
第35回　全国高等学校定時制通信制
　　　　陸上競技大会 平成12年８月１１日(金)～１３日(日) 入賞者一覧表

国立霞ヶ丘競技場
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
12日 １００ｍ 済木　　謙一(2) 11.61 畠山　　幸男(2) 11.73 伊勢　　広隆(3) 11.74 佐原　　道人(2) 11.83 吉田　　武徳(3) 11.85 頴川　健一郎(2) 11.90 田上　　朋宏(3) 11.90 鈴木　　慎二(3) 11.96

風:-1.7 富  山･雄峰昼 愛  知･愛産大三河 東　京･立川 静  岡･福智浜松 神奈川･湘南通 神奈川･湘南通 東　京･ＮＨＫ学園 静  岡･福智浜松
13日 ２００ｍ 福井　　康祐(4) 23.18 畠山　　幸男(2) 23.48 伊勢　　広隆(3) 23.54 栗田　　直昭(3) 23.65 鈴木　　慎二(3) 23.77 矢間　　裕樹(2) 23.78 佐原　　道人(2) 24.25 田中　　伸佳(1) 24.40

風:+1.1 東　京･立川 愛  知･愛産大三河 東　京･立川 愛  知･東海工 静  岡･福智浜松 大　阪･科技関西情 静  岡･福智浜松 兵　庫･クラーク
11日 ４００ｍ 栗田　　直昭(3) 51.00 福井　　康祐(4) 51.15 濱瀨　　慎也(3) 52.27 金子　　正憲(3) 52.95 中本　　喜己(2) 53.36 尾形　　崇寛(3) 53.74 矢間　　裕樹(2) 53.75 亀山　　恭晴(3) 57.36

愛  知･東海工 東　京･立川 愛  知･科技刈谷 静  岡･福智浜松 滋　賀･綾羽 愛  知･科技刈谷 大　阪･科技関西情 静  岡･福智浜松
男 13日 ８００ｍ 阪口　翔太郎(3)  2:06.24 宮﨑　　泰幸  2:06.58 濱瀨　　慎也(3)  2:06.85 山下　誠一郎(3)  2:06.97 内藤　　康弘(1)  2:07.41 藤井　　　章(4)  2:07.76 上野　泰士朗(1)  2:10.09 梅本　　祐樹(3)  2:15.41

神奈川･湘南通 福　岡･博多青松通 愛  知･科技刈谷 広　島･呉工 愛  知･東海工 愛  知･瑞陵 神奈川･湘南通 東　京･科技
子 11日 １５００ｍ 松田　　浩季(2)  4:17.54 宮﨑　　泰幸  4:18.60 山下　誠一郎(3)  4:18.87 大泉　　正浩(2)  4:22.17 及川　　　翼(2)  4:22.30 石川　賢史郎(4)  4:24.37 坂野　　靖廣(3)  4:27.33 若井　　邦将(3)  4:28.54

大　分･碩信 福　岡･博多青松通 広　島･呉工 神奈川･湘南通 神奈川･湘南通 東　京･代々木 愛  知･東海工 東　京･科技日野
ト 13日 ５０００ｍ 松田　　浩季(2) 16:13.33 田中　　秀太(2) 16:18.50 三根　　宏文(2) 16:20.80 坂野　　靖廣(3) 16:37.43 秋穂　　祐介(1) 16:44.88 宮本　　敏道(3) 16:54.55 中川　登志勝(3) 16:56.27 鈴木　啓太郎(4) 17:12.42

大　分･碩信 神奈川･湘南通 神奈川･湘南通 愛  知･東海工 栃　木･宇都宮商 神奈川･湘南通 石  川･金沢泉丘通 静  岡･浜松城南
ラ 12日 ４００ｍＨ 勝部　　恵司(3) 61.16 尾形　　崇寛(3) 61.26 中本　　喜己(2) 62.35 工藤　　一成(4) 64.24 増村　　俊樹(1) 64.28 實本　　龍一(3) 65.29 小野　　由貴(4) 65.46

大　阪･科技関西情 愛  知･科技刈谷 滋　賀･綾羽 青　森･三沢 東　京･科技日野 佐　賀･鳥栖工 静  岡･新居
ッ 13日 ２０００ｍＳＣ 梶原　　秀紹(3)  6:35.89 大杉　　哲也(4)  6:42.37 平田　　　修(4)  6:56.37 榊　　　泰浩(2)  7:01.13 鈴木　　啓輔(3)  7:02.20 山下　　修生(3)  7:02.53 榊原　　聖久(2)  7:13.32 吉長　　保彦(3)  7:15.98

神奈川･湘南通 奈　良･天理Ⅱ 佐　賀･鳥栖工 愛  知･東海工 東　京･科技 愛  知･愛産大三河 愛  知･愛産大三河 大　阪･八洲
ク 12日 ４×１００ｍ 東　京 44.38 愛　知 44.84 静　岡 45.19 神奈川 45.26 宮　城 46.66 兵　庫 46.77 岐　阜 46.78 大　阪 47.31

   田上　　朋宏(3)    NGR    河合　　　潤(3)    鈴木　　慎二(3)    田中　　求洋(2)    佐々木　克弥(3)    田中　　伸佳(1)    新井　　達則(3)    和田　　康誠(3)
   大塚　　由雄(3)    薬師神　猛士(3)    金子　　正憲(3)    頴川　健一郎(2)    氣田　　　巧(1)    杉山　　康明(3)    水谷　　峰也(2)    矢間　　裕樹(2)
   伊勢　　広隆(3)    畠山　　幸男(2)    亀山　　恭晴(3)    原　　　宏幸(3)    鈴木　　泰則(2)    原　　　健太(2)    伊藤　　　渉(1)    永野　　　崇(3)
   福井　　康祐(4)    栗田　　直昭(3)    佐原　　道人(2)    吉田　　武徳(3)    佐々木　和也(2)    明石　　　昇(4)    福森　　竜一(1)    大木　　慎一(3)

13日 ４×４００ｍ 愛　知  3:35.15 神奈川  3:38.63 東　京  3:39.87 静　岡  3:43.86 大　阪  3:48.85 宮　城  3:53.40 岡　山  3:54.53 石　川  4:03.42
   若杉　　幸平(3)    石田　　　通(3)    山田　　和人(3)    亀山　　恭晴(3)    中島　　純一(3)    岡　　　洋平(3)    山根　　一行(2)    吉川　　　勉(5)
   濱瀨　　慎也(3)    坂田　けんじ(3)    増村　　俊樹(1)    佐原　　道人(2)    矢間　　裕樹(2)    氣田　　　巧(1)    親　　　正章(1)    野村　　祐介(4)
   尾形　　崇寛(3)    上野　泰士朗(1)    梅本　　祐樹(3)    小野　　由貴(4)    渡邉　　篤実(2)    藤田　　伸吾(4)    小川　　高年(1)    尾野寺　智明(2)
   栗田　　直昭(3)    袴田　　　俊(2)    福井　　康祐(4)    金子　　正憲(3)    勝部　　恵司(3)    伊藤　　秀明(1)    岡田　　拓也(1)    中川　登志勝(3)

12日 走高跳 上里　　光児 1m85 柴田　　秀幸(2) 1m85 村松　　生吉(1) 1m80 竹平　　孝司(2) 1m75 生田　健太郎(1) 1m75 金藤　　武典(3) 1m70 山藤　　　昇(4) 1m70 河角悠一(2)福岡･小倉南 1m70
沖　縄･泊昼 静  岡･浜松工 愛  知･市豊橋 徳  島･池田祖谷分 宮　城･白石七ヶ宿 広　島･三原 徳  島･徳島中央 宮崎貴史(4)群馬･中之条

川本耕士(2)大分･碩信
男 馬場　一(3)大阪･西野田工
子 田本義晴 　沖縄･八重山商工
フ 11日 走幅跳 佐藤　　昭寿   6m70 坂井　　琢磨   6m38 宮崎　　貴史(4)   6m38 福田　　元気(3)   6m24 田上　　朋宏(3)   6m19 馬場　　　一(3)   6m05 日野　　真人(4)   5m94 栗田　　賢志(4)   5m89
ィ 群　馬･高崎          +1.9 山　口･山口通        +1.4 群　馬･中之条        +3.7 徳  島･徳島中央単    +2.8 東　京･ＮＨＫ学園    +0.8 大　阪･西野田工      +1.7 栃　木･大田原東      +2.9 兵　庫･城内          +3.8
｜ 13日 三段跳 尾華　　和志(2)  13m54 大塚　　弘樹(4)  12m60 板倉　　大樹(4)  12m54 佐藤　　昭寿  12m43 日野　　真人(4)  12m29 吉田　　拓真(1)  12m00 佐野　　兼一(4)  11m93 伊藤　　　章(2)  11m69
ル 徳  島･徳島中央単     +1.4 静  岡･静岡中央      +1.8 香  川･高松工芸       +2.8 群　馬･高崎          -1.3 栃　木･大田原東      +0.8 兵　庫･市尼崎工      +2.5 静  岡･沼津工        -1.3 宮　城･佐沼          +0.3
ド 12日 砲丸投 濱口　喜与文(4)  13m99 宮嵜　　卓大(3)  13m54 盛池　　晴信(1)  13m00 木村　　敏明(4)  12m74 後藤　　宏幸(3)  12m50 知念　　忠史  12m04 荒木　　光太(4)  11m72 松﨑　　　靖(3)  11m02

三  重･鳥羽 佐　賀･伊万里商 埼　玉･大宮工 山　形･霞城学園Ⅳ部 三  重･亀山 沖　縄･那覇商 佐　賀･伊万里商 愛  知･科技刈谷
13日 円盤投 宮嵜　　卓大(3)  36m66 大浜　　太輔  34m57 濱口　喜与文(4)  34m57 木村　　敏明(4)  34m19 伊藤　　弘一(3)  33m47 青山　　皇紀(3)  33m08 伊藤　　正信(3)  32m42 梶野　　友幸(3)  31m58

佐　賀･伊万里商 沖　縄･八重山商工 三  重･鳥羽 山　形･霞城学園Ⅳ部 福　岡･小倉西 神奈川･市横浜工 三  重･亀山 愛  知･愛産大三河
12日 １００ｍ 中山　　美穂(2) 13.30 熊谷　日和子(1) 13.95 藤本　　直美(4) 14.28 根岸　　あい(4) 14.58 宮原　　知子(2) 14.69 日下部　裕美(2) 14.81 池添　　菜央(1) 14.92 堀川　　　霞(1) 15.07

風:-1.2 東　京･ＮＨＫ学園 岩  手･杜陵単 兵　庫･松陽 神奈川･市横浜商 秋　田･秋田東通 埼　玉･春日部 愛  知･愛産大三河 東　京･三商
女 11日 ２００ｍ 中山　　美穂(2) 27.05 太田　　幸子(4) 28.62 中川　智枝美(4) 29.01 藤本　　直美(4) 29.25 日下部　裕美(2) 29.78 杉原　　道代(3) 30.34 池田　　友美(1) 30.62 星野　佳代子(2) 30.78

風:-2.0 東　京･ＮＨＫ学園 NGR 東　京･五商 徳  島･城東北島分 兵　庫･松陽 埼　玉･春日部 奈　良･天理Ⅱ 兵　庫･青雲 愛  知･刈谷東昼
子 13日 ４００ｍ 後藤　　充美(4) 65.84 中川　智枝美(4) 66.15 池田　　友美(1) 71.53 佐伯　　和枝(2) 72.34 江口　　良子(2) 72.66 西口　奈津美(1) 73.39 高橋　　美紀(4) 73.58 小林　　康子(2) 77.06

神奈川･横須賀 徳  島･城東北島分 兵　庫･青雲 宮　城･仙台二工 佐　賀･伊万里商 東　京･ＮＨＫ学園 静  岡･新居昼 神奈川･平塚農初声分
ト 12日 ８００ｍ 後藤　　充美(4)  2:35.30 間瀬　　美幸(3)  2:38.07 千賀　　靖子(1)  2:44.55 中川　　奈保(2)  2:48.04 山田　麻衣子(1)  2:48.96 横田　亜紀世(3)  2:51.57 中島　　　舞(3)  2:54.30 岩佐　　亜衣(3)  2:58.93

神奈川･横須賀 愛  知･愛産大三河 愛  知･刈谷東昼 三  重･大橋学園 青　森･金木相内分 奈　良･天理Ⅱ 東　京･文京 愛  知･愛産大三河
ラ 13日 ３０００ｍ 間瀬　　美幸(3) 12:08.94 青戸　　理恵(4) 12:41.51 上野　　真菜(2) 12:46.41 千賀　　靖子(1) 12:46.47 長田　さおり(1) 12:47.59 岡田　　佳世(4) 12:53.54 山田　麻衣子(1) 12:54.98 原子　　和子(1) 12:58.19

愛  知･愛産大三河 島　根･出雲 岡　山･後楽館 愛  知･刈谷東昼 東　京･北豊島 東　京･葛西南 青　森･金木相内分 青　森･北斗
ッ 13日 １００ｍＨ 生方　はるな(2) 15.73 中谷　　　遊(3) 17.55 藤野　　　茜(3) 18.23 田口　　輝美(4) 19.85 高橋　　　馨(1) 19.92 鹿ノ又今日子(2) 19.96 野津　　英子(3) 20.05 太田　　幸子(4) 20.88

風: 0.0 兵　庫･青雲 NGR 奈　良･天理Ⅱ 広　島･廿日市 岐  阜･華陽ﾌﾛﾝﾃｨｱ 宮　城･貞山 宮　城･石巻女子 大　阪･四条畷 東　京･五商
ク 13日 ４×１００ｍ 兵　庫 56.19 埼　玉 57.61 福　岡 58.42 宮　城 59.25 大　阪 60.95 愛　知 61.23

   藤本　　直美(4)    石井　　信江(3)    野中　奈津子    鹿ノ又今日子(2)    下浦　　寛子(2)    中島　みのり(4)
   池田　　友美(1)    前原　　映子(4)    山下　菜美奈(3)    佐伯　　和枝(2)    竹之中　裕子(3)    池添　　菜央(1)
   岩根　　礼子(3)    高橋　　洋子(4)    福島　　　優    高橋　　　馨(1)    野津　　英子(3)    平山　　瑶子(3)
   生方　はるな(2)    日下部　裕美(2)    田中　　宏実    山中　奈緒子(3)    山田　　有香(3)    星野　佳代子(2)

女 13日 走高跳 梯　　　容子(2) 1m35 岩本　　美穂(1) 1m30 山下　　智美(3) 1m30 佐久川　飛香 沖　縄･北部農林 1m25 大羽　　美穂(4) 1m25 木股　　千草(4) 1m25 宮川歩美(4)岐阜･多治見北 1m25
子 神奈川･平塚農初声分 東　京･立川 愛  知･刈谷東昼 高橋　　洋子(4) 埼　玉･大宮中央通 徳  島･城東北島分 岐  阜･多治見北 陣兵明日香(1)東京･ 飾商
フ 12日 走幅跳 生方　はるな(2)   5m50 NGR 三嶋　　麻衣(1)   4m72 藤野　　　茜(3)   4m55 大石　さゆり(1)   4m44 宮原　　知子(2)   4m41 大野　　杏奈(1)   4m40 鹿ノ又今日子(2)   4m24 川名　　優子(2)   4m20
ィ 兵　庫･青雲       +0.9 石  川･小松北        +2.6 広　島･廿日市        +1.6 福　岡･築上西上城分  +1.5 秋　田･秋田東通      +1.3 静  岡･新居昼       +0.4 宮　城･石巻女子      +2.6 千　葉･長狭          +0.3
｜ 11日 砲丸投 本間　　友子(1)   9m95 沖野　真奈美(3)   9m90 仲間　　綾乃   9m44 佐渡山　リカ   8m93 宮本　　克子(2)   8m90 中田　　慶子(1)   8m19 砂川　千恵子(3)   8m19 古澤　千賀子(3)   7m82
ル 兵　庫･網干 兵　庫･西脇北 沖　縄･中部農林 沖　縄･泊通 香  川･丸亀定 愛  知･熱田 山　口･下関西 愛  知･旭陵
ド 12日 円盤投 宇野　めぐみ(3)  27m62 沖野　真奈美(3)  27m36 崎山　　晶子(1)  25m20 川名　　宏美(3)  24m78 古澤　千賀子(3)  24m18 中田　　慶子(1)  23m94 新島　　奈々(1)  23m92 髙田　　美樹(3)  23m74

石  川･金沢泉丘通 兵　庫･西脇北 大　阪･長尾谷 神奈川･平塚農初声分 愛  知･旭陵 愛  知･熱田 大　阪･春日丘 岡　山･真備陵南

( NGR:大会新記録 )


