
平成２６年５月１７・１８日 相模原ギオンスタジアム ト ラ ッ ク 審 判 長 籾山　弘一

平成２６年５月２４・２５日 横浜市営三ツ沢陸上競技場 跳 躍 審 判 長 木村　尚由

投 て き 審 判 長 松尾　正弘

混 成 審 判 長 前田　憲一郎

招 集 所 審 判 長 生野　 俊道

記 録 主 任 山崎　正俊

日付 種目

岩崎　浩太郎(3) 11.09 今野　恭佑(3) 11.10 松岡　龍之介(3) 11.12 今村　優一(3) 11.20 川辺　隼也(3) 11.23 近藤　旭(3) 11.24 武井　順一(3) 11.25 阿蘇　匠(3) 11.31

東海大相模 相洋 横浜清陵 日大藤沢 法政二 菅 菅 相洋

今野　恭佑(3) 21.02 川辺　隼也(3) 21.24 岩崎　浩太郎(3) 21.46 近藤　旭(3) 21.59 持地　将克(2) 21.76 平岡　誠大(2) 21.90 松岡　龍之介(3) 21.90 阿蘇　匠(3) 21.97

相洋 法政二 東海大相模 菅 法政二 菅 横浜清陵 相洋

西山　幸佑(3) 48.48 小玉　一貴(3) 48.91 鈴木　翔太(3) 49.60 北條　俊一(3) 50.15 岩岡　恭平(3) 50.27 山田　大祐(3) 50.31 矢野　玄(3) 50.31 下平　丈(3) 51.51

弥栄 山北 海老名 横須賀 桐蔭学園中等 山手学院 桐蔭学園中等 海老名

小川　智也(2) 1:52.90 名田　篤史(3) 1:53.53 谷原　知己(3) 1:53.71 有馬　龍(2) 1:53.83 安部　直椰(3) 1:54.30 松村　颯(3) 1:54.82 久保田　剛史(3) 1:55.90 箱田　耀一(3) 1:55.90

相洋 日大 希望ヶ丘 横浜 横須賀 希望ヶ丘 市立金沢 桐蔭学園

鈴木　康太(2) 4:06.30 藤田　黎士(3) 4:07.15 橋本　龍一(2) 4:07.64 清水　竜哉(2) 4:07.80 小川　智也(2) 4:08.14 土屋　勇樹(2) 4:08.71 北嶋　晃大(3) 4:09.05 箱田　耀一(3) 4:09.24

鎌倉学園 栄光学園 法政二 新栄 相洋 法政二 日大 桐蔭学園

藤田　義貴(3) 15:04.54 滋野　聖也(3) 15:11.95 鈴木　開登(3) 15:14.80 二井　康介(2) 15:15.01 清水　竜哉(2) 15:15.72 佐藤　雄基(3) 15:16.02 藤江　千紘(3) 15:26.53 小坂　太我(2) 15:34.44

新栄 横浜 相洋 藤沢翔陵 新栄 横浜 湘南工大附 藤沢翔陵

古谷　拓夢(3) 14.21 井口　貴文(3) 14.51 木村　慶彦(3) 14.78 原　龍太(3) 14.78 幸正　健太郎(3) 14.94 山本　恭平(3) 15.02 中野　昴(2) 15.16

相洋 川崎市立橘 桐蔭学園中等 保土ケ谷 川崎市立橘 弥栄 桐蔭学園

鈴川　雅人(3) 14.78

法政二

古谷　拓夢(3) 52.52 片桐　翼(3) 53.27 高田　一就(2) 53.59 中嶋　敦史(3) 53.87 山本　恭平(3) 55.53 武居　颯(2) 56.10 稲本　昌悟(3) 56.42 八坂　尚(2) 57.40

相洋 相洋 法政二 川崎市立橘 弥栄 相模原総合 法政二 相洋

滋野　聖也(3) 9:12.01 中田　大雅(2) 9:23.01 青木　智哉(2) 9:26.94 高橋　敏明(2) 9:27.74 髙橋　巧(3) 9:30.93 長屋　亮(3) 9:40.85 兒島　陽生(3) 9:43.11 森　雅弘(3) 9:45.56

横浜 麻溝台 希望ヶ丘 横浜 希望ヶ丘 鎌倉学園 藤沢西 逗子開成

石川　昌弥(2) 22:20.78 喜多　和也(3) 22:49.84 佐々木　和暉(3) 23:21.75 青木　勇太(2) 24:04.00 池田　健人(3) 24:20.97 小山　琢(3) 24:22.78 土屋　壮弘(3) 24:23.64 井上　朋直(3) 24:48.25

横浜 弥栄 横浜 日大 平塚江南 平塚江南 逗子開成 希望ヶ丘

相洋 40.86 法政二 41.07 菅 41.37 荏田 41.71 川崎市立橘 41.73 横浜清陵 41.74 桐蔭学園 41.97 東海大相模 42.06

飯嶋　駿(1) 杉尾　拓真(2) 片山　大夢(2) 岸下　慎吾(2) 古市　斗武(2) 中嶋　雄也(2) 小林　司(2) 永町　幹太(1)

今野　恭佑(3) 佐久間　滉大(3) 武井　順一(3) 福谷　龍也(3) 大山　賢也(3) 松岡　龍之介(3) 今岡　聖(3) 岩崎　浩太郎(3)

阿蘇　匠(3) 持地　将克(2) 近藤　旭(3) 住田　裕輔(3) 荒井　悠佑(3) 飯田　智希(3) 小松　凌也(3) 小野塚　拓馬(3)

古谷　拓夢(3) 川辺　隼也(3) 平岡　誠大(2) 大久保　公彦(2) 原　圭介(3) 荒井　俊太郎(2) 池田　伸太郎(3) 土田　千弘(2)

相洋 3:12.92 法政二 3:13.45 川崎市立橘 3:17.09 東海大相模 3:18.69 横須賀 3:18.70 日大 3:19.32 桐蔭学園中等 3:19.38 海老名 3:21.60

眞壁　正平(2) GR 杉尾　拓真(2) GR 白根　広(3) 斎藤　健太(3) 福原　理史(3) 松本　和也(2) 木村　慶彦(3) 石井　裕人(3)

今野　恭佑(3) 大石　雅人(3) 荒井　悠佑(3) 小野塚　拓馬(3) 安部　直椰(3) 加藤　諒(3) 岩岡　恭平(3) 下平　丈(3)

片桐　翼(3) 高田　一就(2) 大山　賢也(3) 金澤　昌敏(1) 岩橋　脩(2) 足立　陽介(3) 横山　拓(3) 梅原　猛貴(3)

古谷　拓夢(3) 川辺　隼也(3) 中嶋　敦史(3) 岩崎　浩太郎(3) 北條　俊一(3) 名田　篤史(3) 矢野　玄(3) 鈴木　翔太(3)

佐久間　滉大(3) 2m01 橋本　陸(2) 2m01 長沼　輝知(3) 1m98 中臣　貴英(3) 1m94

法政二 川崎市立橘 横須賀総合 川崎市立橘

杉本　丞(3) 1m98 臼井　勇祐(3) 1m94

希望ヶ丘 横浜隼人

小林　寬大(3) 1m98

藤沢西

上野　大樹(3) 1m98

瀬谷

岡本　拓巳(3) 5m00 髙須　莉喜(3) 5m00 高橋　翔大(2) 4m80 神崎　紘生(2) 4m80 江島　雅紀(1) 4m70 土田　秀磨(2) 4m60 丸茂　祐輔(3) 4m60

横浜清風 希望ヶ丘 横浜清風 荏田 荏田 法政二 *FA 希望ヶ丘

中村　海斗(2) 4m60

法政二

佐久間　滉大(3) 7m80(+3.7) 松添　基理(3) 7m66(+2.7) 家下　大夢(3) 7m32(+3.8) 石井　裕人(3) 7m31(+3.7) 岩下　友輝(3) 7m17(+4.9) 小野塚　拓馬(3) 7m14(+2.9) 中西　修平(2) 7m10(+3.6) 宮澤　英佑(3) 6m98(+5.0)

法政二 KHR,GR 藤沢西 公認7m40(+1.4) 高津 公認記録なし 海老名 公認6m78(+2.0) 横浜南 公認記録なし 東海大相模 公認記録なし 東海大相模 公認記録なし 慶應 公認記録なし

公認7m67(+1.3)

辻田　達也(3) 15m01(+1.4) 佐藤　承之介(3) 14m44(+0.8) 内澤　駿(2) 14m35(+1.6) 川﨑　龍也(2) 14m32(+0.1) 戸津　慎太朗(3) 14m24(+1.1) 小林　慎弥(2) 14m14(+0.7) 臼倉　雄紀(2) 13m94(+0.5) 上坂　樹稀(2) 13m94(0.0)

川崎市立橘 鵠沼 川崎市立橘 逗葉 平農 菅 横須賀学院 城郷

岩見　椋太(3) 15m24 松井　俊樹(3) 14m61 山崎　マーク龍也(3 14m38 深沢　悠(2) 14m28 岡本　卓章(3) 13m81 鈴木　彰太(3) 13m36 真崎　浩一(3) 13m36 高橋　智哉(2) 13m14

瀬谷西 瀬谷西 小田原城北工 法政二 鵠沼 川崎市立橘 荏田 東海大相模

松井　俊樹(3) 50m35 岩見　椋太(3) 44m41 榎本　健二(3) 43m30 山崎　マーク龍也(3 42m23 鈴木　彰太(3) 39m24 深沢　悠(2) 38m83 齋藤　駿(3) 36m88 大沼　雄介(2) 36m57

瀬谷西 KHR,GR 瀬谷西 相模原 小田原城北工 川崎市立橘 法政二 瀬谷西 元石川

八鍬　泰行(3) 54m85 渡邊　奎弥(3) 50m71 齋藤　駿(3) 50m46 市成　寿気(3) 49m95 斎藤　祐希(3) 46m97 神原　卓弥(3) 46m12 小川　大貴(3) 46m10 岩澤　祐希(3) 45m40

逗葉 東海大相模 瀬谷西 武相 小田原城北工 瀬谷西 海老名 茅ヶ崎西浜

松井　俊樹(3) 61m17 安田　祐也(3) 57m23 中村　亮太(2) 56m93 岩見　椋太(3) 56m63 永井　翼(3) 55m90 小田　章太(3) 54m64 松岡　優介(3) 54m37 加藤　裕也(2) 54m27

瀬谷西 海老名 麻布大附属 瀬谷西 逗葉 横浜修悠館 希望ヶ丘 小田原城北工

松岡　優介(3) 5488点 中臣　貴英(3) 5442点 清水　海周(3) 5372点 山田　龍(3) 5157点 鈴木　拓海(3) 5129点 岸井　貴春(3) 5116点 山下　和宏(3) 5017点 片岡　純平(3) 4956点

希望ヶ丘 川崎市立橘 横浜清風 慶應 城郷 横浜翠嵐 柏陽 松陽

対抗得点 男子総合 法政二 79.5点 相洋 75点 川崎市立橘 61.5点 瀬谷西 54点 希望ヶ丘 42.5点 横浜 42点 東海大相模 33点 海老名 22点

※　金井　直（川崎市立橘）　ユースオリンピックアジア予選出場のため、県大会をシードとし南関東大会へ出場する。 凡例  KHR:県高校記録 GR:大会記録 *FA:決定試技による順位

男子 第５２回神奈川県高等学校総合体育大会

11.29(+2.2)-6m28(+2.4)-10m02-52.91

15.78(-2.2)-39m79-1m81-4:42.34

11.39(+3.8)-5m99(+4.0)-8m44-53.13

16.58(+0.1)-45m51-1m93-4:43.59

11.38(+2.2)-6m53(+1.2)-11m06-51.44

15.70(+0.1)-51m12-1m81-4:36.96

7位6位

11.56(+3.3)-6m13(+2.6)-9m19-50.76

16.84(+0.1)-45m24-1m60-4:27.57

11.18(+2.2)-6m59(+2.2)-10m80-50.49

16.02(+0.6)-44m88-1m72-4:36.26

11.43(+2.2)-6m39(+3.8)-9m76-52.01

15.33(+0.6)-40m88-1m81-4:49.68

11.24(+3.8)-6m40(+1.1)-9m03-52.11

16.19(+0.1)-44m56-1m81-4:46.16

5月17日
～18日

男子八種競技
11.62(+2.2)-6m40(+1.5)-11m24-52.68

15.46(+0.1)-43m72-1m99-4:37.08

5月24日
男子円盤投
(1.750kg)

5月17日
男子ハンマー投

(6.000kg)

5月25日 男子やり投(800g)

5月17日 男子走幅跳

5月25日 男子三段跳

5月18日
男子砲丸投
(6.000kg)

5月24日 男子走高跳

5月17日 男子棒高跳

5月18日 男子4X100mR

5月25日 男子4X400mR

5月18日
男子

400mH(0.914m)

5月25日
男子

3000mSC(0.914m
)

5月24日 男子5000mW

5月18日 男子5000m

5月25日
男子

110mH(1.067m)
風：-0.7

5月17日 男子400m

5月25日 男子800m

5月17日 男子1500m

8位

5月18日
男子100m
風：-3.7

5月24日
男子200m
風：+0.2

1位 2位 3位 4位 5位


