
期日：平成29年7月16日(日)

場所：筑波大学陸上競技場

<男子>
1 2 3 4 5 6 7 8 備考

100ｍ 平尾　 裕希③ 北川　　　翔④ 佐川オタビオ③ 矢橋　 寛明③ 小澤　 優太② 山根　 達也④ 若杉　 俊佑② 岡田　 和士①

(-0.2) 日本大　10″48 順大　10″52 順大　10″58 中京大　10″59 順大　10″68 日体大　10″76 中京大　10″76 筑波大　10″81

200ｍ 東田　 旺洋④ 松岡龍之介③ 児島　 大樹④ 今野　 恭佑③ 川端　 魁人① 陳　　　胤霖② 岩崎浩太郎③ 堤 　　　　剛②

(-0.1) 筑波大　20″98 日本大　21″16 中京大　21″23 東海大　21″25 中京大　21″30 東海大　21″40 東海大　21″51 日本大　21″56

山下翔太郎③ 岸本　 昂大④ 直江　 航平② 岩城　 拓磨④ 鈴木　 泰地③ 野村　 勇輝① 祖父江 　巧② 染谷　　　翔②

日体大　46″91 日体大　47″27 東海大　47″71 筑波　47″72 日本大　48″11 日本大　48″13 中京大　48″20 順大　48″41

竹林　　　守④ 登坂　 健志M1 時田　　　光④ 大窪　 琢弥① 高橋　 佑典④ 関亦　 巧実④ 櫻岡　 流星② 長澤　 圭吾⑥

東海大1′49″60 筑波大　1′50″35 日体大　1′51″74 東海大　1′51″94 日体大　1′52″69 筑波大　1′52″77 日本大　1′52″86 筑波大　1′54″29

才木　 壮人M1 野口　 雄大① 江口　 智耶③ 関原　 稔記④ 池田　　　親② 金子　 智哉② 河野　 遥伎② 海沼　 和孝③

筑波大　3′47″92 順大　3′49″05 順大　3′50″03 東海大　3′50″03 筑波大　3′51″15 日本大　3′51″45 東海大　3′52″64 中京大　3′53″96

中川　 翔太② 垂水　　　隆④ 内山　 将志① 鈴木　 雄太① 米田　 智哉① 松木　 之衣② 金原　 弘直③ 小縣　 佑哉②

日体大　14′45″79 東海大　14′49″31 順大　14′52″05 東海大　14′52″19 東海大　14′54″04 日本大　14′56″90 順大　14′59″48 日体大　15′07″08

110ｍＨ 降矢　 恭兵④ 藤井　 亮太③ 丸山　 優真① 大野　　　亮④ 谷口祥太郎③ 鈴川　 雅人③ 吉田　 昂央② 玉置　 将吾③

(0.0) 順大　13″90 順大　13″98 日本大　13″99 東海大　14″23 中京大　14″44 日体大　14″50 東海大　14″51 順大　14″72

岩﨑　 崇文② 米村　 竜星③ 武居　　　颯② 高橋　　　塁② 勝元　 森羅③ 髙松　 知史③ 大久保拓磨③ 定常　　　誠②

順大　51″28 中京大　51″82 東海大　51″85 筑波大　51″86 順大　52″44 中京大　52″70 日本大　53″13 日本大　53″52

小林　 和弥④ 森下 　舜也① 川瀬　 宙夢③ 足立　 直哉③ 小松　 力歩② 多久和能広① 白永　 真彦④ 川上瑠美梨①

東海大　9′02″26 順大　9′04″42 筑波大　9′05″58 東海大　9′09″83 日体大　9′15″88 順大　9′30″09 日体大　9′30″38 日体大　9′30″80

中澤　　　優③ 橋本　　　陸② 平　　　龍彦M2 加藤　　　舜④ 山内　 郁哉③　9位　2m00

東海大　2m20 日大　2m10 筑波大　2m10 日大　2m05 野中　 廉也①　DNS

鈴木　 康太④ 澤　　　慎吾③ 榎　　　将太⑥ 来間　 弘樹④ 安斎　　　瞬④ 村崎　　　秀③ 髙橋　 義貴④ 　落合 　拓磨② 石丸　 颯太①　14位 4m40

中京大　5m60 日大　5m30 中京大　5m20 順大　5m00 東海大　5m00 筑波大　5m00 東海大　5m00 日大　5m00 渡邊　　　壮③　NM

川越 　宏臣③ 趙　　　　 振① 池内　 翔太③ 川島　 鶴槙③ 稲川　 尚汰② 宮内　 勝史② 宮崎　 琢也④ 松本　　　望④

東海大　7m54(+0.4) 日大　7m43(+3.1) 日大　7m40(+1.5) 順大　7m38(+1.8) 順大　7m31(+2.9) 筑波大　7m30(+0.4) 中京大　7m29(-1.4) 順大　7m24(+0.9)

竹ノ内優汰① 辻田　 達也③ 井関　 慶人③ 江崎　　　伸④ 福島　弦也② 矢野　 佑馬④ 山本　 淳貴② 大坂　 智哉①

順大　15m81(+1.2) 順大　15m76(+1.5) 東海大　15m27(+0.3) 筑波大　15m10(+0.3) 東海大　15m01(+0.2) 日大　15m00(-0.5) 筑波大　14m85(-1.6) 順大　14m63(-0.4)

赤間　 祐一④ 田中　　　光③ 秋場　 康太② 杉本　　　仁② 岩佐　 隆時① 早川　 匠海③ 伊藤　 大悟③ 谷中宏太朗②

筑波大　16m23 順大　15m44 日大　15m2２ 中京大　15m22 東海大　15m10 中京大　14m73 順大　14m51 筑波大　13m66

首藤　 大輝④ 川尻　 涼介④ 髙橋　 史門① 鈴木　 佑弥④ 菊池　 颯太① 篠崎　 拓郎④ 田村 　勇太② 長谷川祥太②

日大　 49m87 中京大　49m57 筑波大　47m52 日大　 46m59 東海大　46m21 順大　45m74 順大　44m95 筑波大　44m68

東浦　 貫太③ 小旗　 崇裕③ 藤岡　 眞也④ 服部　 優允① 小島　 将生③ 岩田　 知大② 梅山　陽介④ 林　 真暉人④

中京大　62m89 中京大　59m88 順大　59m49 中京大　58m9１ 日大　58m７１ 筑波大　56m96 順大　56m22 東海大　56m17

小倉　 健司④ 宗田　龍生② 五味　　　誠④ 牧野　 瑞樹③ 森田 　祥天④ 山田　　　舜③ 元木虎太郎① 城本　 真輔M1

日大　75m20 日体大　67m31 東海大　66m13 日体大　65m70 順大　65m70 日体大　65m59 東海大　62m34 筑波大　61m97

佐藤　 俊介④　14位 56m88
猪瀬　 和希①　16位 53m52

筑波大　40″61 日体大　40″68

走幅跳

第30回六大学対校陸上競技選手権大会
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三段跳

予）小澤　 優太② 1組 1着 10″54
予）佐川オタビオ③ 2組 2着 10″65
予）北川　　　翔④ 3組 2着 10″67

予）根本　 万大①　1組 5着 21″78(0.0)
予）木下　 裕貴①　2組 5着 22″01(-1.5)
予)犬塚　　　渉②　3組 DNF

3000ｍＳＣ

川合　 健太④　10着 3′58″10

馬場スタン恵③　9着 15′22″12

400mH

伊藤　 優成②　15位 49m05

土屋　 順哉③ 1組 3着 48″66
油井　 快晴④ 3組 5着 48″84

棒高跳

走高跳

順大　39″64

順大　3′10″53 日大　3′12″98

中京大　39″93

筑波大　3′09″45中京大　3′08″63

予）湯崎　 容生④ 1組 4着　1′54″35
予）林　　　貴裕② 2組 4着1′55″41
予）塩田　 哲平① 3組 5着1′54″64

予）玉置 　将吾③ 1組 2着 14″41(+0.5)
予）降矢　 恭兵④ 2組 1着 14″09(+0.2)
予）藤井　 亮太③ 3組 1着 14″25(-1.4)

村冨浩太朗①　1組 3着 53″73

續木　 悠也③　9着 9′32″51

東島　　　圭③　筑波大　2m05 岩本　 知樹①　日大　2m00
髙橋　 佳吾①　東海大　2m00角田　 滉貴②　順大　2m05

田代　 寛治②　11位　13m42

石塚　 恒祐②　9位　43m41


