
第85回北信越学生陸上競技対校選手権大会                                          
　期日：平成23年5月21日（土）・22日（日）                                       
　場所：長野市営陸上競技場                                                      

決勝記録一覧表
(HT:北信越ﾀｲ、GR:大会新) 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
05/21 男子  +3.6 村中 穂高(4) 10.45 酒井 卓(4) 10.67 都築 純(4) 10.68 木原 真人(2) 10.68 山田 匠(5) 10.79 吉本 政貴(1) 10.86 大岩 雄飛(3) 10.89 山﨑 勇哉(1) 10.89

100m 石川･星稜大 富山･富山大 福井･福井県大 鹿児島･新医福大 新潟･新潟薬大 新潟･新医福大 富山･富山大 新潟･新医福大
05/22  +0.6 山﨑 勇哉(1) 21.94 山本 哲嗣(4) 21.97 酒井 卓(4) 21.99 木原 真人(2) 22.04 大岩 雄飛(3) 22.08 都築 純(4) 22.45 福田 賢一郎(3) 22.78 中澤 瑞月(1) 22.99

200m 新潟･新医福大 富山･富山大 富山･富山大 鹿児島･新医福大 富山･富山大 福井･福井県大 新潟･新潟大 新潟･新医福大
05/21 山本 哲嗣(4) 48.05 田村 大樹(2) 49.38 手塚 翔太(1) 49.49 浦田 勝博(1) 49.94 林 誠一郎(2) 50.50 澤田 健太郎(3) 50.95 松井 悠(4) 51.52

400m 富山･富山大 新潟･新医福大 石川･星稜大 富山･富山大 福井･福井工大 新潟･新潟大 富山･富山大
05/22 黒坂 豪士(3) 1,56.41 片野 匠(4) 1,57.10 志和 秀文(3) 1,57.95 原 悠輔(1) 1,59.80 白鳥 敦(1) 2,00.69 石原 元気(5) 2,01.03 斉藤 貴広(1) 2,04.13 開上 知弘(1) 2,12.36

800m 新潟･新潟大 新潟･新潟大 新潟･新医福大 新潟･新医福大 長野･信州大 富山･富山高専 新潟･新医福大 富山･金沢大M
05/21 黒坂 豪士(3) 4,07.26 中澤 翔(1) 4,07.61 深海 翼(3) 4,08.18 駒形 大樹(3) 4,09.97 徳武 大起(2) 4,10.14 星野 大悟(3) 4,12.23 田村 大和(3) 4,14.27 山端 洋介(1) 4,15.77

1500m 新潟･新潟大 新潟･新医福大M 新潟･新医福大 新潟･新潟大 長野･松本大 新潟･新潟大 長野･長野大 富山･金沢大M
05/22 岩渕 良平(5) 14,54.86 中澤 翔(1) 15,16.75 東 工真(1) 15,19.30 牛木 陽一(4) 15,22.39 伊藤 悠太(2) 15,24.39 杵鞭 甲斐(2) 15,25.58 加藤 真彰(2) 15,26.54 大矢 浩貴(2) 15,31.59

5000m 長野･信州大 新潟･新医福大M 石川･星稜大 新潟･新医福大 山形･新潟大M 新潟･新医福大 長野･信州大M 石川･星稜大
05/21 岩渕 良平(5) 31,42.53 鈴木 挙(3) 32,13.10 牛木 陽一(4) 33,02.44 石井 健一(4) 33,12.49 金澤 拓則(3) 33,25.80 中村 浩祐(1) 33,27.16 宮本 祐次(2) 33,36.06 小長谷 祥治(3) 33,50.48

10000m 長野･信州大 山形･新潟大 新潟･新医福大 新潟･新医福大 長野･新潟大 新潟･長岡技科大M 富山･富山大M 静岡･信州大
05/21  +3.4 上西 健人(1) 14.63 須藤 大翔(4) 14.90 西本 夏樹(3) 14.92 冨樫 弘平(3) 15.07 五十嵐 大樹(2) 15.19 本間 竜一(1) 15.24 福島 寛之(2) 15.26 青山 直人(2) 15.53

110mH(1.067m) 富山･富山大M 新潟･長岡高専 石川･星稜大 新潟･新医福大 長野･新潟大 新潟･新潟国情大 群馬･新潟大 富山･富山大
05/22 西本 夏樹(3) 52.56 中出 恭平(4) 52.59 杉下 康裕(2) 53.08 今井 達朗(3) 53.77 有澤 徹(1) 54.70 石崎 泰裕(2) 54.80 金谷 和哉(2) 54.81 小川 達也(2) 56.64

400mH(0.914m) 石川･星稜大 石川･金沢学大 富山･富山大 富山･富山大 富山･富山大M 新潟･新医福大 富山･金沢大M 新潟･上越教大M
05/21 稲毛 寛人(4) 9,26.47 加藤 真彰(2) 9,39.29 小林 聖弥(2) 9,45.25 大野 雄揮(1) 9,48.57 大矢 浩貴(2) 9,52.64 重田 浩平(2) 9,55.68 石倉 広尚(4) 9,59.30 清水 文人(3) 10,03.45

3000mSC 山形･新潟大 長野･信州大M 新潟･新医福大 愛知･信州大 石川･星稜大 富山･富山大 長野･松本大 長野･信州大
05/22 廣瀨 瑛生(2) 44,48.64 船木 知憲(3) 44,49.83 栗林 剛正(4) 45,38.22 桑原 努力志(2) 45,50.34 寿 悠太(1) 46,13.06 島田 迅人(4) 46,32.25 川添 康平(2) 46,41.83 川原 康平(5) 46,56.88

10000mW 福岡･小松短大 福井･福井県大 富山･富山大 宮城･金沢工大 鹿児島･小松短大 富山･富山高専 三重･金沢大 富山･富山高専
05/22 寺野 善陽(2) 1.95 平井 大鵬(3) 1.90 岸下 直矢(2) 1.85 岡室 憲明(1) 1.80 大木 雄太(4) 1.75 中山 輔(3) 新潟･新医福大 1.75 丸山 健一(1) 1.70

走高跳 新潟･新潟大M 福井･福井大 福井･福井大 石川･星稜大 長野･信州大 五十嵐 大樹(2) 長野･新潟大 長野･信州大
05/21 長谷川 芳幸(2) 4.60 本田 翔平(3) 4.50 酒井 智朗(2) 4.40 春貴 崇士(2) 4.20 朝比奈 岳彦(3) 4.20 谷田 祥道(2) 富山･富山大 4.00 円戸 望(3) 3.90

棒高跳 新潟･新潟大M 福井･福井大 富山･富山大 福井･福井大M 新潟･新潟大 松村 富穂(3) 長野･信州大D 富山･富山大棒高跳 新潟･新潟大M 福井･福井大 富山･富山大 福井･福井大M 新潟･新潟大 松村 富穂(3) 長野･信州大D 富山･富山大
05/21 太田 朗(3) 7.51(+3.1) 大岩 雄飛(3) 7.44(+0.3) 高谷 周平(2) 7.20(+3.8) 山田 大樹(3) 7.17(+4.7) 安藤 稔起(3) 7.13(+5.9) 岩木 純哉(3) 7.13(+1.7) 大場 裕貴(4) 7.12(+3.4) 関 真耶(3) 6.85(+2.2)

走幅跳 長野･松本大 富山･富山大 富山･富山大 新潟･新潟大 福井･福井大 富山･新潟大 富山･星稜大 新潟･新医福大
05/22 高橋 卓磨(3) 15.20(+0.3) 太田 朗(3) 14.71(+0.1) 八田 雅弘(3) 14.64(0.0) 福田賢一郎(3)14.51(-0.7) 重谷 将司(4) 14.50(+0.1) 泉 集心(5) 14.37(0.0) 向井 康晃(1) 14.01(-0.2) 岩崎 友哉(2) 13.72(-0.9)

三段跳 新潟･星稜大 長野･松本大 石川･星稜大 新潟･新潟大 石川･星稜大 石川･石川高専 三重･金沢大 富山･富山大
05/22 對木 隆介(2) 15.16 宮 幸太郎(4) 14.61 河村 浩輔(5) 11.68 上原 吉雅(4) 11.56 中谷 俊貴(2) 11.32 杉本 光應(3) 11.22 錦見 友貴(4) 10.82 相良 嘉優(3) 10.38

砲丸投(7.260kg) 新潟･新潟大M 石川･星稜大 石川･石川高専 新潟･新医福大 長野･松本大 福井･福井工大 岐阜･福井工大 長野･信州大
05/21 土田 祥太(4) 48.70 對木 隆介(2) 42.34 錦見 友貴(4) 39.50 荻原 邦宏(3) 37.31 勝野 英貴(3) 37.13 熊井 大地(3) 35.76 坪坂 創至(3) 34.99 上原 吉雅(4) 32.71

円盤投(2.000kg) 新潟･新医福大 HT，GR 新潟･新潟大M 岐阜･福井工大 長野･松本大 長野･松本大 長野･松本大 富山･富山大 新潟･新医福大
05/21 佐藤 翔(3) 51.39 富井 博輝(2) 49.82 村上 数征(4) 48.80 菅澤 康平(5) 48.79 塚﨑 佑磨(3) 45.80 小島 正弘(2) 44.09 對木 隆介(2) 42.34 岩下 遼介(1) 41.35

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) 新潟･新医福大 長野･松本大 富山･金沢学大 富山･富山高専 福井･福井工大 岐阜･福井工大 新潟･新潟大M 長野･新潟大
05/22 山口 文武(4) 67.24 由井 秀也(2) 63.15 長岡 健太(3) 60.24 永江 拓也(4) 60.16 牧野 隆太(2) 56.19 土田 祥太(4) 56.04 大木 雄太(4) 53.09 上原 吉詞(1) 51.87

やり投(0.800kg) 石川･星稜大 石川･星稜大 新潟･新医福大 富山･富山大 福井･福井工大 新潟･新医福大 長野･信州大 新潟･新医福大
05/21 富山大       40.94 新医福大       41.24 星稜大       41.41 新潟大       42.08 金沢大       42.28 松本大       42.43 金沢学大       42.65

4×100mR 高谷 周平(2) 木原 真人(2) 加藤 綾一(1) 千野 史貴(3) 澤入 克哉(3) 尾崎 翔太(1) 細野 涼介(4)
大岩 雄飛(3) 中澤 瑞月(1) 手塚 翔太(1) 小原 翔平(2) 角 康平(5) 宮沢 友貴(2) 中出 恭平(4)
酒井 卓(4) 山﨑 勇哉(1) 矢来 拓也(3) 福田 賢一郎(3) 卯野 航平(2) 池田 健二郎(2) 村中 翔(4)
有澤 徹(1) 吉本 政貴(1) 村中 穂高(4) 小田 哲也(2) 河合 智史(3) 松沢 恵佑(3) 舟川 英伸(4)

05/22 富山大     3,16.64 星稜大     3,18.51 新医福大     3,18.76 信州大     3,21.60 新潟大     3,24.64 金沢大     3,24.72 松本大     3,24.86 富山高専     3,27.39
4×400mR 松井 悠(4) 高田 諒(1) 石崎 泰裕(2) 大野 貴弘(2) 永井 脩(4) 河合 智史(3) 久保田 諒介(3) 杉木 勇磨(4)

浦田 勝博(1) 手塚 翔太(1) 田村 大樹(2) 久田 涼平(3) 稲葉 紀裕(2) 開上 知弘(1) 中村 悠陽(1) 石原 元気(5)
有澤 徹(1) 高橋 雅翔(3) 木原 真人(2) 白鳥 敦(1) 片野 匠(4) 梅田 貴之(4) 松沢 恵佑(3) 蝶 眞清(5)
山本 哲嗣(4) 西本 夏樹(3) 大滝 翔太郎(1) 野本 竜馬(4) 澤田 健太郎(3) 澤田 雄太(2) 池田 健二郎(2) 今井 啓仁(5)

05/22 中澤 勇人(3) 6219 井上 竜也(4) 5646 前田 貴史(3) 5456 免田 隆宏(4) 4882 吉田 拓矢(3) 4845 山本 智貴(4) 4792 上西 広弥(2) 4250 小島 将貴(1) 4147
十種競技 新潟･新潟大 富山･富山大 富山･富山大 石川･金沢大 石川･金沢大 石川･金沢大 富山･富山大 長野･松本大

新潟医療福祉大 109 富山大 92 新潟大 74 金沢星稜大 52 信州 41 福井県立大 16 金沢大 13 小松短大 12
男子トラック

新潟大 53.5 金沢星稜大 47 松本大 38 新潟医療福祉大 35.5 富山大 30.5 福井大 29 福井工業大 22 信州大 10.5
男子フィールド

富山大 15 金沢大 12 新潟大 8 松本大 1
男子混成

新潟医療福祉大 144.5 富山大 137.5 新潟大 135.5 金沢星稜大 99 信州 51.5 松本大 50 福井大 29 金沢大 27
男子総合



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 05/21  1組 +0.2 1 都築 純(4) 福井   10.80 2 山﨑 勇哉(1) 新潟   10.90  3 寺澤 英基(1) 新潟   11.08 4 宮沢 友貴(2) 長野    11.16

福井県大 新医福大 新潟国情大 松本大
5 大成 将仁(2) 福井   11.23 6 小原 翔平(2) 新潟   11.24  7 村井 将紀(3) 長野   11.28 8 久保田 丞輝(2) 石川    11.88

福井大M 新潟大 信州大 金沢工大
山田 賢弥(5) 富山 途中棄権

富山高専
 2組 +0.7 1 大岩 雄飛(3) 富山   10.80 2 吉本 政貴(1) 新潟   10.89  3 尾崎 翔太(1) 長野   11.25 4 杉木 勇磨(4) 富山    11.26

富山大 新医福大 松本大 富山高専
5 伊東 良容(5) 長野   11.54 6 乙部 智揮(1) 福井   11.72  7 畠 圭佑(2) 宮城   11.84 8 阿部 光(1) 山形    12.86

長野高専 金城大 長岡技科大M 上越教大
道田 敦史(3) 石川 欠場    

金沢学大
 3組 +0.5 1 酒井 卓(4) 富山   10.97 2 木原 真人(2) 鹿児島   10.97  3 河合 正樹(2) 福井   11.17 4 牧野 孝彦(4) 石川    11.17

富山大 新医福大 福井大 金沢工大
5 矢来 拓也(3) 石川   11.20 6 卯野 航平(2) 石川   11.47  7 今井 啓仁(5) 富山   11.91 8 渋谷 健太(4) 新潟    11.98

星稜大 金沢大 富山高専 上越教大
滝沢 海宇(3) 新潟 欠場    

新潟大
 4組 +0.2 1 村中 穂高(4) 石川   10.71 2 山田 匠(5) 新潟   11.07  3 角 康平(5) 石川   11.17 4 城田 大輝(3) 長野    11.21

星稜大 新潟薬大 金沢大 信州大
5 飯田 太郎(2) 新潟   11.79 6 赤羽 慎(2) 長野   11.80  7 柳谷 竜登(1) 石川   11.86 8 舟川 英伸(4) 富山    13.36

金沢工大 松本大 石川高専S 金沢学大
木下 和紀(3) 石川 欠場    

順
位

順
位

順
位

順
位

100m100m100m

紀( ) 場
石川県大

 5組 -0.5 1 加藤 綾一(1) 石川   10.96 2 澤入 克哉(3) 石川   10.98  3 岩崎 友哉(2) 富山   11.03 4 細野 涼介(4) 石川    11.17
星稜大 金沢大 富山大 金沢学大

5 千野 史貴(3) 新潟   11.20 6 山口 祐樹(2) 福井   11.25  7 池井 大介(3) 長野   11.81 8 今井 晃規(1) 長野    11.82
新潟大 福井県大 信州大 長野大

男子 05/22  1組 +3.6 1 中澤 瑞月(1) 新潟   22.52 2 手塚 翔太(1) 石川   22.79  3 河合 正樹(2) 福井   23.10 4 山田 秀人(4) 石川    23.42
新医福大 星稜大 福井大 金沢大

5 松村 富穂(3) 長野   23.51 6 今井 啓仁(5) 富山   23.89  7 久保田 丞輝(2) 石川   24.65 滝沢 海宇(3) 新潟 欠場    
信州大D 富山高専 金沢工大 新潟大

山本 龍一(3) 長野 欠場    
長野高専

 2組 +3.5 1 山﨑 勇哉(1) 新潟   22.60 2 卯野 航平(2) 石川   22.80  3 澤田 健太郎(3) 新潟   23.03 4 大成 将仁(2) 福井    23.11
新医福大 金沢大 新潟大 福井大M

5 須藤 大翔(4) 新潟   23.28 6 村井 将紀(3) 長野   23.50  7 小川 雄太郎(4) 三重   24.56 8 日西 亮介(3) 石川    25.44
長岡高専 信州大 金沢医大 金沢工大

荒木 祐輝(1) 石川 欠場    
金沢学大

 3組 +2.1 1 木原 真人(2) 鹿児島   22.77 2 酒井 卓(4) 富山   22.77  3 牧野 孝彦(4) 石川   22.85 4 角 康平(5) 石川    22.96
新医福大 富山大 金沢工大 金沢大

5 新井 勇太(3) 長野   23.98 6 山口 祐樹(2) 福井   24.08  7 今井 晃規(1) 長野   25.34 松沢 恵佑(3) 長野 欠場    
信州大 福井県大 長野大 松本大

 4組 +2.6 1 大岩 雄飛(3) 富山   22.77 2 福田 賢一郎(3) 新潟   23.00  3 新津 直人(1) 長野   24.15 4 大橋 真介(2) 福井    24.93
富山大 新潟大 松本大 福井県大

乙部 智揮(1) 福井 欠場    村中 穂高(4) 石川 欠場    山田 賢弥(5) 富山 欠場    舟川 英伸(4) 富山 欠場    
金城大 星稜大 富山高専 金沢学大

200m200m200m



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 5組 +1.9 1 矢来 拓也(3) 石川   22.73 2 都築 純(4) 福井   22.94  3 山本 哲嗣(4) 富山   23.01 4 赤羽 慎(2) 長野    23.88
星稜大 福井県大 富山大 松本大

5 柳谷 竜登(1) 石川   23.92 6 越野 佑太(4) 富山   24.45  7 明城 拓哉(2) 福井   24.95 道田 敦史(3) 石川 欠場    
石川高専S 富山高専 福井大 金沢学大

男子 05/21  1組 1 手塚 翔太(1) 石川   49.36 2 久田 涼平(3) 長野   50.62  3 小林 克樹(3) 福井   51.02 4 永井 脩(4) 新潟    51.21
星稜大 信州大 福井県大 新潟大

5 山田 尚輝(2) 福井   51.23 6 山崎 隼人(4) 鳥取   52.22  7 中村 悠陽(1) 長野   52.22 8 開上 知弘(1) 富山    52.55
福井大M 福井工大 松本大 金沢大M

小野木 透(2) 大阪 欠場    
金沢工大

 2組 1 田村 大樹(2) 新潟   49.09 2 林 誠一郎(2) 福井   49.70  3 澤田 健太郎(3) 新潟   49.89 4 高田 諒(1) 石川    50.65
新医福大 福井工大 新潟大 星稜大

5 石原 昌(1) 長野   53.57 6 野田 尚人(4) 富山   56.11  7 大橋 真介(2) 福井   56.11 7 日西 亮介(3) 石川    56.11
信州大 富山高専 福井県大 金沢工大

山本 龍一(3) 長野 欠場    
長野高専

 3組 1 浦田 勝博(1) 富山   49.75 2 小林 良輔(4) 三重   49.86  3 大滝 翔太郎(1) 新潟   50.81 4 加藤 弘明(2) 新潟    51.85
富山大 福井工大 新医福大 新潟大

5 蝶 眞清(5) 富山   52.71 6 山崎 友寛(1) 富山   52.75  7 荒谷 奎太(2) 石川   54.32 8 杉山 浩則(3) 福井    54.91
富山高専 上越教大 金沢学大 福井大

 4組 1 松井 悠(4) 富山   50.06 2 石原 元気(5) 富山   50.37  3 高橋 雅翔(3) 石川   50.45 4 池田 健二郎(2) 長野    50.53
富山大 富山高専 星稜大 松本大

5 河合 智史(3) 石川   50.55 6 栗田 悠希(2) 福井   52.52  7 庄田 元彬(4) 長野   55.13 加藤 祥平(2) 北海道 欠場    

400m400m400m

( ) 栗 希( ) ( ) 長野 祥 ( ) 場
金沢大 福井県大 長野高専 金沢工大

 5組 1 山本 哲嗣(4) 富山   49.79 2 村中 翔(4) 石川   49.97  3 野本 竜馬(4) 長野   50.78 4 石崎 泰裕(2) 新潟    51.07
富山大 金沢学大 信州大 新医福大

5 久保田 諒介(3) 長野   51.67 6 梅田 貴之(4) 石川   52.18  7 池田 真太郎(4) 新潟   52.80 高城 悠輔(3) 長野 欠場    
松本大 金沢大 長岡高専 上越教大

男子 05/22  1組 1 白鳥 敦(1) 長野 2,00.06 2 原 悠輔(1) 新潟 2,00.73  3 開上 知弘(1) 富山 2,00.75 4 徳丸 裕(2) 富山  2,06.28
信州大 新医福大 金沢大M 富山大

5 小泉 一希(1) 石川 2,07.82 6 折原 翔(4) 福井 2,09.56  7 田中 洋輔(2) 長野 2,16.02 谷野 友哉(2) 岡山 欠場    
金沢学大 福井大 上越教大 福井工大

 2組 1 黒坂 豪士(3) 新潟 1,59.95 2 志和 秀文(3) 新潟 2,00.63  3 山端 洋介(1) 富山 2,02.15 4 桶谷 尚由(4) 石川  2,04.57
新潟大 新医福大 金沢大M 星稜大

5 田中 悠幹(1) 鳥取 2,07.22 6 徳和 健一(4) 富山 2,09.42  7 蝶 眞清(5) 富山 2,11.34 8 萩原 徹(4) 長野  2,11.82
金沢工大 富山大 富山高専 信州大

 3組 1 片野 匠(4) 新潟 2,00.21 2 南部 恭佑(2) 長野 2,00.99  3 舛田 侑也(1) 宮城 2,02.09 4 徳武 大起(2) 長野  2,03.04
新潟大 信州大 金沢工大 松本大

5 中山 拓也(7) 富山 2,04.32 6 丸石 大地(3) 富山 2,06.33  7 堀谷 将大(2) 富山 2,07.41 8 木伏 宏俊(3) 福井  2,10.09
富山高専 富山大 星稜大 福井県大

 4組 1 斉藤 貴広(1) 新潟 2,00.22 2 石原 元気(5) 富山 2,00.48  3 加藤 弘明(2) 新潟 2,01.69 4 加藤 翔平(3) 石川  2,03.00
新医福大 富山高専 新潟大 金沢工大

5 泉 輝士朗(2) 福井 2,08.98 6 百々 恒介(2) 石川 2,10.96 三宅 潤耶(3) 福井 欠場    
福井県大 金沢大 福井大

800m800m800m



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

男子 05/21  1組 1 徳武 大起(2) 長野 4,08.27 2 駒形 大樹(3) 新潟 4,08.65  3 深海 翼(3) 新潟 4,09.11 4 山端 洋介(1) 富山  4,10.39
松本大 新潟大 新医福大 金沢大M

5 清宮 宏一(2) 長野 4,11.88 6 徳丸 裕(2) 富山 4,12.73  7 中西 涼(2) 三重 4,14.74 8 佐藤 英(3) 石川  4,16.90
新医福大 富山大 信州大 金沢工大

9 百々 恒介(2) 石川 4,21.09 10 金子 昂可(2) 石川 4,23.57 11 木伏 宏俊(3) 福井 4,23.96 12 小田 航平(2) 石川  4,24.94
金沢大 金沢工大 福井県大 星稜大

13 千野 大樹(3) 長野 4,25.59 14 尾苗 晃一(4) 富山 4,31.19 15 石黒 宇祥(1) 富山 4,41.72 16 横内 秀斗(3) 長野  4,55.90
諏訪東理大 富山高専 金沢学大 諏訪東理大

小薬 聖也(2) 長野 欠場    
長野大

 2組 1 黒坂 豪士(3) 新潟 4,12.70 2 星野 大悟(3) 新潟 4,12.71  3 中澤 翔(1) 新潟 4,12.79 4 舛田 侑也(1) 宮城  4,12.88
新潟大 新潟大 新医福大M 金沢工大

5 田村 大和(3) 長野 4,13.43 6 森 亮平(4) 富山 4,13.70  7 山崎 隆司(3) 長野 4,13.94 8 山本 敦司(4) 長野  4,15.69
長野大 富山大 信州大 信州大

9 瀬川 亮太(3) 富山 4,20.07 10 諏訪 琢眞(4) 長野 4,22.91 11 谷川 史弥(2) 石川 4,31.40 12 山本 健太郎(3) 福井  4,31.67
富山大 長野高専 石川県大M 福井県大

13 田中 啓太郎(2) 長野 4,31.95 14 山下 寿輝(4) 石川 4,33.12 15 服部 佳大(3) 三重 4,33.43 16 林 友貴(2) 石川  4,55.68
福井工大 石川高専 金沢大 石川県大

男子 05/21  1組 +1.2 1 上西 健人(1) 富山   15.22 2 須藤 大翔(4) 新潟   15.24  3 五十嵐 大樹(2) 長野   15.35 4 三川 幸宏(3) 新潟    15.95
富山大M 長岡高専 新潟大 長岡技科大

5 山田 秀人(4) 石川   16.27 6 木村 大樹(3) 長野   16.32 舟川 英伸(4) 富山 棄権    
金沢大 信州大 金沢学大

 2組 +1.4 1 西本 夏樹(3) 石川   14.58 2 冨樫 弘平(3) 新潟   14.96  3 本間 竜一(1) 新潟   15.14 4 杉下 康裕(2) 富山    15.85

110mH(1.067m)110mH(1.067m)110mH(1.067m)

1500m1500m1500m

樹( ) 冨樫 ( ) 新潟 ( ) 新潟 康裕( )
星稜大 新医福大 新潟国情大 富山大

5 宮井 浩平(5) 石川   16.01 6 坂井 健人(3) 新潟   16.33  7 塚本 修平(3) 長野   17.19
石川高専 新潟大 信州大

 3組 +1.4 1 青山 直人(2) 富山   15.63 2 福島 寛之(2) 群馬   15.68  3 宮武 飛鳥(4) 香川   15.75 4 石田 健悟(4) 石川    16.81
富山大 新潟大 福井工大 石川高専

5 原 徹雄(2) 長野   17.44 会津 秀馬(3) 長野 欠場    
松本大 信州大

男子 05/22  1組 1 西本 夏樹(3) 石川   54.38 2 今井 達朗(3) 富山   55.22  3 向井 康晃(1) 三重   56.66 4 永井 脩(4) 新潟    57.45
星稜大 富山大 金沢大 新潟大

5 堀 友也(3) 新潟   57.52 6 近藤 遼弥(1) 長野 1,01.58  7 安久 昌紀(4) 富山 1,05.23 加藤 祥平(2) 北海道 欠場    
新医福大 松本大 富山高専 金沢工大

大野 貴弘(2) 長野 欠場    
信州大

 2組 1 金谷 和哉(2) 富山   55.33 2 有澤 徹(1) 富山   55.59  3 石崎 泰裕(2) 新潟   55.89 4 板花 啓太(2) 長野    59.15
金沢大M 富山大M 新医福大 信州大M

5 坂井 健人(3) 新潟   59.71 6 原 徹雄(2) 長野   59.80  7 白木 琢三(4) 岐阜 1,01.63 8 堀田 健斗(2) 石川  1,02.22
新潟大 松本大 福井工大 星稜大

 3組 1 中出 恭平(4) 石川   55.46 2 杉下 康裕(2) 富山   55.74  3 小川 達也(2) 新潟   56.06 4 河合 智史(3) 石川    57.89
金沢学大 富山大 上越教大M 金沢大

5 塚本 修平(3) 長野   59.79 6 中村 悠陽(1) 長野 1,00.04  7 大滝 健太郎(2) 新潟 1,00.17 8 吉澤 拓哉(4) 新潟  1,01.33
信州大 松本大 新潟大 新医福大

400mH(0.914m)400mH(0.914m)400mH(0.914m)



トラック種目・予  選・[準決勝]・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 05/21  1組 +2.3 1 村中 穂高(4) 石川   10.48 2 都築 純(4) 福井   10.68  3 木原 真人(2) 鹿児島   10.70 4 酒井 卓(4) 富山    10.72

星稜大 福井県大 新医福大 富山大
5 寺澤 英基(1) 新潟   11.01 6 澤入 克哉(3) 石川   11.03  7 河合 正樹(2) 福井   11.03 8 宮沢 友貴(2) 長野    11.25

新潟国情大 金沢大 福井大 松本大
 2組 +3.0 1 大岩 雄飛(3) 富山   10.65 2 山田 匠(5) 新潟   10.76  3 山﨑 勇哉(1) 新潟   10.79 4 吉本 政貴(1) 新潟    10.85

富山大 新潟薬大 新医福大 新医福大
5 岩崎 友哉(2) 富山   10.89 6 加藤 綾一(1) 石川   11.02  7 角 康平(5) 石川   11.04 8 尾崎 翔太(1) 長野    11.28

富山大 星稜大 金沢大 松本大
男子 05/22  1組 +0.6 1 酒井 卓(4) 富山   22.02 2 山﨑 勇哉(1) 新潟   22.09  3 福田 賢一郎(3) 新潟   22.39 4 矢来 拓也(3) 石川    22.53

富山大 新医福大 新潟大 星稜大
5 牧野 孝彦(4) 石川   22.58 6 卯野 航平(2) 石川   22.60  7 河合 正樹(2) 福井   22.96 8 新津 直人(1) 長野    24.23

金沢工大 金沢大 福井大 松本大
 2組 +1.8 1 山本 哲嗣(4) 富山   21.98 2 大岩 雄飛(3) 富山   22.03  3 木原 真人(2) 鹿児島   22.12 4 中澤 瑞月(1) 新潟    22.16

富山大 富山大 新医福大 新医福大
5 都築 純(4) 福井   22.44 6 手塚 翔太(1) 石川   22.51  7 澤田 健太郎(3) 新潟   22.99 8 角 康平(5) 石川    23.03

福井県大 星稜大 新潟大 金沢大

200m200m200m
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 05/21 +3.6 1 村中 穂高(4) 石川   10.45 2 酒井 卓(4) 富山   10.67  3 都築 純(4) 福井   10.68 4 木原 真人(2) 鹿児島    10.68

星稜大 富山大 福井県大 新医福大
5 山田 匠(5) 新潟   10.79 6 吉本 政貴(1) 新潟   10.86  7 大岩 雄飛(3) 富山   10.89 8 山﨑 勇哉(1) 新潟    10.89

新潟薬大 新医福大 富山大 新医福大
男子 05/22 +0.6 1 山﨑 勇哉(1) 新潟   21.94 2 山本 哲嗣(4) 富山   21.97  3 酒井 卓(4) 富山   21.99 4 木原 真人(2) 鹿児島    22.04

新医福大 富山大 富山大 新医福大
5 大岩 雄飛(3) 富山   22.08 6 都築 純(4) 福井   22.45  7 福田 賢一郎(3) 新潟   22.78 8 中澤 瑞月(1) 新潟    22.99

富山大 福井県大 新潟大 新医福大
男子 05/21 1 山本 哲嗣(4) 富山   48.05 2 田村 大樹(2) 新潟   49.38  3 手塚 翔太(1) 石川   49.49 4 浦田 勝博(1) 富山    49.94

富山大 新医福大 星稜大 富山大
5 林 誠一郎(2) 福井   50.50 6 澤田 健太郎(3) 新潟   50.95  7 松井 悠(4) 富山   51.52 小林 良輔(4) 三重 途中棄権

福井工大 新潟大 富山大 福井工大
男子 05/22 1 黒坂 豪士(3) 新潟 1,56.41 2 片野 匠(4) 新潟 1,57.10  3 志和 秀文(3) 新潟 1,57.95 4 原 悠輔(1) 新潟  1,59.80

新潟大 新潟大 新医福大 新医福大
5 白鳥 敦(1) 長野 2,00.69 6 石原 元気(5) 富山 2,01.03  7 斉藤 貴広(1) 新潟 2,04.13 8 開上 知弘(1) 富山  2,12.36

信州大 富山高専 新医福大 金沢大M
男子 05/21 1 黒坂 豪士(3) 新潟 4,07.26 2 中澤 翔(1) 新潟 4,07.61  3 深海 翼(3) 新潟 4,08.18 4 駒形 大樹(3) 新潟  4,09.97

新潟大 新医福大M 新医福大 新潟大
5 徳武 大起(2) 長野 4,10.14 6 星野 大悟(3) 新潟 4,12.23  7 田村 大和(3) 長野 4,14.27 8 山端 洋介(1) 富山  4,15.77

松本大 新潟大 長野大 金沢大M
9 清宮 宏一(2) 長野 4,17.37 10 舛田 侑也(1) 宮城 4,18.66 11 徳丸 裕(2) 富山 4,21.99 12 森 亮平(4) 富山  4,23.16

新医福大 金沢工大 富山大 富山大
男子 05/22 1 岩渕 良平(5) 長野 14,54.86 2 中澤 翔(1) 新潟 15,16.75  3 東 工真(1) 石川 15,19.30 4 牛木 陽一(4) 新潟 15,22.39
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男 / 渕 良 ( ) 長野 , 翔( ) 新潟 , 東 真( ) , 陽 ( ) 新潟 ,
信州大 新医福大M 星稜大 新医福大

5 伊藤 悠太(2) 山形 15,24.39 6 杵鞭 甲斐(2) 新潟 15,25.58  7 加藤 真彰(2) 長野 15,26.54 8 大矢 浩貴(2) 石川 15,31.59
新潟大M 新医福大 信州大M 星稜大

9 清水 文人(3) 長野 15,33.45 10 宮本 祐次(2) 富山 15,33.85 11 田村 大和(3) 長野 15,34.17 12 下山 高嶺(2) 群馬 15,36.19
信州大 富山大M 長野大 金沢大

13 渡邉 和史(2) 山形 15,37.00 14 中村 浩祐(1) 新潟 15,40.53 15 児玉 啓介(3) 福井 15,44.96 16 石倉 広尚(4) 長野 15,48.56
新潟大 長岡技科大M 福井大 松本大

17 鈴木 挙(3) 山形 15,49.39 18 石立 涼馬(2) 石川 15,49.50 19 森 亮平(4) 富山 15,52.08 20 井本 貴大(2) 兵庫 16,04.18
新潟大 金沢大 富山大 金沢工大

21 島田 康陽(4) 長野 16,07.08 22 梅林 雄大(2) 石川 16,11.66 23 関根 健二(4) 石川 16,18.89 24 重田 浩平(2) 富山 16,21.58
長野高専 金沢工大 金沢工大 富山大

25 北村 健(3) 長野 16,24.50 26 諏訪 琢眞(4) 長野 16,32.42 27 馬場 翔太(5) 新潟 16,39.62 28 西澤 慶允(3) 石川 16,54.47
松本大 長野高専 長岡高専 金沢大

29 松澤 薫(1) 長野 16,55.34 30 稲葉 龍之介(2) 福井 17,15.38 31 谷川 史弥(2) 石川 17,27.52 32 石塚 渉(3) 山形 17,39.95
松本大 福井大 石川県大M 星稜大

33 林 友貴(2) 石川 18,29.68 34 吉田 侑起(4) 富山 18,34.70
石川県大 富山高専
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

男子 05/21 1 岩渕 良平(5) 長野 31,42.53 2 鈴木 挙(3) 山形 32,13.10  3 牛木 陽一(4) 新潟 33,02.44 4 石井 健一(4) 新潟 33,12.49
信州大 新潟大 新医福大 新医福大

5 金澤 拓則(3) 長野 33,25.80 6 中村 浩祐(1) 新潟 33,27.16  7 宮本 祐次(2) 富山 33,36.06 8 小長谷 祥治(3) 静岡 33,50.48
新潟大 長岡技科大M 富山大M 信州大

9 島田 康陽(4) 長野 34,03.38 10 高木 孝亮(3) 長野 34,13.74 11 井本 貴大(2) 兵庫 34,23.94 12 半澤 拓見(3) 新潟 34,25.61
長野高専 信州大 金沢工大 新潟大

13 三浦 光司(2) 富山 34,54.82 14 波多野 悠人(1) 長野 36,04.47 15 北村 健(3) 長野 36,07.35 16 末冨 貴之(1) 石川 36,25.03
富山大 松本大 松本大 金沢工大M

17 柴田 憲志(3) 石川 36,30.31 18 松澤 薫(1) 長野 37,19.20 19 富澤 俊光(4) 石川 37,27.30 20 佐竹 直人(2) 石川 37,48.64
金沢大 松本大 金沢大 金沢工大

21 木村 大輝(4) 富山 39,11.63 磯村 亮輔(2) 石川 途中棄権 杵鞭 甲斐(2) 新潟 途中棄権
富山大 小松短大 新医福大

男子 05/21 +3.4 1 上西 健人(1) 富山   14.63 2 須藤 大翔(4) 新潟   14.90  3 西本 夏樹(3) 石川   14.92 4 冨樫 弘平(3) 新潟    15.07
富山大M 長岡高専 星稜大 新医福大

5 五十嵐 大樹(2) 長野   15.19 6 本間 竜一(1) 新潟   15.24  7 福島 寛之(2) 群馬   15.26 8 青山 直人(2) 富山    15.53
新潟大 新潟国情大 新潟大 富山大

男子 05/22 1 西本 夏樹(3) 石川   52.56 2 中出 恭平(4) 石川   52.59  3 杉下 康裕(2) 富山   53.08 4 今井 達朗(3) 富山    53.77
星稜大 金沢学大 富山大 富山大

5 有澤 徹(1) 富山   54.70 6 石崎 泰裕(2) 新潟   54.80  7 金谷 和哉(2) 富山   54.81 8 小川 達也(2) 新潟    56.64
富山大M 新医福大 金沢大M 上越教大M

男子 05/21 1 稲毛 寛人(4) 山形 9,26.47 2 加藤 真彰(2) 長野 9,39.29  3 小林 聖弥(2) 新潟 9,45.25 4 大野 雄揮(1) 愛知  9,48.57
新潟大 信州大M 新医福大 信州大

5 大矢 浩貴(2) 石川 9,52.64 6 重田 浩平(2) 富山 9,55.68  7 石倉 広尚(4) 長野 9,59.30 8 清水 文人(3) 長野 10,03.45
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浩貴( ) , 浩 ( ) , 倉 ( ) 長野 , ( ) 長野 ,
星稜大 富山大 松本大 信州大

9 杉山 敬祐(2) 新潟 10,03.99 10 石立 涼馬(2) 石川 10,04.27 11 梅林 雄大(2) 石川 10,05.93 12 華房 宏成(2) 石川 10,09.89
新潟大 金沢大 金沢工大 金沢大

13 石原 充彦(1) 新潟 10,11.17 14 古澤 哲平(2) 山形 10,12.45 15 馬渕 陽介(2) 富山 10,21.69 16 関根 健二(4) 石川 10,24.07
新医福大 新潟大 富山大 金沢工大

17 種五 駿(4) 富山 10,26.87 18 佐々木 佑樹(3) 福井 10,36.28 19 花邑 剛(3) 長野 10,53.32 20 大塚 祐也(1) 新潟 10,59.07
富山大 福井大 金沢工大 新医福大

21 山下 寿輝(4) 石川 11,23.99 22 岡田 明紀(3) 栃木 11,50.77 三宅 潤耶(3) 福井 欠場    山本 健太郎(3) 福井 欠場    
石川高専 上越教大 福井大 福井県大

小澤 直樹(3) 石川 欠場    
金沢大

男子 05/22 1 廣瀨 瑛生(2) 福岡 44,48.64 2 船木 知憲(3) 福井 44,49.83  3 栗林 剛正(4) 富山 45,38.22 4 桑原 努力志(2) 宮城 45,50.34
小松短大 福井県大 富山大 金沢工大

5 寿 悠太(1) 鹿児島 46,13.06 6 島田 迅人(4) 富山 46,32.25  7 川添 康平(2) 三重 46,41.83 8 川原 康平(5) 富山 46,56.88
小松短大 富山高専 金沢大 富山高専

9 浅井 順平(2) 長野 47,26.34 10 中村 新太(1) 福井 48,00.20 11 鈴木 孝雅(4) 長野 49,32.95 12 前川 大樹(2) 石川 50,10.26
新潟大 福井工大 信州大 金沢大

13 岡澤 玄(3) 富山 50,42.78 14 長崎 修司(3) 滋賀 50,51.06 15 森 康太(5) 富山 50,51.13 16 内記 大地(2) 富山 51,10.74
富山大 金沢大 富山高専 富山大

17 池田 翔弥(3) 新潟 51,12.45 18 若井 将志(4) 新潟 56,40.14 山田 翔太(2) 長崎 欠場    
上越教大 新潟大 小松短大
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

十種          05/21 +1.3 1 中澤 勇人(3) 新潟   11.13 2 前田 貴史(3) 富山   11.37  3 井上 竜也(4) 富山   11.47 4 山本 智貴(4) 石川    11.61
新潟大 富山大 富山大 金沢大

5 窪田 智洋(3) 長野   11.67 6 吉田 拓矢(3) 石川   11.74  7 免田 隆宏(4) 石川   11.76 8 上西 広弥(2) 富山    11.93
新潟大 金沢大 金沢大 富山大

9 小島 将貴(1) 長野   12.56
松本大

十種          05/21 1 吉田 拓矢(3) 石川   52.33 2 中澤 勇人(3) 新潟   52.89  3 井上 竜也(4) 富山   53.22 4 免田 隆宏(4) 石川    53.89
金沢大 新潟大 富山大 金沢大

5 前田 貴史(3) 富山   53.99 6 窪田 智洋(3) 長野   54.94  7 山本 智貴(4) 石川   55.43 8 上西 広弥(2) 富山    56.83
富山大 新潟大 金沢大 富山大

9 小島 将貴(1) 長野   57.09
松本大

十種          05/22 1 吉田 拓矢(3) 石川 4,35.05 2 小島 将貴(1) 長野 4,38.71  3 井上 竜也(4) 富山 4,40.25 4 中澤 勇人(3) 新潟  4,57.97
金沢大 松本大 富山大 新潟大

5 上西 広弥(2) 富山 4,59.10 6 山本 智貴(4) 石川 4,59.37  7 前田 貴史(3) 富山 5,07.08 8 免田 隆宏(4) 石川  5,07.80
富山大 金沢大 富山大 金沢大

十種          05/22 +0.8 1 中澤 勇人(3) 新潟   15.87 2 前田 貴史(3) 富山   16.70  3 免田 隆宏(4) 石川   16.92 4 上西 広弥(2) 富山    17.32
新潟大 富山大 金沢大 富山大

5 窪田 智洋(3) 長野   17.41 6 吉田 拓矢(3) 石川   17.60  7 井上 竜也(4) 富山   18.02 8 小島 将貴(1) 長野    18.61
新潟大 金沢大 富山大 松本大

9 山本 智貴(4) 石川   18.95
金沢大
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リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権（2011.5.21-2 ｺｰﾄﾞ  [11640101]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
男子 05/21 1組    1 星稜大 加藤 綾一(1) 手塚 翔太(1) 矢来 拓也(3) 村中 穂高(4)      42.14

   2 新潟大 千野 史貴(3) 小原 翔平(2) 福田 賢一郎(3) 小田 哲也(2)      42.85
   3 信州大 村井 将紀(3) 城田 大輝(3) 野本 竜馬(4) 久田 涼平(3)      43.10
   4 富山高専 今井 啓仁(5) 山田 賢弥(5) 石原 元気(5) 杉木 勇磨(4)      43.15
   5 金沢工大 宮川 善栄(2) 牧野 孝彦(4) 飯田 太郎(2) 久保田 丞輝(2)      44.85
   6 石川高専 梅村 悠介(4) 宮井 浩平(5) 泉 集心(5) 柳谷 竜登(1)      45.03
   7 上越教大 渋谷 健太(4) 小川 達也(2) 阿部 光(1) 山崎 友寛(1)      47.61

2組    1 富山大 高谷 周平(2) 大岩 雄飛(3) 酒井 卓(4) 有澤 徹(1)      41.03
   2 新医福大 木原 真人(2) 中澤 瑞月(1) 山﨑 勇哉(1) 吉本 政貴(1)      41.55
   3 金沢大 澤入 克哉(3) 角 康平(5) 卯野 航平(2) 河合 智史(3)      42.38
   4 松本大 尾崎 翔太(1) 宮沢 友貴(2) 太田 朗(3) 松沢 恵佑(3)      42.49
   5 金沢学大 道田 敦史(3) 細野 涼介(4) 村中 翔(4) 舟川 英伸(4)      42.88
   6 福井県大 草野 充(4) 都築 純(4) 栗田 悠希(2) 山口 祐樹(2)      42.92
   7 福井大 河合 正樹(2) 大成 将仁(2) 明城 拓哉(2) 安藤 稔起(3)      43.74

男子 05/22 1組    1 富山大 八代 将(2) 松井 悠(4) 丸石 大地(3) 浦田 勝博(1)    3,23.84
   2 金沢大 金谷 和哉(2) 澤田 雄太(2) 梅田 貴之(4) 河合 智史(3)    3,24.01
   3 新潟大 柏谷 興(2) 永井 脩(4) 稲葉 紀裕(2) 澤田 健太郎(3)    3,24.16
   4 信州大 大野 貴弘(2) 久田 涼平(3) 新井 勇太(3) 野本 竜馬(4)    3,24.59
   5 富山高専 杉木 勇磨(4) 石原 元気(5) 蝶 眞清(5) 今井 啓仁(5)    3,27.54
   6 福井県大 都築 純(4) 栗田 悠希(2) 大橋 真介(2) 小林 克樹(3)    3,31.90

2組    1 星稜大 高橋 雅翔(3) 加藤 綾一(1) 高田 諒(1) 西本 夏樹(3)    3,22.93
   2 新医福大 三平 崇弘(1) 田村 大樹(2) 石崎 泰裕(2) 大滝 翔太郎(1)    3,22.98
   3 松本大 久保田 諒介(3) 中村 悠陽(1) 松沢 恵佑(3) 池田 健二郎(2)    3,26.89

4×400mR4×400mR4×400mR

チーム名 選手名１

4×100mR4×100mR4×100mR

松 介( ) 陽( ) 松 佑( ) 健 郎( ) ,
   4 福井工大 出水 翔士(2) 山崎 隼人(4) 白木 琢三(4) 林 誠一郎(2)    3,29.03
   5 福井大 河合 正樹(2) 山田 尚輝(2) 本田 翔平(3) 折原 翔(4)    3,31.56
   6 金沢工大 久保田 丞輝(2) 牧野 孝彦(4) 加藤 翔平(3) 浦田 佳嗣(4)    3,35.60

金沢学大 欠場      



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 05/22 1 寺野 善陽(2) 新潟   1.95 2 平井 大鵬(3) 福井   1.90  3 岸下 直矢(2) 福井   1.85 4 岡室 憲明(1) 石川    1.80

新潟大M 福井大 福井大 星稜大
5 大木 雄太(4) 長野   1.75 6 中山 輔(3) 新潟   1.75  6 五十嵐 大樹(2) 長野   1.75 8 丸山 健一(1) 長野    1.70

信州大 新医福大 新潟大 信州大
浦 貴昭(4) 石川 田中 潤(2) 長野 窪田 統孝(4) 長野 平松 将来(3) 石川

金沢大 松本大 信州大 金沢大
北村 慶太(2) 富山 門野 太紀(5) 富山

富山大 富山高専
男子 05/21 1 長谷川 芳幸(2) 新潟   4.60 2 本田 翔平(3) 福井   4.50  3 酒井 智朗(2) 富山   4.40 4 春貴 崇士(2) 福井    4.20

新潟大M 福井大 富山大 福井大M
5 朝比奈 岳彦(3) 新潟   4.20 6 谷田 祥道(2) 富山   4.00  6 松村 富穂(3) 長野   4.00 8 円戸 望(3) 富山    3.90

新潟大 富山大 信州大D 富山大
9 本江 雄樹(4) 石川   3.80 矢野 勝三(3) 新潟 南部 浩介(2) 福井 欠場 高須 浩平(2) 石川 欠場

石川高専 新潟大 福井大M 金沢工大
高橋 謙太(2) 新潟 欠場

星稜大
男子 05/21 1 太田 朗(3) 長野   7.51 2 大岩 雄飛(3) 富山   7.44  3 高谷 周平(2) 富山   7.20 4 山田 大樹(3) 新潟    7.17

松本大   +3.1 富山大   +0.3 富山大   +3.8 新潟大    +4.7
5 安藤 稔起(3) 福井   7.13 6 岩木 純哉(3) 富山   7.13  7 大場 裕貴(4) 富山   7.12 8 関 真耶(3) 新潟    6.85

福井大   +5.9 新潟大   +1.7 星稜大   +3.4 新医福大    +2.2
9 重谷 将司(4) 石川   6.82 10 相澤 浩平(3) 新潟   6.73 11 酒井 翔太(3) 長野   6.69 12 小田 哲也(2) 新潟    6.66

星稜大   +1.1 星稜大   +2.6 信州大   +3.4 新潟大    +1.2
13 須佐 晨(2) 新潟   6.64 14 泉 集心(5) 石川   6.47 15 草野 充(4) 福井   6.45 16 山寺 裕也(3) 長野    6.39

棒高跳棒高跳棒高跳

走幅跳走幅跳走幅跳

順
位

順
位

順
位

順
位

走高跳走高跳走高跳

須 晨( ) 新潟 ( ) 野 充( ) 裕 ( ) 長野
新医福大   +0.2 石川高専   +2.3 福井県大   +3.4 松本大    -0.2

17 岩崎 友哉(2) 富山   6.24 18 乙川 祥希(1) 新潟   6.22 19 明城 拓哉(2) 福井   6.15 20 松村 富穂(3) 長野    6.15
富山大   +3.3 信州大   +3.3 福井大   +3.4 信州大D    +3.3

21 木下 昂洋(3) 石川   6.05 22 渋谷 健太(4) 新潟   6.01 22 宮田 裕史(3) 新潟   6.01 24 岡本 将征(4) 富山    5.91
金沢大   +1.4 上越教大   +0.1 新医福大   +2.3 富山高専    +2.7

25 梅村 悠介(4) 石川   5.88 26 梁地 昴生(3) 長野   5.88 27 向井 清介(3) 石川   5.50 28 坂田 宗次朗(2) 石川    5.44
石川高専   +2.6 諏訪東理大   +3.3 金沢大   +1.5 金沢工大    +2.0

29 梶原 信二(5) 富山   5.37 矢島 新悟(2) 石川 宮川 善栄(2) 石川 欠場 高村 領(2) 福井 欠場
富山高専   +1.3 金沢工大 金沢工大M 福井大M

男子 05/22 1 高橋 卓磨(3) 新潟  15.20 2 太田 朗(3) 長野  14.71  3 八田 雅弘(3) 石川  14.64 4 福田 賢一郎(3) 新潟   14.51
星稜大   +0.3 松本大   +0.1 星稜大    0.0 新潟大    -0.7

5 重谷 将司(4) 石川  14.50 6 泉 集心(5) 石川  14.37  7 向井 康晃(1) 三重  14.01 8 岩崎 友哉(2) 富山   13.72
星稜大   +0.1 石川高専    0.0 金沢大   -0.2 富山大    -0.9

9 久保 大雅(1) 群馬  13.50 10 高谷 周平(2) 富山  13.33 11 佐藤 吉彦(2) 福井  13.29 梅村 悠介(4) 石川
新潟大    0.0 富山大   +0.1 福井大   -0.3 石川高専

梶原 信二(5) 富山 山本 健吾(1) 石川 岡本 将征(4) 富山 酒井 翔太(3) 長野
富山高専 金沢大 富山高専 信州大

東海林 祐也(3) 長野 丸山 健一(1) 長野 中田 吉信(1) 石川 欠場 安藤 稔起(3) 福井 欠場
松本大 信州大 金沢大 福井大

稲葉 紀裕(2) 栃木 欠場 会津 秀馬(3) 長野 欠場
新潟大 信州大

三段跳三段跳三段跳



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

男子 05/22 1 對木 隆介(2) 新潟  15.16 2 宮 幸太郎(4) 石川  14.61  3 河村 浩輔(5) 石川  11.68 4 上原 吉雅(4) 新潟   11.56
新潟大M 星稜大 石川高専 新医福大

5 中谷 俊貴(2) 長野  11.32 6 杉本 光應(3) 福井  11.22  7 錦見 友貴(4) 岐阜  10.82 8 相良 嘉優(3) 長野   10.38
松本大 福井工大 福井工大 信州大

9 野村 一樹(2) 福井  10.07 10 堀井 裕介(3) 長野   9.60 11 金崎 裕之(3) 長野   9.49 12 小松 徹(1) 新潟    9.11
福井大 新潟大 信州大 新医福大

13 黒木 健太郎(1) 長野   8.99 14 寺園 真(2) 岐阜   8.81 15 笹川 裕貴(3) 新潟   7.31 16 塩川 森平(2) 長野    5.95
信州大 金沢大 新医福大 金沢大

17 平松 将来(3) 石川   5.74 古川 卓実(3) 石川
金沢大 星稜大

男子 05/21 1 土田 祥太(4) 新潟  48.70 2 對木 隆介(2) 新潟  42.34  3 錦見 友貴(4) 岐阜  39.50 4 荻原 邦宏(3) 長野   37.31
新医福大 新潟大M 福井工大 松本大

5 勝野 英貴(3) 長野  37.13 6 熊井 大地(3) 長野  35.76  7 坪坂 創至(3) 富山  34.99 8 上原 吉雅(4) 新潟   32.71
松本大 松本大 富山大 新医福大

9 古川 卓実(3) 石川  32.52 10 堀井 裕介(3) 長野  29.77 11 竹部 真晃(4) 富山  29.39 12 石本 裕之(1) 新潟   26.24
星稜大 新潟大 富山高専 上越教大M

13 道畑 琢人(4) 石川  24.32 14 塩川 森平(2) 長野  23.84 15 寺園 真(2) 岐阜  23.23 16 浅井 拓也(1) 石川   21.62
石川高専 金沢大 金沢大 金沢大

平田 健祐(4) 富山 欠場 宮 幸太郎(4) 石川 欠場
富山高専 星稜大

男子 05/21 1 佐藤 翔(3) 新潟  51.39 2 富井 博輝(2) 長野  49.82  3 村上 数征(4) 富山  48.80 4 菅澤 康平(5) 富山   48.79
新医福大 松本大 金沢学大 富山高専

5 塚﨑 佑磨(3) 福井  45.80 6 小島 正弘(2) 岐阜  44.09  7 對木 隆介(2) 新潟  42.34 8 岩下 遼介(1) 長野   41.35

円盤投円盤投円盤投

ハンマー投ハンマー投ハンマー投

砲丸投砲丸投砲丸投

佑 ( ) 島 ( ) 阜 介( ) 新潟 介( ) 長野
福井工大 福井工大 新潟大M 新潟大

9 三木 佑太(3) 長野  40.84 10 竹部 真晃(4) 富山  38.97 11 岩澤 裕喜(1) 新潟  38.87 12 敷山 絢也(1) 石川
松本大 富山高専 新潟薬大M 金沢学大

男子 05/22 1 山口 文武(4) 石川  67.24 2 由井 秀也(2) 石川  63.15  3 長岡 健太(3) 新潟  60.24 4 永江 拓也(4) 富山   60.16
星稜大 星稜大 新医福大 富山大

5 牧野 隆太(2) 福井  56.19 6 土田 祥太(4) 新潟  56.04  7 大木 雄太(4) 長野  53.09 8 上原 吉詞(1) 新潟   51.87
福井工大 新医福大 信州大 新医福大

9 奥谷 和寛(4) 富山  51.40 10 島 広樹(3) 新潟  50.90 11 杉田 多翔史(7) 石川  50.57 12 澤井 啓行(2) 富山   50.13
富山大 新潟大 石川高専 富山大

13 東福寺 一貴(4) 石川  49.17 14 寺園 真(2) 岐阜  48.94 15 阿部 光(1) 山形  47.25 16 永井 潤哉(1) 石川   46.68
星稜大 金沢大 上越教大 金沢大

17 金崎 裕之(3) 長野  43.56 18 喜多條 裕希(4) 富山  42.91 19 杉木 勇磨(4) 富山  41.95 20 池井 大介(3) 長野   38.32
信州大 富山高専 富山高専 信州大

21 塩川 森平(2) 長野  28.77 竹島 涼介(4) 福井 欠場
金沢大 福井大

十種 05/21 1 中澤 勇人(3) 新潟   1.85 2 窪田 智洋(3) 長野   1.80  3 小島 将貴(1) 長野   1.65 4 山本 智貴(4) 石川    1.65
新潟大 新潟大 松本大 金沢大

5 井上 竜也(4) 富山   1.55 6 免田 隆宏(4) 石川   1.55  7 上西 広弥(2) 富山   1.55 8 吉田 拓矢(3) 石川    1.50
富山大 金沢大 富山大 金沢大

9 前田 貴史(3) 富山   1.45
富山大

やり投やり投やり投

走高跳走高跳走高跳



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

十種 05/22 1 井上 竜也(4) 富山   3.70 2 中澤 勇人(3) 新潟   3.40  3 前田 貴史(3) 富山   3.30 4 窪田 智洋(3) 長野    3.10
富山大 新潟大 富山大 新潟大

5 吉田 拓矢(3) 石川   2.90 6 山本 智貴(4) 石川   2.70  7 上西 広弥(2) 富山   2.60 8 免田 隆宏(4) 石川    2.40
金沢大 金沢大 富山大 金沢大

小島 将貴(1) 長野
松本大

十種 05/21 1 中澤 勇人(3) 新潟   6.64 2 井上 竜也(4) 富山   6.46  3 窪田 智洋(3) 長野   6.34 4 前田 貴史(3) 富山    6.24
新潟大   +0.8 富山大   -0.4 新潟大   +0.6 富山大     0.0

5 免田 隆宏(4) 石川   5.69 6 吉田 拓矢(3) 石川   5.55  7 小島 将貴(1) 長野   5.44 8 山本 智貴(4) 石川    5.41
金沢大   +1.0 金沢大   +0.3 松本大   +0.1 金沢大    +1.3

9 上西 広弥(2) 富山   5.19
富山大   +0.7

十種 05/21 1 前田 貴史(3) 富山   9.95 2 山本 智貴(4) 石川   9.73  3 中澤 勇人(3) 新潟   9.29 4 免田 隆宏(4) 石川    9.23
富山大 金沢大 新潟大 金沢大

5 井上 竜也(4) 富山   9.08 6 窪田 智洋(3) 長野   8.49  7 吉田 拓矢(3) 石川   7.59 8 上西 広弥(2) 富山    7.17
富山大 新潟大 金沢大 富山大

9 小島 将貴(1) 長野   7.07
松本大

十種 05/22 1 中澤 勇人(3) 新潟  31.63 2 山本 智貴(4) 石川  27.95  3 前田 貴史(3) 富山  26.38 4 井上 竜也(4) 富山   26.15
新潟大 金沢大 富山大 富山大

5 免田 隆宏(4) 石川  24.58 6 窪田 智洋(3) 長野  24.02  7 吉田 拓矢(3) 石川  22.29 8 上西 広弥(2) 富山   21.85
金沢大 新潟大 金沢大 富山大

9 小島 将貴(1) 長野  19.11

砲丸投砲丸投砲丸投

円盤投円盤投円盤投

棒高跳棒高跳棒高跳

走幅跳走幅跳走幅跳

島 貴( ) 長野
松本大

十種 05/22 1 中澤 勇人(3) 新潟  49.86 2 前田 貴史(3) 富山  48.10  3 井上 竜也(4) 富山  47.04 4 免田 隆宏(4) 石川   38.75
新潟大 富山大 富山大 金沢大

5 小島 将貴(1) 長野  36.43 6 山本 智貴(4) 石川  32.44  7 吉田 拓矢(3) 石川  29.07 8 上西 広弥(2) 富山   20.57
松本大 金沢大 金沢大 富山大

窪田 智洋(3) 長野 棄権
新潟大

やり投やり投やり投



Ｐ29

コード

コード

11"13 832 11"47 759 11"37 780 11"76 699 11"74 703 11"61 730 11"93 665 12"56 545 11"67 717

+1.3 832 +1.3 759 +1.3 780 +1.3 699 +1.3 703 +1.3 730 +1.3 665 +1.3 545 +1.3 717

6m64 729 6m46 688 6m24 639 5m69 521 5m55 492 5m41 463 5m19 419 5m44 469 6m34 661

+0.8 1561 -0.4 1447 0 1419 +1.0 1220 +0.3 1195 +1.3 1193 +0.7 1084 +0.1 1014 +0.6 1378

9m29 443 9m08 431 9m95 483 9m23 440 7m59 342 9m73 469 7m17 317 7m07 311 8m49 395

2004 1878 1902 1660 1537 1662 1401 1325 1773

1m85 670 1m55 426 1m45 352 1m55 426 1m50 389 1m65 504 1m55 426 1m65 504 1m80 627

2674 2304 2254 2086 1926 2166 1827 1829 2400

52"89 686 53"22 672 53"99 640 53"89 644 52"33 710 55"43 582 56"83 527 57"09 517 54"94 601

3360 2976 2894 2730 2636 2748 2354 2346 3001

第 １ 日

４００ｍ

金沢大 4 金沢大 3 金沢大 4

走幅跳

富山大 3新潟大 3 富山大 4

１００ｍ

富山大 2

砲丸投

走高跳

新潟大 3松本大 1

166

　　　　23　　年　5　　月　21　日（土　曜）～　5　月　22　日（　日　曜）

窪田　智洋

509

小島　将貴

256

免田　隆宏

175

前田　貴史井上　竜也 上西　広弥

239

中澤　勇人

主催団体 北信越学生陸上競技連盟

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード 競技会名　北信越学生陸上競技対校選手権大会

競技場名　長野市営陸上競技場

229

山本　智貴

274124

吉田　拓矢

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナンバー

混成競技(十種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 内 山 了 治

記録主任 竹 内 秀 樹

審 判 長 藤 森 茂 幸２ ０

２ ０ １ ０ １ ０

名

種目コー ２ ０ １N 葉

第　１　日

得　点　計

順　　　位

15"87 747 18"02 522 16"70 656 16"92 633 17"60 563 18"95 437 17"32 591 18"61 467 17"41 582

+0.8 4107 +0.8 3498 +0.8 3550 +0.8 3363 +0.8 3199 +0.8 3185 +0.8 2945 +0.8 2813 +0.8 3583

31m63 497 26m15 389 26m38 394 24m58 359 22m29 315 27m95 424 21m85 307 19m11 255 24m02 348

4604 3887 3944 3722 3514 3609 3252 3068 3931

3m40 457 3m70 535 3m30 431 2m40 220 2m90 333 2m70 286 2m60 264 NR 0 3m10 381

5061 4422 4375 3942 3847 3895 3516 3068 4312

49m86 587 47m04 545 48m10 561 38m75 424 29m07 286 32m44 334 20m57 169 36m43 391

5648 4967 4936 4366 4133 4229 3685 3459 DNF

4´57"97 571 4´40"25 679 5´07"08 520 5´07"80 516 4´35"05 712 4´59"37 563 4´59"10 565 4´38"71 688

6219 5646 5456 4882 4845 4792 4250 4147

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位 1 2 3 4

6219 5646 5456 4882

7 8

4845 4792 4250 4147

5 6

2859 2670 2562 2152 1896 18012209 2044

2346

1 3 4 6 7 5 8 9

2730 3001

やり投

１５００ｍ

2

3360 2976 2894 2636 2354

棒高跳

2748

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

１１０ｍＨ

円盤投

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。
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