
平成24年度県学校総合体育大会陸上競技の部　兼 ﾄﾗｯｸ審判長 飯田　能光

男子 関東高校陸上競技対校選手権大会予選会 2012年5月12日（土）～5月15日（火） 跳躍審判長 木村　一也 記録主任 岡本　輝

投擲審判長 齋藤　宰

日付 種目

5月13日  男子100m 青山 純斗 (3) 10.74 飯塚 高規 (3) 10.82 服部 翼 (3) 10.83 尾崎 優 (3) 10.85 荒  智成 (3) 10.86 川崎 創大 (3) 10.86 坂口 卓 (3) 10.90 小林  和広 (3) 10.91

埼玉栄 (+1.7) 熊谷 (+1.7) 蕨 (+1.7) 大宮東 (+1.7) 八潮 S(+1.7) 東京農大三 S(+1.7) 市立浦和 (+1.7) 春日部東 (+1.7)

5月14日  男子200m 佐藤 拳太郎 (3) 21.76 尾崎 優 (3) 21.94 野口 航 (3) 22.03 青山 純斗 (3) (同順)22.05 冨田 祥吾 (1) (同順)22.05 飯塚 高規 (3) 22.06 近藤  慶太 (3) 22.07 北川 翔 (2) 22.20

豊岡 (-0.3) 大宮東 (-0.3) 西武文理 (-0.3) 埼玉栄 D(-0.3) 東京農大三 D(-0.3) 熊谷 (-0.3) 花咲徳栄 (-0.3) 松山 (-0.3)

5月12日  男子400m 伊藤 健太 (3) 49.84 佐藤 拳太郎 (3) 50.49 堀井 浩介 (3) 50.77 澤田 将 (3) 50.92 宮崎 矩治 (3) 50.99 野口 航 (3) 50.99 小川 優士 (3) 51.04 坂巻  悠太 (3) 52.61

武南 豊岡 浦和北 浦和 伊奈学園総 S 西武文理 S 埼玉栄 春日部東

5月14日  男子800m 福地 光樹 (3) 1:55.99 入山  優斗 (3) 1:56.44 上原 　裕悟 (3) 1:56.45 篠宮  僚介 (3) 1:56.84 加藤 史哉 (3) 1:56.87 折原  駿一 (3) 1:57.23 勝野 達也 (2) 1:57.33 宮岡 盛治 (3) 2:03.32

深谷 春日部 埼玉平成 春日部共栄 大宮東 春日部東 浦和 狭山ヶ丘

5月12日  男子1500m 富越 洸二郎 (3) 4:02.33 竹下 和輝 (2) 4:05.47 折原  駿一 (3) 4:06.10 新城 佑加 (3) 4:06.36 原 法利 (2) 4:06.84 勝谷 徳仁 (3) 4:07.87 亀井 純也 (3) 4:10.57 大谷  英輝 (2) 4:11.55

埼玉栄 東京農大三 春日部東 東京農大三 浦和実 浦和 坂戸西 花咲徳栄

5月13日  男子5000m 富越 洸二郎 (3) 14:40.31 口町 亮 (3) 14:41.54 竹下 和輝 (2) 14:47.75 原 法利 (2) 14:49.88 宇田 朋史 (3) 14:50.44 新城 佑加 (3) 14:50.57 小早川 健 (2) 14:53.85 吉田 豊 (3) 15:09.56

埼玉栄 市立川口 東京農大三 浦和実 熊谷 東京農大三 武蔵越生 武蔵越生

5月15日  男子110mH(1.067m) 竹中 督貴 (3) 15.14 山内 浩太郎 (2) 15.52 金子 遼 (3) 15.52 永島 唯哉 (2) 15.65 藤野 智志 (2) 15.70 渡辺 翔 (3) 15.75 水城 惇弥 (2) 15.76 岸本 瑞樹 (2) 17.67

川越東 (-0.4) 埼玉栄 S(-0.4) 立教新座 S(-0.4) 浦和 (-0.4) 西武文理 (-0.4) 坂戸西 (-0.4) 伊奈学園総 (-0.4) 城西川越 (-0.4)

5月13日  男子400mH(0.914m) 中里 勇輝 (3) 55.04 大堀 重明 (3) 55.66 塚原 大喜 (3) 55.79 西森 一矢 (3) 55.85 吉野 康平 (3) 56.30 長谷 伸之助 (1) 56.55 森山  史孝 (2) 57.65 須永 良祐 (3) 57.90

熊谷商 埼玉栄 豊岡 桶川 浦和南 埼玉栄 越谷西 深谷一

5月15日  男子3000mSC(0.914m) 口町 亮 (3) 9:19.42 柳川 和史 (3) 9:26.42 清水 泰喜 (3) 9:27.38 野上  雄弘 (3) 9:27.76 大河原 司 (3) 9:28.95 金原 直輝 (3) 9:29.36 関根 諒 (2) 9:30.53 半田 和希 (3) 9:38.25

市立川口 東京農大三 西武文理 春日部東 坂戸西 川越東 浦和実 川越南

5月14日  男子5000mW 高橋  直己 (2) 22:23.87 丸山 暁 (3) 22:27.73 福島 優太 (3) 23:05.90 楜澤 湧希 (2) 23:05.92 佐々木 将也 (3) 25:25.43 牧山 明彦 (3) 25:34.40 白石  雅浩 (3) 25:54.15 塩野谷 　伍朗 (3) 26:00.85

春日部東 聖望 聖望 所沢西 浦和 坂戸西 春日部東 埼玉平成

5月13日  男子4X100mR 埼玉:春日部東 41.85 埼玉:埼玉栄 42.06 埼玉:東京農大三 42.07 埼玉:国際学院 42.42 埼玉:花咲徳栄 42.56 埼玉:松山 42.59 埼玉:武南 42.84 埼玉:越谷西 42.98

石田  大志 (3) 鷹合 耕甫 (2) 斉藤 幸太 (3) 照井 武尊 (2) 木原 優 (3) 奥 秀平 (2) 綾 宏賢 (2) 砂川 静哉 (3)

小林 和広 (3) 青山 純斗 (3) 川崎 創大 (3) 西澤 拓也 (3) 瀬谷 凌 (2) 関口 邦彦 (3) 岡田 龍生 (2) 小川 結吏 (3)

野口 直紀 (3) 松本 望 (2) 冨田 祥吾 (1) 儀藤 南十星 (2) 石原 瑞樹 (2) 山﨑 僚太 (3) 齋藤 慶太 (2) 文谷 裕太 (3)

渡辺 烈志 (1) 松田 椋 (2) 松崎 淳 (3) 林 寛高 (3) 近藤 慶太 (3) 北川 翔 (2) 伊藤 健太 (3) 相澤 遼大 (3)

5月15日  男子4X400mR 埼玉:武南 3:18.27 埼玉:東京農大三 3:19.06 埼玉:伊奈学園総 3:19.14 埼玉:西武文理 3:19.43 埼玉:春日部東 3:19.64 埼玉:越谷西 3:19.65 埼玉:埼玉栄 3:20.05 埼玉:大宮東 3:26.93

白幡 大輝 (1) 本間 大介 (2) 菅原 恭仁 (3) 新良　貴広 (2) 坂巻 悠太 (3) 小川 結吏 (3) 荒川 寛 (3) 湯田 太顯 (2)

陰山 東洋 (3) 神田 悠介 (3) 岩瀬 瞭吾 (3) 松島　拓哉 (3) 石田 大志 (3) 相澤 遼大 (3) 小川 優士 (3) 日笠 純矢 (2)

齋藤 慶太 (2) 冨田 祥吾 (1) 青柳 知希 (2) 大島 惇史 (1) 井上 聖士 (2) 森 義暁 (3) 今井 陽一 (2) 加藤 史哉 (3)

伊藤 健太 (3) 川崎 創大 (3) 宮崎 矩治 (3) 野口 航 (3) 野口 直紀 (3) 文谷 裕太 (3) 青山 純斗 (3) 尾崎 優 (3)

5月14日  男子走高跳 北原 直樹 (2) 1m96 小林 秀輔 (2) 1m96 森  義暁 (3) 1m93 鈴木 隆太郎 (3) (同順)1m93 鈴木 優也 (3) (同順)1m93 齊藤 誠彦 (3) 1m90 佐藤 宗太 (3) 1m90 花野 奨太 (3) (坂戸)1m85

朝霞 浦和南 越谷西 大井 東京農大三 川越東 埼玉栄 平山  健一 (1) (昌平)1m85

5月12日  男子棒高跳 末吉  龍太 (1) 4m60 村山 直也 (3) 4m40 長利  勇希 (2) 4m30 角田  翔太 (3) 4m30 浅井  健大 (3) 4m20 柴田 乙寿 (3) 4m20 武正  知己 (3) 4m00 塚本  陸央 (1) 4m00

羽生一 白岡 不動岡 白岡 草加南 八潮 白岡 花咲徳栄

5月12日  男子走幅跳 野口  直紀 (3) 6m97(+2.2) 池畠 旭佳瑠 (3) 6m89 荒幡 克己 (3) 6m79 北川 翔 (2) 6m70(+3.1) 金子 翼 (3) 6m70 永森 大和 (3) 6m62(+2.5) 田浦 圭 (3) 6m59(+2.2) 山﨑 僚太 (3) 6m56(+2.8)

春日部東 公認 6m89(-1.6) 聖望 (+1.6) 大井 (+0.4) 松山 公認 6m47(-0.9) 市立浦和 (-0.6) 大宮南 公認 6m41(+1.2) 伊奈学園総 公認 6m57(+0.5) 松山 公認 5m97(-0.4)

5月15日  男子三段跳 池畠 旭佳瑠 (3) 14m78 田浦 圭 (3) 14m02 野口  直紀 (3) 13m75 久保 和貴 (3) 13m74 永森 大和 (3) 13m71 金山  已織 (3) 13m65 加藤 大地 (3) 13m63 中谷 靖宏 (2) 13m62

聖望 (+0.3) 伊奈学園総 (+0.7) 春日部東 (-0.3) 川越南 (+0.9) 大宮南 (+1.6) 草加東 (+1.4) 伊奈学園総 (-0.5) 鴻巣 (+0.5)

5月13日  男子砲丸投(6.000kg) 奥野 風摩 (3) 16m99 近藤 廉 (3) 16m07 山中 郁瑛 (2) 15m08 茂木 俊行 (3) 14m05 伊藤 大悟 (1) 13m77 山村 英稔 (3) 12m80 廣瀨  諒 (2) 12m65 越雲 翼 (3) 12m20

西武台 SHR GR 川口総合 GR 川口総合 進修館 川口総合 朝霞 花咲徳栄 開智

5月15日  男子円盤投(1.750kg) 近藤 廉 (3) 48m35 奥野 風摩 (3) 43m86 齋藤 健太 (2) 40m01 山村 英稔 (3) 39m61 横田 遼 (3) 38m69 北沢 雄哉 (3) 37m07 齋藤 淳平 (2) 36m50 柳田  実粛 (3) 35m73

川口総合 西武台 西武台 朝霞 所沢西 川口総合 松山 杉戸

5月12日  男子ハンマー投(6.000kg) 岡野 敬史 (3) 55m20 北沢 雄哉 (3) 54m94 佐藤  優太 (3) 52m28 茂木 俊行 (3) 51m77 河野 真己 (2) 51m56 齋藤 淳平 (2) 51m48 奥村 卓 (3) 50m28 奥野 風摩 (3) 48m59

松山 川口総合 羽生実 進修館 西武台 松山 進修館 西武台

5月14日  男子やり投(800g) 関  達覚 (3) 57m47 上條 琢磨 (3) 56m88 遠藤  大雅 (3) 56m30 西橋 充樹 (3) 53m45 堀  崇一郎 (3) 53m40 梶原 一馬 (2) 52m73 立原 寛哉 (2) 52m13 青木  智裕 (2) 52m12

杉戸 川越西 杉戸 栗橋北彩 草加南 大井 岩槻商 宮代

5月12日  男子八種競技 林 寛高 (3) 5046 菅沼 拓都 (2) 4631 中村 幸一 (3) 4569 佐藤 裕哉 (2) 4528 鈴木 健斗 (3) 4504 渡部 竣太 (3) 4459 向田 豊 (3) 4394 大濱 暢祐 (3) 4270

5月13日 国際学院 春日部 川口総合 所沢北 所沢西 深谷 熊谷商 聖望

対抗得点 男子総合 埼玉栄 58.5点 東京農大三 53点 春日部東 52点 川口総合 41点 聖望 29点 西武台 26点 西武文理 24点 松山 23点

男子トラック 埼玉栄 56.5点 東京農大三 48.5点 春日部東 38点 西武文理 24点 豊岡 21点 浦和 19点 武南 18点 大宮東 17点

男子フィールド 川口総合 35点 西武台 26点 松山 21点 朝霞 16点 聖望 15点 杉戸 １５点 春日部東 14点 白岡 14点
男子混成 国際学院 8点 春日部 7点 川口総合 6点 所沢北 5点 所沢西 4点 深谷 3点 熊谷商 2点 聖望 1点

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

11.20-6m32-11m10-52.99 11.77-6m01-9m28-55.41 11.78-5m94-8m90-54.97 11.98-5m88-7m93-55.47 11.92-6m12-10m48-55.81 11.86-5m96-9m58-57.46 11.41-5m75-8m44-54.65 11.80-5m85-7m03-56.90

17.22-29m20-1m68-4:42.17 17.16-37m87-1m60-4:35.6816.23-44m98-1m55-4:38.48 17.11-36m50-1m71-4:27.25 17.34-45m25-1m74-4:53.96 17.36-41m32-1m80-4:37.67 17.52-38m31-1m60-4:38.67 16.20-36m01-1m77-5:03.21


