
男子800m
審 判 長：中村　要一，鈴木小枝子

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            1:45.75   川元　奬(長野・日大)                  2014.05.11 8月21日 12:25 予　選
大会記録(GR)            1:50.04   仙波　吉晴(埼玉・自衛隊体育学校)      1995 8月21日 16:25 決　勝

予　選　5組1着＋3

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵｷ ﾏﾅﾌﾞ 茨城 ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ 千葉

1 7 101 大木　学(94) 千葉大 1:58.34 Q 1 3 1232 梅谷　健太(96) 順天堂大 1:53.11 Q
ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 神奈川 ﾊｯﾄﾘ ｽﾅｵ 神奈川

2 5 898 今井　桜日(99) 鶴見高 1:58.86 2 4 902 服部　直(87) 相州健児 1:53.57 q
ｳﾌﾞｶﾀ ﾄｼｷ 群馬 ﾅｶﾞｻﾜ ｹｲｺﾞ 茨城

3 6 549 生方　利樹(99) 明和県央高 2:00.08 3 5 123 長澤　圭吾(93) 筑波大同好会 1:54.30
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 栃木 ｽﾅｶﾞ ｹﾝﾄ 埼玉

4 3 205 田中　優樹(99) 黒磯高 2:03.70 4 8 704 砂賀　建人(96) 大東文化大 1:54.83
ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 埼玉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨

2 606 入江　亮輔(99) 春日部共栄高 DNS 5 2 1042 渡辺　宏太(98) 山梨大 1:55.79
ﾉｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 群馬 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ 埼玉

4 468 野口　陽介(93) 国士舘ｸﾗﾌﾞ DNS 6 7 619 高山　裕樹(00) 埼玉栄高 1:56.78
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ 千葉 ｵｶﾍﾞ ﾕｲ 群馬

8 1298 田口　雄貴(99) 東海大浦安高 DNS 7 6 418 岡部　由惟(98) 伊勢崎商高 1:58.84

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 神奈川 ｻｲﾄｳ ﾐﾗﾝ 神奈川

1 2 917 青栁　良英(95) 横浜国立大 1:55.37 Q 1 3 940 齋藤　未藍(94) 青山学院大 1:52.90 Q
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｾｲ 千葉 ｼｮｳｼﾞ ﾀｶﾉﾘ 千葉

2 6 1238 前田　悠生(95) 順天堂大 1:57.45 2 8 1244 庄司　貴紀(96) 駿河台大 1:53.49 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 栃木 ｶﾈｺ ﾀｶﾉﾘ 埼玉

3 3 322 渡邉　拓也(88) 栃木TFC 1:58.21 3 4 728 金子　貴紀(98) 深谷一高 1:54.14 q
ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 茨城 ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨

4 7 49 小澤　晃太郎(94) 茨城大 1:58.43 4 7 1076 鶴崎　大輔(94) 福島大 1:54.87
ｺｻｶ ｹｲｺﾞ 埼玉 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 群馬

5 4 692 小坂　啓悟(96) 早大同好会 1:58.79 5 2 464 中澤　太一(94) 群馬大 1:59.03
ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾞﾄ 群馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 栃木

6 5 450 山﨑　涼人(99) 中之条高 1:58.89 6 5 268 渡辺　啓太(96) 作新学院大 1:59.58
ｲﾄｶﾜ ｺｳﾀ 千葉 ｳｼｵﾀﾞ ｺｳｷ 茨城

8 1212 糸川　航太(86) ｵｷHD DNS 7 6 31 潮田　航大(98) 鹿島高 2:00.32

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｶｲﾀﾆ ﾘｭｳﾀ 埼玉

1 5 609 堺谷　龍太(99) 川越東高 1:56.65 Q
ﾀｶﾔ ﾏｻﾖｼ 茨城

2 2 33 髙谷　正義(98) 土浦湖北高 1:57.15
ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ 神奈川

3 6 863 小澤　眞道(98) 二宮高 1:57.62
ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 群馬

4 7 548 安藤　秀行(95) 明治大 2:03.58
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾏﾓﾙ 千葉

3 1292 竹林　守(96) 東海大 DNS
ｳｴﾊﾗ ｺｳﾀ 神奈川

4 836 上原　広太(94) 国士舘大 DNS
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順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ 千葉

1 6 1232 梅谷　健太(96) 順天堂大 1:53.65
ｻｲﾄｳ ﾐﾗﾝ 神奈川

2 4 940 齋藤　未藍(94) 青山学院大 1:53.71
ｼｮｳｼﾞ ﾀｶﾉﾘ 千葉

3 8 1244 庄司　貴紀(96) 駿河台大 1:54.93
ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 神奈川

4 3 917 青栁　良英(95) 横浜国立大 1:54.94
ﾊｯﾄﾘ ｽﾅｵ 神奈川

5 2 902 服部　直(87) 相州健児 1:56.27
ｵｵｷ ﾏﾅﾌﾞ 茨城

6 7 101 大木　学(94) 千葉大 1:57.57
ｶﾈｺ ﾀｶﾉﾘ 埼玉

7 1 728 金子　貴紀(98) 深谷一高 1:58.56
ｻｶｲﾀﾆ ﾘｭｳﾀ 埼玉

8 5 609 堺谷　龍太(99) 川越東高 1:58.83
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