
令和２年度　学校総合体育大会　高校の部　夏季大会 男子成績一覧表

2020/08/03～2020/08/05

会場  川口青木町公園プール

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
坂本　　樹  高3 田中直太朗  高2 尾藤　秀哉  高2 梅田　航希  高2 浪江　勝太  高2 下城　航輝  高3 佐藤　孔介  高3 橋本　裕大  高3

熊谷高校 埼玉栄 埼玉栄 花咲徳栄 春日部共栄 武南 ふじみ野 慶應志木

23.92 23.97 24.35 24.54 24.66 24.78 24.86 24.93

尾藤　秀哉  高2 坂本　　樹  高3 田中直太朗  高2 鈴木　辰明  高2 内田　武蔵  高1 浪江　勝太  高2 下城　航輝  高3 梅田　航希  高2

埼玉栄 熊谷高校 埼玉栄 立教新座 埼玉栄 春日部共栄 武南 花咲徳栄

52.18 53.27 53.34 53.79 53.84 54.04 54.06 54.23

宮木　宏悦  高1 東藤承太郎  高3 横田　拓人  高2 樋口　敬太  高2 熊倉　来緒  高1 内田　武蔵  高1 丸橋　碧人  高2 依田　　塁  高3

春日部共栄 春日部共栄 武南 武南 埼玉栄 埼玉栄 慶應志木 埼玉栄

1:51.62 1:54.72 1:55.78 1:55.82 1:58.00 1:58.11 1:58.20 1:58.68

宮木　宏悦  高1 東藤承太郎  高3 庭野　直樹  高2 野本　真也  高1 岡野　健太  高1 樋口　敬太  高2 中牟田洸洋  高1 福田　航生  高2

春日部共栄 春日部共栄 埼玉栄 春日部共栄 埼玉栄 武南 南稜 草加西

3:56.17 4:04.10 4:05.86 4:06.98 4:08.74 4:08.77 4:09.31 4:09.95

大会新

庭野　直樹  高2 岩城　優太  高3 岡野　健太  高1 野本　真也  高1 廣岡　　全  高1 黒澤　　真  高1 網野　春希  高2 野口　将孝  高1

埼玉栄 春日部共栄 埼玉栄 春日部共栄 武南 川口市立 埼玉栄 南稜

16:06.51  Fin. 16:12.86  Fin. 16:15.12  Fin. 16:24.59  Fin. 16:33.90  Fin. 16:37.27  Fin. 17:13.48  Fin. 17:13.71  Fin.

8:36.01  800 8:33.88  800 8:33.87  800 8:42.02  800 8:42.61  800 8:49.50  800 9:03.93  800 9:04.50  800

足立　　開  高3 太田　健斗  高1 金子　信幸  高2 伊藤　匠海  高2 堀　　颯斗  高1 猪　　海音  高1 榊原　宏稀  高2 小林　優斗  高1

慶應志木 埼玉栄 坂戸西 川口北 南稜 春日部共栄 本庄東 松山

28.10 29.43 29.82 30.00 30.28 30.70 30.90 30.99

大山　海怜  高2 長島　秀哉  高1 片山　大雅  高2 小山　智弘  高3 足立　　開  高3 山崎颯太郎  高3 阿部　　誓  高1 五十嵐　滉  高2

武南 春日部共栄 埼玉栄 武南 慶應志木 埼玉栄 武南 埼玉栄

58.37 58.40 59.58 59.65 59.75 1:00.35 1:00.72 1:01.55

大山　海怜  高2 長島　秀哉  高1 小山　智弘  高3 片山　大雅  高2 山崎颯太郎  高3 詫摩　頼明  高2 石田　　叶  高2 秋葉　大樹  高2

武南 春日部共栄 武南 埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄 花咲徳栄 筑波大坂戸

2:04.80 2:05.82 2:08.28 2:11.41 2:13.77 2:14.60 2:14.66 2:16.02

高橋　健汰  高3 小宮　希仁  高3 南　　祐翔  高2 宇野澤　皇  高2 高橋　和真  高3 小出　基平  高3 岡島　駿太  高3 山下　智寛  高2

武南 草加西 慶應志木 県立川越 花咲徳栄 春日部共栄 県立川越 川口市立

29.64 30.22 31.09 31.11 31.22 31.24 31.30 31.35
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
中間　祐介  高3 高橋　健汰  高3 嶋村　　航  高2 小澤　　幹  高1 白石　快斗  高1 吉田　悠真  高1 小出　青空  高1 成田　斗真  高3

春日部共栄 武南 星野 埼玉栄 武南 春日部共栄 春日部共栄 県立浦和

1:04.11 1:04.58 1:04.75 1:04.84 1:05.49 1:06.67 1:06.71 1:06.81

中間　祐介  高3 白石　快斗  高1 吉田　悠真  高1 嶋村　　航  高2 成田　斗真  高3 小出　青空  高1 小澤　　幹  高1 吉田　圭佑  高3

春日部共栄 武南 春日部共栄 星野 県立浦和 春日部共栄 埼玉栄 花咲徳栄

2:17.47 2:19.19 2:20.61 2:22.09 2:23.91 2:23.94 2:24.26 2:27.12

渋谷　　慧  高3 槌谷　吾唯  高3 齊藤　大翔  高1 向後　隼輔  高3 三富　晴人  高1 小澤　柊哉  高1 北郷　　奏  高2 栗田　朋幸  高3

武南 花咲徳栄 慶應志木 狭山ヶ丘 星野 松山 朝霞 春日部共栄

24.98 26.21 26.44 26.52 26.54 26.56 26.71 26.92

丹保　　陸  高2 渋谷　　慧  高3 阿部　隼汰  高2 小島　拓実  高3 齊藤　大翔  高1 加藤　啓伍  高1 槌谷　吾唯  高3 根本　雄斗  高2

埼玉栄 武南 埼玉栄 埼玉栄 慶應志木 春日部共栄 花咲徳栄 伊奈学園

54.66 55.22 56.78 56.89 57.31 57.69 58.11 58.31

阿部　隼汰  高2 岩城　優太  高3 小島　拓実  高3 根本　雄斗  高2 濱野　晃輔  高3 大木　健司  高2 佐藤　杏一  高1 川野　昂輝  高2

埼玉栄 春日部共栄 埼玉栄 伊奈学園 花咲徳栄 県立浦和 立教新座 春日部共栄

2:06.09 2:06.82 2:09.64 2:10.12 2:10.36 2:11.29 2:11.40 2:14.24

福田　圭吾  高1 山崎　楓太  高3 川口　　開  高1 関根　拓人  高2 齊藤　和真  高1 五十嵐　滉  高2 高橋　和真  高3 岸　　聡大  高2

武南 武南 春日部共栄 立教新座 埼玉栄 埼玉栄 花咲徳栄 埼玉栄

2:07.09 2:08.91 2:09.54 2:11.26 2:11.27 2:13.64 2:14.69 2:17.14

福田　圭吾  高1 川口　　開  高1 山崎　楓太  高3 齊藤　和真  高1 岸　　聡大  高2 日吉　将輝  高3 生方　零音  高1 中村　元喜  高1

武南 春日部共栄 武南 埼玉栄 埼玉栄 花咲徳栄 埼玉栄 春日部共栄

4:27.98 4:35.60 4:36.52 4:39.20 4:48.37 4:51.34 4:57.75 4:58.97

埼玉栄  高 春日部共栄  高 武南  高 慶應志木  高 花咲徳栄  高

尾藤　秀哉  高2 宮木　宏悦  高1 樋口　敬太  高2 橋本　裕大  高3 梅田　航希  高2

田中直太朗  高2 岩城　優太  高3 阿部　　誓  高1 齊藤　大翔  高1 小川　蒼太  高3

内田　武蔵  高1 浪江　勝太  高2 渋谷　　慧  高3 足立　　開  高3 高橋　和真  高3

丹保　　陸  高2 東藤承太郎  高3 下城　航輝  高3 丸橋　碧人  高2 奥田　駿太  高2

3:31.23  Fin. 3:31.79  Fin. 3:33.98  Fin. 3:37.87  Fin. 3:38.12  Fin.

52.20  1st. 52.00  1st. 53.75  1st. 54.66  1st. 53.98  1st.
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
春日部共栄  高 武南  高 埼玉栄  高 花咲徳栄  高

宮木　宏悦  高1 樋口　敬太  高2 庭野　直樹  高2 高橋　和真  高3

岩城　優太  高3 横田　拓人  高2 内田　武蔵  高1 濱野　晃輔  高3

東藤承太郎  高3 渋谷　　慧  高3 田中直太朗  高2 吉田　圭佑  高3

野本　真也  高1 山崎　楓太  高3 尾藤　秀哉  高2 奥田　駿太  高2

7:36.37  Fin. 7:41.07  Fin. 7:42.70  Fin. 8:01.95  Fin.

1:52.14  1st. 1:54.93  1st. 1:53.53  1st. 1:59.79  1st.

埼玉栄  高 武南  高 春日部共栄  高

片山　大雅  高2 大山　海怜  高2 長島　秀哉  高1

小澤　　幹  高1 高橋　健汰  高3 中間　祐介  高3

丹保　　陸  高2 渋谷　　慧  高3 岩城　優太  高3

尾藤　秀哉  高2 阿部　　誓  高1 東藤承太郎  高3

3:49.27  Fin. 3:50.60  Fin. 3:51.62  Fin.

59.60  1st. 58.58  1st. 58.42  1st.

2020/08/05 15:58:23
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