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記 録 集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
期   日： 平成２７年５月４日（月） 

会   場： 長野市営陸上競技場（201010） 

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 

審 判 長： 浦野 義忠 

 
■この大会で樹立された記録 

月日 種目 予・決 記録 氏名 男女  従来の記録 備考 

5/4 4x400 決勝 3:18.19 信州大 男子 

小北 大志 
細川 日向 
東 征宏 
米嶋 航一 

3:20.26 大会新 

5/4 4x400 決勝 3:18.24 名古屋大 男子 

嶋田 健太郎 
小田 将矢 
大藪 悠登 
春田 晋作 

3:20.26 大会新 

 
 
■グラウンドコンディション 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 

10:00 晴れ 南南東 2.3 23.0 47.0 
11:00 曇り 南南西 2.0 23.5 45.0 
12:00 曇り 南 2.4 24.0 45.0 
13:00 曇り 南南西 2.4 25.0 43.0 
14:00 曇り 南南西 4.1 25.5 42.0 
15:00 曇り 南南西 3.8 25.5 44.0 

 



第46回信州大学名古屋大学対校陸上競技大会                                        

決勝記録一覧表
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
05/04 男子   0.0都築 和正(3) 11.44 河辺 悦太郎(3) 11.52 長谷川 有希(2) 11.53 山下 拓也(2) 11.56 黒野 憲亮(4) 11.71 藤森 未知也(2) 11.79

100m 長野･信州大 愛知･名大 愛知･名大 愛知･名大 長野･信州大 長野･信州大
05/04  -2.6都築 和正(3) 22.22 長谷川 有希(2) 22.84 河辺 悦太郎(3) 22.94 角田 匠(4) 23.02 藤森 未知也(2) 23.44 出村 友裕(2) 23.77

200m 長野･信州大 愛知･名大 愛知･名大 滋賀･名大 長野･信州大 長野･信州大
05/04 小田 将矢(2) 49.20 嶋田 健太郎(2) 49.21 春田 晋作(3) 49.89 米嶋 航一(4) 50.07 東 征宏(4) 50.55 川北 祐輔(3) 51.00

400m 愛知･名大 愛知･名大 愛知･名大 長野･信州大 長野･信州大 長野･信州大
05/04 砂原 健汰(2) 1,57.48 大島 直哉(2) 1,58.69 岡部 弘幸(4) 2,00.33 河合 駿弥(2) 2,00.94 吉岡 大地(2) 2,01.00 藤原 昌平(3) 2,04.77

800m 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
05/04 西尾 文吾(3) 4,00.90 河合 崇成(2) 4,02.26 岡野 耕大(4) 4,04.57 泉 継道(4) 4,07.56 加藤 謙太郎(4) 4,17.66 黒木 洸志(2) 4,30.51

1500m 愛知･名大 長野･信州大 長野･信州大 長野･信州大 三重･名大 愛知･名大
05/04 岡野 耕大(4) 15,17.88 吉川 昇吾(2) 15,23.65 坂野 圭史(4) 15,46.82 鈴木 雅斗(4) 15,56.61 佐藤 健太郎(4) 16,05.97 福田 拓弥(3) 16,41.82

5000m 長野･信州大 長野･信州大 長野･信州大 愛知･名大 愛知･名大 兵庫･名大
05/04 信州大       42.74

4×100mR 黒野 憲亮(4)
都築 和正(3)
小北 大志(4)
藤森 未知也(2)

05/04 信州大     3,18.19 名大     3,18.24
4×400mR 小北 大志(4) GR 嶋田 健太郎(2) GR

細川 日向(3) 小田 将矢(2)
東 征宏(4) 大藪 悠登(2)
米嶋 航一(4) 春田 晋作(3)

05/04 小北 大志(4) 1.75 福元 聖矢(1) 1.70 高木 俊(4) 岐阜･名大 1.65 松村 護(3) 1.65 小林 祐紀(3) 1.60
走高跳 長野･信州大 長野･信州大 廣瀬 達也(2) 愛知･名大 愛知･名大 長野･信州大

05/04 山之内 丈(2) 7.09(+1.9) 橋本 太翔(2) 6.94(+1.9) 山内 仁喬(4) 6.65(+2.1) 小林 祐紀(3) 6.46(+2.5) 倉崎 大城(3) 6.06(+3.0) 岩下 浩章(3) 5.77(+0.9)
走幅跳 広島･名大 福井･名大 岐阜･名大 長野･信州大 長野･信州大 長野･信州大

05/04 日向 一機(2)14.14(+1.9) 梅田 昌紀(2)13.69(+4.6) 大島 卓仁(2)13.46(+3.0) 中村 宥太(4)12.81(+1.4) 土田 智大(3)12.73(+1.9) 倉崎 大城(3)11.94(+2.5)
三段跳 長野･信州大 岐阜･名大 長野･信州大 静岡･名大 岐阜･名大 長野･信州大

05/04 砲丸投 陣 哲斐(2) 10.52 西田 亮也(2) 9.81 細田 雄飛(2) 9.07 松本 陵(4) 8.30 野村 源汰(2) 7.63 永井 大柴(4) 6.82
(7.260kg) 愛知･名大 滋賀･名大 長野･信州大 長野･信州大 長野･信州大 熊本･名大

05/04 円盤投 西田 亮也(2) 32.85 陣 哲斐(2) 27.16 松本 陵(4) 26.51 細田 雄飛(2) 24.57 須賀 健太(2) 24.25 永井 大柴(4) 21.59
(2.000kg) 滋賀･名大 愛知･名大 長野･信州大 長野･信州大 長野･信州大 熊本･名大

05/04 やり投 西田 亮也(2) 52.12 細田 雄飛(2) 44.43 永井 大柴(4) 42.43 小林 祐紀(3) 41.78 福元 聖矢(1) 36.32 土田 智大(3) 30.20
(0.800kg) 滋賀･名大 長野･信州大 熊本･名大 長野･信州大 長野･信州大 岐阜･名大

05/04 学校対校 名大 137 信州大 130



決勝 5月4日 10:00

大会記録            10.6

風速  0.0

 1 都築 和正(3) 長野     11.44 
ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ 信州大

 2 河辺 悦太郎(3) 愛知     11.52 
ｶﾜﾍﾞ ｴﾂﾀﾛｳ 名大

 3 長谷川 有希(2) 愛知     11.53 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ 名大

 4 山下 拓也(2) 愛知     11.56 
ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ 名大

 5 黒野 憲亮(4) 長野     11.71 
ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ 信州大

 6 藤森 未知也(2) 長野     11.79 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 信州大

決勝 5月4日 10:05

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -2.0

 1 橋本 太翔(2) 福井     11.32  1 手石 雅人(2) 愛知     11.57 
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 名大 ﾃｲｼ ﾏｻﾄ 名大

 2 角田 匠(4) 滋賀     11.55  2 出村 友裕(2) 長野     11.59 
ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾐ 名大 ﾃﾞﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 信州大

 3 小林 祐紀(3) 長野     11.58  3 中村 宥太(4) 静岡     11.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 名大

 4 森野 将太(4) 徳島     11.62  4 小柳 堅一(2) 長野     11.85 
ﾓﾘﾉ ｼｮｳﾀ 名大 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大

 5 下村 遼(3) 愛知     11.86  5 丸田 弘明(3) 長野     12.09 
ｼﾓﾑﾗ ﾊﾙｶ 名大 ﾏﾙﾀ ﾋﾛｱｷ 信州大

 6 永友 良謙(4) 長野     12.02 松尾 頼憲 三重
ﾅｶﾞﾄﾓ ﾘｮｳｹﾝ 信州大 ﾏﾂｵ ﾖｼﾉﾘ 伊勢TC
富田 勇大(4) 長野
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 信州大

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -1.8

 1 柴田 晃太朗(3) 長野     11.74  1 山田 純貴(3) 愛知     11.73 
ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 信州大 ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾀｶ 名大

 2 丸山 健一 長野     11.84  2 梅田 昌紀(2) 岐阜     11.75 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信大OB ｳﾒﾀﾞ ﾏｻｷ 名大

 3 坂巻 太一(2) 長野     11.90  3 田中 健太(2) 長野     11.97 
ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ 信州大 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 信州大

 4 安藤 遼汰(2) 長野     12.08  4 倉崎 大城(3) 長野     12.39 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 信州大 ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信州大

 5 高木 俊(4) 岐阜     12.32  5 井上 暖土(2) 長野     12.70 
ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ 名大 ｲﾉｳｴ ﾀﾞﾝﾄ 信州大
肥後 隼大(3) 愛知  6 岩下 浩章(3) 長野     12.94 
ﾋｺﾞ ﾊﾔﾀ 名大 ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｱｷ 信州大

男子

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   220  220

55   418  418

77   449  449

33   457  457

66   211  211

22   254  254

オープン男子

100m
決勝

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   448 4   446

6   411 6   246

5   216 3   414

4   415 7   239

8   420 2   218

7   203 5   462

2   204
欠場

記録／備考記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

欠場

順 ﾚｰﾝ

7   247 6   433

2   227 4   429

5   242 7   244

3   232 5   223

4   412 2   234

欠場
6   424 3   219



決勝 5月4日 13:00

大会記録            21.62

風速 -2.6

 1 都築 和正(3) 長野     22.22 
ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ 信州大

 2 長谷川 有希(2) 愛知     22.84 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ 名大

 3 河辺 悦太郎(3) 愛知     22.94 
ｶﾜﾍﾞ ｴﾂﾀﾛｳ 名大

 4 角田 匠(4) 滋賀     23.02 
ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾐ 名大

 5 藤森 未知也(2) 長野     23.44 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 信州大

 6 出村 友裕(2) 長野     23.77 
ﾃﾞﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 信州大

決勝 5月4日 13:00

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -1.5

 1 山下 拓也(2) 愛知     23.33  1 丸山 健一 長野     24.07 
ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ 名大 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信大OB

 2 水元 洋文(2) 愛知     23.61  2 上田 康寛(3) 岐阜     24.30 
ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 名大 ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 名大

 3 小林 祐紀(3) 長野     23.93 浦田 敦也(2) 長野
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大 ｳﾗﾀ ｱﾂﾔ 信州大

 4 小柳 堅一(2) 長野     23.95 高木 俊(4) 岐阜
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ 名大

決勝 5月4日 11:15

大会記録            48.4

 1 小田 将矢(2) 愛知     49.20 
ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ 名大

 2 嶋田 健太郎(2) 愛知     49.21 
ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 名大

 3 春田 晋作(3) 愛知     49.89 
ﾊﾙﾀ ｼﾝｻｸ 名大

 4 米嶋 航一(4) 長野     50.07 
ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ 信州大

 5 東 征宏(4) 長野     50.55 
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 信州大

 6 川北 祐輔(3) 長野     51.00 
ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ 信州大

決勝 5月4日 11:20

[ 1組] [ 2組]

 1 細川 日向(3) 長野     48.46  1 山下 修司(3) 長野     52.02 
ﾎｿｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 信州大 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 信州大

 2 出村 友裕(2) 長野     51.37  2 小柳 堅一(2) 長野     53.22 
ﾃﾞﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 信州大 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大

 3 科野 信人(3) 長野     51.46 水元 洋文(2) 愛知
ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ 信州大 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 名大
榮村 樹志(2) 長野 浦田 敦也(2) 長野
ｴｲﾑﾗ ｱﾂｼ 信州大 ｳﾗﾀ ｱﾂﾔ 信州大
小島 祐稀(2) 愛知
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ 名大

2   254

6   246

3   418

5   411

4   220

7   449

男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

オープン男子

200m
決勝

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   457 5   274

6   454 4   417

5   216 3   235
欠場

3   239 6   412
欠場

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   437

3   441

5   423

6   214

4   209

2   217

オープン男子

400m
決勝

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   226 4   231

6   246 5   239

  235
欠場 欠場

3   206 3   454
欠場

7   439
欠場

5   236 6



決勝 5月4日 12:30

大会記録          1,55.06

 1 砂原 健汰(2) 愛知   1,57.48 
ｽﾅﾊﾗ ｹﾝﾀ 名大

 2 大島 直哉(2) 長野   1,58.69 
ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 信州大

 3 岡部 弘幸(4) 愛知   2,00.33 
ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 名大

 4 河合 駿弥(2) 長野   2,00.94 
ｶﾜｲ ｼｭﾝﾔ 信州大

 5 吉岡 大地(2) 長野   2,01.00 
ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ 信州大

 6 藤原 昌平(3) 愛知   2,04.77 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾍｲ 名大

決勝 5月4日 12:30

 1 中嶋 大智(1) 長野   1,58.84 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 信州大

 2 遠藤 暢(2) 愛知   2,03.30 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 名大

 3 南部 恭佑 京都   2,04.02 
ﾅﾝﾌﾞ ｷｮｳｽｹ 信大OB

 4 伊神 汰一(2) 愛知   2,06.83 
ｲｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 名大

 5 佐野 公紀 愛知   2,08.05 
ｻﾉ ｺｳｷ 名市大

 6 中村 凱(2) 長野   2,08.81 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｲ 信州大

 7 萩原 雅久(2) 長野   2,12.33 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋｻ 信州大
宮澤 留以(3) 長野
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 信州大
岡部 弘幸(4) 愛知
ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 名大
藤本 峻平(4) 長野
ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 信州大

4   406
欠場

8   213
欠場

7   250

2   228
欠場

1   461

3   247

6   271

10   431

5   267

9   434

オープン男子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   258

3   426

7   406

6   240

5   442

4   238

男子

800m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月4日 10:40

大会記録          3,57.45

 1 西尾 文吾(3) 愛知   4,00.90 
ﾆｼｵ ﾌﾞﾝｺﾞ 名大

 2 河合 崇成(2) 長野   4,02.26 
ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信州大

 3 岡野 耕大(4) 長野   4,04.57 
ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 信州大

 4 泉 継道(4) 長野   4,07.56 
ｲｽﾞﾐ ﾂｸﾞﾐﾁ 信州大

 5 加藤 謙太郎(4) 三重   4,17.66 
ｶﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 名大

 6 黒木 洸志(2) 愛知   4,30.51 
ｸﾛｷﾞ ｺｳｼ 名大

決勝 5月4日 10:45

[ 1組] [ 2組]

 1 五十嵐 大義(2) 山形   4,07.07  1 前田 倖誠(1) 長野   4,18.25 
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｷﾞ 信州大 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 信州大

 2 南部 恭佑 京都   4,09.60  2 谷津 穂高(1) 長野   4,20.28 
ﾅﾝﾌﾞ ｷｮｳｽｹ 信大OB ﾀﾆｽﾞ ﾎﾀｶ 信州大

 3 古山 雄一郎(1) 長野   4,10.54  3 斎藤 亮弥(1) 長野   4,21.44 
ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 信州大 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾔ 信州大

 4 林 知洋(3) 長野   4,15.40  4 森長 真言(2) 愛知   4,23.62 
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 信州大 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 名大

 5 伊藤 無限(4) 愛知   4,16.54  5 中村 凱(2) 長野   4,25.25 
ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 名大 ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｲ 信州大

 6 田中 大輝(2) 長野   4,18.86  6 金田 陽佑 愛知   4,25.53 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 信州大 ｶﾈﾀﾞ ﾖｳｽｹ 名大

 7 佐伯 元春(2) 愛知   4,20.36  7 松永 幸大(2) 愛知   4,28.24 
ｻｴｷ ﾓﾄﾊﾙ 名大 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｷﾋﾛ 名大

 8 降旗 賢人(2) 長野   4,36.43  8 村瀬 峻 長野   4,30.05 
ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 名大 ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 信州大
矢野 祥一 愛知  9 萩原 雅久(2) 長野   4,30.88 
ﾔﾉ ｼｮｳｲﾁ 名大 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋｻ 信州大
堀部 真広(3) 長野 10 三上 一歩(3) 長野   4,33.30 
ﾎﾘﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 信州大 ﾐｶﾐ ｲｯﾎﾟ 信州大
大島 直哉(2) 長野 11 大越 拓実(2) 愛知   4,36.75 
ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 信州大 ｵｵｺｼ ﾀｸﾐ 名大
河合 駿弥(2) 長野 12 大山 毅 愛知   4,43.65 
ｶﾜｲ ｼｭﾝﾔ 信州大 ｵｵﾔﾏ ﾀｹｼ 名大
黒木 洸志(2) 愛知 13 細田 雄飛(2) 長野   5,07.09 
ｸﾛｷﾞ ｺｳｼ 名大 ﾎｿﾀﾞ ﾕｳﾋ 信州大
國司 寛人(4) 愛知 遠藤 暢(2) 愛知
ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ 名大 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 名大
泉 継道(4) 長野 吉岡 大地(2) 長野
ｲｽﾞﾐ ﾂｸﾞﾐﾁ 信州大 ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ 信州大
鈴木 雅斗(4) 愛知
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 名大

欠場 欠場
15   410

欠場

欠場 欠場
13   202 13   258

欠場
12   408 1   434

欠場
9   438 15   256

欠場
5   240 12   402

欠場
4   238 14   435

欠場
2   222 2   229

1   403 6   250

3   427 8   266

6   440 10   453

8   245 5   404

7   405 4   247

14   225 7   455

16   268 11   252

10   271 9   269

No. 氏  名 所属名 記録／備考
11   233 3   253

オープン男子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

7   407

3   438

6   201

4   202

5   422

2   241

男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月4日 13:40

大会記録         14,48.42

 1 岡野 耕大(4) 長野  15,17.88 
ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 信州大

 2 吉川 昇吾(2) 長野  15,23.65 
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 信州大

 3 坂野 圭史(4) 長野  15,46.82 
ｻｶﾉ ｹｲｼ 信州大

 4 鈴木 雅斗(4) 愛知  15,56.61 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 名大

 5 佐藤 健太郎(4) 愛知  16,05.97 
ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 名大

 6 福田 拓弥(3) 兵庫  16,41.82 
ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 名大

決勝 5月4日 14:00

[ 1組] [ 2組]

 1 大野 雄揮 長野  15,08.44  1 林 知洋(3) 長野  16,18.81 
ｵｵﾉ ﾕｳｷ 長野市陸協 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 信州大

 2 池亀 透 愛知  15,26.92  2 杉野 功(4) 長野  16,28.67 
ｲｹｶﾞﾒ ﾄｵﾙ 名大 ｽｷﾞﾉ ｲｻｵ 信州大

 3 國司 寛人(4) 愛知  15,30.79  3 赤羽 晋治(3) 長野  16,39.55 
ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ 名大 ｱｶﾊﾈ ｼﾝｼﾞ 信州大

 4 矢野 祥一 愛知  15,33.70  4 野本 柾基(2) 長野  17,08.14 
ﾔﾉ ｼｮｳｲﾁ 名大 ﾉﾓﾄ ﾏｻｷ 信州大

 5 田中 大輝(2) 長野  15,50.99  5 松井 佑輔(2) 愛知  17,14.20 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 信州大 ﾏﾂｲ ﾕｳｽｹ 名大

 6 泉 継道(4) 長野  16,05.15  6 轟 暁光(3) 長野  17,22.31 
ｲｽﾞﾐ ﾂｸﾞﾐﾁ 信州大 ﾄﾄﾞﾛｷ ｱｷﾐﾂ 信州大

 7 古山 雄一郎(1) 長野  16,05.18  7 三上 一歩(3) 長野  17,28.82 
ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 信州大 ﾐｶﾐ ｲｯﾎﾟ 信州大

 8 愛葉 和憲(2) 愛知  16,07.57  8 吉川 創 長野  17,36.81 
ｱｲﾊﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 名大 ﾖｼｶﾜ ｿｳ 信州大

 9 米山 祐貴 長野  16,11.13  9 堀部 裕矢(2) 長野  17,39.97 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ 信州大 ﾎﾘﾍﾞ ﾕｳﾔ 信州大

10 五十嵐 大義(2) 山形  16,48.10 10 萩原 徹 長野  17,45.20 
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｷﾞ 信州大 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 信大OB

11 久保井 廉(3) 長野  17,11.07 11 風間 健範 山梨  17,56.55 
ｸﾎﾞｲ ﾚﾝ 信州大 ｶｻﾞﾏ ﾀｹﾉﾘ 信州大
河合 崇成(2) 長野 12 中村 充孝(3) 長野  18,11.86 
ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信州大 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 信州大
堀部 真広(3) 長野 13 千葉 俊季(2) 愛知  18,24.88 
ﾎﾘﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 信州大 ﾁﾊﾞ ﾄｼｷ 名大
伊藤 無限(4) 愛知 大越 拓実(2) 愛知
ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 名大 ｵｵｺｼ ﾀｸﾐ 名大
降旗 賢人(2) 長野 森長 真言(2) 愛知
ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 名大 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 名大

諏訪 琢眞 長野
ｽﾜ ﾀｸﾏ 信州大

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   201

6   259

2   200

3   410

7   409

5   425

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
11   272 1   225

12   401 9   212

1   408 3   215

8   403 8   249

5   245 10   452

13   202 4   221

9   268 6   229

3   430 15   260

14   261 14   257

7   233 16   275

15   230 13   270

4   241 11   208
途中棄権

2   222 5   443

10   427 7   455

欠場
6   405 2   435

欠場 欠場
12   262

欠場

欠場 欠場



決勝 5月4日 11:50

風速 -0.1

 1 岩瀬 累(2) 愛知     15.29 
ｲﾜｾ ﾙｲ 名大

 2 井上 暖土(2) 長野     19.89 
ｲﾉｳｴ ﾀﾞﾝﾄ 信州大

決勝 5月4日 13:25

 1 小田 将矢(2) 愛知     54.15 
ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ 名大

 2 大藪 悠登(2) 愛知     55.70 
ｵｵﾔﾌﾞ ﾕｳﾄ 名大

 3 坂巻 太一(2) 長野     57.22 
ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ 信州大

 4 松下 明広(4) 長野   1,00.19 
ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ 信州大
科野 信人(3) 長野
ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ 信州大
手石 雅人(2) 愛知
ﾃｲｼ ﾏｻﾄ 名大
小北 大志(4) 長野
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信州大

7   205
欠場

2   206
欠場

6   446
欠場

4   242

8   207

5 GR

3   436

オープン男子

400mH
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   432

4   234

オープン男子

110mH
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月4日 12:15

大会記録  42.09

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  3 信州大  211 黒野 憲亮(4)  42.74 

ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ
 220 都築 和正(3)

ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ
 205 小北 大志(4)

ｺｷﾀ ﾀｲｼ
 254 藤森 未知也(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ
 4 名大  437 小田 将矢(2)

ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ 失格
 432 岩瀬 累(2) R1(2-3)

ｲﾜｾ ﾙｲ
 449 長谷川 有希(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ
 418 河辺 悦太郎(3)

ｶﾜﾍﾞ ｴﾂﾀﾛｳ

決勝 5月4日 12:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  4 信州大C  218 丸田 弘明(3)  45.78 

ﾏﾙﾀ ﾋﾛｱｷ
 242 坂巻 太一(2)

ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ
 232 安藤 遼汰(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
 244 田中 健太(2)

ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ
 3 信州大B  204 富田 勇大(4)

ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 欠場
 216 小林 祐紀(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 251 日向 一機(2)

ﾋﾅﾀ ｲｯｷ
 203 永友 良謙(4)

ﾅｶﾞﾄﾓ ﾘｮｳｹﾝ

決勝 5月4日 15:30

大会記録  3,20.26

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  3 信州大  205 小北 大志(4)  3,18.19 

ｺｷﾀ ﾀｲｼ 大会新
 226 細川 日向(3)

ﾎｿｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ
 209 東 征宏(4)

ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ
 214 米嶋 航一(4)

ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ
 2  4 名大  441 嶋田 健太郎(2)  3,18.24 

ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 大会新
 437 小田 将矢(2)

ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ
 436 大藪 悠登(2)

ｵｵﾔﾌﾞ ﾕｳﾄ
 423 春田 晋作(3)

ﾊﾙﾀ ｼﾝｻｸ

男子

4×400mR

決勝

男子

4×100mR

決勝

オープン男子

4×100mR
決勝



決勝 5月4日 15:25

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 名大・名市大合同ﾁｰﾑ   451 藤原 聡一郎(2)   3,26.21 

ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ
  432 岩瀬 累(2)

ｲﾜｾ ﾙｲ
  449 長谷川 有希(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ
  461 佐野 公紀

ｻﾉ ｺｳｷ
 2   4 信州大B   217 川北 祐輔(3)   3,26.40 

ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ
  206 科野 信人(3)

ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ
  231 山下 修司(3)

ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ
  242 坂巻 太一(2)

ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ
 3   3 名大B   454 水元 洋文(2)   3,27.13 

GR ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ
  411 角田 匠(4)

ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾐ
  439 小島 祐稀(2)

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ
  446 手石 雅人(2)

ﾃｲｼ ﾏｻﾄ
 4   2 名大M   442 砂原 健汰(2)   3,31.70 

ｽﾅﾊﾗ ｹﾝﾀ
  448 橋本 太翔(2)

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ
  434 遠藤 暢(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ
  431 伊神 汰一(2)

ｲｶﾞﾐ ﾀｲﾁ
 5   5 名大A   426 藤原 昌平(3)   3,32.40 

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾍｲ
  422 西尾 文吾(3)

ﾆｼｵ ﾌﾞﾝｺﾞ
  429 山田 純貴(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾀｶ
  418 河辺 悦太郎(3)

ｶﾜﾍﾞ ｴﾂﾀﾛｳ
 6   8 信州大OB   274 丸山 健一   3,37.23 

ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ
  273 白鳥 敦

ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ
  272 大野 雄揮

ｵｵﾉ ﾕｳｷ
  271 南部 恭佑

ﾅﾝﾌﾞ ｷｮｳｽｹ
 7   6 名大C   421 土田 智大(3)   3,39.14 

ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ
  407 加藤 謙太郎(4)

ｶﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ
  412 高木 俊(4)

ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ
  406 岡部 弘幸(4)

ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ

オープン男子

4×400mR
決勝



決勝 5月4日 12:30

大会記録             2.00

小北 大志(4) 長野
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信州大
福元 聖矢(1) 長野
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大
高木 俊(4) 岐阜
ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ 名大
廣瀬 達也(2) 愛知
ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ 名大
松村 護(3) 愛知
ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾓﾙ 名大
小林 祐紀(3) 長野
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大

決勝 5月4日 12:30

倉崎 大城(3) 長野
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信州大
日向 一機(2) 長野
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大

決勝 5月4日 10:00

富田 勇大(4) 長野
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 信州大
清水 一馬(1) 長野 記録なし
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 信州大

 3.40

1   265
- XXX

記録 備考
1 2   204

O XO XXX

3m60

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 3m20 3m40

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m60 1m65 備考1m50 1m55 1m70 1m75 1m80
1 4   205

- - - O O O XX/  1.75

2 6   263
- - O O O XXX  1.70

3 1   412
- - O O XXX  1.65

3 5   450
- - - O XXX  1.65

5 3   428
- - - XO XXX  1.65

6 2   216
O XO O XXX  1.60

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 1m50 1m55 1m60 1m65 記録 備考
1 1   223

- O - O /  1.60

2 2   251
O O O - /  1.55



決勝 5月4日 10:30

大会記録             7.24

山之内 丈(2) 広島    X   6.78   6.62    X   7.09   6.85    7.09 
ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾞｮｳ 名大   +0.8   -0.2   +1.9   +1.0    +1.9
橋本 太翔(2) 福井    X    X   6.48   6.72   6.85   6.94    6.94 
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 名大   -0.4   +0.5   +3.3   +1.9    +1.9
山内 仁喬(4) 岐阜    X   6.65   6.61    X    X    X    6.65 
ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾀｶ 名大   +2.1   +0.4    +2.1
小林 祐紀(3) 長野   6.30   6.38   6.40   6.31    X   6.46    6.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大    0.0   -0.2   +2.3    0.0   +2.5    +2.5
倉崎 大城(3) 長野    X    X   5.96   5.97   5.87   6.06    6.06 
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信州大   +0.9    0.0   -0.3   +3.0    +3.0
岩下 浩章(3) 長野   5.48   5.46   5.51   5.47   5.58   5.77    5.77 
ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｱｷ 信州大   +1.1   -0.8   +0.4   +1.4   +1.7   +0.9    +0.9

決勝 5月4日 10:30

伊藤 裕也(1) 愛知    X    X   7.15    7.15 
ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 名大   +1.4    +1.4
日向 一機(2) 長野    X   6.67    X    6.67 
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   +2.0    +2.0
中村 宥太(4) 静岡   6.10    X   4.63    6.10 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 名大   +0.8   +1.6    +0.8
大島 卓仁(2) 長野   5.95    X    X    5.95 
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 信州大   +2.3    +2.3
切岩 達斗(1) 長野    X   5.44   5.51    5.51 
ｷﾘｲﾜ ﾀﾂﾄ 信州大   +1.1   -1.0    -1.0
細田 雄飛(2) 長野    X    -   4.50    4.50 
ﾎｿﾀﾞ ﾕｳﾋ 信州大   +2.0    +2.0
梅田 昌紀(2) 岐阜 欠場
ｳﾒﾀﾞ ﾏｻｷ 名大
松尾 頼憲 三重 欠場
ﾏﾂｵ ﾖｼﾉﾘ 伊勢TC

決勝 5月4日 13:30

大会記録            15.06

日向 一機(2) 長野  14.14    X  13.78  12.04    X  13.85   14.14 
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   +1.9   +2.9   +3.5   +1.6    +1.9
梅田 昌紀(2) 岐阜  11.97    X  13.19  13.53  13.47  13.69   13.69 
ｳﾒﾀﾞ ﾏｻｷ 名大   +2.5   +2.7   +4.0   +4.5   +4.6    +4.6
大島 卓仁(2) 長野    X    X  13.46  13.34  12.98  13.21   13.46 
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 信州大   +3.0   +2.9   +3.0   +3.1    +3.0
中村 宥太(4) 静岡  12.81    -    X    -    -    X   12.81 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 名大   +1.4    +1.4
土田 智大(3) 岐阜  12.62  12.73    X    X    X  11.93   12.73 
ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 名大   +3.3   +1.9   +2.3    +1.9
倉崎 大城(3) 長野  11.55  11.61  11.54  11.94  11.94  11.78   11.94 
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信州大   +2.6   +3.2   +2.2   +2.5   +4.1   +4.3    +2.5

決勝 5月4日 12:30

清水 一馬(1) 長野  12.64    X  12.55   12.64 
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 信州大   +2.2   +2.8    +2.2
岩下 浩章(3) 長野    X  11.38    X   11.38 
ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｱｷ 信州大   +0.9    +0.9

4   433

7   462

5 5   264

6 2   256

3 6   414

4 3   237

1 1   459

2 8   251

-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-

5 4   223

6 2   219

3 3   416

4 6   216

1 5   458
-5-

2 1   448

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

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 4   251

2 5   433

3 6   237

4 3   414

5 1   421

6 2   223

オープン男子

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 2   265

2 1   219



決勝 5月4日 10:00

大会記録            13.80

陣 哲斐(2) 愛知
ﾁﾝ ﾃﾂﾋ 名大
西田 亮也(2) 滋賀
ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 名大
細田 雄飛(2) 長野
ﾎｿﾀﾞ ﾕｳﾋ 信州大
松本 陵(4) 長野
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 信州大
野村 源汰(2) 長野
ﾉﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 信州大
永井 大柴(4) 熊本
ﾅｶﾞｲ ﾀｲｼ 名大

決勝 5月4日 10:00

小林 祐紀(3) 長野
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大

決勝 5月4日 11:30

大会記録            39.79

西田 亮也(2) 滋賀
ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 名大
陣 哲斐(2) 愛知
ﾁﾝ ﾃﾂﾋ 名大
松本 陵(4) 長野
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 信州大
細田 雄飛(2) 長野
ﾎｿﾀﾞ ﾕｳﾋ 信州大
須賀 健太(2) 長野
ｽｶﾞ ｹﾝﾀ 信州大
永井 大柴(4) 熊本
ﾅｶﾞｲ ﾀｲｼ 名大

決勝 5月4日 11:30

野村 源汰(2) 長野 欠場
ﾉﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 信州大
松尾 頼憲 三重 欠場
ﾏﾂｵ ﾖｼﾉﾘ 伊勢TC

2   462

記録 備考
1   248

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

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  O   X   O  21.59 

オープン男子

円盤投 (2.000kg)

  O   O 24.25  24.25 

6 3   413
21.59   X   X

  O   O   O  24.57 

5 2   243
  O   O   O

  O   X   X  26.51 

4 4   256
  X 24.57   X

  O   X   X  27.16 

3 6   210
  O   X 26.51

  O   O 32.85  32.85 

2 1   444
  X   O 27.16

1 5   447
  O   O   X

-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 3   444

10.07  9.21   X 10.52  9.53  9.45  10.52 

2 5   447
 9.81   X   X   X   X   X   9.81 

3 6   256
 7.90  9.07  8.23   X   X   X   9.07 

4 4   210
 7.91  8.06  7.87  8.04  8.02  8.30   8.30 

5 2   248
 7.08  7.28  7.57  6.76  7.63  7.53   7.63 

6 1   413
 6.00   X   X   6.82  6.09  6.65  6.82

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

  8.00 

記録 備考
1 1   216

  X  8.00  7.98



決勝 5月4日 13:30

大会記録            57.76

西田 亮也(2) 滋賀
ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 名大
細田 雄飛(2) 長野
ﾎｿﾀﾞ ﾕｳﾋ 信州大
永井 大柴(4) 熊本
ﾅｶﾞｲ ﾀｲｼ 名大
小林 祐紀(3) 長野
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大
福元 聖矢(1) 長野
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大
土田 智大(3) 岐阜
ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 名大

決勝 5月4日 13:30

大藪 悠登(2) 愛知
ｵｵﾔﾌﾞ ﾕｳﾄ 名大
岩瀬 累(2) 愛知
ｲﾜｾ ﾙｲ 名大
野村 源汰(2) 長野
ﾉﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 信州大
須賀 健太(2) 長野
ｽｶﾞ ｹﾝﾀ 信州大
黒野 憲亮(4) 長野
ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ 信州大
松下 明広(4) 長野
ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ 信州大
倉崎 大城(3) 長野 欠場
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信州大
木全 茂利 愛知 欠場
ｷﾏﾀ ﾓﾄｼ 名市大

2   460

 22.20 

1   223

 25.56 

6 8   207
  X 22.20   X

 30.84 

5 7   211
  X 25.56   X

 34.19 

4 5   243
  O   X 30.84

 41.34 

3 3   248
  O 34.19   O

 43.13 

2 4   432
41.34   O   O

記録 備考
1 6   436

43.13   O   O

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

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 30.20   X   X   X

オープン男子

やり投 (0.800kg)

  O   X   O  36.32 

6 1   421
30.20   O   O

  O 41.78   O  41.78 

5 5   263
36.32   O   O

  O   O   X  42.43 

4 3   216
39.85   O   O

  X   X   X  44.43 

3 4   413
42.43   X   O

  X 50.47 52.12  52.12 

2 7   256
44.43   X   X

1 6   447
  X 49.47   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-
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