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期   日： 平成２9年 5月 4日（木） 
会   場： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070） 
主   催： (一財)長野陸上競技協会 信州大学陸上競技部 
主   管： 長野市陸上競技協会 
総   務： 三條 俊彦 
記録・情報主任： 岡村 哲郎 

 
■この大会で樹立された記録 

男女 種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考 
男子 走幅跳 決勝 7m27 角屋 喜基(3) 名古屋大 7m24 大会新 
男子 4x100mR 決勝 40.88 岩下 累(4) 

山下 拓也(4) 
長谷川 有希(4) 
橋本 太翔(4) 

名古屋大 42.04 大会新 

男子 800m 決勝 1:54.68 中島 大智(3) 信州大 1:54.95 大会新 
男子 やり投 決勝 64m77 西田 亮也(4) 名古屋大 59m43 大会新 
男子 4x400mR 決勝 3:16.65 嶋田 健太郎(4) 

小田 将矢(4) 
大藪 悠登(4) 
上野 和樹(4) 

名古屋大 3:17.30 大会新 

 
■グラウンドコンディション 

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 
   (m/s) (°c) (%)    (m/s) (°c) (%) 

10:00 晴れ 南 2.5 20.0 35.0 13:00 晴れ 南西 1.6 24.0 26.0 
11:00 曇り 南西 1.3 22.0 31.0 14:00 晴れ 東北東 0.5 25.0 25.0 
12:00 曇り 南西 0.9 22.0 30.0 15:00 晴れ 東北東 3.6 25.0 21.0 

 
 



第48回信州大学名古屋大学対校陸上競技大会                                        
期日：平成29年5月4日（木）                                                      
会場：長野市営陸上競技場                                                        

決勝記録一覧表
GR:大会新 男  子 【競技場】172070  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

05/04 男子  -1.5 長谷川 有希(4) 11.07 本多 倖基(3) 11.28 伊ヶ崎 一哉(2) 11.34 田中 健太(4) 11.39 手石 雅人(4) 11.41 市川 拓也(3) 11.57
100m 愛知･名古屋大 長野･信州大 静岡･名古屋大 長野･信州大 愛知･名古屋大 長野･信州大

05/04  +1.0 長谷川 有希(4) 21.69 三澤 駿之介(3) 22.38 伊ヶ崎 一哉(2) 22.38 沖田 遥久(3) 22.58 新海 涼司(2) 22.61 松井 一陽(3) 22.72
200m 愛知･名古屋大 長野･信州大 静岡･名古屋大 長野･信州大 愛知･名古屋大 長野･信州大

05/04 嶋田 健太郎(4) 48.79 三澤 駿之介(3) 48.86 浦田 敦也(4) 50.88 大藪 悠登(4) 51.05 坂巻 太一(4) 51.22 藤原 聡一郎(4) 51.42
400m 愛知･名古屋大 長野･信州大 長野･信州大 愛知･名古屋大 長野･信州大 愛知･名古屋大

05/04 中島 大智(3) 1,54.68 砂原 健汰(4) 1,55.50 大島 直哉(4) 1,55.60 森 信人(2) 1,56.52 吉岡 大地(4) 1,56.71 山下 紘永(2) 1,57.71
800m 長野･信州大 GR 愛知･名古屋大 長野･信州大 岐阜･名古屋大 長野･信州大 長野･名古屋大

05/04 塚本 亮司(2) 4,02.41 河合 崇成(4) 4,03.28 村瀬 崚(3) 4,04.74 遠藤 暢(4) 4,05.84 山田 大貴(3) 4,08.22 河上 匠(3) 4,09.17
1500m 愛知･名古屋大 長野･信州大 長野･信州大 愛知･名古屋大 長野･信州大 愛知･名古屋大

05/04 谷津 穂高(3) 15,30.95 一林 諒(3) 15,39.64 野部 勇貴(2) 15,42.00 古山 雄一郎(3) 15,47.47 浮津 照也(3) 16,12.63 清水 貴也(2) 16,37.43
5000m 長野･信州大 愛知･名古屋大 長野･信州大 長野･信州大 愛知･名古屋大 静岡･名古屋大

05/04 名古屋大       40.88 信州大       42.44
4×100mR 岩瀬 累(4) GR 相川 史弥(3)

山下 拓也(4) 田中 健太(4)
長谷川 有希(4) 市川 拓也(3)
橋本 太翔(4) 本多 倖基(3)

05/04 名古屋大     3,16.65 信州大     3,20.69
4×400mR 嶋田健太郎(4) GR 三澤 駿之介(3)

小田 将矢(4) 大島 直哉(4)
大藪 悠登(4) 坂巻 太一(4)
上野 和樹(4) 浦田 敦也(4)

05/04 幾田 勇希(2) 1.90 廣瀬 達也(4) 1.80 近澤 健太(2) 1.75
走高跳 愛知･名古屋大 愛知･名古屋大 長野･信州大

05/04 角屋 喜基(3) 7.27(+0.3) 日向 一機(4) 7.22(+1.6) 橋本 太翔(4) 7.18(+1.0) 伊藤 裕也(3) 7.15(+2.1) 榎本 崚冴(2) 6.40(-0.8) 相川 史弥(3) 6.40(+1.0)
走幅跳 愛知･名古屋大 GR 長野･信州大 福井･名古屋大 愛知･名古屋大 長野･信州大 長野･信州大

05/04 伊藤 裕也(3)14.95(+0.8) 日向 一機(4)14.75(-1.2) 大島 卓仁(4)13.37(-0.6) 梅田 昌紀(4)13.27(-1.4) 五十嵐早登(2)13.03(+0.5) 清水 一馬(3)12.93(-1.0)
三段跳 愛知･名古屋大 長野･信州大 長野･信州大 岐阜･名古屋大 福井･名古屋大 長野･信州大

05/04 長谷川 奨(3) 10.98 東井 航平(3) 9.11 近澤 健太(2) 8.96 加藤 敦貴(3) 8.88 森田 修史(2) 8.11 多賀 駿介(3) 6.59
砲丸投(7.260kg) 愛知･名古屋大 長野･信州大 長野･信州大 岐阜･名古屋大 長野･信州大 岡山･名古屋大

05/04 西田 亮也(4) 32.88 多賀 駿介(3) 31.95 東井 航平(3) 30.71 栗林 篤(3) 28.59 森田 修史(2) 22.17 福元 聖矢(3) 20.74
円盤投(2.000kg) 滋賀･名古屋大 岡山･名古屋大 長野･信州大 長野･名古屋大 長野･信州大 長野･信州大

05/04 西田 亮也(4) 64.77 栗林 篤(3) 58.51 安西 克樹(3) 52.47 加藤 敦貴(3) 51.66 福元 聖矢(3) 42.20 近澤 健太(2) 38.33
やり投(0.8000kg) 滋賀･名古屋大 GR 長野･名古屋大 長野･信州大 岐阜･名古屋大 長野･信州大 長野･信州大
学校対校 名古屋大 信州大

146 118



決勝 5月4日 10:00

大会記録            10.6

風速 -1.5

 1 長谷川 有希(4) 愛知     11.07 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ 名古屋大

 2 本多 倖基(3) 長野     11.28 
ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大

 3 伊ヶ崎 一哉(2) 静岡     11.34 
ｲｶﾞｻｷ ｶｽﾞﾔ 名古屋大

 4 田中 健太(4) 長野     11.39 
ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 信州大

 5 手石 雅人(4) 愛知     11.41 
ﾃｲｼ ﾏｻﾄ 名古屋大

 6 市川 拓也(3) 長野     11.57 
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 信州大

決勝 5月4日 13:00

大会記録            21.62

風速 +1.0

 1 長谷川 有希(4) 愛知     21.69 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ 名古屋大

 2 三澤 駿之介(3) 長野     22.38 
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 3 伊ヶ崎 一哉(2) 静岡     22.38 
ｲｶﾞｻｷ ｶｽﾞﾔ 名古屋大

 4 沖田 遥久(3) 長野     22.58 
ｵｷﾀ ﾊﾙﾋｻ 信州大

 5 新海 涼司(2) 愛知     22.61 
ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 名古屋大

 6 松井 一陽(3) 長野     22.72 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 信州大

決勝 5月4日 11:15

大会記録            48.4

 1 嶋田 健太郎(4) 愛知     48.79 
ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 名古屋大

 2 三澤 駿之介(3) 長野     48.86 
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 3 浦田 敦也(4) 長野     50.88 
ｳﾗﾀ ｱﾂﾔ 信州大

 4 大藪 悠登(4) 愛知     51.05 
ｵｵﾔﾌﾞ ﾕｳﾄ 名古屋大

 5 坂巻 太一(4) 長野     51.22 
ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ 信州大

 6 藤原 聡一郎(4) 愛知     51.42 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 名古屋大

男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4   240

所属名 記録／備考
5   421

2   214

7   452

6   227

3   419

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   415

6   242

4   207

3   413

2   212

7   423

男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   421

2   242

5   452

6   229

7   468

4   241



決勝 5月4日 12:30

大会記録          1,54.95

 1 中島 大智(3) 長野   1,54.68 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大

 2 砂原 健汰(4) 愛知   1,55.50 
ｽﾅﾊﾗ ｹﾝﾀ 名古屋大

 3 大島 直哉(4) 長野   1,55.60 
ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 信州大

 4 森 信人(2) 岐阜   1,56.52 
ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾄ 名古屋大

 5 吉岡 大地(4) 長野   1,56.71 
ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ 信州大

 6 山下 紘永(2) 長野   1,57.71 
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 名古屋大

決勝 5月4日 10:40

大会記録          3,57.45

 1 塚本 亮司(2) 愛知   4,02.41 
ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 名古屋大

 2 河合 崇成(4) 長野   4,03.28 
ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信州大

 3 村瀬 崚(3) 長野   4,04.74 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 信州大

 4 遠藤 暢(4) 愛知   4,05.84 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 名古屋大

 5 山田 大貴(3) 長野   4,08.22 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 信州大

 6 河上 匠(3) 愛知   4,09.17 
ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 名古屋大

決勝 5月4日 13:40

大会記録         14,48.42

 1 谷津 穂高(3) 長野  15,30.95 
ﾔﾂ ﾎﾀｶ 信州大

 2 一林 諒(3) 愛知  15,39.64 
ｲﾁﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 名古屋大

 3 野部 勇貴(2) 長野  15,42.00 
ﾉﾍﾞ ﾕｳｷ 信州大

 4 古山 雄一郎(3) 長野  15,47.47 
ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 信州大

 5 浮津 照也(3) 愛知  16,12.63 
ｳｷﾂ ﾃﾙﾔ 名古屋大

 6 清水 貴也(2) 静岡  16,37.43 
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾔ 名古屋大

男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   470

2   211

6   243

1   401

4   245

3   404

男子

800m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   238

大会新
3   416

6   209

5   473

4   220

7   474

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   244

1   430

6   267

2   232

3   433

5   467



決勝 5月4日 12:15

大会記録            42.04

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 名古屋大   409 岩瀬 累(4)     40.88 

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ ｲﾜｾ ﾙｲ 大会新
  427 山下 拓也(4)

ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ
  421 長谷川 有希(4)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ
  420 橋本 太翔(4)

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ
 2   4 信州大   224 相川 史弥(3)     42.44 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ
  214 田中 健太(4)

ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ
  227 市川 拓也(3)

ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ
  240 本多 倖基(3)

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ

決勝 5月4日 15:30

大会記録          3,17.30

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 名古屋大   415 嶋田 健太郎(4)   3,16.65 

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 大会新
  414 小田 将矢(4)

ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ
  413 大藪 悠登(4)

ｵｵﾔﾌﾞ ﾕｳﾄ
  410 上野 和樹(4)

ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ
 2   4 信州大   242 三澤 駿之介(3)   3,20.69 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
  209 大島 直哉(4)

ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ
  212 坂巻 太一(4)

ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ
  207 浦田 敦也(4)

ｳﾗﾀ ｱﾂﾔ

男子

4×100mR            

男子

4×400mR            

決勝

決勝



決勝 5月4日 12:30

大会記録             2.00

幾田 勇希(2) 愛知
ｲｸﾀ ﾕｳｷ 名古屋大
廣瀬 達也(4) 愛知
ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ 名古屋大
近澤 健太(2) 長野
ﾁｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 信州大
榎本 崚冴(2) 長野
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大
北河 大葵(2) 長野 欠場
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 信州大
小山 航(2) 愛知 欠場
ｺﾔﾏ ﾜﾀﾙ 名古屋大

決勝 5月4日 10:30

大会記録             7.24

角屋 喜基(3) 愛知   6.64   7.07   6.99    -    -   7.27    7.27 大会新
ｽﾐﾔ ﾖｼｷ 名古屋大   +0.4   +3.3   +0.4   +0.3    +0.3
日向 一機(4) 長野   6.94   6.99    -    -   7.22    X    7.22 
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   -0.4   +1.2   +1.6    +1.6
橋本 太翔(4) 福井    X    -    X    X   7.08   7.18    7.18 
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 名古屋大   +1.3   +1.0    +1.0
伊藤 裕也(3) 愛知   6.93    X    X   7.12   7.15    X    7.15 
ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 名古屋大   -0.5   +1.1   +2.1    +2.1
榎本 崚冴(2) 長野   6.20    X   6.40   6.37   6.36    X    6.40 
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大   +0.9   -0.8   +2.7   +1.2    -0.8
相川 史弥(3) 長野    X    X    X    X   6.40    X    6.40 
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大   +1.0    +1.0

決勝 5月4日 13:30

大会記録            15.06

伊藤 裕也(3) 愛知  14.38  14.65  14.92    -  14.74  14.95   14.95 
ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 名古屋大   -2.0   +0.1   -2.5   -0.8   +0.8    +0.8
日向 一機(4) 長野  14.75  13.44    -    -  14.52  14.43   14.75 
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   -1.2   +0.6   -0.5   +1.8    -1.2
大島 卓仁(4) 長野  13.37    X    X  12.64    X    X   13.37 
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 信州大   -0.6   -0.4    -0.6
梅田 昌紀(4) 岐阜    X  13.27    X    X    -    -   13.27 
ｳﾒﾀﾞ ﾏｻｷ 名古屋大   -1.4    -1.4
五十嵐 早登(2) 福井    X    X  13.03    X    X  12.29   13.03 
ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾔﾄ 名古屋大   +0.5   -0.3    +0.5
清水 一馬(3) 長野    X    X    X    X  12.85  12.93   12.93 
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 信州大   -0.5   -1.0    -1.0

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1   440

2 6   217

3 3   420

4 5   403

5 2   249

6 4   224

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95 記録 備考
1 3   454

- - - - - - XO O XXX  1.90

2 1   422
- - - - - XXO XXX  1.80

3 6   261
- - - - XXO XXX  1.75

2   249
- - - - - - - XXX

4   255

5   462

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 5   403

2 6   217

3 2   208

4 3   411

5 1   453

6 4   234



決勝 5月4日 10:00

大会記録            13.80

長谷川 奨(3) 愛知
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 名古屋大
東井 航平(3) 長野
ﾄｳｲ ｺｳﾍｲ 信州大
近澤 健太(2) 長野
ﾁｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 信州大
加藤 敦貴(3) 岐阜
ｶﾄｳ ｱﾂｷ 名古屋大
森田 修史(2) 長野
ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ 信州大
多賀 駿介(3) 岡山
ﾀｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 名古屋大

決勝 5月4日 11:30

大会記録            39.79

西田 亮也(4) 滋賀
ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 名古屋大
多賀 駿介(3) 岡山
ﾀｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 名古屋大
東井 航平(3) 長野
ﾄｳｲ ｺｳﾍｲ 信州大
栗林 篤(3) 長野
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 名古屋大
森田 修史(2) 長野
ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ 信州大
福元 聖矢(3) 長野
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大

決勝 5月4日 13:30

大会記録            59.43

西田 亮也(4) 滋賀 大会新
ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 名古屋大
栗林 篤(3) 長野
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 名古屋大
安西 克樹(3) 長野
ｱﾝｻﾞｲ ｶﾂｷ 信州大
加藤 敦貴(3) 岐阜
ｶﾄｳ ｱﾂｷ 名古屋大
福元 聖矢(3) 長野
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大
近澤 健太(2) 長野
ﾁｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 信州大

  6.59  6.59  6.42  5.80

 8.09   X  7.89   8.11 

6 1   441
  X   X  6.33

 8.53  8.88  8.88   8.88 

5 2   275
 8.11  7.98  8.01

 7.76  8.63  8.60   8.96 

4 5   434
 8.32  8.28  8.36

  X  8.79  9.11   9.11 

3 4   261
 8.31  8.96  8.36

  X   X 10.98  10.98 

2 6   237
 8.17  8.52  8.22

1 3   447
  X  9.96 10.64

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 0   402

  X 32.88   -   -   -   -  32.88 

2 0   441
  O   O 30.60   O   O 31.95  31.95 

3 0   237
  O 29.47   X   X   O 30.71  30.71 

4 0   436
  O 28.59   X   -   -   O  28.59 

5 0   275
21.35   O   O

6 0   239
  O   - 20.74   X   O   O  20.74 

22.17   O   O  22.17 

男子

やり投(0.800kg)           

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1   402

64.77   O   -   -   -   X  64.77 

2 5   436
  O   X 58.51   O   X   O  58.51 

3 6   226
52.47   -   O   O   O   O  52.47 

4 3   434
  O   O 51.66   O   O   O  51.66 

5 4   239
  O 42.20   O

6 2   261
  O 38.33   O   O   O   O  38.33 

  O   O   O  42.20 



5月4日 10:05

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -1.4

 1 相川 史弥(3) 長野     11.46  1 水元 洋文(4) 愛知     12.02 
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 名古屋大

 2 下村 遼 愛知     11.52  2 大内 慎也(2) 愛知     12.20 
ｼﾓﾑﾗ ﾊﾙｶ 名古屋大OB ｵｵｳﾁ ｼﾝﾔ 名古屋大

 3 伊藤 駿一郎(2) 愛知     11.94  3 澁谷 郁磨(1) 長野     12.27 
ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 名古屋大 ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ 信州大

 4 須賀 健太(4) 長野     12.64  4 松島 竜平(2) 長野     12.28 
ｽｶﾞ ｹﾝﾀ 信州大 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 信州大

 5 岩井 宏樹(3) 愛知     12.83  5 安藤 遼汰(4) 長野     12.55 
ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 名古屋大 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 信州大
井上 暖土(4) 長野 中島 祐市(3) 愛知
ｲﾉｳｴ ﾀﾞﾝﾄ 信州大 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｲﾁ 名古屋市立大
成田 周平(3) 新潟
ﾅﾘﾀ ｼｭｳﾍｲ 名古屋大

[ 3組] 風速 -2.5 [ 4組] 風速 -1.1

 1 角屋 喜基(3) 愛知     11.35  1 橋本 太翔(4) 福井     10.83 
ｽﾐﾔ ﾖｼｷ 名古屋大 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 名古屋大

 2 山口 淳(2) 愛知     11.44  2 山下 拓也(4) 愛知     11.15 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 愛知淑徳大 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ 名古屋大

 3 酒寄 直哉(2) 愛知     11.75  3 岩瀬 累(4) 愛知     11.21 
ｻｶﾖﾘ ﾅｵﾔ 名古屋大 ｲﾜｾ ﾙｲ 名古屋大

 4 小柳 堅一(4) 長野     12.06  4 松井 一陽(3) 長野     11.50 
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 信州大

 5 大島 卓仁(4) 長野     12.32  5 河辺 悦太郎 愛知     11.54 
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 信州大 ｶﾜﾍﾞ ｴﾂﾀﾛｳ 名古屋大
岩崎 獎輝(3) 長野 沖田 遥久(3) 長野
ｲﾜｻｷ ｼｮｳｷ 信州大 ｵｷﾀ ﾊﾙﾋｻ 信州大

5月4日 13:05

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 -1.0

 1 本多 倖基(3) 長野     22.66  1 田中 健太(4) 長野     22.88 
ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 信州大

 2 下村 遼 愛知     23.03  2 鈴木 日向(3) 愛知     23.34 
ｼﾓﾑﾗ ﾊﾙｶ 名古屋大OB ｽｽﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ 名古屋大

 3 松島 竜平(2) 長野     23.69  3 山中 魁人(3) 愛知     23.91 
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 信州大 ﾔﾏﾅｶ ｶｲﾄ 名古屋大

 4 萩原 諒(3) 群馬     25.46 大内 慎也(2) 愛知
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 名古屋大 ｵｵｳﾁ ｼﾝﾔ 名古屋大
中島 祐市(3) 愛知 織茂 大地(2) 長野
ﾅｶｼﾏ ﾕｳｲﾁ 名古屋市立大 ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 信州大
岩崎 獎輝(3) 長野 伊藤 裕也(3) 愛知
ｲﾜｻｷ ｼｮｳｷ 信州大 ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 名古屋大

[ 3組] 風速 +0.9

 1 市川 拓也(3) 長野     23.06 
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 信州大

 2 河辺 悦太郎 愛知     23.24 
ｶﾜﾍﾞ ｴﾂﾀﾛｳ 名古屋大
水元 洋文(4) 愛知
ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 名古屋大
浦田 敦也(4) 長野
ｳﾗﾀ ｱﾂﾔ 信州大
山下 拓也(4) 愛知
ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ 名古屋大
岩瀬 累(4) 愛知
ｲﾜｾ ﾙｲ 名古屋大

オープン男子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

3   224

4   481

  206
欠場

6   456

7   213

8   445
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

2   432

5

所属名 記録／備考
6   426

2   458

3   279

5   270

7   204

4   476
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
2   440

6   480

4   466

7   210

3   208

5   228
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
4   420

5   427

2   409

3   229
欠場

6   241

7   406

オープン男子

200m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   240 3   214

4   481 4   439

7   270 2   451

6   446 5   458
欠場

2   476 6   253
欠場 欠場

5   228 7   403
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   227

5   406

2   426
欠場

3   207
欠場

4   427
欠場

7   409
欠場



5月4日 11:20

 1 森 大和(2) 愛知     50.47 
ﾓﾘ ﾔﾏﾄ 名古屋市立大

 2 松井 一陽(3) 長野     51.32 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 信州大

 3 中野 圭(3) 群馬     52.28 
ﾅｶﾉ ｹｲ 名古屋大

 4 小柳 堅一(4) 長野     52.60 
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大

 5 山中 魁人(3) 愛知     53.24 
ﾔﾏﾅｶ ｶｲﾄ 名古屋大
鈴木 日向(3) 愛知
ｽｽﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ 名古屋大
織茂 大地(2) 長野
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 信州大
角田 涼(4) 静岡
ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳ 名古屋大

5月4日 12:35

[ 1組] [ 2組]

 1 遠藤 暢(4) 愛知   2,01.81  1 角田 涼(4) 静岡   2,00.11 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 名古屋大 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳ 名古屋大

 2 谷 亮成(2) 愛知   2,02.22  2 降籏 賢人(4) 長野   2,01.01 
ﾀﾆ ﾘｮｳｾｲ 名古屋市立大 ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 名古屋大

 3 齋藤 俊介(2) 愛知   2,02.25  3 鈴木 風春(1) 長野   2,01.45 
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 名古屋大 ｽｽﾞｷ ﾌｳｼｭﾝ 信州大

 4 伊神 汰一(4) 愛知   2,03.58  4 木村 健太郎(3) 愛知   2,01.88 
ｲｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 名古屋大 ｷﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 名古屋大

 5 茂田 孝弘(2) 愛知   2,04.53  5 中野 圭(3) 群馬   2,04.22 
ﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 名古屋大 ﾅｶﾉ ｹｲ 名古屋大

 6 萩原 雅久(4) 長野   2,05.97 河合 崇成(4) 長野
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋｻ 信州大 ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信州大

 7 島崎 尋睦(1) 長野   2,13.39 西尾 文吾 岐阜
ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 信州大 ﾆｼｵ ﾌﾞﾝｺﾞ 名古屋大

5月4日 10:45

[ 1組] [ 2組]

 1 新井 遼(2) 長野   4,18.66  1 泉 継道 長野   4,09.68 
ｱﾗｲ ﾘｮｳ 信州大 ｲｽﾞﾐ ﾂｸﾞﾐﾁ 信州大OB

 2 安田 圭佑(2) 長野   4,19.48  2 降籏 賢人(4) 長野   4,13.94 
ﾔｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 信州大 ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 名古屋大

 3 松野 邦大(2) 長野   4,25.96  3 鈴木 健弘(3) 愛知   4,15.82 
ﾏﾂﾉ ｸﾆﾋﾛ 信州大 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 名古屋大

 4 前田 倖誠(3) 長野   4,27.36  4 齋藤 幹峻(2) 愛知   4,16.51 
ﾏｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 信州大 ｻｲﾄｳ ﾐｷﾄｼ 名古屋大

 5 風間 健範(3) 山梨   4,31.74  5 柴田 雄斗(3) 愛知   4,17.73 
ｶｻﾞﾏ ﾀｹﾉﾘ 信州大 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 名古屋大

 6 千葉 俊季(4) 愛知   4,32.80  6 岩井 宏樹(3) 愛知   4,18.44 
ﾁﾊﾞ ﾄｼｷ 名古屋大 ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 名古屋大

 7 近藤 利哉(2) 愛知   4,36.15  7 木村 健太郎(3) 愛知   4,18.87 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 名古屋大 ｷﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 名古屋大

 8 大越 拓実(4) 愛知   4,38.25  8 萩原 諒(3) 群馬   4,22.28 
ｵｵｺｼ ﾀｸﾐ 名古屋大 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 名古屋大

 9 大宅 剛生(2) 長野   4,48.97  9 戸叶 貴也(3) 静岡   4,24.94 
ｵｵﾀｸ ｺｳｷ 信州大 ﾄｶﾉ ﾀｶﾔ 名古屋大
松田 克洋(2) 愛知 10 辻野 智樹(3) 長野   4,31.97 
ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 名古屋大 ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ 信州大
飯田 康平(3) 三重 西尾 文吾 岐阜
ｲｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ 名古屋大 ﾆｼｵ ﾌﾞﾝｺﾞ 名古屋大
竹原 佑亮(3) 愛知 五十嵐 大義(4) 山形
ﾀｹﾊﾗ ﾕｳｽｹ 名古屋大 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｷﾞ 信州大
伊藤 公太(2) 愛知 齋藤 亮弥(3) 長野
ｲﾄｳ ｺｳﾀ 名古屋大 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾔ 信州大
紀藤 大樹(2) 愛知 中島 大智(3) 長野
ｷﾄｳ ﾀｲｷ 名古屋大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大

谷津 穂高(3) 長野
ﾔﾂ ﾎﾀｶ 信州大

欠場 欠場
10   244

欠場

欠場 欠場
13   460 8   238

欠場 欠場
11   455 4   233

欠場 欠場
9   442 2   205

欠場
7   429 1   407

1   405 6   236

6   252 9   443

3   412 11   446

14   463 7   435

5   417 5   432

2   231 13   437

12   276 15   465

8   271 14   438

10   272 3   424

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   247 12   282

オープン男子

1500m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

オープン男子

400m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   478

5   241

8   444

7   210

9   451

2   439
欠場

3   253
欠場

4   418
欠場

オープン男子

800m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   401 4   418

7   477 1   424

1   464 5   280

2   408 6   435

6   472 7   444

3   222 2   211

欠場

欠場
5   277 3   407



決勝 5月4日 13:55

[ 1組] [ 2組]

 1 田中 大輝(4) 長野  16,41.18  1 塚本 亮司(2) 愛知  15,30.66 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 信州大 ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 名古屋大

 2 竹原 佑亮(3) 愛知  16,44.96  2 吉川 昇吾(4) 長野  15,40.94 
ﾀｹﾊﾗ ﾕｳｽｹ 名古屋大 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 信州大

 3 山田 陽太郎(2) 長野  16,48.15  3 河合 崇成(4) 長野  15,53.79 
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾀﾛｳ 信州大 ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信州大

 4 松井 佑輔(4) 奈良  17,06.80  4 坪井 響己(2) 長野  16,13.37 
ﾏﾂｲ ﾕｳｽｹ 名古屋大 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾋﾞｷ 信州大

 5 風間 健範(3) 山梨  17,12.76  5 齋藤 幹峻(2) 愛知  16,34.83 
ｶｻﾞﾏ ﾀｹﾉﾘ 信州大 ｻｲﾄｳ ﾐｷﾄｼ 名古屋大

 6 戸叶 貴也(3) 静岡  17,27.85  6 飯田 康平(3) 三重  16,35.47 
ﾄｶﾉ ﾀｶﾔ 名古屋大 ｲｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ 名古屋大

 7 林 亮臣(2) 長野  17,27.95  7 新井 太郎(3) 長野  16,39.60 
ﾊﾔｼ ｱｷｵﾐ 信州大 ｱﾗｲ ﾀﾛｳ 信州大

 8 藤原 俊史(1) 長野  17,41.64  8 水野 裕二(1) 長野  16,47.72 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾌﾐ 信州大 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｼﾞ 信州大

 9 鈴木 豪(3) 長野  17,46.92  9 田中 大輝(4) 長野  16,58.89 
ｽｽﾞｷ ｺﾞｳ 信州大 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 信州大

10 近藤 利哉(2) 愛知  18,26.84 10 塚原 和人(2) 長野  17,05.66 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 名古屋大 ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 信州大
萩原 諒(3) 群馬 11 五十嵐 大義(4) 山形  17,33.11 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 名古屋大 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｷﾞ 信州大
小澤 祐太(3) 長野 12 千葉 俊季(4) 愛知  17,33.55 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 信州大 ﾁﾊﾞ ﾄｼｷ 名古屋大
齋藤 亮弥(3) 長野 13 堀部 裕矢(4) 長野  17,36.99 
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾔ 信州大 ﾎﾘﾍﾞ ﾕｳﾔ 信州大
北野 宏哉(2) 長野 河上 匠(3) 愛知
ｷﾀﾉ ｺｳﾔ 信州大 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 名古屋大
芳賀 悠介(2) 長野 松田 克洋(2) 愛知
ﾊｶﾞ ﾕｳｽｹ 信州大 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 名古屋大
新井 遼(2) 長野 柴田 雄斗(3) 愛知
ｱﾗｲ ﾘｮｳ 信州大 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 名古屋大

鈴木 健弘(3) 愛知
ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 名古屋大
岩井 宏樹(3) 愛知
ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 名古屋大

5月4日 11:50

風速 +0.3

 1 真野 悠太郎(3) 愛知     14.95 
ﾏﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 名古屋大

 2 丸地 正人(2) 愛知     16.79 
ﾏﾙﾁ ﾏｻﾄ 名古屋大

 3 福元 聖矢(3) 長野     17.36 
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大

 4 相羽 敏輝(2) 長野     17.40 
ｱｲﾊﾞ ﾄｼｷ 信州大

 5 佐藤 裕樹(1) 千葉     17.65 
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 信州大

 6 草間 拓海(1) 長野     18.19 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 信州大

 7 井上 暖土(4) 長野     18.52 
ｲﾉｳｴ ﾀﾞﾝﾄ 信州大
横山 陽之(2) 長野
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ 信州大

決勝 5月4日 13:25

 1 真野 悠太郎(3) 愛知     52.16 
ﾏﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 名古屋大

 2 上野 和樹(4) 愛知     54.48 
ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ 名古屋大

 3 丸地 正人(2) 愛知     58.28 
ﾏﾙﾁ ﾏｻﾄ 名古屋大
稲見 英和(3) 愛知
ｲﾅﾐ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 名古屋大

5   471

3   431
欠場

4   450

2   410

オープン男子

400mH
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

オープン男子

110mH
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   450

4   471

3   239

2   246

7   278

5   274
欠場

9   284

8   206

オープン男子

5000m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

1   215 18   470

4   442 7   221

12   273 3   211

2   425 13   263

5   231 14   465

6   443 8   429

14   269 9   225

16   285 15   281

9   235 17   215

8   463 11   262

10   446 1   205
途中棄権

3   230 6   417
欠場

7   233 5   219
欠場

11   256 2   404
欠場 欠場

13   268 4   405
欠場 欠場

15   247 10   437

欠場

欠場 欠場
12   438

欠場
16   432



5月4日 12:00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 名古屋大A   428 山之内 丈(4)     42.13 

ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾞｮｳ
  423 藤原 聡一郎(4)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ
  411 梅田 昌紀(4)

ｳﾒﾀﾞ ﾏｻｷ
  414 小田 将矢(4)

ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ
  3 名大・名市大合同

欠場

  4 名大・淑徳大合同
欠場

5月4日 15:25

[ 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A   245 山田 大貴(3)   3,25.36  1   2 名古屋大B   474 山下 紘永(2)   3,28.10 

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ
  238 中島 大智(3)   418 角田 涼(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳ
  229 沖田 遥久(3)   401 遠藤 暢(4)

ｵｷﾀ ﾊﾙﾋｻ ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ
  227 市川 拓也(3)   408 伊神 汰一(4)

ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ ｲｶﾞﾐ ﾀｲﾁ
 2   2 名古屋大A   481 下村 遼   3,34.21  2   3 信州大B   220 吉岡 大地(4)   3,38.10 

ｼﾓﾑﾗ ﾊﾙｶ ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ
  406 河辺 悦太郎   205 五十嵐 大義(4)

ｶﾜﾍﾞ ｴﾂﾀﾛｳ ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｷﾞ
  424 降籏 賢人(4)   211 河合 崇成(4)

ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ
  418 角田 涼(4)   219 堀部 裕矢(4)

ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳ ﾎﾘﾍﾞ ﾕｳﾔ
 3   5 名大・名市大合   478 森 大和(2)   3,40.76  3   5 信州大C   244 谷津 穂高(3)   3,52.57 

ﾓﾘ ﾔﾏﾄ ﾔﾂ ﾎﾀｶ
  472 茂田 孝弘(2)   243 村瀬 崚(3)

ﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾑﾗｾ ﾘｮｳ
  477 谷 亮成(2)   236 辻野 智樹(3)

ﾀﾆ ﾘｮｳｾｲ ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ
  479 山田 剛大(2)   225 新井 太郎(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ ｱﾗｲ ﾀﾛｳ
  3 名古屋大C   4 名古屋大D

欠場 欠場

  6 名古屋大E
欠場

オープン男子

4×100mR

オープン男子

4×400mR



5月4日 12:30

福元 聖矢(3) 長野
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大
小林 祐紀 長野
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大

5月4日 10:00

3m60 3m80
清水 一馬(3) 長野 - - - - - - - - - -
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 信州大 O XXX
福元 聖矢(3) 長野 - O XO - O - O O O XXX
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大
野村 源太(4) 長野 O O XXO O O XXX
ﾉﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 信州大
安西 克樹(3) 長野 O O XO XXX
ｱﾝｻﾞｲ ｶﾂｷ 信州大

5月4日 10:30

山之内 丈(4) 広島   6.89    X    X    6.89 
ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾞｮｳ 名古屋大   +2.9    +2.9
小林 祐紀 長野   6.47    X   6.68    6.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大   +1.6   +1.8    +1.8
福元 聖矢(3) 長野   6.31    -   6.17    6.31 
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大   +2.8   +0.7    +2.8
伊藤 駿一郎(2) 愛知   5.44   5.44   5.54    5.54 
ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 名古屋大   +1.8   +0.8   +1.6    +1.6
山口 淳(2) 愛知    X    X    X 記録なし
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 愛知淑徳大
岩下 浩章 長野 欠場
ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｱｷ 信州大

5月4日 13:30

角屋 喜基(3) 愛知  13.56    X  13.47   13.56 
ｽﾐﾔ ﾖｼｷ 名古屋大   -1.8   -0.2    -1.8
小北 大志 長野    X  13.08    X   13.08 
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信州大   +0.8    +0.8
小板橋 真樹(2) 長野  12.28    X    X   12.28 
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻｷ 信州大   -2.1    -2.1
丸山 健一 長野 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信州大OB
浜島 裕亮(3) 愛知 欠場
ﾊﾏｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 名古屋大

5月4日 10:00

深谷 侑生(3) 愛知
ﾌｶﾔ ﾕｳｷ 名古屋大
岩佐 捺伽(2) 長野
ｲﾜｻ ﾅﾂﾄｷﾞ 信州大

4 2   226
 2.40

2 3   239
 3.10

3 1   216
 2.60

3m10 3m20
記録 備考

1 4   234
 3.60

2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 3m00

オープン男子

棒高跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

2m00 2m20

  9.92 

 10.06 10.06

2 1   248
 8.91  9.69  9.92

-4- -5- -6- 記録 備考
1 2   449

 9.88  9.95

オープン男子

砲丸投(7.260kg)
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

オープン男子

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

1 6   428

  480

2 5   203

3 3   239

1   202

4 2   456

4

オープン男子

走高跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95 記録 備考

1 2   239
O - XXO O

XXX

XO XXX

2 1   203
O O O  1.65

 1.75

備考
1 2   440

オープン男子

三段跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

  258

-4- -5- -6- 記録所属名 -1- -2- -3-

3   283

2 4   201

5   448

3 1



5月4日 11:30

安西 克樹(3) 長野
ｱﾝｻﾞｲ ｶﾂｷ 信州大
草間 拓海(1) 長野
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 信州大
岩佐 捺伽(2) 長野 欠場
ｲﾜｻ ﾅﾂﾄｷﾞ 信州大

決勝 5月4日 13:30

岩瀬 累(4) 愛知
ｲﾜｾ ﾙｲ 名古屋大
小林 祐紀 長野
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大
東井 航平(3) 長野
ﾄｳｲ ｺｳﾍｲ 信州大
須賀 健太(4) 長野
ｽｶﾞ ｹﾝﾀ 信州大
野村 源太(4) 長野
ﾉﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 信州大

 30.39 

 35.47 35.47

5 2   216
30.39   O   O

  O  42.19 

4 1   213
  O   X

  O  43.86 

3 4   237
  O 42.19

44.11  44.11 

2 5   203
  O 43.86

-4- -5- -6- 記録 備考
1 3   409

  X   O

オープン男子

やり投(0.800kg)
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

オープン男子

円盤投(2.000kg)
記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 備考

1 2   226
  O 27.45   O  27.45 

2 3   284
23.89   -   O  23.89 

1   248
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