
平成１9年度 全国高等学校総合体育大会 　秩父宮賜杯　第６０回　全国高等学校陸上競技対校選手権大会 佐賀

都  道  府  県  予  選  会  成  績  表 佐賀県総合運動場 陸上競技場 平成１９年６月２日(土)～６月４日(月)

種　目 参加数 風力 １ ２ ３ ４ ５ ６

６／ 3 １００ｍ 98 +1.6 10.85弓　　怜也 (2) 佐　工 10.90宮原　　惇 (3) 三養基 10.93梶原　慎司 (2) 佐　工 10.99高山健一郎 (3) 佐　北 11.05原口　政典 (3) 佐　東 11.31山口　洋平 (2) 鹿　島

６／ 4 ２００ｍ 90 -2.3 22.26弓　　怜也 (2) 佐　工 22.46梶原　慎司 (2) 佐　工 22.60宮原　　惇 (3) 三養基 22.73高山健一郎 (3) 佐　北 22.86中川　郁哉 (2) 伊万里 22.91藤澤　圭佑 (3) 佐　工

６／ 2 ４００ｍ 73 49.65藤澤　圭佑 (3) 佐　工 49.92湯ノ谷憲一郎 (3)弘学館 50.26中川　郁哉 (2) 伊万里 50.27渡邉　征大 (3) 唐　工 50.32廣瀬　英行 (3) 佐　北 50.73永江　晃司 (3) 佐　工

６／ 4 ８００ｍ 84 ● 1:55.30橋本健太朗 (3) 鳥　工 ● 1:56.54久富　崇弘 (3) 北　陵  1:58.28井上　新理 (3) 鹿　島  1:58.31落合　俊貴 (3) 唐　工  1:58.97永江　晃司 (3) 佐　工  1:59.20山口　達也 (3) 佐　工

６／ 2 １５００ｍ 92  4:02.19橋本健太朗 (3) 鳥　工  4:02.26木下　潤哉 (3) 白　石  4:05.03小西　祐也 (2) 鳥　工  4:06.26古屋　広樹 (2) 鳥　工  4:07.27久富　崇弘 (3) 北　陵  4:07.44楠元　敬久 (3) 唐　工

６／ 4 ５０００ｍ 79 15:15.16田中　翔太 (3) 鳥　工 15:15.40木下　潤哉 (3) 白　石 15:19.84今村　　潤 (3) 鳥　工 15:21.39楠元　敬久 (3) 唐　工 15:21.61松岡　竜也 (2) 白　石 15:28.76川久保公平 (3) 有　工

６／ 4 １１０ｍＨ 14 +0.1 16.04千住　勇太 (3) 佐　東 16.38正木　友海 (1) 杵　商 16.63木原　涼輔 (2) 鳥　栖 16.96川崎　誠史 (2) 佐　工 17.65中島　　優 (2) 鳥　栖 17.80芹田　亮太 (3) 神　埼

６／ 3 ４００ｍＨ 16 56.84山口　健太 (3) 鳥　工 57.48杉山　　誠 (3) 佐　工 57.59川崎　誠史 (2) 佐　工 57.89赤坂　知則 (2) 佐　工 58.98栗山　直人 (2) 杵　商 59.81渡邉　征大 (3) 唐　工

６／ 3 ３０００ｍＳＣ 46  9:18.23田中　翔太 (3) 鳥　工  9:23.49今村　　潤 (3) 鳥　工  9:24.93杉光　潤一 (3) 白　石  9:29.21池田　剛志 (3) 弘学館  9:35.34武村　幸樹 (3) 有　工  9:35.59今泉　正和 (3) 佐　工

６／ 2 ５０００ｍＷ 6 24:42.45有馬　祥平 (2) 鳥　工 25:06.80天本　雅健 (2) 鳥　工 27:30.74田中　貫志 (2) 鳥　工 28:03.10石橋　諒一 (2) 伊　商 31:10.26吉村　幸栄 (1) 唐　工

６／ 3 ４×１００ｍ 27 42.23梶原　慎司 (2) 佐　工 43.85梅崎　祐介 (1) 佐　北 43.98馬場　淳史 (3) 伊万里 44.01大西雄太朗 (2) 佐　西 44.10高木　　悠 (2) 唐　東 44.31尾関　太一 (3) 弘学館

藤澤　圭佑 (3) 高山健一郎 (3) 秀島　健太 (2) 山下　修平 (3) 谷口雄二郎 (2) 湯ノ谷憲一郎 (3)

諸石　拓也 (3) 松尾　昇輝 (1) 吉田　　翔 (3) 島　　大嵩 (2) 吉田　久男 (2) 小漉　崇央 (3)

弓　　怜也 (2) 荒木　修平 (3) 中川　郁哉 (2) 齊藤　弘晃 (2) 衞藤　　稜 (2) 湯川　　史 (3)

６／ 4 ４×４００ｍ 24  3:22.32杉山　　誠 (3) 佐　工  3:23.79吉田　　翔 (3) 伊万里  3:25.48橋本　　真 (3) 鳥　工  3:27.67陣内　隆太 (2) 鹿　島  3:27.74鶴田　丈士 (2) 唐　東  3:28.73井上　卓弥 (3) 唐　工

赤坂　知則 (2) 秀島　健太 (2) 平野　　良 (3) 山口　洋平 (2) 谷口雄二郎 (2) 赤木　佑貴 (3)

永江　晃司 (3) 多久島　亮 (3) 原　　昌平 (3) 井上　新理 (3) 衞藤　　稜 (2) 池田　直樹 (3)

藤澤　圭佑 (3) 中川　郁哉 (2) 山口　健太 (3) 鶴田　祐樹 (2) 吉田　久男 (2) 渡邉　征大 (3)

６／ 3 走高跳 14 1m80中島　　優 (2) 鳥　栖 1m75高田　　卓 (3) 佐　北 1m70三原慎一朗 (1) 鳥　栖 1m70武藤　正成 (3) 佐　工 1m65坂口　洋平 (2) 鳥　工 1m65中山　佑太 (1) 佐　工

６／ 3 棒高跳 8 4m00山口　仁志 (3) 伊　農 3m40石丸　健人 (2) 佐　工 3m30小林　誠吾 (2) 嬉　野 2m80浦田惣一郎 (3) 伊　農 2m70阿比留　徹 (1) 嬉　野
牟田　昴洋 (2) 神　埼

６／ 2 走幅跳 42   6m90弓　　怜也 (2) 佐　工   6m34當田　英貴 (3) 神　埼   6m29平山　卓郎 (3) 三養基   6m25林　　直輝 (3) 佐　東   6m24江頭　和敏 (3) 佐　工   6m20松尾　昇輝 (1) 佐　北

+0.9  0.0  +2.1 +0.1 +1.6 +2.6
６／ 三段跳 21  14m01松田　拓也 (3) 鳥　栖  13m85江頭　和敏 (3) 佐　工  13m41中野　誠也 (3) 佐　工  13m19川崎　誠史 (2) 佐　工  13m18福島　武志 (3) 清　明  13m15城野　竜彦 (3) 神　埼

+3.0 +3.3 +0.3 +2.4 -0.8 +0.7

６／ 2 砲丸投 34  12m38江口　堯彦 (3) 佐　工  11m66杉山　健太 (3) 唐　工  11m39松尾　文平 (3) 佐　工  11m13宮﨑　啓太 (1) 唐　商  10m94馬渡　重成 (3) 白　石  10m88香月　建人 (2) 佐　商

６／ 4 円盤投 38  39m37杉山　健太 (3) 唐　工  34m32森脇　鉄平 (2) 唐　工  33m57松尾　文平 (3) 佐　工  32m83楢崎　　優 (3) 伊万里  32m70唐島　亨樹 (3) 杵　商  32m68古竹　祥太 (3) 伊　農

６／ 2 ハンマー投 17 ◎  50m12岩永　一心 (3) 清　明  39m49山口　康平 (2) 有　工  39m39原　　大輔 (2) 伊万里  37m87下田　利征 (2) 塩　工  36m28川尻　修平 (3) 有　工  34m48古竹　祥太 (3) 伊　農

６／ 3 やり投 34  56m01松園　秀平 (3) 敬　徳  50m08村島源太郎 (3) 有　工  49m85池田　晃樹 (3) 伊万里  48m78石野　　航 (3) 鳥　栖  47m52田島　宏一 (2) 武　雄  47m24森脇　鉄平 (2) 唐　工

八種競技 2  4279浦田惣一郎 (3) 伊　農  3544芹田　亮太 (3) 神　埼

 100m-LJ-SP-400m  11.85(+0.4)-5m66(+0.1)-8m78-53.49  11.94(+0.4)-5m74(0.0)-7m69-56.19     

 110mH-JT-HJ-1500m  18.87(+0.4)-31m35-1m70-4:36.26  20.10(+0.4)-23m83-1m52-5:12.07     

佐　工 鳥　工 唐　工 伊万里 鳥　栖 佐　北

鳥　工 佐　工 白　石 伊万里 唐　工 佐　北

佐　工 鳥　栖 唐　工 有　工 伊万里 伊　農

伊　農 神　埼

時現在 風　向 気　温 湿　度 天　候 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 主 催 者 　佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

都道府県内の予選会校数、人数 12:00 東 23℃ 67% 曇り 　佐  賀  陸  上  競  技  協  会

　　４１　校 12:00 北北東 24℃ 60% 曇り 記録主任 　浦　　弘人 印

　５２３　名 12:00 南 28℃ 51% 晴れ 総　　務 　中島　　洋 印

　● 大会新　、▼ 大会タイ　、◎ 県新　、★ 県高校新 審 判 長 　白水　克明 印
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