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日付 種目

岩崎　浩太郎(3) 10.86 大嶋　健太(2) 10.90 今野　恭佑(3) 11.10 松岡　龍之介(3) 11.11 鈴木　康平(3) 11.14 平山　裕太(3) 11.15 大野　裕貴(2) 11.16 今村　優一(3) 11.20

神奈川・東海大相模 東京・東京 神奈川・相洋 神奈川・横浜清陵総合 東京・成城 千葉・成田 東京・立教池袋 神奈川・日大藤沢

サニブラウン・A　ハキーム(1) 21.24 今野　恭佑(3) 21.26 大嶋　健太(2) 21.30 川辺　隼也(3) 21.42 岩崎　浩太郎(3) 21.49 鈴木　康平(3) 21.66 近藤　旭(3) 21.71 長嶋　広太(3) 22.21

東京・城西大城西 神奈川・相洋 東京・東京 神奈川・法政二 神奈川・東海大相模 東京・成城 神奈川・菅 千葉・船橋芝山

八代　力(3) 48.46 小林　廉太朗(2) 48.50 西山　幸佑(3) 48.71 前山　陽軌(3) 48.78 松永　康太朗(2) 48.89 尾﨑　正大(2) 48.98 染谷　翔(2) 49.06 鈴木　健太(3) 49.29

千葉・東京学館 千葉・東海大浦安 神奈川・弥栄 千葉・成田 千葉・検見川 東京・桐朋 千葉・西武台千葉 千葉・市立船橋

梅谷　健太(3) 1:57.01 前田　恋弥(3) 1:57.48 名田　篤史(3) 1:58.45 大野　祥嵩(3) 1:58.57 長尾　俊希(3) 1:58.58 小川　智也(2) 1:58.77 安部　直椰(3) 1:58.82 山田　陽平(3) 1:59.33

千葉・東海大望洋 千葉・市立船橋 神奈川・日大 千葉・船橋啓明 東京・城西大城西 神奈川・相洋 神奈川・横須賀 東京・文京

梅谷　健太(3) 3:56.79 前田　恋弥(3) 3:56.90 岡田　健(3) 3:57.91 高橋　将平(3) 3:58.00 齋藤　雅英(2) 3:58.68 島田　匠海(3) 3:58.76 山田　航(3) 3:58.98 橋本　龍一(2) 3:59.29

千葉・東海大望洋 千葉・市立船橋 東京・國學院久我山 山梨・韮崎 東京・早稲田実 千葉・専修大松戸 千葉・専修大松戸 神奈川・法政二

羽生　拓矢(2) 14:34.90 難波　皓平(2) 14:38.11 加藤　拓海(3) 14:41.86 矢嶋　謙悟(3) 14:52.63 伊勢　翔吾(3) 14:52.96 斉藤　寛明(2) 14:56.87 二井　康介(2) 15:02.49 藤田　義貴(3) 15:02.53

千葉・八千代松陰 千葉・専修大松戸 千葉・成田 千葉・市立船橋 千葉・市立船橋 東京・國學院久我山 神奈川・藤沢翔陵 神奈川・新栄

古谷　拓夢(3) 14.24 金井　直(2) 14.50 平松　パプデンバ(2) 14.52 栗城　アンソニータイレル(3) 14.60 井口　貴文(3) 14.76 鈴川　雅人(3) 14.76 木村　慶彦(3) 14.81 原　龍太(3) 14.84

神奈川・相洋 神奈川・川崎市立橘 東京・芦花 東京・八王子 神奈川・川崎市立橘 神奈川・法政二 神奈川・桐蔭学園中等 神奈川・保土ケ谷

古谷　拓夢(3) 52.03 栗城　アンソニータイレル(3) 52.61 片桐　翼(3) 52.82 山本　竜大(2) 53.09 前山　陽軌(3) 53.12 新城　雄基(3) 53.24 佐々木　桂樹(3) 53.45 高田　一就(2) 55.00

神奈川・相洋 東京・八王子 神奈川・相洋 千葉・成田 千葉・成田 千葉・専修大松戸 千葉・市立船橋 神奈川・法政二

永原　秀人(2) 20:30.75 島田　尚輝(3) 20:46.13 小野川　稔(2) 20:54.46 石川　昌弥(2) 20:54.95 林田　稜(3) 21:35.91 坂上　悠樹(3) 21:43.21 髙橋　雄太(3) 21:47.86 塩入　滉介(3) 21:55.38

千葉・成田 GR 千葉・銚子商 GR 東京・東京実 GR 神奈川・横浜 GR 千葉・茂原 東京・明大中野 千葉・佐原 東京・明大中野

滋野　聖也(3) 9:09.83 遠藤　宏夢(2) 9:11.73 岡田　望(3) 9:11.89 大木　皓太(2) 9:12.05 海老沢　太郎(3) 9:12.25 打越　晃汰(2) 9:12.50 菅家　希来(3) 9:13.02 米井　翔也(3) 9:29.88

神奈川・横浜 東京・國學院久我山 東京・國學院久我山 千葉・成田 千葉・八千代松陰 東京・國學院久我山 千葉・柏日体 東京・東京

相洋・神奈川 40.38 城西大城西・東京 40.45 法政二・神奈川 40.47 東京・東京 40.83 菅・神奈川 41.02 成田・千葉 41.04 西武台千葉・千葉 41.06 横浜清陵総合・神奈川 41.52

飯嶋　駿(1) GR 森田　耕介(3) 杉尾　拓真(2) 植竹　俊太(3) 廣澤　拓哉(2) 根岸　勇太(3) 松本　凌太(3) 荒井　俊太郎(2)

今野　恭佑(3) サニブラウン・A　ハキーム(1) 佐久間　滉大(3) 日高　クリスチャン(2) 武井　順一(3) 平山　裕太(3) 山縣　史博(3) 松岡　龍之介(3)

阿蘇　匠(3) 山﨑　大紀(3) 持地　将克(2) 角本　惇(3) 近藤　旭(3) 髙安　涼太(3) 恩田　悠椰(3) 飯田　智希(3)

古谷　拓夢(3) 伊藤　直樹(3) 川辺　隼也(3) 大嶋　健太(2) 平岡　誠大(2) 藤川　哲平(3) 堀越　淳史(3) 中嶋　雄也(2)

東京学館・千葉 3:11.58 法政二・神奈川 3:12.00 相洋・神奈川 3:12.12 成田・千葉 3:12.12 八王子・東京 3:12.63 東海大浦安・千葉 3:13.06 日大豊山・東京 3:13.57 市立船橋・千葉 3:14.16

庄司　貴紀(3) 杉尾　拓真(2) 眞壁　正平(2) 藤川　哲平(3) 寺下　堅太(2) 荻野　譲(3) 溝口　昇平(3) 明石　凌輝(2)

八代　力(3) 川辺　隼也(3) 今野　恭佑(3) 山本　竜大(2) 峰岸　雅典(3) 末次　弘樹(3) 吉田　熙那(3) 澤井　輝(3)

武田　航季(3) 大石　雅人(3) 阿蘇　匠(3) 飯田　惇生(3) 圷　祐貴(3) 松本　武流(3) 手塚　光貴(3) 佐々木　桂樹(3)

川村　雅俊(2) 高田　一就(2) 古谷　拓夢(3) 前山　陽軌(3) 栗城　アンソニータイレル(3) 小林　廉太朗(2) 溝口　侑平(3) 鈴木　健太(3)

佐久間　滉大(3) 2m04 石川　遼(2) 2m01 水越　海(3) 1m98 池田　直貴(2) （3位）1m98 橋本　陸(2) 1m98 鈴木　海平(2) 1m95 伊関　礼(2) （6位）1m95 平塚　玄空(2) 1m95

神奈川・法政二 東京・桐朋 山梨・上野原 千葉・市原八幡 神奈川・川崎市立橘 東京・堀越 *FA 東京・國學院 東京・岩倉

髙須　莉喜(3) 5m00 岡本　拓巳(3) 5m00 新井　拓磨(2) 5m00 田代　丈(3) 4m90 神崎　紘生(2) 4m80 徳間　俊介(2) （5位）　4m80 江島　雅紀(1) 4m80 篠塚　祥喜(3) 4m70

神奈川・希望ヶ丘 神奈川・横浜清風 千葉・柏日体 東京・東京 神奈川・荏田 千葉・成田 神奈川・荏田 千葉・小見川

佐久間　滉大(3) 7m83(+6.3) 中邨　一希(3) 7m68(+4.2) 松添　基理(3) 7m63(+3.8) 中村　健士(2) 7m38(+6.3) 石井　裕人(3) 7m32(+4.5) 間中　太亮(3) 7m28(+2.9) 家下　大夢(3) 7m26(+4.2) 及川　寛生(3) 7m23(+3.4)

神奈川・法政二 公認記録なし 千葉・船橋東 公認記録なし 神奈川・藤沢西 公認記録なし 東京・調布北 公認記録なし 神奈川・海老名 公認記録なし 東京・日大豊山 公認記録なし 神奈川・高津 公認記録なし 千葉・市立松戸 公認記録なし

金子　諒(3) 14m82(+2.7) 小笹　大樹(3) 14m69(+3.6) 辻田　達也(3) 14m62(+2.6) 井関　慶人(3) 14m55(-1.5) 小川　宏海(3) 14m46(+3.8) 佐藤　承之介(3) 14m44(+3.1) 秋山　智哉(3) 14m42(+3.7) 川﨑　龍也(2) 14m38(+3.2)

東京・練馬工 公認14m71(+1.8) 千葉・柏日体 公認14m66(+1.3) 神奈川・川崎市立橘 公認14m57(+1.5) 東京・東京 千葉・東金 公認14m06(+1.7) 神奈川・鵠沼 公認14m24(+1.9) 山梨・甲府昭和 公認記録なし 神奈川・逗葉 公認13m72(+1.5)

安藤　夢(3) 16m84 戸辺　誠也(3) 16m58 岩見　椋太(3) 15m26 雨宮　巧(2) 15m01 松井　俊樹(3) 14m81 玉野　芳樹(3) 14m79 栗本　恭宏(2) 14m62 萩原　怜(3) 14m31

東京・東京 千葉・東京学館船橋 神奈川・瀬谷西 山梨・巨摩 神奈川・瀬谷西 千葉・千葉黎明 東京・東京 山梨・甲府昭和

安藤　夢(3) 50m29 松井　俊樹(3) 49m99 戸辺　誠也(3) 45m73 榎本　健二(3) 45m27 山崎　マーク龍也(3) 43m53 福留　大成(2) 43m10 唐川　泰成(3) 42m47 田村　勇太(2) 42m05

東京・東京 GR 神奈川・瀬谷西 GR 千葉・東京学館船橋 神奈川・相模原 神奈川・小田原城北工 東京・東京 千葉・西武台千葉 千葉・市立船橋

小野　翼(2) 57m03 印田　怜司(3) 54m78 大谷　健也(3) 54m11 八鍬　泰行(3) 54m01 栄野比　ホセ(2) 52m93 内村　文也(3) 52m92 大橋　佑守(3) 52m88 坂下　晃太郎(3) 51m02

千葉・木更津総合 東京・堀越 東京・府中工 神奈川・逗葉 山梨・山梨農林 千葉・茂原 千葉・銚子商 東京・府中工

青沼　李軌(3) 61m77 唐川　泰成(3) 60m51 山田　舜(3) 59m45 髙田　崚平(3) 57m55 岩見　椋太(3) 57m10 高橋　智樹(3) 54m70 宗田　龍生(2) 54m49 栗林　友哉(2) 51m42

山梨・山梨学院大附 千葉・西武台千葉 東京・東京成徳 千葉・東葛飾 神奈川・瀬谷西 東京・穎明館 東京・芦花 千葉・千葉敬愛

山下　黎(3) 5531点 松岡　優介(3) 5399点 中臣　貴英(3) 5353点 二井　俊也(3) 5284点 森　遼河(3) 5267点 清水　海周(3) 5217点 大澤　聖也(2) 5058点 山田　龍(3) 4980点

山梨・駿台甲府 神奈川・希望ヶ丘 神奈川・川崎市立橘 千葉・長生 東京・東京 神奈川・横浜清風 東京・堀越 神奈川・慶應

総合 東京・東京 54点 神奈川・相洋 51.5点 千葉・成田 48点 神奈川・法政二 39点 千葉・市立船橋 28点 神奈川・川崎市立橘 27点 東京・國學院久我山 25点 神奈川・瀬谷西 21点

トラック 神奈川・相洋 51.5点 千葉・成田 44.5点 千葉・市立船橋 27点 東京・國學院久我山 25点 神奈川・法政二 23点 東京・城西大城西 19点 東京・東京 19点 千葉・東海大望洋
千葉・東京学館

16点

フィールド 東京・東京 31点 神奈川・瀬谷西 21点 神奈川・法政二 16点 千葉・柏日体 13点 千葉・東京学館船橋 （4位）13点 神奈川・川崎市立橘 10点 東京・堀越 9.5点 千葉・西武台千葉 9点

混成 山梨・駿台甲府 8点 神奈川・希望ヶ丘 7点 神奈川・川崎市立橘 6点 千葉・長生 5点 東京・東京 4点 神奈川・横浜清風 3点 東京・堀越 2点 神奈川・慶應 1点
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15.37(-1.7)-39m44-1m88-4:57.78

12.02(-3.6)-6m39(+4.9)-11m40-53.02 11.62(-3.6)-6m36(+2.9)-10m64-51.41 11.29(-2.9)-6m68(+3.7)-10m97-52.24 12.02(-3.6)-6m41(+4.4)-8m90-51.92

15.97(-1.7)-46m36-1m73-4:35.5715.90(-1.7)-50m53-1m91-4:47.70 16.56(-1.6)-38m20-1m85-5:09.3716.32(-1.6)-54m02-1m73-4:45.76 15.63(-1.6)-53m03-1m82-4:42.68 15.71(-1.7)-43m37-2m00-4:44.41 16.29(-1.6)-45m11-1m70-4:36.88

11.30(-2.9)-6m47(+3.9)-10m47-49.8112.08(-3.6)-6m66(+4.9)-11m31-52.42

 平成26年度　関東高等学校陸上競技大会 期日：平成26年6月20日（金）～23日（月）
 秩父宮陽杯　第66回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 北関東・南関東地区予選会 会場：相模原ギオンスタジアム
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凡例  GR:大会記録 *FA:決定試技により全国大会出場権獲得


