
第46回関東信越地区高等専門学校陸上競技大会                                      
　期日：平成21年7月18日（土）19日（日）                                         
　場所：長野市営陸上競技場                                                      

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/19 男子  +0.1 阿部 哲雄(3) 11.30 小林 大地(3) 11.32 深澤 貴仁(4) 11.46 伊東 良容(3) 11.71 松本 卓也(3) 11.72 高野 滉一(4) 11.72 山本 大地(4) 11.75 田中 陽一(4) 11.84

100m 新潟･長岡 茨城･茨城 長野･長野 長野･長野 千葉･木更津 新潟･長岡 千葉･木更津 栃木･小山
07/18   0.0 竹内 敦(5) 22.42 小林 大地(3) 22.45 深澤 貴仁(4) 22.85 須藤 大翔(2) 23.06 高野 滉一(4) 23.13 山本 龍一(2) 23.27 松本 卓也(3) 23.54 伊藤 貴明(4) 23.56

200m 千葉･木更津 茨城･茨城 長野･長野 新潟･長岡 新潟･長岡 長野･長野 千葉･木更津 栃木･小山
07/19 原 弦太郎(5) 48.99 竹内 敦(5) 49.95 山本 龍一(2) 51.90 伊藤 貴明(4) 52.80 荒井 光(4) 53.20 安達 人志(3) 53.58 石井 亨(3) 55.05 佐々木 瞭(3) 55.27

400m 長野･長野 千葉･木更津 長野･長野 栃木･小山 東京･産技品川 新潟･長岡 茨城･茨城 千葉･木更津
07/18 原 弦太郎(5) 1,55.49 大島 弘(4) 1,57.18 宮坂 優介(4) 1,57.84 山口 諒(2) 2,01.68 秦 颯翔(1) 2,06.66 小林 直仁(1) 2,09.27 新井 宏章(2) 2,13.98 磯沼 文武(4) 2,16.13

800m 長野･長野 東京･東京 長野･長野 茨城･茨城 千葉･木更津 茨城･茨城 群馬･群馬 東京･東京
07/19 宮坂 優介(4) 4,08.83 大島 弘(4) 4,13.50 藤田 大和(3) 4,14.33 中島 將護(3) 4,16.08 秦 颯翔(1) 4,17.23 古関 哲平(5) 4,20.33 吉松 秀作(1) 4,22.99 藤森 真太(2) 4,25.15

1500m 長野･長野 東京･東京 茨城･茨城 長野･長野 千葉･木更津 千葉･木更津 東京･サレジオ 茨城･茨城
07/18 奥原 達朗(4) 15,54.04 中島 將護(3) 16,04.85 藤田 大和(3) 16,10.05 古関 哲平(5) 16,33.02 馬場 翔太(3) 16,41.66 阿部 貴大(4) 17,04.27 森 浩之(3) 17,05.71 吉松 秀作(1) 17,13.55

5000m 長野･長野 長野･長野 茨城･茨城 千葉･木更津 新潟･長岡 群馬･群馬 千葉･木更津 東京･サレジオ
07/19  -0.4 山本 大地(4) 15.63 須藤 大翔(2) 15.68 三川 幸宏(4) 15.92 斉藤 智大(5) 16.38 河合 慶太(3) 16.73 藤巻 伶緒(2) 17.09 吉田 兼太郎(3) 17.27 五十畑 宏樹(3) 17.49

110mH 千葉･木更津 新潟･長岡 新潟･長岡 茨城･茨城 茨城･茨城 東京･サレジオ 東京･産技品川 栃木･小山
07/19 阿部 哲雄(3) 1.85 吉田 兼太郎(3) 1.80 竹内 三就(4) 1.75 宮田 景介(3) 1.70 新井 柚大(3) 茨城･茨城 1.65 尾関 泰斗(3) 1.65

走高跳 新潟･長岡 東京･産技品川 長野･長野 長野･長野 野口 直希(1) 群馬･群馬 東京･産技品川
常井 裕人(3) 茨城･茨城

07/18 藤原 健(3) 6.39(+1.0) 尾関 泰斗(3) 6.25(+0.5) 小林 洋貴(4) 6.18(+1.4) 沖田 尚久(3) 6.10(+0.3) 平野いさむ(2) 6.07(-0.4) 田中 陽一(4) 5.96(+0.9) 中沢 禎文(1) 5.80(+0.3) 青柳佑海人(2) 5.79(+1.2)
走幅跳 千葉･木更津 東京･産技品川 長野･長野 東京･東京 茨城･茨城 栃木･小山 群馬･群馬 東京･東京

07/19 竹内 三就(4) 12.56(0.0) 小林 洋貴(4) 12.43(-0.6) 中濱綱太郎(3)12.26(+0.1) 込山 恭平(3) 12.07(+0.2) 中園 敦巳(5) 11.94(+0.7) 畠山 竜大(3) 11.59(-0.5) 中沢 禎文(1) 11.39(+0.6) 金井 和貴(2) 11.19(0.0)
三段跳 長野･長野 長野･長野 東京･サレジオ 新潟･長岡 東京･東京 茨城･茨城 群馬･群馬 群馬･群馬

07/19 小林 和也(3) 11.82 青木 良太(2) 11.22 梅田 翔太(3) 11.04 植松 太郎(4) 10.50 青木 裕太(5) 10.31 常井 裕人(3) 10.24 青柳 和樹(1) 10.15 梅澤 将充(3) 9.54
砲丸投6.0kg 東京･産技品川 東京･東京 東京･サレジオ 千葉･木更津 東京･サレジオ 茨城･茨城 栃木･小山 新潟･長岡

07/18 清水 裕貴(4) 36.06 梅田 翔太(3) 33.42 梅澤 将充(3) 33.17 池田 成亨(5) 31.48 髙瀬 智幸(3) 29.59 稲葉 将之(3) 28.63 神原 大輔(3) 25.75 荻津 卓哉(4) 25.65
円盤投1.75kg 長野･長野 関信新・大会新 東京･サレジオ 新潟･長岡 千葉･木更津 茨城･茨城 東京･サレジオ 栃木･小山 茨城･茨城

07/19 池田 成亨(5) 51.63 植松 太郎(4) 50.51 清水 裕貴(4) 47.23 三根 尭央(4) 45.39 畠山 竜大(3) 45.39 嵯峨 義朗(2) 45.00 小林 和也(3) 42.87 霜鳥 敏之(5) 41.90
やり投0.8kg 千葉･木更津 千葉･木更津 長野･長野 群馬･群馬 茨城･茨城 群馬･群馬 東京･産技品川 新潟･長岡

07/18 長岡       43.53 木更津       43.90 茨城       44.75 群馬       45.00 小山       45.20 東京       45.38 サレジオ       45.72
4×100mR 横山 圭佑(4) 竹内 敦(5) 畠山 竜大(3) 曽場 大悟(2) 田中 陽一(4) 中園 敦巳(5) 平野 良幸(4)

須藤 大翔(2) 池田 成亨(5) 小林 大地(3) 山田 樹(2) 峯吉 翼(1) 園田 雅志(4) 梅田 翔太(3)
高野 滉一(4) 松本 卓也(3) 河合 慶太(3) 武者 拓人(2) 伊藤 貴明(4) 坂本 龍紀(4) 藤巻 伶緒(2)
阿部 哲雄(3) 山本 大地(4) 岡崎 駿(2) 外所 伸崇(5) 茅島 明彦(2) 沖田 尚久(3) 徳永 翔(1)

07/19 長野     3,25.78 茨城     3,29.22 長岡     3,30.20 木更津     3,33.83 東京     3,40.10 群馬     3,40.72 小山     3,40.89 サレジオ     3,42.00
4×400mR 深澤 貴仁(4) 根本 良(5) 阿部 哲雄(3) 池田 成亨(5) 安江 孝史(3) 石田 隆成(1) 田中 陽一(4) 服部 光起(3)

山本 龍一(2) 山口 諒(2) 須藤 大翔(2) 山本 大地(4) 園田 雅志(4) 山田 樹(2) 小久保 宰(1) 藤巻 伶緒(2)
小林 洋貴(4) 河合 慶太(3) 安達 人志(3) 野本 竜之介(3) 磯沼 文武(4) 曽場 大悟(2) 青柳 和樹(1) 梅田 翔太(3)
原 弦太郎(5) 常井 裕人(3) 池田 真太郎(2) 竹内 敦(5) 大島 弘(4) 武者 拓人(2) 伊藤 貴明(4) 徳永 翔(1)

長野 130 木更津 95 茨城 84 長岡 75 東京 39 サレジオ 35 産技品川 31 群馬 29
男子総合
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