -0.1 +0.2

6m75 × 6m54 6m75 6m75

9 32 1334 平沢　晋太郎 (2) 埼玉 法政大 +1.1 +0.1 +1.1 +1.1

6m28 6m70 6m74 6m74 6m74

10 34 329 渡邊　輝 (3) 埼玉 飯能 0.0 +1.7 +0.4 +0.4 +0.4

6m74 × × 6m74 6m74

11 24 3400 小林　祐 (3) 埼玉 熊谷西 +1.2 +1.2 +1.2

6m71 6m68 6m72 6m72 6m72

12 37 823 松山　俊彦 (4) 埼玉 国士館大 +0.5 -0.6 -2.1 -2.1 -2.1

× × 6m71 6m71 6m71

13 45 1489 吉田　明正 (3) 埼玉 日体大 -0.7 -0.7 -0.7

× 6m60 × 6m60 6m60

14 9 1222 林　達也 埼玉 埼玉林陸上 +2.2 +2.2 +2.2

6m58 6m43 6m55 6m58 6m58

15 36 2603 鈴木　康太 (2) 埼玉 聖学院大 0.0 -1.8 -0.2 0.0 0.0

6m52 × 6m22 6m52 6m52

16 8 5009 光岡　拓真 (2) 埼玉 早大本庄 0.0 +0.1 0.0 0.0

6m45 6m49 6m20 6m49 6m49

17 13 101 逆井　智也 (2) 埼玉 春日部 +0.3 +1.2 +0.2 +1.2 +1.2

6m21 6m43 × 6m43 6m43

18 30 3421 後藤　一憲 (3) 埼玉 川越南 +0.9 +1.5 +1.5 +1.5

6m41 6m17 6m42 6m42 6m42

19 38 79 荒木　達也 (2) 埼玉 順天堂大 +1.3 -0.1 -0.9 -0.9 -0.9

× 6m41 6m30 6m41 6m41

20 25 2450 池澤　宏之 (3) 埼玉 駿河台大 +1.0 +0.9 +1.0 +1.0

× × 6m41 6m41 6m41

21 29 1733 幸　雄司 (2) 埼玉 武南 0.0 0.0 0.0

6m09 6m39 6m21 6m39 6m39

22 4 2552 大和田　真慈 (3) 埼玉 越谷西 +0.3 +0.7 +0.1 +0.7 +0.7

6m33 6m32 6m18 6m33 6m33

23 31 133 山本　拓哉 (4) 埼玉 城西大 +1.9 +1.8 +0.4 +1.9 +1.9

6m29 × 6m33 6m33 6m33

24 23 2364 林　純平 (2) 埼玉 埼玉大 -0.4 0.0 0.0 0.0

× 4m39 6m30 6m30 6m30

25 26 322 赤羽　力也 (3) 埼玉 飯能 +0.5 +0.6 +0.6 +0.6

6m15 6m14 6m26 6m26 6m26

26 12 100 高野　将弘 (2) 埼玉 春日部 +0.4 +1.7 0.0 0.0 0.0

× 6m25 × 6m25 6m25

27 27 871 山崎　潤矢 (2) 埼玉 進修館 +1.7 +1.7 +1.7

審 判 長：神田良太郎

記録主任：浜田三喜男

凡例: NR:記録なし / DNS:欠　　　場



男子走幅跳

日本記録 (ＮＲ)         8m25      森長　正樹 (日本大)                                         ’92        

埼玉県記録 (ＰＲ)       7m99      安田　久憲 (ゼンリン)                                       ’92        

大会記録 (ＧＲ)         7m80      安田　久憲 (ゼンリン)                                       ’91        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：神田良太郎

記録主任：浜田三喜男

6m09 6m17 6m23 6m23 6m23

28 20 5030 堅木　寿人 (1) 埼玉 西武文理 +0.6 -0.7 -0.3 -0.3 -0.3

5m76 5m87 6m23 6m23 6m23

29 19 3628 中島　裕基 (3) 埼玉 春日部東 +0.4 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5

6m21 6m08 5m73 6m21 6m21

30 28 5301 福田　一紀 (3) 埼玉 東京農大三 0.0 +2.1 +0.7 0.0 0.0

× 5m95 6m16 6m16 6m16

31 14 1041 秋本　貴大 (1) 埼玉 蕨 -0.6 -0.3 -0.3 -0.3

× 6m12 × 6m12 6m12

32 3 4038 山本　修 (3) 埼玉 川口東 +0.9 +0.9 +0.9

5m99 6m05 6m02 6m05 6m05

33 5 380 吉田　政輝 埼玉 ウェルネス 0.0 -0.3 +0.5 -0.3 -0.3

5m85 × × 5m85 5m85

34 1 832 奥津　憲 埼玉 川越陸協 0.0 0.0 0.0

× × 5m82 5m82 5m82

35 15 875 高野　涼 (3) 埼玉 進修館 0.0 0.0 0.0

× 5m53 × 5m53 5m53

36 16 1023 佐久間　涼 (3) 埼玉 蕨 -1.4 -1.4 -1.4

× × 4m64 4m64 4m64

37 11 374 小笠原　翔 埼玉 ウェルネス +0.3 +0.3 +0.3

4m60 × × 4m60 4m60

38 6 45 古川　薫 (3) 埼玉 熊谷 0.0 0.0 0.0

／

7 2796 海老原　剛 (3) 埼玉 昌平 NM

× × ×

17 1000 宮澤　亮平 (3) 埼玉 上大久保中 NM

／

21 2103 太田　健一 (3) 埼玉 浦和南 NM

／

33 219 鈴木　智行 (3) 埼玉 不動岡 NM

／

2 165 鈴木　剛 埼玉 埼玉大ＴＣ NM

× × ×

10 3036 高橋　健 (1) 埼玉 埼玉栄 NM

／

18 2106 上原　涼 (1) 埼玉 浦和南 NM

× × ×

22 1054 久保田　慈 (2) 埼玉 東洋大 NM

／

44 562 嘉山　大介 (2) 埼玉 深谷商 NM

凡例: NR:記録なし / DNS:欠　　　場



男子三段跳

日本記録 (ＮＲ)         17m15     山下　訓史 (日本電気)                                       ’86        

埼玉県記録 (ＰＲ)       16m76     中西　正美 (日体大研究員)                                   ’78        

大会記録 (ＧＲ)         16m18     境野　雅之 (岩槻陸協)                                       ’96        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

14m50 × 14m36 14m50 15m54 － 15m39 15m54

1 28 447 梶川　洋平 埼玉 クレーマー -0.4 -0.9 -0.4 +0.3 +0.4 +0.3

14m66 14m65 14m81 14m81 15m21 － － 15m21

2 26 4177 西岡　将貴 (2) 埼玉 大東大 -0.9 -0.4 -1.3 -1.3 +0.1 +0.1

14m53 14m86 14m58 14m86 × 14m70 14m94 14m94

3 27 1307 青木　祐輔 (4) 埼玉 法政大 -0.4 -0.5 -1.8 -0.5 +0.6 +0.1 +0.1

13m66 14m00 12m50 14m00 14m19 14m35 14m48 14m48

4 25 322 赤羽　力也 (3) 埼玉 飯能 -0.7 -0.9 0.0 -0.9 +0.4 +0.4 0.0 0.0

13m47 13m93 13m88 13m93 14m00 － × 14m00

5 1 62 富田　祥弘 埼玉 秩父陸協 -1.2 -0.8 -1.0 -0.8 0.0 0.0

13m74 13m92 13m31 13m92 13m75 13m77 13m99 13m99

6 22 2364 林　純平 (2) 埼玉 埼玉大 -0.7 -0.3 -0.5 -0.3 +0.3 +0.8 +0.1 +0.1

13m44 13m44 13m83 13m83 × × 13m83 13m83

7 19 3066 鈴木　成人 (3) 埼玉 芝工大 -0.1 -1.3 -0.4 -0.4 +0.6 -0.4

13m66 13m67 13m75 13m75 13m79 × 13m46 13m79

8 21 2603 鈴木　康太 (2) 埼玉 聖学院大 0.0 -0.6 -1.5 -1.5 +0.9 +0.2 +0.9

13m28 13m70 × 13m70 13m70

9 16 2552 大和田　真慈 (3) 埼玉 越谷西 -0.6 0.0 0.0 0.0

13m63 × 12m87 13m63 13m63

10 20 582 天野　秀哉 (2) 埼玉 国際武道大 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2

13m61 13m06 12m63 13m61 13m61

11 12 145 井上　裕司 (4) 埼玉 城西大 -0.4 -1.1 -1.1 -0.4 -0.4

12m83 × 13m60 13m60 13m60

12 14 875 高野　涼 (3) 埼玉 進修館 -0.4 -1.0 -1.0 -1.0

13m28 × 12m49 13m28 13m28

13 8 91 前田　薫 (2) 埼玉 春日部 -1.0 -1.2 -1.0 -1.0

13m00 13m17 13m26 13m26 13m26

14 18 1387 福嶋　壮彦 埼玉 飯能クラブ -0.4 -1.3 -0.1 -0.1 -0.1

13m23 13m08 12m93 13m23 13m23

15 13 3484 山下　宜久 (3) 埼玉 滑川総合 -0.6 -0.7 -0.9 -0.6 -0.6

× × 12m95 12m95 12m95

16 15 873 金子　空 (3) 埼玉 進修館 -0.2 -0.2 -0.2

12m85 12m55 12m50 12m85 12m85

17 5 3487 大山　駿 (2) 埼玉 滑川総合 -0.6 -0.9 0.0 -0.6 -0.6

12m16 12m71 11m99 12m71 12m71

18 4 5433 木暮　守 (3) 埼玉 久喜北陽 -0.1 -0.5 -0.7 -0.5 -0.5

11m46 12m58 12m09 12m58 12m58

19 2 5479 三島　幸大 (3) 埼玉 和光国際 -0.8 0.0 -0.7 0.0 0.0

12m46 12m33 × 12m46 12m46

20 9 1105 永田　茂雄 埼玉 八潮陸協 -0.9 -0.8 -0.9 -0.9

× 11m57 × 11m57 11m57

21 3 1265 田島　康史 (2) 埼玉 早大同好会 0.0 0.0 0.0

／

10 3526 杉浦　昴 (1) 埼玉 国際武道大 NM

／

24 329 渡邊　輝 (3) 埼玉 飯能 NM

／

6 4734 山田　一輝 (1) 埼玉 埼玉大 NM

／

7 1237 服部　直人 埼玉 壱健クラブ NM

／

11 2614 古賀　清志 (3) 埼玉 川越西 NM

／

17 2103 太田　健一 (3) 埼玉 浦和南 NM

／

23 5432 山岸　亮太 (3) 埼玉 久喜北陽 NM

／

29 4873 辻　将也 埼玉 鳩山 NM

審 判 長：神田良太郎

記録主任：浜田三喜男

凡例: NR:記録なし / DNS:欠　　　場



男子砲丸投

日本記録 (ＮＲ)         18m56     畑瀬　聡 (綜合ガードシステム)                               ’06        

埼玉県記録 (ＰＲ)       16m73     野川　義則 (吉川高教員)                                     ’98        

大会記録 (ＧＲ)         15m24     野川　義則 (鴻巣市陸協)                                     ’96        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 16 1241 山崎　俊幸 埼玉 東越谷小教 13m13 13m45 13m76 13m76 14m11 × 14m11

2 15 356 斉藤　駿介 埼玉 ウェルネス 12m36 12m47 12m68 12m68 12m62 12m68

3 12 644 佐藤　健司 (4) 埼玉 国際武道大 11m45 12m09 × 12m09 × × 12m09

4 17 3618 長島　史興 (3) 埼玉 春日部東 10m83 11m27 11m52 11m52 11m76 11m79 11m97 11m97

5 2 3826 永瀬　誠 (3) 埼玉 羽生一 11m46 11m87 11m87 11m78 11m87

6 11 7190 橋本　健二 埼玉 埼玉陸協 11m38 11m65 × 11m65 × × 11m65

7 9 3037 原　渉 (3) 埼玉 埼玉栄 11m42 11m42 11m42

8 10 190 小久保　義人 埼玉 小川陸協 9m93 11m18 11m30 11m30 11m37 11m37

9 7 2599 加藤　諒 (3) 埼玉 聖学院大 × 11m27 × 11m27 11m27

10 13 692 根岸　和也 (3) 埼玉 国際武道大 11m09 11m06 11m09 11m09

11 14 570 青木　寛明 (3) 埼玉 国際武道大 × 10m95 × 10m95 10m95

12 4 945 須長　瑞記 (2) 埼玉 鴻巣 10m85 × 10m86 10m86 10m86

13 5 145 内林　孝文 (2) 埼玉 松山 9m83 10m75 10m75 10m75

14 6 4953 小森谷　仁 (2) 埼玉 立正大 10m25 10m58 10m58 10m58

15 8 2713 鳥羽　真 (3) 埼玉 創価大 9m59 9m60 10m46 10m46 10m46

1 215 小林　寛雅 (3) 埼玉 杉戸東中 ／ NM

3 3038 新島　潤哉 (2) 埼玉 埼玉栄 ／ NM

審 判 長：高木　英朗

記録主任：浜田三喜男

凡例: DNS:欠　　　場



男子円盤投

日本記録 (ＮＲ)         60m22     川崎　清貴 (大昭和)                                         ’79        

埼玉県記録 (ＰＲ)       54m82     中林　将浩 (法政大)                                         ’01        

大会記録 (ＧＲ)         51m80     野川　義則 (鴻巣市陸協)                                     ’96        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 19 7116 中林　将浩 埼玉 埼玉陸協 × 47m55 47m55 × 47m55

2 14 903 秋山　裕輝 (4) 埼玉 国士館大 44m76 44m76 44m90 44m90

3 18 1047 友成　正 埼玉 棚井組 × 40m39 40m39 × 42m16 42m16

4 15 740 吉田　崇明 (4) 埼玉 国際武道大 × 39m45 39m45 × × 39m45

5 13 3536 梨本　悠太 (1) 埼玉 国際武道大 38m89 × 38m89 × × 38m89

6 11 570 青木　寛明 (3) 埼玉 国際武道大 36m71 36m71 × × 36m71

7 1 122 小島　聡 (3) 埼玉 松山 35m06 35m06 35m31 35m31

8 17 3826 永瀬　誠 (3) 埼玉 羽生一 × × 34m58 34m58 × 35m10 × 35m10

9 8 912 金澤　望 (3) 埼玉 国士館大 34m23 34m23 34m23

10 9 656 杉原　靖典 (2) 埼玉 国際武道大 × 33m27 33m27 33m27

11 16 5644 岡本　一成 (3) 埼玉 川口総合 × 32m72 32m72 32m72

12 10 356 斉藤　駿介 埼玉 ウェルネス × × 30m73 30m73 30m73

13 7 2599 加藤　諒 (3) 埼玉 聖学院大 29m92 × × 29m92 29m92

14 3 601 栗原　尚也 (2) 埼玉 岩槻商 29m39 29m39 29m39

15 6 2713 鳥羽　真 (3) 埼玉 創価大 × 28m66 × 28m66 28m66

5 5432 黒沼　さやか (3) 埼玉 久喜北陽 ／ NM

2 755 福田　治郎 埼玉 うしろぐち ／ NM

4 5434 石川　嘉美 (2) 埼玉 久喜北陽 ／ NM

12 1241 山崎　俊幸 埼玉 東越谷小教 ／ NM

男子B円盤投

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 215 小林　寛雅 (3) 埼玉 杉戸東中 41m03 41m03 × 41m03

2 1 146 杦田　直巳 (1) 埼玉 松山 37m71 × 37m71 × × 38m85 38m85

3 3 4865 竹田　峻 (1) 埼玉 鳩山 31m12 31m12 × 31m12

審 判 長：高木　英朗

記録主任：浜田三喜男

審 判 長：高木　英朗

記録主任：浜田三喜男

凡例: NR:記録なし / DNS:欠　　　場



男子ハンマー投

日本記録 (ＮＲ)         84m86     室伏　広治 (ミズノ)                                         ’03        

埼玉県記録 (ＰＲ)       68m81     碓井　崇 (イースト)                                         ’04        

大会記録 (ＧＲ)         68m21     碓井　崇 (イースト)                                         ’03        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 18 587 碓井　崇 埼玉 ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉ × 60m59 60m59 62m83 × 62m83

2 17 870 高橋　直之 埼玉 ＲＣＢＲＢ 57m19 × 57m19 × 57m19

3 16 872 八鍬　博紀 埼玉 ＲＣＢＲＢ × 56m12 56m12 57m03 57m03

4 13 878 土肥　祐輔 埼玉 ＲＣＢＲＢ × × 50m34 50m34 52m77 52m77

5 15 386 中原　健太 (2) 埼玉 日大 50m60 50m60 52m25 52m25

6 14 630 栗原　大輔 (4) 埼玉 国際武道大 51m85 51m85 × 51m85

7 11 874 板橋　春樹 埼玉 ＲＣＢＲＢ × 49m80 49m80 49m80

8 2 876 須加　幸生 (2) 埼玉 進修館 48m46 × 48m46 × 48m46

9 3 894 野島　克幸 (3) 埼玉 進修館 48m32 48m32 48m32

10 19 4874 嶋村　裕輝 埼玉 鳩山 45m48 45m48 45m48

11 9 134 関根　悠太 (4) 埼玉 城西大 × 45m14 45m14 45m14

12 6 1283 益子　倫行 (2) 埼玉 筑波大 × 43m51 43m51 43m51

13 12 5025 藤田　舜 (2) 埼玉 西武文理 41m60 × 41m60 41m60

14 4 122 小島　聡 (3) 埼玉 松山 × 41m58 41m58 41m58

15 10 3624 清水　雄亮 (2) 埼玉 春日部東 40m51 40m51 40m51

16 1 895 山崎　竜也 (3) 埼玉 進修館 38m31 38m31 38m31

17 7 5013 中熊　健士朗 (3) 埼玉 西武文理 35m83 35m83 35m83

5 2184 谷口　陽平 (2) 埼玉 平国大 ／ NM

8 610 奥澤　誠 (2) 埼玉 国際武道大 × × × NM

審 判 長：高木　英朗

記録主任：浜田三喜男

凡例: NR:記録なし / DNS:欠　　　場



男子やり投

日本記録 (ＮＲ)         87m60     溝口　和洋 (ゴールドウイン)                                 ’89        

埼玉県記録 (ＰＲ)       73m90     高橋　照英 (東海大)                                         ’97        

大会記録 (ＧＲ)         70m62     高橋　照英 (東海大学)                                       ’96        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 38 583 後藤　亮大 (4) 埼玉 中京大 × 61m00 61m00 × 61m00

2 39 2693 斉藤　聡伸 (2) 埼玉 千葉大院 60m73 60m73 60m73

3 32 362 吉田　裕司 埼玉 ウェルネス 53m54 53m54 56m79 56m79

4 30 4687 大山　直樹 (3) 埼玉 西武台 56m11 56m11 56m11

5 35 3765 福田　亮介 (3) 埼玉 慶応大 54m37 54m37 56m00 × 56m00

6 34 146 村岡　慶一 (4) 埼玉 城西大 53m79 × × 53m79 55m74 55m74

7 40 3298 松浦　直人 (2) 埼玉 東学大院 54m12 － 54m12 － － － 54m12

8 16 3872 稲垣　裕太 (3) 埼玉 大井 53m12 53m12 53m58 53m58

9 24 4684 綿谷　慎 (3) 埼玉 西武台 53m00 53m00 53m00

10 28 1096 山梶　雅弘 埼玉 八潮陸協 51m94 51m94 51m94

11 18 3620 金子　竜哉 (3) 埼玉 春日部東 51m80 51m80 51m80

12 22 3519 小林　一也 (1) 埼玉 国際武道大 50m97 50m97 50m97

13 26 1000 橋本　太治 (1) 埼玉 上越教育大 48m95 48m95 48m95

14 17 1280 後藤　宏輔 埼玉 武蔵丘短大 48m08 48m08 48m08

15 23 3534 中内　和樹 (1) 埼玉 国際武道大 47m38 47m38 47m38

16 12 102 黒須　貴浩 (1) 埼玉 春日部 46m91 46m91 46m91

17 21 3640 佐藤　勝太 (3) 埼玉 白岡 46m37 46m37 46m37

18 4 4247 吉田　裕人 (2) 埼玉 大宮東 45m91 45m91 45m91

19 19 912 金澤　望 (3) 埼玉 国士館大 × 45m73 45m73 45m73

20 9 5015 小沢　拓 (3) 埼玉 西武文理 45m04 45m04 45m04

21 10 5023 筒場　祥太 (2) 埼玉 西武文理 44m81 44m81 44m81

22 25 1459 齊藤　直樹 (3) 埼玉 狭山ヶ丘 × 44m36 × 44m36 44m36

23 20 3481 五十嵐　大輝 (3) 埼玉 滑川総合 × 44m20 44m20 44m20

24 11 3672 武部　大 (2) 埼玉 杉戸 44m13 × 44m13 44m13

25 3 5163 石若　博識 (3) 埼玉 伊奈学園総 42m18 42m18 42m18

26 6 1027 丸山　大輔 (3) 埼玉 蕨 41m98 41m98 41m98

27 15 5620 岡田　圭二朗 (3) 埼玉 成徳深谷 41m28 41m28 41m28

28 14 2471 橋本　太裕 (2) 埼玉 城西川越 × 41m13 41m13 41m13

29 8 5523 薩美　仁 (3) 埼玉 鳩ヶ谷 39m53 39m53 39m53

30 5 2676 北舘　耕平 (2) 埼玉 所沢西 39m48 39m48 39m48

審 判 長：高木　英朗

記録主任：浜田三喜男

凡例: DNS:欠　　　場



男子やり投

日本記録 (ＮＲ)         87m60     溝口　和洋 (ゴールドウイン)                                 ’89        

埼玉県記録 (ＰＲ)       73m90     高橋　照英 (東海大)                                         ’97        

大会記録 (ＧＲ)         70m62     高橋　照英 (東海大学)                                       ’96        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：高木　英朗

記録主任：浜田三喜男

31 7 377 斉木　裕太 埼玉 ウェルネス × 36m91 × 36m91 36m91

1 1341 嶋根　祐一 埼玉 さとえクラブ ／ NM

13 3642 高橋　良幸 (1) 埼玉 順天堂大 ／ NM

27 964 川上　拓也 (3) 埼玉 所沢 ／ NM

29 3506 井上　順仁 (1) 埼玉 国際武道大 ／ NM

31 3488 小川　真 (2) 埼玉 滑川総合 ／ NM

33 355 小野田　巧 埼玉 ウェルネス ／ NM

37 377 山本　峻士 (2) 埼玉 日大 ／ NM

2 5434 石川　嘉美 (2) 埼玉 久喜北陽 ／ NM

36 3904 横江　哲弥 (1) 埼玉 日大 ／ NM

凡例: DNS:欠　　　場



男子十種競技

日本記録 (ＮＲ)         7995      金子　宗弘 (ミズノ)                                         ’93        
埼玉県記録 (ＰＲ)       7630      平田　卓朗 (八潮陸協)                                       ’03        
大会記録 (ＧＲ)         7313      前原　義則 (VIC　SC)                                        ’99        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m 110mH 円盤投 棒高跳 やり投 1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ
埼玉 11.11 6m80 9m13 1m80 50.49 15.16 25m45 3m60 52m87 4.37.04

1 357 金子　信 ウェルネス +0.2 -0.6 +2.5 6501
(836) (767) (434) (627) (792) (830) (376) (509) (631) (699)

埼玉 11.65 6m52 10m60 1m80 55.49 15.93 34m28 3m40 40m58 4.56.48
2 3910 渡邊　慶 (2) 日体大 +0.2 -0.8 +2.5 5929

(721) (702) (522) (627) (579) (741) (549) (457) (451) (580)
埼玉 11.53 6m07 8m61 1m70 53.24 16.40 27m12 3m00 35m19 5.21.38

3 3235 伊藤　雅 (3) 東学大 +0.2 0.0 +2.5 5235
(746) (602) (403) (544) (671) (688) (408) (357) (373) (443)

埼玉 12.00 5m74 9m30 1m50 55.88 17.62 24m91 2m80 35m57 5.19.42
4 1221 佐藤　竜彦 埼玉林陸上 +0.2 -0.6 +2.5 4645

(651) (531) (444) (389) (564) (561) (365) (309) (378) (453)
埼玉 12.10 5m66 10m04 1m55 57.61 17.13 19m48 2m40 26m07 5.31.26

5 1520 佐藤　喜寛 (2) 日体大 +0.2 -0.1 +2.5 4287
(631) (514) (488) (426) (498) (611) (262) (220) (244) (393)

埼玉 11.81 6m26 9m75 1m55 56.44 17.23 20m48 NM 16m92 5.10.23
6 1516 須黒　洋樹 (3) 春日部工 +0.2 -0.6 +2.5 4275

(689) (644) (471) (426) (542) (600) (281) (0) (120) (502)
埼玉 11.81 5m33 7m25 1m55 57.51 20.35 24m70 2m10 39m98 5.24.50

7 7248 五味川　雅行 埼玉陸協 +0.2 0.0 +2.5 4097
(689) (447) (322) (426) (502) (322) (361) (159) (442) (427)

埼玉 12.31 5m85 7m84 1m60 60.35 19.45 16m75 NM 43m37 6.09.93
8 1223 高野　亮平 埼玉林陸上 +0.2 -0.6 +2.5 3689

(591) (554) (357) (464) (401) (394) (212) (0) (491) (225)
埼玉 NM NM NM NM NM NM

2187 山角　俊哉 (2) 平国大
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

審 判 長：中田　次夫
記録主任：浜田三喜男



男子 第62回埼玉県陸上競技選手権大会　兼　第80回　関東陸上競技選手権大会予餞会　兼　第62回　国民体育大会陸上競技大会県予餞会 記録主任 浜田　三喜男

日付 種目

20070624 男子100m 新井　智之 10.62 菅原　新 10.66 長谷川　卓矩 (3) 10.79 後藤　乃毅 (1) 10.89 井上　雄太 (4) 10.99 早野　桂祐 (1) 11.03 仲　祐樹 11.07

風:-0.9 埼玉：クレーマー 埼玉：クレーマー 埼玉：東洋大 埼玉：慶応大 埼玉：城西大 埼玉：東洋大 埼玉：ウェルネス

20070623 男子200m 岩堀　雅之 (2) 21.51 名嘉眞　朝康 21.66 仲　祐樹 21.77 泉谷　建太 21.80 齋藤　隼也 (2) 21.82 酒巻　崇史 (2) 21.87 桑原　明弘 22.17 山﨑　雄太 (2) 51.08

風:-0.4 埼玉：大東大 埼玉：ウェルネス 埼玉：ウェルネス 埼玉：ウェルネス 埼玉：東京農大三 埼玉：日大 埼玉：ウェルネス 埼玉：春日部

20070624 男子400m 植田　尚樹 (3) 49.02 與儀　良太 49.06 中島　雅達 (2) 49.23 金子　かおる 49.35 福島　郁也 50.38 塩原　一也 50.40 田中　宏和 (1) 50.42

埼玉：三郷 埼玉：自体校 埼玉：松山 埼玉：ウェルネス 埼玉：ウェルネス 埼玉：ウェルネス 埼玉：駿河台大

20070622 男子800m 佐藤　広樹 1.55.37 田中　健太郎 (2) 1.55.62 與儀　良太 1.55.85 山嵜　達也 (1) 1.57.31 花島　昂己 (2) 1.57.99 小林　優史 (3) 1.58.18 上野　光弘 1.59.99

埼玉：自体校 埼玉：筑波大 埼玉：自体校 埼玉：平国大 埼玉：東京農大三 埼玉：春日部東 埼玉：ウェルネス

20070624 男子1500m 新宮　裕一郎 3.54.75 田中　健太郎 (2) 3.55.32 加藤　直樹 3.55.69 八塚　唯一 3.57.32 川内　優輝 (3) 3.57.90 渡邉　哲也 3.58.50 土屋　天地 (2) 3.59.24 徳永　雅之 (2) 4.00.64

埼玉：自体校 埼玉：筑波大 埼玉：新電元 埼玉：自体校 埼玉：学習院大 埼玉：新電元 埼玉：狭山ヶ丘 埼玉：東理大

20070623 男子5000m 加藤　直樹 14.28.92 内藤　寛人 (2) 14.32.13 谷末　勝利 14.34.75 佐藤　直人 14.41.91 早田　俊幸 14.44.37 児玉　博貴 14.54.41 金森　祐樹 (4) 14.55.22 瀬山　直人 (3) 15.02.57

埼玉：新電元 埼玉：東京農大三 埼玉：自体校 埼玉：自体校 埼玉：ＤＲＥＡＭ 埼玉：自体校 埼玉：慶応大 埼玉：東京農大三

20070622 男子10000m 宮本　脩平 30.55.60 鈴木　正章 31.05.73 川内　優輝 (3) 31.12.92 加賀谷　友一郎 31.51.11 伊原　正幸 32.23.97 長谷川　晃 (1) 32.28.68 八須　真吾 (3) 32.55.95 山口　和男 33.37.75

埼玉：新電元 埼玉：ボッシュ 埼玉：学習院大 埼玉：ボッシュ 埼玉：ＲＣＢＲＢ 埼玉：早大同好会 埼玉：深谷商 埼玉：ボッシュ

20070623 男子B110mH 加藤　誠也 (3) 15.38 若林　秀幸 (1) 15.86 山本　靖之 (1) 16.00 高石　彰 (1) 16.20 石黒　章恭 (3) 16.64

風:+0.1 埼玉：宮原中 埼玉：伊奈学園総 埼玉：本庄東 埼玉：春日部 埼玉：草加中

20070623 男子110mH 大橋　祐二 13.74 田中　慎也 (4) 14.33 小林　史長 (3) 14.36 藤崎　雄太 14.54 大室　秀樹 (2) 14.54 鈴木　直哉 (4) 14.87 長岡　鉄矢 15.04 冨澤　由貴 (2) 15.29

風:0.0 埼玉：ミズノ 埼玉：国際武道大 埼玉：東京農大 埼玉：順天堂大 埼玉：松山 埼玉：城西大 埼玉：ウェルネス 埼玉：国際武道大

20070622 男子400mH 長島　貴之 (3) 52.59 八本　友和 53.42 斉藤　大樹 (2) 53.67 出浦　教行 (2) 53.75 鶴岡　賢太 (4) 54.44 田中　基博 (3) 54.62 田中　進悟 (3) 54.65 桑原　明弘 56.25

埼玉：浦和 埼玉：うしろぐち 埼玉：日体大 埼玉：順天堂 (1) 埼玉：東洋大 (2) 埼玉：城西大 埼玉：埼玉栄 埼玉：ウェルネス

20070623 男子3000mSC 武田　毅 (3) 9.01.11 栗原　龍太 (3) 9.29.68 太田　裕之 (3) 9.33.95 徳永　雅之 (2) 9.34.91 朝長　洋平 (1) 9.35.98 本田　良平 (3) 9.36.40 田村　慎平 (3) 9.39.31 丸山　佑太 (2) 9.39.98

埼玉：順天堂大 埼玉：東海大 埼玉：東京農大三 埼玉：東理大 埼玉：日体大 埼玉：大井 埼玉：春日部東 埼玉：春日部

20070622 男子5000mW 藤野原　稔人 20.35.94 日下　秀人 (3) 21.51.34 中澤　智宏 (3) 22.54.97 山崎　大輔 (3) 23.25.82 伊東　祐太 (3) 23.26.30 安永　翔平 (2) 23.27.16 甲斐　大貴 (2) 24.56.62 青山　竜太 (2) 25.11.77

埼玉：三水テクノ 埼玉：東洋大 埼玉：明治大 埼玉：平国大 埼玉：松山 埼玉：早大本庄 埼玉：越谷南 埼玉：春日部

20070622 男子4X100mR 埼玉：ウェルネス 41.15 埼玉：東洋大 41.32 埼玉：埼玉大 41.53 埼玉：順天堂大 41.78 埼玉：大東大 41.79 埼玉：国際武道大 42.23 埼玉：深谷商 42.52 埼玉：埼玉栄 42.55

  畑　景大   早野　桂祐   鈴木　英稔   塚越　健太 (1)   西岡　将貴 (2)   土田　祐三   工藤　圭大   浅野　大輔

  泉谷　建太   長谷川　卓矩   宮元　学   藤崎　雄太   岩堀　雅之   田中　慎也   嘉山　大介   瓶子　翔平

  仲　祐樹   高橋　匠   森田　元   三浦　正光   野島　孝典   岸　卓磨   大澤　拓也 (2)   内海　健太 (2)

  名嘉眞　朝康   仲　圭介   伊藤　裕一郎   荒木　達也   中村　健吾 (1)   根岸　和也   松村　和也   小杉　俊裕

20070624 男子4X400mR 埼玉：東理大 3.15.87 埼玉：ウェルネス 3.16.27 埼玉：城西大 3.16.31 埼玉：埼玉栄 3.17.65 埼玉：東洋大 3.17.66 埼玉：駿河台大 3.19.85 埼玉：松山 3.21.36 埼玉：春日部東 3.23.46

  呉　鶴治朗   金子　信   内藤　智之   関　慎吾   長谷川　卓矩   原口　雄太   大室　秀樹   高野　龍

  高橋　大   塩原　一也   田中　基博   田中　進悟   城戸　章徳   田中　直樹   中島　雅達   藤倉　悠喜

  坂巻　貴史   金子　かおる   円谷　洋平   浅野　大輔   渋谷　一平   橋本　拓也   村上　勇二   上原　将也

  村松　和也   泉谷　建太   内藤　貴之   瓶子　翔平   鶴岡　賢太   田中　宏和   中村　直   竹内　勝信

20070624 男子走高跳 車田　正則 2m10 吉川　弘祐 (2) 2m04 田端　和輝 2m04 武井　泰宏 (1) 2m01 高尾　大吉 1m98 福富　一喜 1m95 根本　泰行 (2) 1m95 田村　雄祐 (3) 1m90

埼玉：ＴＡＰ 埼玉：聖学院大 埼玉：小川陸協 埼玉：首都大 埼玉：ＴＡＰ 埼玉：東電埼玉 埼玉：日体大 *JO 埼玉：日大

20070622 男子棒高跳 草間　裕 (1) 5m00 清水　貴宏 (4) 4m80 渋川　学 (3) 4m70 佐々木　新之助 4m60 福原　大地 (2) 4m60 高橋　秀平 (2) 4m40 藤野　亮太 (1) 4m40 長谷川　京佑 (3) 4m40

埼玉：筑波大院 埼玉：東海大 埼玉：日体大 埼玉：埼玉大ＴＣ 埼玉：八潮 埼玉：平国大 埼玉：松山 埼玉：城西大

20070623 男子走幅跳 辻　将也 7m25 +0.7 吉田　昌弘 (1) 7m22 +1.0 早野　雅人 (1) 7m04 -0.5 中島　貴大 (3) 7m00 -1.0 鈴木　一輝 (3) 6m88 -0.4 西岡　将貴 (2) 6m84 0.0 今井　佑 (3) 6m78 -0.5 広瀬　悠平 (1) 6m75 +0.2

埼玉：鳩山 埼玉：順天堂大院 埼玉：早稲田大 埼玉：蕨 埼玉：浦和 埼玉：大東大 埼玉：聖望 埼玉：東洋大

20070624 男子三段跳 梶川　洋平 15m54 +0.3 西岡　将貴 (2) 15m21 +0.1 青木　祐輔 (4) 14m94 +0.1 赤羽　力也 (3) 14m48 0.0 富田　祥弘 14m00 0.0 林　純平 (2) 13m99 +0.1 鈴木　成人 (3) 13m83 -0.4 鈴木　康太 (2) 13m79 +0.9

埼玉：クレーマー 埼玉：大東大 埼玉：法政大 埼玉：飯能 埼玉：秩父陸協 埼玉：埼玉大 埼玉：芝工大 埼玉：聖学院大

20070623 男子砲丸投 山崎　俊幸 14m11 斉藤　駿介 12m68 佐藤　健司 (4) 12m09 長島　史興 (3) 11m97 永瀬　誠 (3) 11m87 橋本　健二 11m65 原　渉 (3) 11m42 小久保　義人 11m37

埼玉：東越谷小教 埼玉：ウェルネス 埼玉：国際武道大 埼玉：春日部東 埼玉：羽生一 埼玉：埼玉陸協 埼玉：埼玉栄 埼玉：小川陸協

20070622 男子B円盤投 小林　寛雅 (3) 41m03 杦田　直巳 (1) 38m85 竹田　峻 (1) 31m12

埼玉：杉戸東中 埼玉：松山 埼玉：鳩山

20070624 男子円盤投 中林　将浩 47m55 秋山　裕輝 (4) 44m90 友成　正 42m16 吉田　崇明 (4) 39m45 梨本　悠太 (1) 38m89 青木　寛明 (3) 36m71 小島　聡 (3) 35m31 永瀬　誠 (3) 35m10

埼玉：埼玉陸協 埼玉：国士館大 埼玉：棚井組 埼玉：国際武道大 埼玉：国際武道大 埼玉：国際武道大 埼玉：松山 埼玉：羽生一

20070622 男子ハンマー投碓井　崇 62m83 高橋　直之 57m19 八鍬　博紀 57m03 土肥　祐輔 (3) 52m77 中原　健太 (2) 52m25 栗原　大輔 (4) 51m85 板橋　春樹 (3) 49m80 須加　幸生 (2) 48m46

埼玉：ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉ 埼玉：ＳＴＳ 埼玉：ＳＴＳ 埼玉：ＳＴＳ 埼玉：日大 埼玉：国際武道大 埼玉：ＳＴＳ 埼玉：進修館

20070622 男子やり投 後藤　亮大 (4) 61m00 斉藤　聡伸 (2) 60m73 吉田　裕司 56m79 大山　直樹 (3) 56m11 福田　亮介 (3) 56m00 村岡　慶一 (4) 55m74 松浦　直人 (2) 54m12 稲垣　裕太 (3) 53m58

埼玉：中京大 埼玉：千葉大院 埼玉：ウェルネス 埼玉：西武台 埼玉：慶応大 埼玉：城西大 埼玉：東学大院 埼玉：大井

20070623 男子十種競技 金子　信 6501 渡邊　慶 (2) 5929 伊藤　雅 (3) 5235 佐藤　竜彦 4645 佐藤　喜寛 (2) 4287 須黒　洋樹 (3) 4275 五味川　雅行 4097 高野　亮平 3689

埼玉：ウェルネス 埼玉：日体大 埼玉：東学大 埼玉：埼玉林陸上 埼玉：日体大 埼玉：春日部工 埼玉：埼玉陸協 埼玉：埼玉林陸上

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

11.11-6m80-9m13-1m80-50.49

15.16-25m45-3m60-52m87-4.37.04

11.65-6m52-10m60-1m80-55.49

15.93-34m28-3m40-40m58-4.56.48

11.53-6m07-8m61-1m70-53.24

16.40-27m12-3m00-35m19-5.21.38

12.00-5m74-9m30-1m50-55.88

17.62-24m91-2m80-35m57-5.19.42

12.10-5m66-10m04-1m55-57.61

17.13-19m48-2m40-26m07-5.31.26

11.81-6m26-9m75-1m55-56.44

17.23-20m48--16m92-5.10.23

11.81-5m33-7m25-1m55-57.51

20.35-24m70-2m10-39m98-5.24.50

12.31-5m85-7m84-1m60-60.35

19.45-16m75--43m37-6.09.93
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