
第46回全国高等専門学校体育大会陸上競技                                          
　期日：平成23年8月27日（土）・28日（日）                                       
　場所：長野市営陸上競技場                                                      

決勝記録一覧表
(NGR:大会新,NKR:全高専新) 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
08/28 男子  -0.8 加藤 良祐(4) 11.01 斎藤 秀樹(3) 11.24 清水 開吏(4) 11.25 杉木 勇磨(4) 11.27 藤原 慎二郎(1) 11.34 髙畑 裕紀(4) 11.35 瀧下 嵩志(5) 11.37 川上 晃弘(2) 11.48

100m 愛知･豊田 三重･近畿大学 三重･鈴鹿 富山･富山（射水） 奈良･奈良 青森･八戸 高知･高知 千葉･木更津
08/27  +2.4 加藤 良祐(4) 21.29 湯田 功稀(5) 21.71 藤原 健太郎(4) 21.97 髙畑 裕紀(4) 22.28 山本 龍一(4) 22.38 須藤 大翔(4) 22.50 硎屋 貴稔(4) 22.57 木村 有希(3) 22.70

200m 愛知･豊田 三重･鈴鹿 奈良･奈良 青森･八戸 長野･長野 新潟･長岡 三重･近畿大学 秋田･秋田
08/28 矢野 健太(5) 49.26 湯田 功稀(5) 49.29 長谷川 慎(5) 49.29 石原 元気(5) 49.93 清水 剛士(3) 50.05 山本 龍一(4) 50.35 山下 修平(5) 51.56 石橋 聡(3) 51.71

400m 兵庫･神戸市立 三重･鈴鹿 愛知･豊田 富山･富山（射水） 三重･近畿大学 長野･長野 福岡･有明 福岡･久留米
08/27 浅田 龍馬(4) 1,55.28 木村 祥梧(5) 1,55.85 志賀 俊久(3) 1,56.89 小森 大輝(5) 1,57.66 石原 元気(5) 1,57.89 吉村 涼(3) 1,59.48 川脇 滉博(2) 1,59.87 大井 一登(3) 2,00.30

800m 長崎･佐世保 香川･香川（高松） 兵庫･神戸市立 岐阜･岐阜 富山･富山（射水） 岐阜･岐阜 長崎･佐世保 三重･近畿大学
08/28 加藤 佑樹(3) 4,03.93 中野 雄一郎(4) 4,05.74 穴井 晃太(3) 4,06.11 小森 大輝(5) 4,08.48 森下 一将(5) 4,11.29 吉岡 駿(3) 4,13.73 田中 連(3) 4,14.73 緑川 知也(2) 4,15.21

1500m 三重･鈴鹿 長崎･佐世保 熊本･熊本（八代） 岐阜･岐阜 山口･徳山 山口･宇部 愛媛･弓削商船 茨城･茨城
08/27 松藤 仁(4) 15,11.65 横尾 太祐(4) 15,33.88 森下 一将(5) 15,35.04 加藤 佑樹(3) 15,52.27 穴井 晃太(3) 15,52.76 加藤 大貴(4) 15,57.15 門馬 伸光(4) 16,05.99 島田 康陽(4) 16,23.30

5000m 福岡･有明 NGR 長崎･佐世保 山口･徳山 三重･鈴鹿 熊本･熊本（八代） 宮城･仙台（名取） 京都･舞鶴 長野･長野
08/28  -0.1 須藤 大翔(4) 14.94 洞 誠二(5) 15.07 角井 暖(5) 15.08 藪根 秀和(4) 15.12 山口 将大(3) 15.59 松下 恭輔(5) 15.60 五百崎 太郎(1) 16.01 石幡 進之介(3) 16.30

110mH 新潟･長岡 三重･近畿大学 千葉･木更津 三重･近畿大学 長崎･佐世保 愛媛･弓削商船 富山･富山（射水） 宮城･仙台（名取）
08/28 岡久 拓人(3) 1.97 衛藤 将(2) 1.94 大薗 晃平(3) 1.91 松藤 貴大(3) 1.88 吉田 兼太郎(5) 1.85 平山 竜二(3) 1.85 山岸 将之(5) 福井･福井 1.80

走高跳 北海道･釧路 三重･鈴鹿 鹿児島･鹿児島 福岡･有明 東京･産技（品川） 兵庫･神戸市立 淵崎 稜(5) 愛知･豊田
08/27 大津 渉(5) 7.35(+0.6) 駒井 大祐(5) 7.10(+3.3) 廣島 康平(3) 7.03(+3.2) 平野 いさむ(4)7.00(+1.7) 泉 集心(5) 6.93(+2.2) 芹原 貴晃(5) 6.88(+2.5) 川上 拳斗(5) 6.81(+2.2) 鶴身 征也(1) 6.80(+2.6)

走幅跳 三重･鈴鹿 NKR,NGR 香川･香川（高松） 三重･近畿大学 茨城･茨城 石川･石川 島根･松江 香川･香川（詫間） 香川･香川（高松）
08/28 大津 渉(5) 14.95(+1.9) 泉 集心(5) 14.73(+1.3) 竹内 大晴(2) 14.31(+1.2) 長谷川 諒(4) 14.27(+0.8) 菅 大彰(3) 13.99(+1.4) 駒井 大祐(5) 13.88(+2.8) 和田 脩平(3) 13.59(+1.8) 船越 隼斗(4) 13.57(+0.8)

三段跳 三重･鈴鹿 石川･石川 三重･近畿大学 三重･近畿大学 三重･鈴鹿 香川･香川（高松） 北海道･苫小牧 青森･八戸
08/28 冨山 浩太郎(4) 15.36 加藤 柾紀(5) 14.99 久保田 大輝(3) 13.59 菅澤 康平(5) 13.57 溝 真実(2) 13.54 河村 浩輔(5) 13.39 大畑 裕嗣(3) 12.73 小田 徳馬(3) 12.50

砲丸投6.0kg 宮崎･都城 北海道･函館 三重･近畿大学 富山･富山（射水） 長崎･佐世保 石川･石川 島根･松江 北海道･釧路
08/27 久保田 大輝(3) 45.56 菅澤 康平(5) 42.78 溝 真実(2) 38.45 竹部 真晃(4) 37.36 金澤 優樹(3) 36.63 吉田 出(5) 35.19 藪根 秀和(4) 35.07 梅田 翔太(5) 34.48

円盤投1.75kg 三重･近畿大学 富山･富山（射水） 長崎･佐世保 富山･富山（射水） 徳島･阿南 福島･福島 三重･近畿大学 東京･サレジオ
08/28 田村 泰崇(5) 55.77 宗本 壮幸(3) 52.85 冨山 浩太郎(4) 52.81 西村 裕平(3) 52.52 鵜木 武人(5) 50.11 林 裕一朗(4) 49.97 岡村 知季(4) 49.55 渡邉 勇太(3) 48.58

やり投0.8kg 兵庫･明石 茨城･茨城 宮崎･都城 北海道･函館 岐阜･岐阜 岐阜･岐阜 山口･徳山 富山･富山（射水）
08/27 鈴鹿       41.73 奈良       42.55 近畿大学       42.58 富山（射水）       42.82 松江       42.99 長野       43.23 茨城       43.54 津山       43.75

4×100mR 奥野 浩佑(5) NGR 澤村 俊太郎(2) 斎藤 秀樹(3) 縄井 雅英(1) 友塚 龍樹(4) 伊東 良容(5) 秋元 伊織(2) 坂 卓也(4)
湯田 功稀(5) 藤原 健太郎(4) 濱本 悠司(1) 梶原 信二(5) 堀 叶夢(2) 山本 龍一(4) 平野 いさむ(4) 蔦谷 準多(4)
清水 開吏(4) 藤原 慎二郎(1) 清水 剛士(3) 石原 元気(5) 坂本 時緒(4) 岩崎 晴也(2) 常井 裕人(5) 大塚 崇登(4)
岡山 元志郎(5) 西 勇也(3) 牛田 匡哉(2) 杉木 勇磨(4) 古賀 拓海(3) 柴田 晃太朗(2) 小林 大地(5) 出原 俊介(2)

08/28 豊田     3,17.10 近畿大学     3,21.31 富山（射水）     3,21.88 佐世保     3,24.66 松江     3,25.55 神戸市立     3,28.37 長岡     3,30.26 香川（高松）     3,30.64
4×400mR 渡邉 雄太(5) NKR,NGR 斎藤 秀樹(3) 杉木 勇磨(4) 山口 結生(3) 坂本 時緒(4) 西角 和泰(5) 池田 真太郎(4) 有松 直弥(5)

長谷川 慎(5) 清水 剛士(3) 山田 賢弥(5) 川脇 滉博(2) 芹原 貴晃(5) 三木 規睦(5) 須藤 大翔(4) 藤本 純平(3)
河合 竜希(2) 硎屋 貴稔(4) 蝶 眞清(5) 熊本 隆盛(4) 古賀 拓海(3) 矢野 健太(5) 高野 諒真(1) 木村 祥梧(5)
加藤 良祐(4) 洞 誠二(5) 石原 元気(5) 浅田 龍馬(4) 友塚 龍樹(4) 志賀 俊久(3) 高野 駿平(1) 大森 裕二(2)

近畿大学 鈴鹿 富山（射水） 佐世保 豊田 神戸市立 岐阜 香川(高松)
男子総合 72 68 45 43 31.5 20 20 19


