
第４５回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会 10500211

                                                                            
2010年8月13日(金)～15日(日)　　　　　　　　　　　　決勝一覧表

国立競技場 131010
種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 8/14 鈴木　那弥   (3) 11.29/-0.2
静岡・静岡中央

英山　優作   (3) 11.51/-0.2
茨城・鹿島灘

上杉　アロマ (2) 11.52/-0.2
東京・南葛飾

岩佐　裕也   (3) 11.59/-0.2
神奈川・秀英

石丸　雄一朗 愛媛・松山東 11.60/-0.2
吉川　侑哉   (3) 岩手・杜陵単

田島　大輝   (2) 11.76/-0.2
栃木・足利工

並里　　建   (1) 11.85/-0.2
沖縄・泊昼

２００ｍ 8/15 鈴木　那弥   (3) 23.30/-0.3
静岡・静岡中央

岩佐　裕也   (3) 23.41/-0.3
神奈川・秀英

石井　将統   (3) 23.55/-0.3
岐阜・華陽Ｆ

相原　　慎   (3) 23.76/-0.3
東京・科技

奥井　俊也   (2) 23.82/-0.3
東京・ＮＨＫ学園

辻　　俊人   (1) 23.85/-0.3
高知・須崎

並里　　建   (1) 23.96/-0.3
沖縄・泊昼

三好　徳人   (4) 24.49/-0.3
兵庫・松陽

４００ｍ 8/14 和田　武郎   (4) 52.36
奈良・天理

石井　将統   (3) 53.33
岐阜・華陽Ｆ

成瀬　和真   (3) 53.84
岐阜・東濃Ｆ

奥谷　優樹   (4) 53.85
神奈川・市橘

佐々木　和重 (4) 54.92
京都・桃山

内山　恭兵   (2) 54.99
静岡・浜松大平台

平野　哲也   (1) 55.25
茨城・水戸南

盛　　則章   (3) 55.29
兵庫・城内

８００ｍ 8/15 水流　勇樹   (4)  1:58.28
岐阜・関商工

和田　武郎   (4)  2:03.31
奈良・天理

田中　直人   (3)  2:03.45
静岡・浜松大平台

成瀬　和真   (3)  2:08.59
岐阜・東濃Ｆ

中村　一貴   (2)  2:10.67
栃木・日々輝学園

橋本　　遼   (3)  2:11.36
兵庫・市尼崎工

佐藤　優介   (3)  2:11.83
広島・福山工

酒井　祐樹   (4)  2:12.50
佐賀・有田工

１５００ｍ 8/14 水流　勇樹   (4)  4:07.38
岐阜・関商工

田中　直人   (3)  4:22.68
静岡・浜松大平台

中山　元智   (4)  4:24.18
奈良・天理

宮本　賢一   (2)  4:28.52
香川・三木

植木　孝彦   (4)  4:33.43
神奈川・市高津

藤井　昭夫   (2)  4:34.13
京都・長尾谷京都

都築　　惇   (2)  4:34.76
愛知・科技刈谷

木村　将太郎 (4)  4:35.34
埼玉・大宮工

５０００ｍ 8/15 矢目　大喜   (4) 16:35.19
奈良・天理

相馬　　勝   (3) 16:41.65
富山・となみ野

青木　一弥   (1) 16:45.91
兵庫・飾磨工

望月　達矢   (3) 17:12.63
静岡・小山

宮本　賢一   (2) 17:41.99
香川・三木

中山　元智   (4) 17:44.15
奈良・天理

藤谷　友貴   (2) 17:49.25
神奈川・向陽台生蘭

片尾　祐希   (1) 17:51.00
愛知・科技刈谷

４００ｍＨ
(0.914m)

8/15 川越　宏鷹   (3) 58.08
神奈川・希望ヶ丘

相羽　岳志   (2)  1:01.92
愛知・科技刈谷

川村　隆之   (4)  1:03.88
岡山・烏城

高橋　佑貴   (4)  1:05.20
神奈川・湘南

根岸　勇作   (3)  1:05.51
栃木・ｸﾗｰｸ宇都宮

益子　仁志   (2)  1:05.54
埼玉・狭山緑陽

大橋　友彦   (4)  1:07.55
沖縄・那覇商

３０００ｍＳＣ 8/14 矢目　大喜   (4) 10:07.91
NGR奈良・天理
青木　一弥   (1) 10:14.94

NGR兵庫・飾磨工
上田　和孝   (2) 10:41.12

NGR奈良・天理
森　　幸輝   (2) 11:20.63
佐賀・佐賀工

谷川　　徹   (3) 11:22.69
愛知・市豊橋夜

関　　真明   (1) 11:35.59
栃木・真岡

田中　亮輔   (1) 11:36.38
兵庫・飾磨工

大村　拳太郎 (3) 11:52.95
奈良・山辺山添分

４×１００ｍ 8/14 東　京  44.86
佐藤　雅之   (2) 世田谷泉
相原　　慎   (3) 科技
上杉　アロマ (2) 南葛飾
奥井　俊也   (2) ＮＨＫ学園

神奈川  45.31
川越　宏鷹   (3) 希望ヶ丘
岩佐　裕也   (3) 秀英
小鹿　優一   (1) 市高津
岡本　直人   (2) クラーク横浜

栃　木  45.95
人見　卓也   (4) 大田原東
増渕　克典   (2) 学悠館定
平松　　豊   (3) 学悠館定
田島　大輝   (2) 足利工

岩　手  46.50
藤原　一成   (1) 釜石
三浦　真輝   (2) 釜石
瀬川　　亮   (3) 杜陵単
吉川　侑哉   (3) 杜陵単

大　阪  46.54
石榑　直人   (3) 八洲学園
土堤内　陽   (3) 大阪中央
荒木　勇真   (4) 桜塚
杉森　雅樹   (1) 長尾谷近畿

兵　庫  46.96
三浦　真拓   (2) 川西
田村　将也   (2) 県農
金子　宗博   (3) 松陽
阮　　孝森   (1) 摩耶兵庫

愛　知  47.42
山中　一樹   (4) 大府
吉田　浩則   (3) 名古屋西
山中　　満   (2) 市豊橋
安田　智彦   (4) 市豊橋

新　潟  48.18
永田　央人   (2) 明鏡
小網　彰彦   (2) 出雲崎
神田　裕也   (4) 新発田南
高橋　慎吾   (2) 明鏡

４×４００ｍ 8/15 神奈川   3:36.14
奥谷　優樹   (4) 市橘
若狭　　淳   (2) 県川崎
蛭田　唯人   (2) 市戸塚
川越　宏鷹   (3) 希望ヶ丘

岐　阜   3:37.11
成瀬　和真   (3) 東濃Ｆ
石井　将統   (3) 華陽Ｆ
杉浦　正輝   (3) 東濃Ｆ
水流　勇樹   (4) 関商工

東　京   3:39.61
佐藤　雅之   (2) 世田谷泉
田中　光樹   (1) 世田谷泉
森居　寛樹   (3) 一橋
長谷川　翔   (4) 葛飾商

大　阪   3:44.66
常　　　勝   (2) 長尾谷近畿
安武　永人   (4) 向陽台
赤松　敏廣   (3) 桜塚
杉森　雅樹   (1) 長尾谷近畿

愛　知   3:46.28
相羽　岳志   (2) 科技刈谷
松下　貴哉   (3) 安城
田口　幸平   (3) 市豊橋
内田　明秀   (3) 科技刈谷

兵　庫   3:47.83
三好　徳人   (4) 松陽
金子　宗博   (3) 松陽
横田　篤史   (2) 飾磨工
盛　　則章   (3) 城内

静　岡   3:49.49
内山　恭兵   (2) 浜松大平台
山崎　　優   (1) 日本航空静岡
田中　直人   (3) 浜松大平台
鈴木　那弥   (3) 静岡中央

広　島   3:51.69
佐藤　優介   (3) 福山工
川井　信一   (2) 市立広島工
古田　展之   (1) 星槎国際
福島　純一   (3) 福山工

走高跳 8/14 玉城　孝朗   (2) 1m94
沖縄・泊昼

三浦　真拓   (2) 1m91
兵庫・川西

渡辺　大輝   (4) 1m88
神奈川・希望ヶ丘

花塚　裕一   (4) 1m85
栃木・足利工

横山　貴大   (1) 岡山・玉野備南 1m80
金城　匡也   (1) 沖縄・那覇工

鈴木　和麻   (2) 神奈川・希望ヶ丘 1m75
小山　創也 山口・聖光
前田　樹李亜 (2) 青森・北斗通八戸分

走幅跳 8/15 鎌田　悠暉   (2)   6m77/ 0.0
福島・郡山萌世

瀬川　　亮   (3)   6m17/+3.6
岩手・杜陵単

金城　匡也   (1)   6m09/+0.6
沖縄・那覇工

森作　勇哉   (2)   6m07/-0.3
茨城・鹿島灘

前田　樹李亜 (2)   6m02/+0.6
青森・北斗通八戸分

増渕　克典   (2)   5m96/+1.3
栃木・学悠館定

藤丸　祐樹   (4)   5m85/+1.7
福岡・福島

平松　　豊   (3)   5m79/ 0.0
栃木・学悠館定

三段跳 8/14 末廣　クリス (2)  13m58/+2.1
大阪・長尾谷近畿

坂元　良介   (4)  13m07/+3.5
奈良・天理

知念　慶介   (2)  12m29/-0.5
沖縄・那覇工

蔡　　興国   (3)  12m16/+0.1
東京・南葛飾

鈴木　和麻   (2)  11m93/+2.3
神奈川・希望ヶ丘

渡慶次　祐也 (3)  11m61/+0.5
沖縄・那覇商

清田　和真   (3)  11m36/+1.2
兵庫・飾磨工

山中　一樹   (4)  11m31/+1.2
愛知・大府

砲丸投
(6.000kg)

8/15 西本　裕一   (4)  14m80
三重・北星

大城　雅志   (4)  11m93
沖縄・那覇商

田邊　慶次朗 (3)  11m67
岐阜・大垣工

今　　章生   (3)  11m67
青森・北斗通

藤岡　達矢   (3)  11m27
神奈川・市川崎商

村田　祐基   (2)  11m25
兵庫・西脇北

山口　　穣   (2)  10m58
埼玉・松山

鈴木　　貞   (2)  10m50
宮城・佐沼

円盤投
(1.750kg)

8/14 西本　裕一   (4)  40m84
三重・北星

大塚　元太   (3)  32m65
福岡・ひびき

大城　雅志   (4)  31m81
沖縄・那覇商

野中　裕輔   (4)  31m37
兵庫・川西

村田　祐基   (2)  31m35
兵庫・西脇北

石井　裕士   (1)  31m23
兵庫・飾磨工

井上　　豪   (4)  29m44
神奈川・市高津

松原　秀郷   (2)  28m55
東京・荒川工

男子

１００ｍ 8/14 泊野　史香   (2) 12.97/+0.3
広島・星槎国際

白崎　怜子   (3) 13.20/+0.3
山形・霞城学園Ⅳ部

髙野　みづ穗 (1) 13.30/+0.3
茨城・水戸南

中田　春花   (3) 13.33/+0.3
東京・八洲東京

鎌倉　　舞   (1) 13.99/+0.3
兵庫・西宮香風

赤井　樹里亜 (4) 14.03/+0.3
大阪・二工芸

今関　聡子   (3) 14.06/+0.3
茨城・鹿島灘

渡辺　愛委美 (2) 14.07/+0.3
神奈川・希望ヶ丘

２００ｍ 8/15 泊野　史香   (2) 27.31/-1.0
広島・星槎国際

中田　春花   (3) 27.32/-1.0
東京・八洲東京

白崎　怜子   (3) 27.74/-1.0
山形・霞城学園Ⅳ部

髙野　みづ穗 (1) 27.90/-1.0
茨城・水戸南

岩井　奈々子 (3) 29.69/-1.0
東京・中央学院中央

渡辺　愛委美 (2) 29.83/-1.0
神奈川・希望ヶ丘

甲谷　紗登美 (3) 29.90/-1.0
秋田・秋田明徳館定

清　　那月   (1) 30.12/-1.0
静岡・静岡中央

４００ｍ 8/14 甲谷　紗登美 (3)  1:03.97
秋田・秋田明徳館定

鈴木　聡美   (3)  1:07.46
山形・酒田商

秋山　未来   (2)  1:07.61
秋田・秋田明徳館定

内田　瑞樹   (2)  1:08.00
栃木・真岡

小田　美穂   (2)  1:11.26
栃木・ｸﾗｰｸ宇都宮

木下　　歩   (4)  1:11.78
宮城・気仙沼

鮎川　友香   (4)  1:11.90
静岡・富士宮東

中村　春香   (1)  1:19.46
岐阜・東濃Ｆ

８００ｍ 8/15 下川　佳織   (4)  2:35.22
奈良・天理

佐々木　幹子 (3)  2:41.63
宮城・古川工

若林　春子   (3)  2:42.62
栃木・ｸﾗｰｸ宇都宮

藤原　鮎美   (1)  2:43.74
岡山・真備陵南

小林　由佳   (4)  2:46.53
東京・立川

内田　瑞樹   (2)  2:51.39
栃木・真岡

川本　里奈   (2)  2:51.47
愛知・名古屋西

秋山　未来   (2)  2:52.37
秋田・秋田明徳館定

３０００ｍ 8/14 下川　佳織   (4) 11:28.35
奈良・天理

佐々木　幹子 (3) 12:06.06
宮城・古川工

齊藤　雅代   (4) 12:25.58
山口・山口定

若林　春子   (3) 12:26.02
栃木・ｸﾗｰｸ宇都宮

小林　由佳   (4) 12:30.00
東京・立川

飯塚　夏姫   (2) 12:45.91
大阪・大阪中央

櫻井　茉穂   (1) 12:47.16
山口・防府商

榎本　貴実子 (3) 13:01.52
北海道・札幌大通

１００ｍＨ
(0.838m)

8/14 三浦　愛恵   (2) 16.82/-3.5
福井・武生

中村　恵理香 18.96/-3.5
大阪・桃谷通

佐藤　友紀   (3) 19.48/-3.5
宮城・佐沼

高野　まどか (3) 19.57/-3.5
新潟・堀之内

比嘉　　葵   (2) 19.97/-3.5
千葉・木更津東

松橋　湖葉瑠 (3) 20.06/-3.5
青森・弘前中央

森藤　悠伽   (2) 20.20/-3.5
静岡・静岡中央

大力　あかり (1) 20.66/-3.5
大分・日田

４×１００ｍ 8/15 東　京  54.45
山口　晴江   (2) 世田谷泉
中田　春花   (3) 八洲東京
岩井　奈々子 (3) 中央学院中央
本田　詩織   (1) 立川

山　形  54.94
鈴木　聡美   (3) 酒田商
鈴木　　唯   (4) 霞城学園Ⅳ部
奥山　美郷   (4) 霞城学園Ⅳ部
白崎　怜子   (3) 霞城学園Ⅳ部

愛　知  56.06
奥村　美樹   (1) 科技刈谷
水谷　梨衣那 (3) 名古屋西
松木　幸花   (3) 熱田
鈴木　優華   (3) 科技刈谷

静　岡  56.28
森藤　悠伽   (2) 静岡中央
清　　那月   (1) 静岡中央
阿部　真菜   (3) 浜松大平台
鈴木　絢女   (3) 浜松大平台

広　島  56.85
坂井　洋子   (3) 因島
泊野　史香   (2) 星槎国際
ﾌｪﾗﾝ　ﾅｻﾞﾚ   (1) 広島観音
木村　　唯   (3) 西

京　都  57.20
知念　美来   (1) 鳥羽
白山　はるな (2) 宮津伊根分
瀬良　彩衣里 (1) 鳥羽
梅原　麻友子 (4) 網野間人分

兵　庫  57.26
安本　昌代   (1) 楠
鎌倉　　舞   (1) 西宮香風
帖佐　みどり (4) 楠
森岡　美咲   (3) 長田商

 

走高跳 8/14 木津　あつみ (2) 1m57
石川・小松北

鉢峯　麻菜   (2) 1m54
長崎・鳴滝

中村　はづき (1) 1m48
兵庫・西宮香風

植村　まなみ (3) 1m40
福島・郡山萌世

徳永　絵里香 (1) 1m40
神奈川・市戸塚

山本　沙瀬瑠 (1) 1m35
東京・荻窪

古谷　　歩   (3) 1m35
大阪・長尾谷近畿

甲斐　実莉   (4) 1m30
東京・町田

走幅跳 8/14 梅原　麻友子 (4)   4m62/+1.3
京都・網野間人分

三浦　愛恵   (2)   4m53/+1.1
福井・武生

山口　晴江   (2)   4m46/+2.5
東京・世田谷泉

松木　幸花   (3)   4m40/+1.7
愛知・熱田

鮎川　友香   (4)   4m30/+2.3
静岡・富士宮東

津田　亜沙香 (2)   4m24/+3.3
香川・丸亀

鈴木　　唯   (4)   4m24/+5.1
山形・霞城学園Ⅳ部

清家　奈央   (1)   4m23/+0.3
大阪・布施

砲丸投
(4.000kg)

8/14 福西　かえで (2)   9m60
兵庫・姫路北

星名　美咲   (3)   8m61
新潟・十日町

大羽　小雪   (3)   8m49
広島・広島観音

鶴田　由貴   (3)   8m38
大阪・桜塚

渡辺　千晴   (3)   8m20
茨城・水戸南

三代　つぐみ (2)   8m18
福岡・ひびき

寶生　菜摘   (3)   7m99
東京・北豊島

松本　沙夜香 (4)   7m89
愛媛・松山南

円盤投
(1.000kg)

8/15 寶生　菜摘   (3)  28m21
東京・北豊島

石川　小百合 (4)  26m09
東京・荒川工

鶴田　由貴   (3)  26m03
大阪・桜塚

大羽　小雪   (3)  24m95
広島・広島観音

境田　愛果   (4)  24m48
東京・世田谷泉

星名　美咲   (3)  24m12
新潟・十日町

松本　沙夜香 (4)  23m45
愛媛・松山南

岩田　　愛   (4)  23m00
神奈川・市川崎

女子

男女総合得点 東　京 101点 神奈川 79点 奈　良 75点 兵　庫 71点 岐　阜 56点 静　岡 55点 栃　木 51点 沖　縄 45.5点

男子総合得点 神奈川 70点 奈　良 57点 岐　阜 55点 兵　庫 50点 沖　縄 45.5点 静　岡 41点 東　京 36点 栃　木 28点

女子総合得点 東　京 65点 広　島 33点 山　形 29点 大　阪 27点 宮　城 23点 栃　木 23点 兵　庫 21点 奈　良 18点

 8月13日 14:30 曇り  29.5℃   65％ 北北東0.9m/s
 8月13日 17:00 曇り  28.0℃   67％ 南南西1.1m/s
 8月14日  9:00 曇り  28.0℃   76％ 南南西0.5m/s
 8月14日 12:00 曇り  32.0℃   64％ 南南西1.5m/s
 8月14日 17:00 曇り  30.0℃   66％ 南東1.7m/s

 8月15日  9:00 晴れ  32.0℃   62％ 南1.6m/s
 8月15日 12:00 曇り  34.0℃   58％ 南南西0.9m/s
 8月15日 15:00 曇り  35.0℃   52％ 南1.4m/s
 

総　　　　　務：古山　光久
トラック審判長：貫井　勝之
ﾌｨｰﾙﾄﾞ審 判 長：鈴木　一弘
招集所　審判長：濱田　卓
記　録　主　任：関根　春幸

最優秀選手　　男子　　水流　勇樹   (4)/岐阜・関商工
　　　　　　　女子　　泊野　史香   (2)/広島・星槎国際
優秀選手　　　男子　　西本　裕一   (4)/三重・北星
　　　　　　　女子　　下川　佳織   (4)/奈良・天理
石沢賞　　　　男子　　森　　俊彦   (4)/香川・小豆島
　　　　　　　女子　　石川　小百合 (4)/東京・荒川工

凡例（NGR:大会新記録）


