
大会コード：13200742

　　　　　　　　　　　　　大会期日　　2013年4月29日（月）
　　　　　　　　　　　　　会　　場　　長野運動公園陸上競技場 [201010]
　　　　　　　　　　　　　主　　催　　長野陸上競技協会
　　　　　　　　　　　　　主　　管　　信州大学陸上競技部

時刻 天候 気温℃ 湿度％
風向 風速

10:00 晴 13.0 南東 0.9 77
11:00 晴 15.5 北北東 0.7 73
12:00 晴 16.0 北 1.4 74
13:00 晴 17.5 北東 1.0 75
14:00 晴 19.0 南 1.1 72
15:00 晴 20.0 北東 1.2 64

第44回名古屋大学・信州大学対校陸上競技大会

風速m/s



第44回名古屋大学・信州大学対校陸上競技大会
　期日：平成２５年４月２９日（月）
　　　　　　　　　　　　　　　　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  茅野市陸上競技場

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  +0.4後藤　寛明(3) 11.14 黒野 憲亮(2) 11.41 森野　将太(2) 11.48 金山　晃大(3) 11.65 米嶋 航一(2) 11.73 原 由樹(2) 12.04

100m 愛知･名大 長野･信大 徳島･名大 愛知･名大 長野･信大 長野･信大
04/29  +1.2角田　匠(2) 22.18 後藤　寛明(3) 22.51 森野　将太(2) 22.75 大野 貴弘(4) 22.96 米嶋 航一(2) 23.14 黒野 憲亮(2) 23.17

200m 愛知･名大 愛知･名大 徳島･名大 長野･信大 長野･信大 長野･信大
04/29 大野 貴弘(4) 50.18 荒井　健太(3) 50.66 石原 昌(3) 51.14 髙木　俊(2) 52.91 松下 明広(2) 53.33 小野　裕馬(3) 53.84

400m 長野･信大 愛知･名大 長野･信大 岐阜･名大 長野･信大 愛知･名大
04/29 白鳥 敦(3) 1,58.44 南部 恭佑(4) 1,58.63 辻野　祥伍(4) 1,59.03 河合 佑真(3) 2,01.03 岡部　弘幸(2) 2,01.32 濱野　貴仁(4) 2,03.80

800m 長野･信大 長野･信大 愛知･名大 長野･信大 愛知･名大 愛知･名大
04/29 南部 恭佑(4) 4,08.68 古川　和紀(4) 4,10.05 加藤　謙太郎(2) 4,11.19 池亀　透(4) 4,12.87 大西 剣士(3) 4,16.82 中西 涼(4) 4,17.54

1500m 長野･信大 愛知･名大 三重･名大 愛知･名大 長野･信大 三重･信大
04/29 矢野　祥一(4) 15,23.07 岡野 耕大(2) 15,29.48 坂野 圭史(2) 15,40.37 森本　善智(3) 15,45.01 泉 継道(2) 16,03.88 石川　卓弥(4) 16,28.47

5000m 愛知･名大 長野･信大 長野･信大 奈良･名大 長野･信大 愛知･名大
04/29 小北 大志(2) 1.78 丸山 健一(3) 1.75 山西　健斗(4) 1.70 三根　慧　(3) 1.70 芹沢　圭(2) 1.65 小林 祐紀(1) 1.55

走高跳 長野･信大 長野･信大 愛知･名大 愛知･名大 愛知･名大 長野･信大
04/29 乙川 祥希(3) 6.63(-0.4) 山内　仁喬(2)6.39(+0.1) 村松　蒼介(4)6.26(-0.1) 小北 大志(2) 6.24(0.0) 小林 祐紀(1) 6.22(-1.1) 山西　健斗(4)5.94(+0.3)

走幅跳 長野･信大 岐阜･名大 静岡･名大 長野･信大 長野･信大 愛知･名大
04/29 丸山 健一(3) 13.11(0.0) 乙川 祥希(3)12.95(+0.5) 村松　蒼介(4)12.87(+0.8) 山西　健斗(4)12.33(+0.5) 倉崎　大城(1)12.26(+0.7) 髙木　俊(2) 11.33(0.0)

三段跳 長野･信大 長野･信大 静岡･名大 愛知･名大 長野･信大 岐阜･名大
04/29 金崎 裕之(1) 10.44 市川　康太(3) 9.57 山西　健斗(4) 9.49 宮丸　泰明(4) 9.30 松本 陵(2) 7.58 富田 勇大(2) 6.44

砲丸投7.26 長野･信大M 山口･名大 愛知･名大 富山･名大 長野･信大 長野･信大
04/29 磯村　泰己(4) 25.61 宮丸　泰明(4) 23.51 永井　大柴(2) 21.92 小北 大志(2) 18.79 永友 良謙(2) 16.60 小林 裕之(3) 15.40

円盤投2.0 愛知･名大 富山･名大 熊本･名大 長野･信大 長野･信大 長野･信大
04/29 市川　康太(3) 54.67 小林 裕之(3) 49.82 宮丸　泰明(4) 47.54 永井　大柴(2) 44.82 金崎 裕之(1) 41.36 松本 陵(2) 30.35

やり投0.8 山口･名大 長野･信大 富山･名大 熊本･名大 長野･信大M 長野･信大
04/29 名大       42.96 信大       43.88

4×100mR 森野　将太(2) 小北 大志(2)
後藤　寛明(3) 黒野 憲亮(2)
荒井　健太(3) 米嶋 航一(2)
金山　晃大(3) 原 由樹(2)

04/29 信大     3,20.40 名大     3,27.28
4×400mR 米嶋 航一(2) 荒井　健太(3)

細川 日向(1) 角田　匠(2)
東 征宏(2) 髙木　俊(2)
大野 貴弘(4) 三根　慧　(3)

04/29 オープン男子 久田 涼平(1) 11.80 松尾　頼憲 11.87 富田 勇大(2) 11.92 竹内　秀行 12.03 松村 富穂(4) 12.30 熊代　哲也 13.03
100m 長野･信大M 愛知･東三河AC 長野･信大 愛知･城西AC 長野･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 愛知･岡山AC

04/29  +1.2東 征宏(2) 22.75 久田 涼平(1) 23.46
200m 長野･信大 長野･信大M

04/29 佐野 道造(2) 52.17 科野 信人(2) 53.08
400m 長野･信大 長野･信大

04/29 牛澤 成一(2) 2,03.43 奥村　建斗 2,11.12
800m 長野･信大 愛知･名大M

04/29 石田　忍矢 4,14.62 福井　隆士(3) 4,18.88 奥村　建斗 4,22.88 杉野 功(2) 4,29.04 中村 充孝(2) 4,41.01 中野　雄貴(3) 5,24.88
1500m 愛知･名大M 愛知･名大 愛知･名大M 長野･信大 長野･信大 愛知･名大

04/29 小長谷 祥治(1) 15,26.20 池亀　透(4) 15,28.94 古川　和紀(4) 15,36.59 國司　寛人(2) 15,36.71 和田　健志 15,47.98 岡野 耕大(2) 15,55.67 伊藤　無限(2) 16,05.99 石田　忍矢 16,07.88
5000m 長野･信大M 愛知･名大 愛知･名大 愛知･名大 愛知･名大M 長野･信大 愛知･名大 愛知･名大M

04/29  -0.5松尾　頼憲 15.88 中村　祐太郎(3) 17.15
110mH 愛知･東三河AC 愛知･名大

04/29 森田　敏弘 1.65 竹内　秀行 1.65
走高跳 愛知･名大倶楽部 愛知･城西AC

04/29 富田 勇大(2) 3.00
棒高跳 長野･信大



第44回名古屋大学・信州大学対校陸上競技大会
　期日：平成２５年４月２９日（月）
　　　　　　　　　　　　　　　　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  茅野市陸上競技場

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 松尾　頼憲 6.00(-1.6) 竹内　秀行 5.86(-1.5) 倉崎　大城(1)5.81(+0.4) 松村 富穂(4) 5.68(+0.4)

走幅跳 愛知･東三河AC 愛知･城西AC 長野･信大 長野･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
04/29 森田　敏弘 9.41 竹内　秀行 8.70

砲丸投7.26 愛知･名大倶楽部 愛知･城西AC
04/29 松尾　頼憲 36.28 竹内　秀行 24.86

円盤投2.0 愛知･東三河AC 愛知･城西AC
04/29 信大B       44.75 こりないＯＢ      47.08

4×100mR 佐野 道造(2) 熊代　哲也
松下 明広(2) 松尾　頼憲
東 征宏(2) 清原　隆志
久田 涼平(1) 竹内　秀行

04/29 信大B     3,24.58 チームミドル    3,32.52 チームＭ     3,41.04 県庁でパンツ一丁    4,01.43 東海学連員選抜    4,04.65
4×400mR 佐野 道造(2) 南部 恭佑(4) 岡部　弘幸(2) 奥村　建斗 佐藤　健太郎(2)

科野 信人(2) 白鳥 敦(3) 辻野　祥伍(4) 澤田　恭平 藤田　亮平
北川 幹太(4) 河合 佑真(3) 濱野　貴仁(4) 梅崎　正太 矢野　祥一(4)
小北 大志(2) 牛澤 成一(2) 福井　隆士(3) 波多野　晶 大山　毅(4)



決勝 4月29日 10:00

大会記録            10.6 (手)

風速 +0.4

 1 後藤　寛明(3) 愛知     11.14 
ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｱｷ 名大

 2 黒野 憲亮(2) 長野     11.41 
ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ 信大

 3 森野　将太(2) 徳島     11.48 
ﾓﾘﾉ ｼｮｳﾀ 名大

 4 金山　晃大(3) 愛知     11.65 
ｶﾅﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 名大

 5 米嶋 航一(2) 長野     11.73 
ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ 信大

 6 原 由樹(2) 長野     12.04 
ﾊﾗ ﾕｳｷ 信大

決勝 4月29日 10:05

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -1.2

 1 久田 涼平(1) 長野     11.80  1 松尾　頼憲 愛知     11.87 
ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 信大M ﾏﾂｵ ﾖｼﾉﾘ 東三河AC

 2 松村 富穂(4) 長野     12.30  2 富田 勇大(2) 長野     11.92 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 信大
森田　敏弘 愛知  3 竹内　秀行 愛知     12.03 
ﾓﾘﾀ ﾄｼﾋﾛ 名大倶楽部 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 城西AC
岩渕 達也(2) 長野  4 熊代　哲也 愛知     13.03 
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀﾂﾔ 信大 ｸﾏｼﾛ ﾃﾂﾔ 岡山AC

清原　隆志 愛知
ｷﾖﾊﾗ ﾀｶｼ 豊橋陸上クラブ

決勝 4月29日 13:50

大会記録            21.62

風速 +1.2

 1 角田　匠(2) 愛知     22.18 
ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾐ 名大

 2 後藤　寛明(3) 愛知     22.51 
ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｱｷ 名大

 3 森野　将太(2) 徳島     22.75 
ﾓﾘﾉ ｼｮｳﾀ 名大

 4 大野 貴弘(4) 長野     22.96 
ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 信大

 5 米嶋 航一(2) 長野     23.14 
ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ 信大

 6 黒野 憲亮(2) 長野     23.17 
ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ 信大

決勝 4月29日 13:55

風速 +1.2

 1 東 征宏(2) 長野     22.75 
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 信大

 2 久田 涼平(1) 長野     23.46 
ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 信大M

4   229

3   245

オープン男子

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   231

6   223

7   441

2   202
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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7  2001 4   227

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   245 5  4015

オープン男子
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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33   419  419

77   441  441

44   223  223
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氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

男子

100m                100m                

決勝決勝決勝



決勝 4月29日 11:10

大会記録            48.4 (手)

 1 大野 貴弘(4) 長野     50.18 
ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 信大

 2 荒井　健太(3) 愛知     50.66 
ｱﾗｲ ｹﾝﾀ 名大

 3 石原 昌(3) 長野     51.14 
ｲｼﾊﾗ ﾏｻｼ 信大

 4 髙木　俊(2) 岐阜     52.91 
ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ 名大

 5 松下 明広(2) 長野     53.33 
ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ 信大

 6 小野　裕馬(3) 愛知     53.84 
ｵﾉ ﾕｳﾏ 名大

決勝 4月29日 11:15

 1 佐野 道造(2) 長野     52.17 
ｻﾉ ﾐﾁｿﾞｳ 信大

 2 科野 信人(2) 長野     53.08 
ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ 信大

決勝 4月29日 13:20

大会記録          1,55.28

 1 白鳥 敦(3) 長野   1,58.44 
ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ 信大

 2 南部 恭佑(4) 長野   1,58.63 
ﾅﾝﾌﾞ ｷｮｳｽｹ 信大

 3 辻野　祥伍(4) 愛知   1,59.03 
ﾂｼﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ 名大

 4 河合 佑真(3) 長野   2,01.03 
ｶﾜｲ ﾕｳﾏ 信大

 5 岡部　弘幸(2) 愛知   2,01.32 
ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 名大

 6 濱野　貴仁(4) 愛知   2,03.80 
ﾊﾏﾉ ﾀｶﾋﾄ 名大

決勝 4月29日 13:25

 1 牛澤 成一(2) 長野   2,03.43 
ｳｼｻﾞﾜ ｾｲｲﾁ 信大

 2 奥村　建斗 愛知   2,11.12 
ｵｸﾑﾗ ｹﾝﾄ 名大M

6   230

5   428

2   210

3   438

4   202

7   416

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

オープン男子

400m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   225

5   226

男子

800m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   215

4   208

5   407

2   214

7   432

3   408

オープン男子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   235

5  4003



決勝 4月29日 10:30

大会記録          3,57.45

 1 南部 恭佑(4) 長野   4,08.68 
ﾅﾝﾌﾞ ｷｮｳｽｹ 信大

 2 古川　和紀(4) 愛知   4,10.05 
ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 名大

 3 加藤　謙太郎(2) 三重   4,11.19 
ｶﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 名大

 4 池亀　透(4) 愛知   4,12.87 
ｲｹｶﾞﾒ ﾄｵﾙ 名大

 5 大西 剣士(3) 長野   4,16.82 
ｵｵﾆｼ ｹﾝｼ 信大

 6 中西 涼(4) 三重   4,17.54 
ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳ 信大

決勝 4月29日 10:40

 1 石田　忍矢 愛知   4,14.62 
ｲｼﾀﾞ ｼﾉﾔ 名大M

 2 福井　隆士(3) 愛知   4,18.88 
ﾌｸｲ ﾀｶｼ 名大

 3 奥村　建斗 愛知   4,22.88 
ｵｸﾑﾗ ｹﾝﾄ 名大M

 4 杉野 功(2) 長野   4,29.04 
ｽｷﾞﾉ ｲｻｵ 信大

 5 中村 充孝(2) 長野   4,41.01 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 信大

 6 中野　雄貴(3) 愛知   5,24.88 
ﾅｶﾉ ﾕｳｷ 名大
國司　寛人(2) 愛知
ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ 名大
加藤　謙太郎(2) 三重
ｶﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 名大
藤田　亮平 高知
ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 名大M
波多野　晶 愛知
ﾊﾀﾉ ｱｷﾗ 名大M

決勝 4月29日 14:10

大会記録         14,48.42

 1 矢野　祥一(4) 愛知  15,23.07 
ﾔﾉ ｼｮｳｲﾁ 名大

 2 岡野 耕大(2) 長野  15,29.48 
ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 信大

 3 坂野 圭史(2) 長野  15,40.37 
ｻｶﾉ ｹｲｼ 信大

 4 森本　善智(3) 奈良  15,45.01 
ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼﾄﾓ 名大

 5 泉 継道(2) 長野  16,03.88 
ｲｽﾞﾐ ﾂｸﾞﾐﾁ 信大

 6 石川　卓弥(4) 愛知  16,28.47 
ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ 名大

5   233

6   403

3   238

2   427

4   414

1   236

男子

5000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

1   211

3   207

4   443

6   402

5   208

2   409

男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

オープン男子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  4001

7   425

13  4003

9   239

11   240

12   456

4   433
欠場

6   443
欠場

10  4008
欠場

14  4007
欠場



決勝 4月29日 14:30

[ 1組] [ 2組]

 1 大西 剣士(3) 長野  16,31.91  1 小長谷 祥治(1) 長野  15,26.20 
ｵｵﾆｼ ｹﾝｼ 信大 ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ 信大M

 2 杉野 功(2) 長野  16,40.40  2 池亀　透(4) 愛知  15,28.94 
ｽｷﾞﾉ ｲｻｵ 信大 ｲｹｶﾞﾒ ﾄｵﾙ 名大

 3 中村 充孝(2) 長野  16,50.36  3 古川　和紀(4) 愛知  15,36.59 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 信大 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 名大

 4 加藤　謙太郎(2) 三重  16,57.12  4 國司　寛人(2) 愛知  15,36.71 
ｶﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 名大 ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ 名大

 5 唐澤　健一(3) 愛知  17,19.26  5 和田　健志 愛知  15,47.98 
ｶﾗｻﾜ ｹﾝｲﾁ 名大 ﾜﾀﾞ ｹﾝｼ 名大M

 6 藤田　亮平 高知  17,24.17  6 岡野 耕大(2) 長野  15,55.67 
ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 名大M ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 信大

 7 木下 翔(2) 長野  17,29.16  7 伊藤　無限(2) 愛知  16,05.99 
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳ 信大 ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 名大

 8 佐藤雅彦 岩手  17,33.78  8 石田　忍矢 愛知  16,07.88 
ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ 名大OB ｲｼﾀﾞ ｼﾉﾔ 名大M

 9 梅崎　正太 愛知  17,48.45  9 鈴木　雅人(2) 愛知  16,15.00 
ｳﾒｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 名大M ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 名大

10 野口 恒(3) 長野  18,29.71 10 向井　孝次(4) 愛知  16,18.12 
ﾉｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 信大 ﾑｶｲ ｺｳｼﾞ 名大

11 大山　毅(4) 愛知  18,41.27 11 波多野　晶 愛知  16,29.07 
ｵｵﾔﾏ ﾀｹｼ 名大 ﾊﾀﾉ ｱｷﾗ 名大M
中西 涼(4) 三重 12 芦崎　陽介(4) 愛知  16,30.01 
ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳ 信大 ｱｼｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 名大
久我　直登 愛知 13 澤田　恭平 愛知  16,34.81 
ｸｶﾞ ﾅｵﾄ 名大M ｻﾜﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 名大M

14 金田　陽佑(3) 愛知  16,42.34 
ｶﾈﾀﾞ ﾖｳｽｹ 名大

決勝 4月29日 11:50

風速 -0.5

 1 松尾　頼憲 愛知     15.88 
ﾏﾂｵ ﾖｼﾉﾘ 東三河AC

 2 中村　祐太郎(3) 愛知     17.15 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 名大

4  4015

3   424

オープン男子

110mH(1.067m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

オープン男子

5000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
19   211 7   249

4   239 1   402

14   240 4   409

9   443 3   433

13   455 5  4009

16  4008 2   236

12   237 18   430

18  4017 11  4001

11  4000 17   435

7   217 12   412

17   405 10  4007

10  4005 16  4006

6   207 8   401

欠場
19   420

欠場



決勝 4月29日 12:10

大会記録            42.09

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 名大   441 森野　将太(2)     42.96 

ﾓﾘﾉ ｼｮｳﾀ
  422 後藤　寛明(3)

ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｱｷ
  416 荒井　健太(3)

ｱﾗｲ ｹﾝﾀ
  419 金山　晃大(3)

ｶﾅﾔﾏ ｱｷﾋﾛ
 2   4 信大   224 小北 大志(2)     43.88 

ｺｷﾀ ﾋﾛﾕｷ
  223 黒野 憲亮(2)

ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ
  231 米嶋 航一(2)

ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ
  228 原 由樹(2)

ﾊﾗ ﾕｳｷ

決勝 4月29日 12:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 信大B   225 佐野 道造(2)     44.75 

ｻﾉ ﾐﾁｿﾞｳ
  230 松下 明広(2)

ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ
  229 東 征宏(2)

ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ
  245 久田 涼平(1)

ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ
 2   4 名大ＯＢ  4013 熊代　哲也     47.08 

ｸﾏｼﾛ ﾃﾂﾔ
 4015 松尾　頼憲

ﾏﾂｵ ﾖｼﾉﾘ
 4012 清原　隆志

ｷﾖﾊﾗ ﾀｶｼ
 4014 竹内　秀行

ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

男子

4×100mR            

決勝

オープン男子

4×100mR
決勝



決勝 4月29日 15:25

大会記録          3,20.26

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 信大   231 米嶋 航一(2)   3,20.40 

ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ
  251 細川 日向(1)

ﾎｿｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ
  229 東 征宏(2)

ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ
  202 大野 貴弘(4)

ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ
 2   3 名大   416 荒井　健太(3)   3,27.28 

ｱﾗｲ ｹﾝﾀ
  436 角田　匠(2)

ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾐ
  438 髙木　俊(2)

ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ
  426 三根　慧　(3)

ﾐﾈ ｹｲ

決勝 4月29日 15:20

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 信大B   225 佐野 道造(2)   3,24.58 

ｻﾉ ﾐﾁｿﾞｳ
  226 科野 信人(2)

ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ
  203 北川 幹太(4)

ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ
  224 小北 大志(2)

ｺｷﾀ ﾋﾛﾕｷ
 2   5 信大C   208 南部 恭佑(4)   3,32.52 

ﾅﾝﾌﾞ ｷｮｳｽｹ
  215 白鳥 敦(3)

ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ
  214 河合 佑真(3)

ｶﾜｲ ﾕｳﾏ
  235 牛澤 成一(2)

ｳｼｻﾞﾜ ｾｲｲﾁ
 3   4 名大B   432 岡部　弘幸(2)   3,41.04 

ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ
  407 辻野　祥伍(4)

ﾂｼﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ
  408 濱野　貴仁(4)

ﾊﾏﾉ ﾀｶﾋﾄ
  425 福井　隆士(3)

ﾌｸｲ ﾀｶｼ
 4   2 名大院  4003 奥村　建斗   4,01.43 

ｵｸﾑﾗ ｹﾝﾄ
 4006 澤田　恭平

ｻﾜﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
 4000 梅崎　正太

ｳﾒｻﾞｷ ｼｮｳﾀ
 4007 波多野　晶

ﾊﾀﾉ ｱｷﾗ
 5   6 東海学連員選抜   434 佐藤　健太郎(2)   4,04.65 

ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ
 4008 藤田　亮平

ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ
  414 矢野　祥一(4)

ﾔﾉ ｼｮｳｲﾁ
  405 大山　毅(4)

ｵｵﾔﾏ ﾀｹｼ

男子

4×400mR            

決勝

オープン男子

4×400mR
決勝



決勝 4月29日 12:30

大会記録             2.00

小北 大志(2) 長野
ｺｷﾀ ﾋﾛﾕｷ 信大
丸山 健一(3) 長野
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信大
山西　健斗(4) 愛知
ﾔﾏﾆｼ ｹﾝﾄ 名大
三根　慧　(3) 愛知
ﾐﾈ ｹｲ 名大
芹沢　圭(2) 愛知
ｾﾘｻﾞﾜ ｹｲ 名大
小林 祐紀(1) 長野
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信大

決勝 4月29日 12:30

森田　敏弘 愛知
ﾓﾘﾀ ﾄｼﾋﾛ 名大倶楽部
竹内　秀行 愛知
ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 城西AC
熊代　哲也 愛知 欠場
ｸﾏｼﾛ ﾃﾂﾔ 岡山AC

決勝 4月29日 12:30

富田 勇大(2) 長野
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 信大
松尾　頼憲 愛知
ﾏﾂｵ ﾖｼﾉﾘ 東三河AC
森田　敏弘 愛知
ﾓﾘﾀ ﾄｼﾋﾛ 名大倶楽部

2  4013

XXO XXX  1.65

 1.65

2 1  4014
- - - - -

- - XO XXX

1m78 1m81 記録 備考
1 3  4011

- - -

1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75

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 1m40 1m45

O XXX  1.55
6 1   250

XXO O O

XO XXX  1.65

 1.70

5 4   437
- - - - -

O O O XO XXX
4 2   426

- - -

O O XXX  1.70

 1.75

3 6   415
- - - - O

- O O O XO XXX
2 5   222

- - -

O O O XO XXX  1.78

1m78 1m81
1 3   224

- - - - O

記録1m50 1m55 備考1m40 1m45 1m60 1m65 1m70 1m75

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

オープン男子

棒高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 3m00 3m10 3m60 3m70 3m80 3m90 4m00 記録 備考
1 1   227

O XXX  3.00

2  4015
- - - - - - XXX

3  4011
- - XXX



決勝 4月29日 10:50

大会記録             7.24

乙川 祥希(3) 長野   6.63   6.37    X   6.50    X    X    6.63 
ｵﾄｶﾞﾜ ﾖｼｷ 信大   -0.4   -0.7    0.0    -0.4
山内　仁喬(2) 岐阜    X    X    X   6.39    X   6.33    6.39 
ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾀｶ 名大   +0.1    0.0    +0.1
村松　蒼介(4) 静岡   5.94   5.97   5.95    X   6.26   6.07    6.26 
ﾑﾗﾏﾂ ｿｳｽｹ 名大   -1.2   -0.7   -0.5   -0.1   +1.0    -0.1
小北 大志(2) 長野   6.10    X   6.24    -   6.07    X    6.24 
ｺｷﾀ ﾋﾛﾕｷ 信大   +0.1    0.0    0.0     0.0
小林 祐紀(1) 長野   6.22    X   5.90    X    X   6.03    6.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信大   -1.1   -0.8   +0.9    -1.1
山西　健斗(4) 愛知   5.18   5.43    X   5.91   5.94    X    5.94 
ﾔﾏﾆｼ ｹﾝﾄ 名大   +1.1   -0.2   +1.3   +0.3    +0.3

決勝 4月29日 10:50

松尾　頼憲 愛知   5.88   6.00   5.93    6.00 
ﾏﾂｵ ﾖｼﾉﾘ 東三河AC   +0.1   -1.6    0.0    -1.6
竹内　秀行 愛知    X   5.86    X    5.86 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 城西AC   -1.5    -1.5
倉崎　大城(1) 長野   5.81   5.80   5.48    5.81 
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信大   +0.4   -1.1   +0.6    +0.4
松村 富穂 長野   5.68   5.53    X    5.68 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.4   -0.9    +0.4
近藤　旭 愛知 欠場
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｻﾋ ジェイテクト
熊代　哲也 愛知 欠場
ｸﾏｼﾛ ﾃﾂﾔ 岡山AC

決勝 4月29日 14:00

大会記録            15.06

丸山 健一(3) 長野    X  12.95    X  12.47  13.11  12.69   13.11 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信大    0.0   +1.8    0.0    0.0     0.0
乙川 祥希(3) 長野  12.69    X  12.95    X  12.32    X   12.95 
ｵﾄｶﾞﾜ ﾖｼｷ 信大   +1.2   +0.5    0.0    +0.5
村松　蒼介(4) 静岡  12.87  12.80  12.72    X    X  11.16   12.87 
ﾑﾗﾏﾂ ｿｳｽｹ 名大   +0.8   +1.4    0.0   -0.1    +0.8
山西　健斗(4) 愛知    -  11.52  12.33    X  12.25    X   12.33 
ﾔﾏﾆｼ ｹﾝﾄ 名大   -0.4   +0.5   +0.7    +0.5
倉崎　大城(1) 長野    X  12.26    X  11.64    X    X   12.26 
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信大   +0.7   +1.0    +0.7
髙木　俊(2) 岐阜    X  11.33    X    X    X    -   11.33 
ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ 名大    0.0     0.0

3  4013

4 6  2001

2  4016

2 1  4014

3 5   253

記録 備考
1 4  4015

氏  名 所属名 -1-

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -6- 記録-2- -3- -4-

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

備考
1 5   220

-5-

2 4   442

所属名 -1-

3 6   413

4 1   224

5 3   250

6 2   415

オープン男子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

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   222

2 3   220

3 6   413

4 4   415

5 1   253

6 2   438



決勝 4月29日 13:10

大会記録            13.80

金崎 裕之(1) 長野
ｶﾅｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 信大M
市川　康太(3) 山口
ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 名大
山西　健斗(4) 愛知
ﾔﾏﾆｼ ｹﾝﾄ 名大
宮丸　泰明(4) 富山
ﾐﾔﾏﾙ ﾔｽｱｷ 名大
松本 陵(2) 長野
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 信大
富田 勇大(2) 長野
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 信大

決勝 4月29日 13:10

森田　敏弘 愛知
ﾓﾘﾀ ﾄｼﾋﾛ 名大倶楽部
竹内　秀行 愛知
ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 城西AC

決勝 4月29日 11:30

大会記録            39.79

磯村　泰己(4) 愛知
ｲｿﾑﾗ ﾀｲｷ 名大
宮丸　泰明(4) 富山
ﾐﾔﾏﾙ ﾔｽｱｷ 名大
永井　大柴(2) 熊本
ﾅｶﾞｲ ﾀｲｼ 名大
小北 大志(2) 長野
ｺｷﾀ ﾋﾛﾕｷ 信大
永友 良謙(2) 長野
ﾅｶﾞﾄﾓ ﾘｮｳｹﾝ 信大
小林 裕之(3) 長野
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 信大

決勝 4月29日 11:30

松尾　頼憲 愛知
ﾏﾂｵ ﾖｼﾉﾘ 東三河AC
竹内　秀行 愛知
ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 城西AC

  -  24.86 

  -  36.28 

2 1  4014
24.86 24.69 24.20 24.77 24.34

記録 備考
1 2  4015

36.28 35.34   - 35.42 34.44

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

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 15.40 15.40 14.31   X

オープン男子

円盤投(2.000kg)         

14.15   X 16.60  16.60 

6 5   221
12.31 13.02 14.13

  -   -   -  18.79 

5 1   242
14.96 14.93 16.36

20.13   X 21.92  21.92 

4 3   224
17.73   - 18.79

23.51 22.39   X  23.51 

3 4   439
18.47 19.55 17.48

25.56   X   X  25.61 

2 2   411
21.82 20.27 22.21

1 6   404
23.87 22.24 25.61

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 5   248

10.44 10.09  9.97  9.61 10.08  9.83  10.44 

2 4   429
 8.98  9.22  9.29  9.46  9.57  9.05   9.57 

3 6   415
 9.01   X  9.47  9.49  9.09  9.21   9.49 

4 2   411
 8.55  8.84  8.93  9.29  8.53  9.30   9.30 

5 3   243
 7.46  7.21   X  7.58   X   X   7.58 

6 1   227
 6.44  6.10  6.41  6.39  6.30  6.05   6.44 

オープン男子

砲丸投(7.260kg)

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 8.33  8.62

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

  X   X

記録 備考
1 2  4011

  -   -   -

  X   8.70 

 9.41   9.41 

2 1  4014
 8.21  8.49  8.70



決勝 4月29日 10:15

大会記録            57.76

市川　康太(3) 山口
ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 名大
小林 裕之(3) 長野
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 信大
宮丸　泰明(4) 富山
ﾐﾔﾏﾙ ﾔｽｱｷ 名大
永井　大柴(2) 熊本
ﾅｶﾞｲ ﾀｲｼ 名大
金崎 裕之(1) 長野
ｶﾅｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 信大M
松本 陵(2) 長野
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 信大

決勝 4月29日 10:15

竹内　秀行 愛知 欠場
ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 城西AC

 30.35 28.60   X   X

37.13 39.86 38.58  41.36 

6 1   243
23.68 30.35 28.91

40.88 44.82   X  44.82 

5 5   248
36.52   X 41.36

47.54 43.13 45.95  47.54 

4 2   439
43.86 39.19 40.38

  X 49.38 46.90  49.82 

3 4   411
43.81 43.53 44.61

50.79 50.55 54.67  54.67 

2 3   221
46.09 43.82 49.82

1 6   429
53.58 52.94   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-

オープン男子

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  4014
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