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第28回JR東日本陸上・駅伝大会 2014年7月24日(木)～25日(金)
決勝一覧表

正田醤油スタジアム群馬

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子一般 7/25 １００ｍ 茂木  厚裕 11.66 佐野  雄大 11.67 小池    陽 11.82 渡邉  敬大 11.86 高瀬  敏哉 11.98 山本  祥平 12.10

高崎 -1.5 横浜 -1.5 千葉 -1.5 千葉 -1.5 高崎 -1.5 新潟 -1.5 

男子成年 7/25 １００ｍ 中山  貴央 12.65 茂垣  喬嗣 12.67 飯坂  智和 12.95 鳥羽  和利 13.01 井上  直也 13.31 新田  英二 13.47 鈴木  光洋 14.15
本社 -1.7 横浜 -1.7 八王子 -1.7 長野 -1.7 水戸 -1.7 大宮 -1.7 秋田 -1.7 

男子壮年 7/25 １００ｍ 吉田    均 12.35 高瀬  久康 13.61 後藤  憲朗 13.82 田代  幸人 14.24 笹沼  信男 14.31 小泉    久 14.60 飯塚  幸一 14.80 芹澤  喜和 15.36
盛岡 +0.8 NGR 高崎 +0.8 秋田 +0.8 横浜 +0.8 大宮 +0.8 本社 +0.8 高崎 +0.8 横浜 +0.8 

男子共通 7/25 ２００ｍ 矢沢  幸隆 23.53 島田  喜文 23.56 茂木  厚裕 23.76 小池    陽 25.61 木本  貴大 26.17 岩佐  拓実 26.27 中村  浩幸 26.35 田中  雄治 27.11
高崎 -0.4 千葉 -0.4 高崎 -0.4 千葉 -0.4 横浜 -0.4 長野 -0.4 仙台 -0.4 横浜 -0.4 

男子共通 7/24 ４００ｍ 矢沢  幸隆 51.29 野田  健一 53.22 品田  健太 53.30 山田  悠揮 54.46 小田切俊人 55.56 井上  直也 55.91 鈴木  勇希 56.86 橋本  勝彦 56.92
高崎 東京 新潟 秋田 東京 水戸 横浜 仙台

男子一般 7/24 １５００ｍ 大和久貴裕  4:23.73 渡邊  雄太  4:29.97 小田切俊人  4:38.40 柿沼  晋介  4:46.72 佐藤  善行  4:49.66 宮本  耕平  4:52.84 中村  浩幸  4:57.70 北村  尚久  4:58.57
千葉 千葉 東京 大宮 千葉 横浜 仙台 本社

男子成年 7/24 １５００ｍ 座間  保成  4:29.73 神尾  祐治  4:43.57 竹本  広大  4:56.14 重泉    淳  4:57.03 上野  海夢  4:58.30 磯崎    孝  4:59.39 麻生  英行  5:01.23 小林  博幸  5:16.21
千葉 NGR 東京 仙台 本社 八王子 東京 千葉 八王子

男子申告 7/24 ２０００ｍ 児玉  博人  5.00 多田    力  9.00 同順：長谷川翔大  9.00 島山    智 11.00 同順：岩﨑  貴志 11.00 同順：上野    剛 11.00 吉田    拓 12.00 山本  康剛 13.00
盛岡 千葉 千葉 高崎 盛岡 八王子 東京 横浜

男子壮年 7/25 ３０００ｍ 堀越  義博 11:36.39 田代  幸人 11:41.60 関戸  正美 11:43.75 吉田    拓 11:50.05 杣木  昭一 12:22.13 瀧内  義男 12:30.96 熊本  義寛 12:37.63 碓井  克彦 13:02.91
千葉 横浜 大宮 東京 新潟 仙台 本社 本社

男子共通 7/25 ５０００ｍ 大和久　貴裕 16:39.4 小田切　俊人 17:25.1 座間  保成 17:42.0 神尾  祐治 17:46.5 小林  洋芳 18:05.2 徳田  誠司 18:34.8 沼澤  弘明 18:48.7 児玉  博人 18:57.4
千葉 東京 千葉 東京 横浜 東京 横浜 盛岡

男子共通 7/25 ４×１００ｍ 高崎 45.26 新潟 45.77 千葉 46.20 秋田 47.63 横浜 47.89 仙台 48.08 東京 48.32 大宮 48.42
  密照  康二   岡本  健史   島田  喜文   佐々木仁視   鈴木  勇希   橋本  勝彦   篠崎  倫崇   宮下  洋介
  高瀬  敏哉   山本  祥平   渡邉  敬大   山田  悠揮   宮本  耕平   千葉  雄治   鈴木  一史   中田  弘樹
  矢沢  幸隆   大滝    潤   佐藤  善行   渡辺  拓也   田中  雄治   猪狩    崇   野田  健一   村田  慶祐
  茂木  厚裕   品田  健太   小池    陽   安部  優希   佐野  雄大   後藤  耕平   櫻澤  弘幸   柿沼  晋介

男子共通 7/25 ４×４００ｍ 千葉  3:39.41 東京  3:40.58 大宮  3:44.00 高崎  3:45.81 秋田  3:54.21 横浜  3:57.15 本社  4:03.21
  島田  喜文   篠崎  倫崇   新田  英二   密照  康二   日下  達仁   鈴木  勇希   田村    聡
  大和久　貴裕   鈴木  一史   柿沼  晋介   茂木  厚裕   安部  優希   柴木壮一郎   中山  貴央
  青瀧  真人   小田切　俊人   石塚  真人   高瀬  敏哉   佐々木仁視   木本  貴大   小泉    久
  小池    陽   野田  健一   川鍋　正太郎   矢沢  幸隆   山田  悠揮   宮本  耕平   石井  功緒

男子共通 7/24 走高跳 千葉  雄治 1m85 後藤  耕平 1m79 島田  喜文 1m65 武井    進 1m65 櫻澤  弘幸 1m60 鈴木  光洋 1m50
仙台 仙台 千葉 高崎 東京 秋田

男子一般 7/25 走幅跳 山本  祥平 6m53 渡邉  敬大 6m50 滝沢  一樹 6m24 渡邉  祐矢 5m98 島田  喜文 5m97 佐野  雄大 5m85 猪狩    崇 5m83 柴木壮一郎 5m78
新潟 +0.4 千葉 -0.6 長野 -1.2 新潟 +1.5 千葉 -1.4 横浜 +1.5 仙台 +1.5 横浜 +2.1 

男子成年 7/25 走幅跳 武井    進 5m55 鳥羽  和利 5m43 鈴木  光洋 5m19 井上  直也 5m10 神尾  祐治 5m03 座間  保成 4m17 磯崎    孝 4m00 菊池  拓也 3m44
高崎 +0.9 長野 +2.3 秋田 +0.5 水戸 +2.6 東京 +0.9 千葉 +3.6 東京 +1.7 水戸 +1.2 

男子壮年 7/25 走幅跳 吉田    均 6m14 瀧内  義男 4m75 高松    武 4m63 高瀬  久康 4m55 渡辺    勉 4m53 笹沼  信男 3m99 芹澤  喜和 3m87 鈴木  国明 3m37
盛岡 +1.2 NGR 仙台 +2.4 水戸 +4.8 高崎 +3.1 秋田 +2.3 大宮 +4.8 横浜 +1.0 本社 +4.1 

男子一般 7/24 砲丸投 小池    陽  10m38 渡邉  敬大  10m13 野村    唯  10m09 小川  智之   9m59 井田幸之介   8m56 穴田  恵介   8m24 海老原哲也   7m96 猪狩    淳   7m88
(7.260kg) 千葉 千葉 八王子 高崎 八王子 大宮 長野 仙台

男子成年 7/25 砲丸投 武井    進  10m25 日下部  基   9m94 新田  英二   9m36 茂垣  喬嗣   9m27 竹本  広大   8m14 川崎  陽一   7m29 菊池  拓也   7m15 磯崎    孝   7m06
(6.000kg) 高崎 長野 大宮 横浜 仙台 千葉 水戸 東京

男子壮年 7/25 砲丸投 渡辺    勉   9m08 高瀬  久康   8m87 瀧内　義男   8m57 笹沼  信男   8m06 堀越  義博   7m94 黒田  義信   7m92 芹澤  喜和   7m78 鈴木  国明   5m51
(5.000Kg) 秋田 高崎 仙台 大宮 千葉 東京 横浜 本社

女子　　 7/25 １００ｍ 大貫　暁美 15.08 武者早希子 15.10 須賀  希美 15.15 郡山  彩子 15.24 雄鹿  有紗 15.24 山田  美穂 15.26 八房  優里 15.51 島田    南 15.55
大宮 +0.3 高崎 +0.3 水戸 +0.3 仙台 +0.3 仙台 +0.3 八王子 +0.3 千葉 +0.3 大宮 +0.3 

女子　　 7/24 １５００ｍ 佐々木亜美  4:57.46 武者早希子  5:40.93 朝妻  香澄  5:45.09 八房  優里  5:49.10 山田  美穂  5:58.83 中村理絵子  6:02.91 江原  晴美  6:20.35 坂本  翔子  6:30.41
東京 NGR 高崎 新潟 千葉 八王子 東京 横浜 大宮

女子　　 7/25 ３０００ｍ 佐々木亜美 10:52.35 八房  優里 12:49.98 江原  晴美 13:11.12 中村理絵子 13:18.16 坂本  翔子 13:47.01 葉梨  美和 14:34.91 黒須  房江 14:43.09 功刀  麻子 15:10.51
東京 NGR 千葉 横浜 東京 大宮 本社 大宮 秋田

女子　　 7/24 走幅跳 大貫　暁美 4m36 須賀  希美 4m11 雄鹿  有紗 4m09 栁町亜津美 3m56 郡山  彩子 3m54 川原  尚子 3m51 虻川このみ 3m46 清藤めぐみ 3m43
大宮 +1.7 水戸 +2.5 仙台 +2.5 東京 +3.5 仙台 +1.4 千葉 +2.9 東京 +1.9 秋田 +2.2 

女子　　 7/25 砲丸投 虻川このみ   7m69 武者早希子   6m16 山田  美穂   6m00 粂川  裕美   5m81 川原  尚子   4m05
(4.000kg) 東京 高崎 八王子 千葉 千葉

男子ｵｰﾌﾟﾝ 7/24 ３０００ｍ 羽生  良樹  9:22.0 染谷  悠一  9:25.1 佐久間大成  9:25.5 中山  貴史  9:35.8 高野  和文  9:41.9 日下  達仁  9:42.9 須賀    暁  9:46.1 高野  寛基  9:47.9
仙台 東京 東京 盛岡 盛岡 秋田 仙台 長野

審　判　長　　:髙橋　勝則
記　録　主　任：吉田　　正

凡例（NGR:大会新記録）


