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■グラウンドコンディション 
 

6 ⽉ 19 ⽇ 
時刻 天候 ⾵向 ⾵速 気温 湿度

   (m/s) (°c) (%)
10:00 曇り 南 0.8 26.5 51.0
11:00 曇り 南 1.6 28.0 45.0
12:00 曇り 南⻄ 3.0 29.0 35.0
13:00 曇り 南 3.0 29.0 35.0
14:00 曇り 南 3.8 27.0 43.0
15:00 ⾬ 南 0.1 26.0 60.0

 



第58回三大学対校陸上競技大会                                               
期日：平成28年6月19日(日) 
主催：信州大学陸上競技部・長野陸上競技協会                                      

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

06/19 男子  -4.4 渡辺 基生(3) 11.57 高橋 友哉(2) 11.78 村山 和晃(3) 11.79 藤浪 正季(3) 11.82 織茂 大地(1) 12.24 大澤 直也(1) 12.33
100m 東京農工大 京都工芸繊維大 東京農工大 京都工芸繊維大 信州大 信州大

06/19  -2.2 渡辺 基生(3) 23.20 村山 和晃(3) 23.94 松島 竜平(1) 24.11 高橋 友哉(2) 24.29 山口 直浩(2) 24.49 織茂 大地(1) 24.66
200m 東京農工大 東京農工大 信州大 京都工芸繊維大 京都工芸繊維大 信州大

06/19 村山 和晃(3) 49.40 木村 虎太郎(1) 51.08 青山 拓磨(3) 52.01 松島 竜平(1) 52.09 織茂 大地(1) 53.69 金子 周太郎(3) 55.08
400m 東京農工大 京都工芸繊維大 京都工芸繊維大 信州大 信州大 東京農工大

06/19 友廣 大希(1) 2,02.41 成宮 崇人(1) 2,03.54 松野 邦大(1) 2,04.04 大野 哲(2) 2,04.43 山口 誠司(2) 2,05.82 長光 正馬(3) 2,14.58
800m 京都工芸繊維大 信州大 信州大 東京農工大 東京農工大 京都工芸繊維大

06/19 村瀬 崚(2) 4,13.66 佐々木 優斗(1) 4,16.28 大野 哲(2) 4,18.46 北野 宏哉(1) 4,20.41 山口 誠司(2) 4,22.69 友廣 大希(1) 4,23.91 児玉 伊太郎(2) 4,24.01 吉田 慶哉(1) 4,25.00
1500m 信州大 京都工芸繊維大 東京農工大 信州大 東京農工大 京都工芸繊維大 東京農工大 信州大

06/19 新井 遼(1) 16,08.06 野部 勇貴(1) 16,08.26 塚原 和人(1) 16,40.38 荒川 直也(3) 17,07.51 村松 甲斐(2) 17,15.38 柳澤 貫太(2) 17,38.47 杉山 友亮(3) 18,29.04 長光 正馬(3) 18,57.10
5000m 信州大 信州大 信州大 東京農工大 東京農工大 東京農工大 京都工芸繊維大 京都工芸繊維大

06/19  -2.5 宮崎 亮太(1) 16.66 藤浪 正季(3) 17.07 相馬 和也(3) 17.42 宅島 紀晶(1) 17.61 横山 陽之(1) 17.74 相羽 俊輝(1) 18.51
110mH 京都工芸繊維大 京都工芸繊維大 東京農工大 東京農工大 信州大 信州大

06/19 榎本 崚冴(1) 1.85 北河 大葵(1) 1.85 桝永 理気(1) 1.80 酒井 淳(M2) 1.70 近澤 健太(1) 1.65 齋藤 倫久(2) 1.60 宮崎 亮太(1) 1.60 藤浪 正季(3) 1.60
走高跳 信州大 信州大 東京農工大 東京農工大 信州大 東京農工大 京都工芸繊維大 京都工芸繊維大

06/19 藤浪 正季(3) 6.58(+1.3) 村山 和晃(3) 6.52(+1.1) 渡辺 基生(3) 6.51(+0.5) 齋藤 倫久(2) 6.13(+2.0) 北河 大葵(1) 6.09(+1.2) 小板橋真樹(1) 6.05(+1.3) 工藤 健央(1) 5.74(+2.0) 福井 寿行(2) 4.74(+2.7)
走幅跳 京都工芸繊維大 東京農工大 東京農工大 東京農工大 信州大 信州大 信州大 京都工芸繊維大

06/19 藤浪 正季(3) 14.00(+0.6) 大島 卓仁(3) 13.83(+0.8) 渡辺 基生(3)13.41(+0.2) 山口 直浩(2) 13.16(+0.6) 小板橋真樹(1) 12.99(+0.3) 齋藤 倫久(2)12.71(+1.3) 工藤 健央(1) 12.62(+1.8) 村山 和晃(3) 12.60(0.0)
三段跳 京都工芸繊維大 信州大 東京農工大 京都工芸繊維大 信州大 東京農工大 信州大 東京農工大

06/19 岩佐 捺伽(1) 10.21 酒井 淳(M2) 9.71 近澤 健太(1) 9.33 上牧 佑(3) 8.53 福井 寿行(2) 8.03 日向 孝太(2) 8.00 細田 雄飛(3) 7.87 高橋 友哉(2) 6.22
砲丸投7.26 信州大 東京農工大 信州大 東京農工大 京都工芸繊維大 東京農工大 信州大 京都工芸繊維大

06/19 東井 航平(2) 30.11 酒井 淳(M2) 29.65 岩佐 捺伽(1) 25.85 福井 寿行(2) 24.86 上牧 佑(3) 23.78 近澤 健太(1) 22.18 渡辺 基生(3) 20.33 高橋 友哉(2) 16.05
円盤投2.0 信州大 東京農工大 信州大 京都工芸繊維大 東京農工大 信州大 東京農工大 京都工芸繊維大

06/19 上牧 佑(3) 48.29 酒井 淳(M2) 41.61 宮崎 亮太(1) 38.98 福元 聖矢(2) 36.96 近澤 健太(1) 36.56 福井 寿行(2) 31.90 岩佐 捺伽(1) 28.31 青山 拓磨(3) 26.06
やり投0.8 東京農工大 東京農工大 京都工芸繊維大 信州大 信州大 京都工芸繊維大 信州大 京都工芸繊維大

06/19 東京農工大学       44.44 京都工芸繊維大学B      44.51 信州大学       46.43
4×100mR 村山 和晃(3) 藤浪 正季(3) 松島 竜平(1)

渡辺 基生(3) 宮崎 亮太(1) 大澤 直也(1)
日向 孝太(2) 山口 直浩(2) 横山 陽之(1)
相馬 和也(3) 高橋 友哉(2) 相羽 俊輝(1)

06/19 京都工芸繊維大学    3,28.01 信州大学     3,29.13 東京農工大学    3,30.21
4×400mR 青山 拓磨(3) 三澤 駿之介(2) 村山 和晃(3)

友廣 大希(1) 松島 竜平(1) 金子 周太郎(3)
宮崎 亮太(1) 織茂 大地(1) 藤田 智紀(4)
木村 虎太郎(1) 成宮 崇人(1) 渡辺 基生(3)



第58回三大学対校陸上競技大会                                               
期日：平成28年6月19日(日) 
主催：信州大学陸上競技部・長野陸上競技協会                                      

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

06/19 オープン男子 三澤 駿之介(2) 11.39 松井 一陽(2) 11.68 相川 史弥(2) 11.69 市川 拓也(2) 11.76 本多 倖基(2) 11.78 田中 健太(3) 11.91 中島 大智(2) 11.98 山下 修司(4) 12.13
100m 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大

山口 直浩(2)
京都工芸繊維大

06/19 三澤 駿之介(2) 22.86 市川 拓也(2) 23.72 本多 倖基(2) 24.13 沖田 遥久(2) 24.45 小柳 堅一(3) 25.12 安藤 遼汰(3) 25.27
200m 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大

06/19 中島 大智(2) 50.60 坂巻 太一(3) 50.62 大島 直哉(3) 50.84 松井 一陽(2) 50.89 浦田 敦也(3) 52.63 市川 拓也(2) 53.65 山田 大貴(2) 54.75 本多 倖基(2) 57.31
400m 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大

06/19 泉 継道 2,00.04 吉岡 大地(3) 2,03.43 中村 凱(3) 2,06.09 萩原 雅久(3) 2,07.42 堀部 裕矢(3) 2,12.79 湯澤 侑太(2) 2,13.17
800m 信州大OB 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大

06/19 大野 雄揮 3,57.22 古山 雄一郎(2) 4,12.74 角銅 啓多(1) 4,16.04 五十嵐 大義(3) 4,17.30 山田 大貴(2) 4,19.68 吉川 昇吾(3) 4,20.11 那須野 亨(1) 4,20.39 安田 圭佑(1) 4,25.14
1500m 信州大OB 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大

06/19 大野 雄揮 14,53.38 古山 雄一郎(2) 15,34.97 谷津 穂高(2) 15,57.94 河合 崇成(3) 16,15.00 堀部 真広(4) 16,21.16 田中 大輝(3) 16,22.64 小長谷 祥治 16,35.05 坪井 響己(1) 16,39.53
5000m 信州大OB 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大

06/19  -3.0 坂巻 太一(3) 16.70 福元 聖矢(2) 18.32 酒井 淳(M2) 18.57
110mH 信州大 信州大 東京農工大

06/19 青山 拓磨(3) 1.50 小柳 堅一(3) 1.45 高橋 友哉(2) 1.30
走高跳 京都工芸繊維大 信州大 京都工芸繊維大

06/19 榎本 崚冴(1) 6.50(+2.6) 相川 史弥(2) 6.33(+1.0) 福元 聖矢(2) 6.20(+0.6) 藤田 智紀(4) 5.86(+0.6) 浦田 敦也(3) 5.86(+0.7) 近澤 健太(1) 5.82(+2.1) 三澤駿之介(2) 5.80(+0.7) 切岩 達斗(2) 5.78(+4.3)
走幅跳 信州大 信州大 信州大 東京農工大 信州大 信州大 信州大 信州大

06/19 小北 大志(M1) 13.95(+0.8) 福元 聖矢(2) 12.54(+0.3) 近澤 健太(1)12.54(+0.5) 相川 史弥(2) 11.92(0.0) 榎本 崚冴(1)11.88(+0.1) 岩佐 捺伽(1)11.30(+2.0) 東井 航平(2) 10.80(+2.7) 福井 寿行(2)10.34(+0.9)
三段跳 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 信州大 京都工芸繊維大

06/19 三澤 駿之介(2) 8.55 東井 航平(2) 8.23 大澤 直也(1) 6.93 長光 正馬(3) 5.86
砲丸投7.26 信州大 信州大 信州大 京都工芸繊維大

06/19 安西 克樹(2) 24.00 三澤 駿之介(2) 21.13
円盤投2.0 信州大 信州大

06/19 東井 航平(2) 38.87 松島 竜平(1) 34.27 長光 正馬(3) 13.79 藤浪 正季(3) 9.96
やり投0.8 信州大 信州大 京都工芸繊維大 京都工芸繊維大

06/19 信州大学B       44.89 信州大学C       45.65 信州大学E       47.80 京都工芸繊維大学      48.71
4×100mR 本多 倖基(2) 福元 聖矢(2) 工藤 健央(1) 青木 貴史(1)

三澤 駿之介(2) 切岩 達斗(2) 榎本 崚冴(1) 上田 悠斗(1)
沖田 遥久(2) 北河 大葵(1) 小板橋 真樹(1) 上東 充嗣(1)
湯澤 侑太(2) 相川 史弥(2) 岩佐 捺伽(1) 木村 虎太郎(1)

06/19 信州大学B     3,33.06 信州大学J     3,38.08 信州大学E     3,48.27 信州大学D     3,48.53 信州大学I     3,49.53 信州大学F     3,53.18 京都工芸繊維大学    3,59.09 信州大学G     3,59.16
4×400mR 市川 拓也(2) 吉岡 大地(3) 小澤 祐太(2) 村瀬 崚(2) 堀部 裕矢(3) 大久保 天地(1) 青木 貴史(1) 大宅 剛生(1)

松井 一陽(2) 萩原 雅久(3) 中島 大智(2) 安西 克樹(2) 五十嵐 大義(3) 角銅 啓多(1) 長光 正馬(3) 林 亮臣(1)
湯澤 侑太(2) 中村 凱(3) 新井 太郎(2) 切岩 達斗(2) 河合 崇成(3) 山田 陽太郎(1) 中川 貴仁(1) 塚原 和人(1)
山田 大貴(2) 吉川 昇吾(3) 辻野 智樹(2) 本多 倖基(2) 田中 大輝(3) 新井 遼(1) 山口 直浩(2) 安田 圭佑(1)



決勝 6月19日 10:00

大会記録            10.6

風速 -4.4

 1 渡辺 基生(3)     11.57 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 東京農工大

 2 高橋 友哉(2)     11.78 
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 京都工芸繊維大

 3 村山 和晃(3)     11.79 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 東京農工大

 4 藤浪 正季(3)     11.82 
ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻｷ 京都工芸繊維大

 5 織茂 大地(1)     12.24 
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 信州大

 6 大澤 直也(1)     12.33 
ｵｵｻﾜ ﾅｵﾔ 信州大

決勝 6月19日 13:30

大会記録            21.62

風速 -2.2

 1 渡辺 基生(3)     23.20 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 東京農工大

 2 村山 和晃(3)     23.94 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 東京農工大

 3 松島 竜平(1)     24.11 
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 信州大

 4 高橋 友哉(2)     24.29 
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 京都工芸繊維大

 5 山口 直浩(2)     24.49 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ 京都工芸繊維大

 6 織茂 大地(1)     24.66 
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 信州大

決勝 6月19日 11:10

大会記録            48.4

 1 村山 和晃(3)     49.40 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 東京農工大

 2 木村 虎太郎(1)     51.08 
ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 京都工芸繊維大

 3 青山 拓磨(3)     52.01 
ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾏ 京都工芸繊維大

 4 松島 竜平(1)     52.09 
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 信州大

 5 織茂 大地(1)     53.69 
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 信州大

 6 金子 周太郎(3)     55.08 
ｶﾈｺ ｼｭﾝﾀﾛｳ 東京農工大

2   259

3   103

4   301

5   262

6   106

7   310

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   307

5   259

2   262

4   305

3   107

6   106

男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   259

2   279

3   106

7   304

6   107

4   305

男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月19日 13:00

大会記録          1,55.06

 1 友廣 大希(1)   2,02.41 
ﾄﾓﾋﾛﾀﾞｲｷ 京都工芸繊維大

 2 成宮 崇人(1)   2,03.54 
ﾅﾙﾐﾔ ﾀｶﾄ 信州大

 3 松野 邦大(1)   2,04.04 
ﾏﾂﾉ ｸﾆﾋﾛ 信州大

 4 大野 哲(2)   2,04.43 
ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 東京農工大

 5 山口 誠司(2)   2,05.82 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 東京農工大

 6 長光 正馬(3)   2,14.58 
ﾅｶﾞﾐﾂ ﾏｻﾀｹ 京都工芸繊維大

決勝 6月19日 10:30

大会記録          3,57.45

 1 村瀬 崚(2)   4,13.66 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 信州大

 2 佐々木 優斗(1)   4,16.28 
ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 京都工芸繊維大

 3 大野 哲(2)   4,18.46 
ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 東京農工大

 4 北野 宏哉(1)   4,20.41 
ｷﾀﾉ ﾋﾛﾔ 信州大

 5 山口 誠司(2)   4,22.69 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 東京農工大

 6 友廣 大希(1)   4,23.91 
ﾄﾓﾋﾛﾀﾞｲｷ 京都工芸繊維大

 7 児玉 伊太郎(2)   4,24.01 
ｺﾀﾞﾏ ｲﾀﾛｳ 東京農工大

 8 吉田 慶哉(1)   4,25.00 
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 信州大

 9 杉山 友亮(3)   4,42.94 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 京都工芸繊維大

決勝 6月19日 14:00

大会記録         14,48.42

 1 新井 遼(1)  16,08.06 
ｱﾗｲ ﾘｮｳ 信州大

 2 野部 勇貴(1)  16,08.26 
ﾉﾍﾞ ﾕｳｷ 信州大

 3 塚原 和人(1)  16,40.38 
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 信州大

 4 荒川 直也(3)  17,07.51 
ｱﾗｶﾜ ﾅｵﾔ 東京農工大

 5 村松 甲斐(2)  17,15.38 
ﾑﾗﾏﾂ ｶｲ 東京農工大

 6 柳澤 貫太(2)  17,38.47 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 東京農工大

 7 杉山 友亮(3)  18,29.04 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 京都工芸繊維大

 8 長光 正馬(3)  18,57.10 
ﾅｶﾞﾐﾂ ﾏｻﾀｹ 京都工芸繊維大

 9 中川 貴仁(1)  19,07.56 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ 京都工芸繊維大
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決勝 6月19日 12:40

大会記録            15.0

風速 -2.5

 1 宮崎 亮太(1)     16.66 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 京都工芸繊維大

 2 藤浪 正季(3)     17.07 
ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻｷ 京都工芸繊維大

 3 相馬 和也(3)     17.42 
ｿｳﾏ ｶｽﾞﾔ 東京農工大

 4 宅島 紀晶(1)     17.61 
ﾀｸｼﾏ ﾉﾘｱｷ 東京農工大

 5 横山 陽之(1)     17.74 
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ 信州大

 6 相羽 俊輝(1)     18.51 
ｱｲﾊﾞ ｼｭﾝｷ 信州大

決勝 6月19日 12:00

大会記録            42.09

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 東京農工大学   106 村山 和晃(3)     44.44 

ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ
  107 渡辺 基生(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ
  115 日向 孝太(2)

ﾋﾅﾀ ｺｳﾀ
  105 相馬 和也(3)

ｿｳﾏ ｶｽﾞﾔ
 2   5 京都工芸繊維大学  304 藤浪 正季(3)     44.51 

ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻｷ
  315 宮崎 亮太(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ
  307 山口 直浩(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ
  305 高橋 友哉(2)

ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ
 3   3 信州大学   262 松島 竜平(1)     46.43 

ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
  279 大澤 直也(1)

ｵｵｻﾜ ﾅｵﾔ
  254 横山 陽之(1)

ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ
  255 相羽 俊輝(1)

ｱｲﾊﾞ ｼｭﾝｷ

男子

4×100mR

決勝
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6   120

4   315

7   304

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

110mH

決勝



決勝 6月19日 15:15

大会記録          3,20.26

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 京都工芸繊維大学  301 青山 拓磨(3)   3,28.01 

ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾏ
  313 友廣 大希(1)

ﾄﾓﾋﾛﾀﾞｲｷ
  315 宮崎 亮太(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ
  310 木村 虎太郎(1)

ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ
 2   3 信州大学   249 三澤 駿之介(2)   3,29.13 

ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
  262 松島 竜平(1)

ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
  259 織茂 大地(1)

ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ
  263 成宮 崇人(1)

ﾅﾙﾐﾔ ﾀｶﾄ
 3   4 東京農工大学   106 村山 和晃(3)   3,30.21 

ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ
  103 金子 周太郎(3)

ｶﾈｺ ｼｭﾝﾀﾛｳ
  102 藤田 智紀(4)

ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾉﾘ
  107 渡辺 基生(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ

男子

4×400mR

決勝



決勝 6月19日 12:20

大会記録             2.00

1m80 1m85 1m90
榎本 崚冴(1) - - - - - - - - - -
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大 O O XXX
北河 大葵(1) - - - - - - - - - -
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 信州大 O XO XXX
桝永 理気(1) - - - - - - - - - -
ﾏｽﾅｶﾞ ﾘｷ 東京農工大 O XXX
酒井 淳(M2) - - - - O O O XO XO XX/
ｻｶｲ ｱﾂｼ 東京農工大
近澤 健太(1) - - - - - - - O XXX
ﾁｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 信州大
齋藤 倫久(2) - - - - O O O XXX
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋｻ 東京農工大
宮崎 亮太(1) - - - - XO O O XXX
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 京都工芸繊維大
藤浪 正季(3) - - - - O XO XO XXX
ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻｷ 京都工芸繊維大
木村 虎太郎(1) O O O XXX
ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 京都工芸繊維大

決勝 6月19日 10:00

大会記録             7.24

藤浪 正季(3)   6.25   6.37   6.38   6.42   6.33   6.58    6.58 
ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻｷ 京都工芸繊維大   +0.6   +1.8   +0.7   +1.5   +0.1   +1.3    +1.3
村山 和晃(3)   6.16   6.52   6.37    -    -   6.12    6.52 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 東京農工大   +2.3   +1.1   +1.5   +3.8    +1.1
渡辺 基生(3)   6.46   6.33   6.41   6.42   6.51    X    6.51 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 東京農工大   +0.5   +2.0   +1.1   +0.5   +0.5    +0.5
齋藤 倫久(2)   6.13   6.03    X    X    X    X    6.13 
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋｻ 東京農工大   +2.0   +1.6    +2.0
北河 大葵(1)    X   5.91   6.09    X    -   5.93    6.09 
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 信州大   +2.2   +1.2   +2.8    +1.2
小板橋 真樹(1)    X    X   5.97    X   5.93   6.05    6.05 
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻｷ 信州大   +0.8   +1.4   +1.3    +1.3
工藤 健央(1)    X    X   4.92   5.74   5.62   5.62    5.74 
ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 信州大   +1.6   +2.0    0.0   +0.6    +2.0
福井 寿行(2)   4.60   4.74    -    -   4.64    -    4.74 
ﾌｸｲ ﾄｼﾕｷ 京都工芸繊維大   +0.4   +2.7   +1.0    +2.7
山口 直浩(2)   4.31    X    X    X    X    /    4.31 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ 京都工芸繊維大   +0.7    +0.7
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決勝 6月19日 13:30

大会記録            15.06

藤浪 正季(3)  13.67  13.84  13.53  13.32    X  14.00   14.00 
ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻｷ 京都工芸繊維大   +0.7   +0.5   +0.4   +1.0   +0.6    +0.6
大島 卓仁(3)  13.71  13.83    X  12.46  13.18  13.14   13.83 
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 信州大   +0.3   +0.8   +1.4   +0.6   +0.8    +0.8
渡辺 基生(3)  12.70  12.41  12.96  12.85  13.41    -   13.41 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 東京農工大   -0.3   +1.4   -0.3   +0.8   +0.2    +0.2
山口 直浩(2)  13.16  11.26  13.10  13.14  12.54  12.94   13.16 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ 京都工芸繊維大   +0.6   +0.4   +0.7   +0.5   -0.4   +0.3    +0.6
小板橋 真樹(1)  12.63  12.68  12.99    X    -  12.73   12.99 
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻｷ 信州大   +0.1   +1.6   +0.3   -0.4    +0.3
齋藤 倫久(2)  11.96    X  11.99  11.47  12.16  12.71   12.71 
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋｻ 東京農工大   +0.3    0.0   +0.1   +0.2   +1.3    +1.3
工藤 健央(1)  12.16  12.10  12.62  12.25  11.92  12.05   12.62 
ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 信州大   +1.2   +1.1   +1.8   +0.5   +0.3   +1.1    +1.8
村山 和晃(3)  11.86  11.51  12.37  11.91  12.60  12.59   12.60 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 東京農工大   +3.3   +0.4   +1.5   +0.9    0.0   +1.8     0.0
宮崎 亮太(1)  10.53  11.36  11.74   11.74 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 京都工芸繊維大   -1.3   +0.1   +0.8    +0.8

決勝 6月19日 10:10

大会記録            13.80

岩佐 捺伽(1)
ｲﾜｻ ﾅﾂﾄｷ 信州大
酒井 淳(M2)
ｻｶｲ ｱﾂｼ 東京農工大
近澤 健太(1)
ﾁｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 信州大
上牧 佑(3)
ｶﾐﾏｷ ﾕｳ 東京農工大
福井 寿行(2)
ﾌｸｲ ﾄｼﾕｷ 京都工芸繊維大
日向 孝太(2)
ﾋﾅﾀ ｺｳﾀ 東京農工大
細田 雄飛(3)
ﾎｿﾀﾞ ﾕｳﾋ 信州大
高橋 友哉(2)
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 京都工芸繊維大
藤浪 正季(3)
ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻｷ 京都工芸繊維大
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決勝



決勝 6月19日 11:40

大会記録            39.79

東井 航平(2)
ﾄｳｲ ｺｳﾍｲ 信州大
酒井 淳(M2)
ｻｶｲ ｱﾂｼ 東京農工大
岩佐 捺伽(1)
ｲﾜｻ ﾅﾂﾄｷ 信州大
福井 寿行(2)
ﾌｸｲ ﾄｼﾕｷ 京都工芸繊維大
上牧 佑(3)
ｶﾐﾏｷ ﾕｳ 東京農工大
近澤 健太(1)
ﾁｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 信州大
渡辺 基生(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 東京農工大
高橋 友哉(2)
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 京都工芸繊維大
藤浪 正季(3)
ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻｷ 京都工芸繊維大

決勝 6月19日 13:00

大会記録            57.76

上牧 佑(3)
ｶﾐﾏｷ ﾕｳ 東京農工大
酒井 淳(M2)
ｻｶｲ ｱﾂｼ 東京農工大
宮崎 亮太(1)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 京都工芸繊維大
福元 聖矢(2)
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大
近澤 健太(1)
ﾁｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 信州大
福井 寿行(2)
ﾌｸｲ ﾄｼﾕｷ 京都工芸繊維大
岩佐 捺伽(1)
ｲﾜｻ ﾅﾂﾄｷ 信州大
青山 拓磨(3)
ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾏ 京都工芸繊維大
村山 和晃(3)
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 東京農工大
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備考
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 6月19日 10:05

[ 1組] 風速 -3.7 [ 2組] 風速 -2.1

 1 三澤 駿之介(2)     11.39  1 田中 健太(3)     11.91 
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 信州大

 2 松井 一陽(2)     11.68  2 小柳 堅一(3)     12.45 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 信州大 ｺﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大

 3 相川 史弥(2)     11.69  3 上田 悠斗(1)     12.58 
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 京都工芸繊維大

 4 市川 拓也(2)     11.76 岩崎 奬輝(2)
ｲﾁｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｷ 信州大

 5 本多 倖基(2)     11.78 日向 孝太(2)
ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大 ﾋﾅﾀ ｺｳﾀ 東京農工大

 6 山口 直浩(2)     12.13 山田 大貴(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ 京都工芸繊維大 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 信州大
塩見 晃良(1)
ｼｵﾐ ｱｷﾗ 東京農工大

[ 3組] 風速 -1.5 [ 4組] 風速 -3.2

 1 中島 大智(2)     11.98  1 酒井 淳(M2)     12.27 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大 ｻｶｲ ｱﾂｼ 東京農工大

 2 山下 修司(4)     12.13  2 福元 聖矢(2)     12.30 
ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 信州大 ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大

 3 大島 直哉(3)     12.26  3 上東 充嗣(1)     12.52 
ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 信州大 ｼﾞｮｳﾄｳ ｱﾂｼ 京都工芸繊維大

 4 安藤 遼汰(3)     12.38 大島 卓仁(3)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 信州大 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 信州大

 5 藤田 智紀(4)     12.65 清水 一馬(2)
ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾉﾘ 東京農工大 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 信州大
福井 寿行(2)
ﾌｸｲ ﾄｼﾕｷ 京都工芸繊維大

[ 5組] 風速 -1.7

 1 近澤 健太(1)     12.20 
ﾁｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 信州大

 2 切岩 達斗(2)     12.31 
ｷﾘｲﾜ ﾀﾂﾄ 信州大

 3 榎本 崚冴(1)     12.53 
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大

 4 長光 正馬(3)     12.65 
ﾅｶﾞﾐﾂ ﾏｻﾀｹ 京都工芸繊維大

 5 相羽 俊輝(1)     12.66 
ｱｲﾊﾞ ｼｭﾝｷ 信州大
北河 大葵(1)
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 信州大
井上 暖土(3)
ｲﾉｳｴ ﾀﾞﾝﾄ 信州大

決勝 6月19日 13:35

[ 1組] 風速 -2.7 [ 2組] 風速 -4.0

 1 三澤 駿之介(2)     22.86  1 沖田 遥久(2)     24.45 
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大 ｵｷﾀ ﾊﾙﾋｻ 信州大

 2 市川 拓也(2)     23.72  2 小柳 堅一(3)     25.12 
ｲﾁｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大 ｺﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大

 3 本多 倖基(2)     24.13  3 安藤 遼汰(3)     25.27 
ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 信州大
大島 直哉(3) 湯澤 侑太(2)
ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 信州大 ﾕｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 信州大
塩見 晃良(1) 日向 孝太(2)
ｼｵﾐ ｱｷﾗ 東京農工大 ﾋﾅﾀ ｺｳﾀ 東京農工大
松井 一陽(2) 山田 陽太郎(1)
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 信州大 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾀﾛｳ 信州大
中島 大智(2) 田中 健太(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 信州大
岩崎 奬輝(2)
ｲﾜｻｷ ｼｮｳｷ 信州大
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決勝 6月19日 11:15

[ 1組] [ 2組]

 1 中島 大智(2)     50.60  1 市川 拓也(2)     53.65 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大 ｲﾁｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大

 2 坂巻 太一(3)     50.62  2 本多 倖基(2)     57.31 
ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ 信州大 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大

 3 大島 直哉(3)     50.84  3 青木 貴史(1)     58.23 
ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 信州大 ｱｵｷ ﾀｶｼ 京都工芸繊維大

 4 松井 一陽(2)     50.89 吉岡 大地(3)
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 信州大 ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ 信州大

 5 浦田 敦也(3)     52.63 大澤 直也(1)
ｳﾗﾀ ｱﾂﾔ 信州大 ｵｵｻﾜ ﾅｵﾔ 信州大

 6 山田 大貴(2)     54.75 中村 凱(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 信州大 ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｲ 信州大

決勝 6月19日 13:05

 1 泉 継道   2,00.04 
ｲｽﾞﾐ ﾂｸﾞﾐﾁ 信州大OB

 2 吉岡 大地(3)   2,03.43 
ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ 信州大

 3 中村 凱(3)   2,06.09 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｲ 信州大

 4 萩原 雅久(3)   2,07.42 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋｻ 信州大

 5 堀部 裕矢(3)   2,12.79 
ﾎﾘﾍﾞ ﾕｳﾔ 信州大

 6 湯澤 侑太(2)   2,13.17 
ﾕｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 信州大
小菅 雅人(1)
ｺｽｹﾞ ﾏｻﾄ 信州大
杉浦 啓(1)
ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛ 信州大
三澤 駿之介(2)
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

決勝 6月19日 10:35

[ 1組] [ 2組]

 1 古山 雄一郎(2)   4,12.74  1 大野 雄揮   3,57.22 
ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 信州大 ｵｵﾉ ﾕｳｷ 信州大OB

 2 角銅 啓多(1)   4,16.04  2 五十嵐 大義(3)   4,17.30 
ｶｸﾄﾞｳ ｹｲﾀ 信州大 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｷﾞ 信州大

 3 山田 大貴(2)   4,19.68  3 吉川 昇吾(3)   4,20.11 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 信州大 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 信州大

 4 那須野 亨(1)   4,20.39  4 田中 大輝(3)   4,27.43 
ﾅｽﾉ ﾘｮｳ 信州大 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 信州大

 5 安田 圭佑(1)   4,25.14  5 堀部 裕矢(3)   4,31.42 
ﾔｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 信州大 ﾎﾘﾍﾞ ﾕｳﾔ 信州大

 6 荒川 直也(3)   4,26.22  6 柳澤 貫太(2)   4,35.28 
ｱﾗｶﾜ ﾅｵﾔ 東京農工大 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 東京農工大

 7 辻野 智樹(2)   4,30.16  7 須藤 高矢(2)   4,38.90 
ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ 信州大 ｽﾄﾞｳ ﾀｶﾔ 信州大

 8 外山 岬(2)   4,39.42  8 三上 一歩(4)   4,44.29 
ﾄﾔﾏ ﾐｻｷ 信州大 ﾐｶﾐ ｲｯﾎﾟ 信州大

 9 風間 健範(2)   4,44.99  9 竹本 圭吾(1)   4,51.95 
ｶｻﾞﾏ ﾀｹﾉﾘ 信州大 ﾀｹﾓﾄ ｹｲｺﾞ 東京農工大
杉浦 啓(1) 萩原 雅久(3)
ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛ 信州大 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋｻ 信州大
谷津 穂高(2) 吉岡 大地(3)
ﾔﾂ ﾎﾀｶ 信州大 ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ 信州大

荒川 直也(3)
ｱﾗｶﾜ ﾅｵﾔ 東京農工大
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決勝 6月19日 14:20

 1 大野 雄揮  14,53.38 
ｵｵﾉ ﾕｳｷ 信州大OB

 2 古山 雄一郎(2)  15,34.97 
ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 信州大

 3 谷津 穂高(2)  15,57.94 
ﾔﾂ ﾎﾀｶ 信州大

 4 河合 崇成(3)  16,15.00 
ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信州大

 5 堀部 真広(4)  16,21.16 
ﾎﾘﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 信州大

 6 田中 大輝(3)  16,22.64 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 信州大

 7 小長谷 祥治  16,35.05 
ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ 信州大OB

 8 坪井 響己(1)  16,39.53 
ﾂﾎﾞｲ ﾋﾋﾞｷ 信州大

 9 村瀬 崚(2)  16,48.00 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 信州大

10 北野 宏哉(1)  16,55.25 
ｷﾀﾉ ﾋﾛﾔ 信州大

11 有山 篤志(1)  16,59.25 
ｱﾘﾏﾂ ｱﾂｼ 東京農工大

12 齋藤 亮弥(2)  17,02.59 
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾔ 信州大

13 林 亮臣(1)  17,09.30 
ﾊﾔｼ ｱｷｵﾐ 信州大

14 辻野 智樹(2)  17,21.44 
ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ 信州大

15 安田 圭佑(1)  17,23.44 
ﾔｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 信州大

16 新井 太郎(2)  17,24.79 
ｱﾗｲ ﾀﾛｳ 信州大

17 鈴木 豪(2)  17,42.48 
ｽｽﾞｷ ｺﾞｳ 信州大

18 外山 岬(2)  17,44.61 
ﾄﾔﾏ ﾐｻｷ 信州大

19 風間 健範(2)  17,44.73 
ｶｻﾞﾏ ﾀｹﾉﾘ 信州大

20 小澤 祐太(2)  17,55.89 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 信州大

21 芳賀 悠介(1)  17,57.70 
ﾊｶﾞ ﾕｳｽｹ 信州大

22 大久保 天地(1)  17,57.93 
ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾝﾁ 信州大

23 山田 陽太郎(1)  18,26.65 
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾀﾛｳ 信州大

24 的場 泰世(1)  18,56.18 
ﾏﾄﾊﾞ ﾀｲｾｲ 東京農工大

25 大宅 剛生(1)  18,58.64 
ｵｵﾀｸ ｺﾞｳｾｲ 信州大
成宮 崇人(1)
ﾅﾙﾐﾔ ﾀｶﾄ 信州大
前田 倖誠(2)
ﾏｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 信州大
五十嵐 大義(3)
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｷﾞ 信州大

決勝 6月19日 12:45

風速 -3.0

 1 坂巻 太一(3)     16.70 
ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ 信州大

 2 福元 聖矢(2)     18.32 
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大

 3 酒井 淳(M2)     18.57 
ｻｶｲ ｱﾂｼ 東京農工大
井上 暖土(3)
ｲﾉｳｴ ﾀﾞﾝﾄ 信州大
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決勝 6月19日 11:55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 信州大学B   248 本多 倖基(2)     44.89 

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ
  249 三澤 駿之介(2)

ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
  246 沖田 遥久(2)

ｵｷﾀ ﾊﾙﾋｻ
  247 湯澤 侑太(2)

ﾕｻﾞﾜ ﾕｳﾀ
 2   4 信州大学C   228 福元 聖矢(2)     45.65 

ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ
  251 切岩 達斗(2)

ｷﾘｲﾜ ﾀﾂﾄ
  281 北河 大葵(1)

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ
  239 相川 史弥(2)

ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ
 3   2 信州大学E   275 工藤 健央(1)     47.80 

ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ
  264 榎本 崚冴(1)

ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ
  272 小板橋 真樹(1)

ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻｷ
  265 岩佐 捺伽(1)

ｲﾜｻ ﾅﾂﾄｷ
 4   5 京都工芸繊維大学  308 青木 貴史(1)     48.71 

ｱｵｷ ﾀｶｼ
  309 上田 悠斗(1)

ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ
  312 上東 充嗣(1)

ｼﾞｮｳﾄｳ ｱﾂｼ
  310 木村 虎太郎(1)

ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ
  3 信州大学D

欠場

  6 信州大学A
欠場

オープン男子

4×100mR
決勝



決勝 6月19日 15:10

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 信州大学B   238 市川 拓也(2)   3,33.06  1   7 信州大学J   212 吉岡 大地(3)   3,38.08 

ｲﾁｶﾜ ﾌﾐﾔ ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ
  237 松井 一陽(2)   205 萩原 雅久(3)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋｻ
  247 湯澤 侑太(2)   206 中村 凱(3)

ﾕｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｲ
  231 山田 大貴(2)   208 吉川 昇吾(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ
 2   6 信州大学D   250 村瀬 崚(2)   3,48.53  2   2 信州大学E   227 小澤 祐太(2)   3,48.27 

ﾑﾗｾ ﾘｮｳ ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾀ
  252 安西 克樹(2)   236 中島 大智(2)

ｱﾝｻﾞｲ ｶﾂｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ
  251 切岩 達斗(2)   232 新井 太郎(2)

ｷﾘｲﾜ ﾀﾂﾄ ｱﾗｲ ﾀﾛｳ
  248 本多 倖基(2)   234 辻野 智樹(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ
 3   2 京都工芸繊維大学  308 青木 貴史(1)   3,59.09  3   6 信州大学I   225 堀部 裕矢(3)   3,49.53 

ｱｵｷ ﾀｶｼ ﾎﾘﾍﾞ ﾕｳﾔ
  303 長光 正馬(3)   219 五十嵐 大義(3)

ﾅｶﾞﾐﾂ ﾏｻﾀｹ ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｷﾞ
  314 中川 貴仁(1)   213 河合 崇成(3)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ
  307 山口 直浩(2)   220 田中 大輝(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ
  3 信州大学A  4   3 信州大学F   274 大久保 天地(1)   3,53.18 

欠場 ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾝﾁ
  280 角銅 啓多(1)

ｶｸﾄﾞｳ ｹｲﾀ
  260 山田 陽太郎(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾀﾛｳ
  271 新井 遼(1)

ｱﾗｲ ﾘｮｳ
  5 信州大学C  5   4 信州大学G   268 大宅 剛生(1)   3,59.16 

欠場 ｵｵﾀｸ ｺﾞｳｾｲ
  277 林 亮臣(1)

ﾊﾔｼ ｱｷｵﾐ
  276 塚原 和人(1)

ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ
  258 安田 圭佑(1)

ﾔｽﾀﾞ ｹｲｽｹ
  5 信州大学H

欠場

オープン男子

4×400mR
決勝



決勝 6月19日 12:25

1m80 1m85 1m90
青山 拓磨(3) O O O XO XXO XXX
ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾏ 京都工芸繊維大
小柳 堅一(3) - O O XXO XXX
ｺﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大
高橋 友哉(2) O XXX
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 京都工芸繊維大

決勝 6月19日 10:05

榎本 崚冴(1)    X   6.04   6.50    6.50 
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大   +2.2   +2.6    +2.6
相川 史弥(2)    X    X   6.33    6.33 
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大   +1.0    +1.0
福元 聖矢(2)   6.12   5.99   6.20    6.20 
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大   +1.3   +1.0   +0.6    +0.6
藤田 智紀(4)   5.58   5.27   5.86    5.86 
ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾉﾘ 東京農工大   +2.2   +2.5   +0.6    +0.6
浦田 敦也(3)   5.41   5.86    /    5.86 
ｳﾗﾀ ｱﾂﾔ 信州大   +1.5   +0.7    +0.7
近澤 健太(1)   5.63   5.82    -    5.82 
ﾁｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 信州大   +1.5   +2.1    +2.1
三澤 駿之介(2)    X   5.53   5.80    5.80 
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大   +4.0   +0.9   +0.7    +0.7
切岩 達斗(2)   5.78   5.68   5.23    5.78 
ｷﾘｲﾜ ﾀﾂﾄ 信州大   +4.3   +2.2   +0.4    +4.3
沖田 遥久(2)   5.45   5.44    X    5.45 
ｵｷﾀ ﾊﾙﾋｻ 信州大   +1.7   +2.2    +1.7
酒井 淳(M2)   5.25    -    X    5.25 
ｻｶｲ ｱﾂｼ 東京農工大   +1.3    +1.3
東井 航平(2)   4.82   5.07   5.21    5.21 
ﾄｳｲ ｺｳﾍｲ 信州大   +0.3   +2.1   +0.6    +0.6
安西 克樹(2)   4.80   4.87   5.00    5.00 
ｱﾝｻﾞｲ ｶﾂｷ 信州大   +2.2   +3.0   +0.7    +0.7
杉山 友亮(3)   4.60    X    -    4.60 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 京都工芸繊維大   +0.5    +0.5
横山 陽之(1) 欠場
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ 信州大
清水 一馬(2) 欠場
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 信州大
野村 源太(3) 欠場
ﾉﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 信州大
大島 卓仁(3) 欠場
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 信州大

26   222

19   243

24   207

13 10   302

13   254

11 17   235

12 23   252

9 20   246

10 12   101

7 21   249

8 22   251

5 25   215

6 15   273

3 16   228

4 11   102

1 14   264

2 18   239

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

オープン男子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 12   221
 1.45

3 10   305
 1.30

1m70 1m75
記録 備考

1 11   301
 1.50

1m40 1m45

オープン男子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m30 1m35 1m50 1m55 1m60 1m65



決勝 6月19日 13:35

小北 大志(M1)    X  13.95  13.83   13.95 
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信州大   +0.8   +0.3    +0.8
福元 聖矢(2)  12.44  12.54  12.34   12.54 
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大   +1.1   +0.3    0.0    +0.3
近澤 健太(1)  12.15    X  12.54   12.54 
ﾁｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 信州大   +1.5   +0.5    +0.5
相川 史弥(2)  11.02  11.92  11.67   11.92 
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大   +2.2    0.0   +0.8     0.0
榎本 崚冴(1)  11.88  11.77  11.34   11.88 
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大   +0.1   +0.4   +0.4    +0.1
岩佐 捺伽(1)  11.30  11.12  11.28   11.30 
ｲﾜｻ ﾅﾂﾄｷ 信州大   +2.0   +0.5   +0.5    +2.0
東井 航平(2)  10.49  10.80  10.70   10.80 
ﾄｳｲ ｺｳﾍｲ 信州大   +0.6   +2.7   +0.6    +2.7
福井 寿行(2)  10.32  10.34  10.30   10.34 
ﾌｸｲ ﾄｼﾕｷ 京都工芸繊維大   +3.3   +0.9    0.0    +0.9
酒井 淳(M2)    X    X    X 記録なし
ｻｶｲ ｱﾂｼ 東京農工大
清水 一馬(2) 欠場
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 信州大
須賀 健太(3) 欠場
ｽｶﾞ ｹﾝﾀ 信州大
丸山 健一 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信州大OB

決勝 6月19日 10:15

三澤 駿之介(2)
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大
東井 航平(2)
ﾄｳｲ ｺｳﾍｲ 信州大
大澤 直也(1)
ｵｵｻﾜ ﾅｵﾔ 信州大
長光 正馬(3)
ﾅｶﾞﾐﾂ ﾏｻﾀｹ 京都工芸繊維大
野村 源太(3) 欠場
ﾉﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 信州大

決勝 6月19日 11:45

安西 克樹(2)
ｱﾝｻﾞｲ ｶﾂｷ 信州大
三澤 駿之介(2)
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大
大澤 直也(1) 欠場
ｵｵｻﾜ ﾅｵﾔ 信州大
野村 源太(3) 欠場
ﾉﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 信州大

13   207

 21.13 

10   279

 24.00 

2 11   249
  X 21.13   O

記録 備考
1 12   252

  X   O 24.00

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

オープン男子

円盤投2.0

  5.86 

14   207

  6.93 

4 11   303
 5.02  5.86  4.96

  8.23 

3 10   279
 6.93  6.60   -

  8.55 

2 12   235
 7.88  8.23   X

1 13   249
  -  8.07  8.55

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

オープン男子

砲丸投7.26
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

12   283

1   101

9   243

10   223

7 7   235

8 2   306

5 4   264

6 3   265

3 5   273

4 8   239

備考
1 11   201

2 6   228

-2- -3- -4- -5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

オープン男子

三段跳
決勝



決勝 6月19日 13:05

東井 航平(2)
ﾄｳｲ ｺｳﾍｲ 信州大
松島 竜平(1)
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 信州大
長光 正馬(3)
ﾅｶﾞﾐﾂ ﾏｻﾀｹ 京都工芸繊維大
藤浪 正季(3)
ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻｷ 京都工芸繊維大
高橋 友哉(2) 記録なし
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 京都工芸繊維大
野村 源太(3) 欠場
ﾉﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 信州大

15   305
  X   -   X

  9.96 

14   207

 13.79 

4 13   304
  X  9.96   -

 34.27 

3 11   303
  X   X 13.79

 38.87 

2 10   262
34.27   O   O

記録 備考
1 12   235

38.87   X   X

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

オープン男子

やり投0.8
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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