
第42回名古屋大学・信州大学対校陸上競技大会                                      
　期日：平成２３年４月２９日（金）                                              
　主　催：名古屋大学陸上競技部・信州大学陸上競技部
　主　管：信州大学陸上競技部                      

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
04/29 男子  +0.8 後藤 寛明(1) 11.08 立野 剛志(3) 11.30 中村 陽介(3) 11.39 鈴木 康平(2) 11.44 松村 富穂(3) 11.53 村井 将紀(3) 11.58

100m 愛知･名大 三重･信州大 愛知･名大 愛知･名大 長野･信州大D 長野･信州大
04/29  +3.9 中尾 貴大(4) 22.37 後藤 寛明(1) 22.94 片岡 裕貴(1) 23.09 松村 富穂(3) 23.39 村井 将紀(3) 23.44 立野 剛志(3) 24.39

200m 愛知･名大 愛知･名大 愛知･名大M 長野･信州大D 長野･信州大 三重･信州大
04/29  +4.2 久田 涼平(3) 50.79 中川 裕規(4) 51.08 田中 直也(3) 51.51 塙 勇太郎(4) 51.77 石原 昌(1) 53.43 新井 勇太(3) 55.75

400m 長野･信州大 愛知･名大 岐阜･名大 岐阜･名大 長野･信州大 長野･信州大
04/29 南部 恭佑(2) 2,02.73 辻野 祥伍(2) 2,04.19 山口 隆(3) 2,04.25 原 淳浩(4) 2,05.97 萩原 徹(4) 2,06.46 齊藤 裕太(3) 2,11.42

800m 長野･信州大 愛知･名大 愛知･名大 愛知･名大 長野･信州大 鹿児島･信州大
04/29  +0.3 清水 文人(3) 4,09.98 石田 忍矢(3) 4,13.59 吉村 柾彦(3) 4,16.48 古川 和紀(2) 4,17.68 中西 涼(2) 4,23.12 早川 翼(4) 4,33.15

1500m 長野･信州大 愛知･名大 岐阜･名大 岐阜･名大 三重･信州大 長野･信州大
04/29 岩渕 良平(5) 15,02.93 森本 善智(1) 15,13.37 加藤 真彰(2) 15,26.86 矢野 祥一(2) 15,32.76 小長谷 祥治(3) 15,35.37 和田 健志(3) 15,52.69

5000m 長野･信州大 奈良･名大 長野･信州大M 愛知･名大 静岡･信州大 愛知･名大
04/29 大木 雄太(4) 1.70 窪田 統孝(4) 1.65 山西 健斗(2) 1.65 会津 秀馬(3) 1.55 徳永 嶺(4) 1.50

走高跳 長野･信州大 長野･信州大 愛知･名大 長野･信州大 愛知･名大
04/29 立野 剛志(3) 6.78(+1.9) 村松 蒼介(2) 6.61(+1.8) 酒井 翔太(4) 6.42(+2.2) 伊藤 大悟(3) 6.33(+1.9) 溝口 拓弥(2) 6.28(+0.9) 松村 富穂(3) 6.24(+2.0)

走幅跳 三重･信州大 愛知･名大 長野･信州大 愛知･名大 愛知･名大 長野･信州大D
04/29 酒井 翔太(4) 13.55(+1.0) 会津 秀馬(3) 12.80(+1.2) 村松 蒼介(2) 12.69(+2.2) 徳永 嶺(4) 12.66(+3.4) 山西 健斗(2) 12.54(+0.8) 松村 富穂(3) 12.32(+2.3)

三段跳 長野･信州大 長野･信州大 愛知･名大 愛知･名大 愛知･名大 長野･信州大D
04/29 福井 大輝(3) 10.60 相良 嘉優(3) 10.47 奥谷 啓太(4) 10.10 金崎 裕之(3) 9.88 大木 雄太(4) 9.25 佐田 純一(2) 8.76

砲丸投7.26 愛知･名大 長野･信州大 愛知･名大 長野･信州大 長野･信州大 愛知･名大
04/29 福井 大輝(3) 32.24 佐田 純一(2) 32.10 大木 雄太(4) 28.22 奥谷 啓太(4) 24.79 金崎 裕之(3) 18.82

円盤投2.0 愛知･名大 愛知･名大 長野･信州大 愛知･名大 長野･信州大
04/29 大木 雄太(4) 52.13 磯村 奏己(2) 51.34 宮丸 泰明(2) 48.04 金崎 裕之(3) 46.46 池井 大介(3) 41.21 佐田 純一(2) 40.29

やり投0.8 長野･信州大 愛知･名大 愛知･名大 長野･信州大 長野･信州大 愛知･名大
04/29 名大       43.42 信州大       43.90

4×100mR 中村 陽介(3) 会津 秀馬(3)
後藤 寛明(1) 城田 大輝(3)
中尾 貴大(4) 板花 啓太(2)
葛原 弘毅(1) 村井 将紀(3)

04/29 名大     3,27.64 信州大     3,29.85
4×400mR 田中 直也(3) 久田 涼平(3)

中尾 貴大(4) 石原 昌(1)
塙 勇太郎(4) 野本 竜馬(4)
中川 裕規(4) 板花 啓太(2)


