
期　日：平成24年9月23日（日）
場　所：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

順位 校名 総合 短距離 中距離 長距離 障害 リレー 跳躍 投擲 ﾄﾗｯｸ ﾌｨｰﾙﾄﾞ 優勝 １年 ２年 ３年 4年 院生

1 日大 151.5 36 22 8 19 16 17.5 33 101 50.5 7 51 47.5 28 9

2 筑波大 143 7 14 16 31 7 34 34 75 68 5 21 37 26 14 38

3333 順大順大順大順大 131.5131.5131.5131.5 21212121 14141414 20202020 11111111 14141414 21.521.521.521.5 30303030 80808080 51.551.551.551.5 2222 17171717 34.534.534.534.5 29292929 37373737

4 中京大 106.5 20.5 4 5 0 9 46 22 38.5 68 3.5 16 36 37.5 8

5 東海大 83 8 10 10 5 10 15 25 43 40 1 14 34 25

6 日体大 61.5 14.5 8 13 6 10 10 0 51.5 10 0.5 26 25.5

園田　 健太①

中京大　64m18 筑波大　63m05 日大　62m95 日大　62m77 東海大　61m53 東海大　61m14 順大　61m00順大　61m00順大　61m00順大　61m00 筑波大　60m76
やり投

佐藤　 寛人② 眞里谷健司③ 齋藤　 文孝② 滑川　 晃平① 對馬　    匠② 南　    建吾② 吉村　 拓哉③吉村　 拓哉③吉村　 拓哉③吉村　 拓哉③

日大　65m57 順大　63m59順大　63m59順大　63m59順大　63m59 筑波大　61m03 中京大　60m43 中京大　58m61

佐藤　 一濤② 桑原　 裕幸② 石井　 優光③

日大　57m98 東海大　57m77 東海大　57m71
ﾊﾝﾏｰ投

柏村　 亮太③ 知念　　　雄④知念　　　雄④知念　　　雄④知念　　　雄④ 保坂雄志郎③ 一柳　 英之③ 墨　    訓熙①

日大　48m56 東海大　46m92筑波大　51m67 筑波大　50m40 順大　49m54順大　49m54順大　49m54順大　49m54 中京大　49m11 順大　48m99順大　48m99順大　48m99順大　48m99 日大　48m98

中津川真一③
円盤投

小野 真弘M① 前田　  　奎④ 小林　 寛雅②小林　 寛雅②小林　 寛雅②小林　 寛雅② 湯上　 剛輝① 知念　　　豪③知念　　　豪③知念　　　豪③知念　　　豪③ 犬伏　 拓巳④ 秋場　 堅太②

東海大　15m74 順大　15m35順大　15m35順大　15m35順大　15m35 日大　15m31 筑波大　15m21 東海大　15m05 順大　14m93順大　14m93順大　14m93順大　14m93 東海大　14m73 順大　14m47順大　14m47順大　14m47順大　14m47

和地　 奏多③ 小林　 寛雅②小林　 寛雅②小林　 寛雅②小林　 寛雅②
砲丸投

沼辺　 翔太③ 知念　　　雄④知念　　　雄④知念　　　雄④知念　　　雄④ 筒井　 崇広① 久次米裕介M① 大坂　 将央② 七尾　　　紘④七尾　　　紘④七尾　　　紘④七尾　　　紘④

中京大　15m74（+3.7） 筑波大　15m57（+1.6） 中京大　15m50（+3.1） 日大　15m11（+2.3） 日大　15m03（+3.6）

蛸谷　 竜一③ 松島 一司M② 大野　 哲平② 松村　 将壽①

筑波大　14m95（+2.9） 日体大　14m83（+1.7） 東海大　14m71（+2.6）
三段跳

鈴木　 雄貴④ 松下 翔一M① 中西　 健斗③ 有松　 今日②

日大　7m25(+0.3) 中京大　7m11(+1.6)筑波大　7m57(+3.4) 順大　7m44(+0.7)順大　7m44(+0.7)順大　7m44(+0.7)順大　7m44(+0.7) 順大　7m42(+1.0)順大　7m42(+1.0)順大　7m42(+1.0)順大　7m42(+1.0) 中京大　7m39(+1.2) 東海大　7m38(+1.0) 筑波大　7m34(+1.3)
走幅跳

嶺村　 鴻汰② 西海　　　亮②西海　　　亮②西海　　　亮②西海　　　亮② 髙政　 知也①髙政　 知也①髙政　 知也①髙政　 知也① 手平　 裕士② 松原　    奨① 楠川　 祥生③ 田中　 裕丸④

順大　4m70順大　4m70順大　4m70順大　4m70 4m604m604m604m60

南　 晋太郎②

中京大　5m20 中京大　5m00 日大　4m90 日体大　4m90 中京大　4m80 日体大　4m80

石川　 文貴②　順大石川　 文貴②　順大石川　 文貴②　順大石川　 文貴②　順大棒高跳
山本　 聖途③ 近藤　 清貴③ 石橋　 隆也① 黒木　 大地③ 齋木　 勇輝③ 山本　 智貴② 福原　 大地④福原　 大地④福原　 大地④福原　 大地④

桜井　    駿②　日大桜井　    駿②　日大桜井　    駿②　日大桜井　    駿②　日大

筑波大　2m16 東海大　2m13 順大　2m05順大　2m05順大　2m05順大　2m05 筑波大　2m00 中京大　2m00 東海大　2m00

市川　 靖真② 道脇　 大斗②

中京大　2m00 中京大　1m95
走高跳

戸邊　 直人③ 元吉　 雄基② 山村　 昴平②山村　 昴平②山村　 昴平②山村　 昴平② 平　　  龍彦① 末村　 将光② 杉井　 亮太③

3′12″70 3′13″763′13″763′13″763′13″76 3′14″92 3′16″44 3′17″50 3′17″62

中京大
4×400mR

日大 順大順大順大順大 東海大 日体大 筑波大

40″50 40″6240″6240″6240″62 40″66 41″14 41″59 41″74
4×100mR

日大 順大順大順大順大 中京大 日体大 東海大 筑波大

筑波大　9′06″29 東海大　9′11″16 順大　9′16″28順大　9′16″28順大　9′16″28順大　9′16″28 中京大　9′16″79 順大　9′17″15順大　9′17″15順大　9′17″15順大　9′17″15 順大　9′22″96順大　9′22″96順大　9′22″96順大　9′22″96

林　　　　　優③林　　　　　優③林　　　　　優③林　　　　　優③ 椎名　　  巧①椎名　　  巧①椎名　　  巧①椎名　　  巧① 高木登志夫① 栄土　 功樹②

東海大　9′33″96 東海大　9′44″17
3000mSC

丹治 史弥M① 小林　    巧① 三宅　 隆友②三宅　 隆友②三宅　 隆友②三宅　 隆友② 佐橋　 誠也②

日大　51″37 筑波大　51″80 日大　51″93 東海大　52″49 日体大　52″52 筑波大　52″57

加藤　 誠也② 川島　 龍一②川島　 龍一②川島　 龍一②川島　 龍一② 下里　 直弥③下里　 直弥③下里　 直弥③下里　 直弥③

順大　53″27順大　53″27順大　53″27順大　53″27 順大　53″64順大　53″64順大　53″64順大　53″64
400mH

宮尾幸太郎③ 齋藤　 陽平② 橋本　 孝興② 山田　 瑞輝② 木全　 広大②

筑波大　13″98 筑波大　14″14 筑波大　14″19 日大　14″27 順大　14″30順大　14″30順大　14″30順大　14″30 順大　14″34順大　14″34順大　14″34順大　14″34 日体大　14″38 順大　14″50順大　14″50順大　14″50順大　14″50

110mH
（+0.9）

大室　 秀樹④ 馬場　 和樹② 川邊　 凱仁④ 太田　 和彰②

順大　14′51″66順大　14′51″66順大　14′51″66順大　14′51″66 筑波大　14′54″86 順大　14′58″37順大　14′58″37順大　14′58″37順大　14′58″37 順大　15′09″66順大　15′09″66順大　15′09″66順大　15′09″66

神田　 大陽④神田　 大陽④神田　 大陽④神田　 大陽④ 松下　 祐樹③松下　 祐樹③松下　 祐樹③松下　 祐樹③ 吉村　 健吾③ 安藤　 優介②安藤　 優介②安藤　 優介②安藤　 優介②

尾崎　 拓磨② 松隈　 是明②松隈　 是明②松隈　 是明②松隈　 是明② 宮澤　 隼平③宮澤　 隼平③宮澤　 隼平③宮澤　 隼平③
5000ｍ

ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾑｲﾊﾞ ｷﾄﾆｰ① 加藤　　　光② オセイ・ダニエル② 吉成　 祐人① 山崎　 諭弘④山崎　 諭弘④山崎　 諭弘④山崎　 諭弘④

日大　14′35″90 日体大　14′40″42 日体大　14′45″40 筑波大　14′46″78

日体大　4′03″84日大　3′56″13 東海大　3′59″84 順大　4′00″50順大　4′00″50順大　4′00″50順大　4′00″50 筑波大　4′01″19 日大　4′01″50
1500ｍ

川元　    奨② 平石　 直樹③ 仲野　 光博③仲野　 光博③仲野　 光博③仲野　 光博③ 嶋津　 　 航②

中京大　1′55″80 日大　1′56″63 日大　1′56″71 日体大　1′56″85

松井　 一樹④ 佐藤　 健太② 津田　 修也① 鮏川　 俊貴③

保坂　 貴昭① 水谷　 祐己② 矢幡　 佳志③

東海大　4′01″71 筑波大　4′02″71

800ｍ
新安　 直人①新安　 直人①新安　 直人①新安　 直人① 松尾 圭浩M① 甲斐　 研人③ 鷲見　 建亮① 北島　 寛也②

順大　1′53″19順大　1′53″19順大　1′53″19順大　1′53″19 筑波大　1′53″65 日体大　1′53″77 日大　1′54″11

日大　48″35 日大　48″65 順大　48″84順大　48″84順大　48″84順大　48″84 東海大　48″95 日体大　49″02 東海大　49″10

田口　 雄大② 小林　 優仁③ 柳澤　 純太③ 山田　 涼馬①

筑波大　49″30 筑波大　49″37
400m

柳澤　 純希③ 福永　 拓哉① 鶴田　　　賢④鶴田　　　賢④鶴田　　　賢④鶴田　　　賢④ 古川      諒②

順大　21″76順大　21″76順大　21″76順大　21″76 日体大　21″86　 日大　21″94 筑波大　DNS（+0.5） 順大　21″07順大　21″07順大　21″07順大　21″07 日大　21″16 中京大　21″30 中京大　21″58

藤原　 達矢③ 山﨑　 謙吾② 村吉　 星児③200ｍ 中村　 圭佑③中村　 圭佑③中村　 圭佑③中村　 圭佑③ 原　 　 洋介② 田村　 朋也② 寺田　 健人① 片倉　 岳人④片倉　 岳人④片倉　 岳人④片倉　 岳人④

順大　10″76順大　10″76順大　10″76順大　10″76 中京大　10″77 日大　10″82（+1.0） 10″57 日大　10″64 日大　10″68 筑波大　10″73

福本　  　昂③　日体大
与那国　 塁① 阿部　　　瞬②100ｍ

三輪　 将之③　中京大
ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ飛鳥① 宮内　 康成① 中山　 泰志② 平野　 浩大②平野　 浩大②平野　 浩大②平野　 浩大②

5555 6666 7777 8888

第25回六大学対校陸上競技選手権大会
決勝結果一覧
＜対校の部＞

＜男子＞

1111 2222 3333 4444



期　日：平成24年9月23日（日）

場　所：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

木村　 智広②

順大　53″36順大　53″36順大　53″36順大　53″36 筑波大　54″32 東海大　54″47 順大　57″37順大　57″37順大　57″37順大　57″37 日体大　57″46 日体大　58″32
400mH

成瀬　 元気①成瀬　 元気①成瀬　 元気①成瀬　 元気① 石原　　　颯② 中込　 清太② 佐藤　 亮太②佐藤　 亮太②佐藤　 亮太②佐藤　 亮太② 古市　 元輝②

(+1.2) 筑波大　14″48 順大　14″59順大　14″59順大　14″59順大　14″59 筑波大　14″65 順大　15″02順大　15″02順大　15″02順大　15″02 日体大　15″13 日体大　15″70

110mH 腰山　 高弘② 原　　　佑弥①原　　　佑弥①原　　　佑弥①原　　　佑弥① 川人　 敏志③ 大田　　　醇②大田　　　醇②大田　　　醇②大田　　　醇② 千葉　    駿① 武藤　 俊之①

順大　14′42″80順大　14′42″80順大　14′42″80順大　14′42″80 順大　14′50″27順大　14′50″27順大　14′50″27順大　14′50″27 順大　15′00″18順大　15′00″18順大　15′00″18順大　15′00″18 中京大　15′35″22 東海大　15′37″94 東海大　16′47″28

中京大　4′39″41

5000m
佐藤　 優太④佐藤　 優太④佐藤　 優太④佐藤　 優太④ 有馬 　啓司④有馬 　啓司④有馬 　啓司④有馬 　啓司④ 山下　 侑哉③山下　 侑哉③山下　 侑哉③山下　 侑哉③ 安藤　 雅大④ 松川　 太郎② 安藤　 芽生③

古村　 寿朗③ 牧野　 健太① 水野　 博和①

日大　4′01″09 順大　4′02″32順大　4′02″32順大　4′02″32順大　4′02″32 日体大　4′09″60 日大　4′14″78 日体大　4′15″84 日大　4′16″77 中京大　4′27″45
1500m

宮田　 峻佑① 高浪　 琢三①高浪　 琢三①高浪　 琢三①高浪　 琢三① 福田　 雄真③ 沢田　 将崇③ 赤間　 翔太②

日体大　1′56″41 日大　1′57″05 日大　1′57″19 日体大　1′57″87 順大　1′58″34順大　1′58″34順大　1′58″34順大　1′58″34
800m

森田　 祐輝① 鷹見　 智成① 本間　 紘啓① 佐野　 貴洋① 鵜生川督人①鵜生川督人①鵜生川督人①鵜生川督人①

2組 順大　49″99順大　49″99順大　49″99順大　49″99 順大　51″03順大　51″03順大　51″03順大　51″03 日体大　51″20 東海大　51″64

400m 川本　 稜佑②川本　 稜佑②川本　 稜佑②川本　 稜佑② 田中　 智也①田中　 智也①田中　 智也①田中　 智也① 宇津木   怜② 谷村　 勇輔①

1組 日大　49″88 筑波大　51″39 日体大　52″09 東海大　52″15

400m 小松崎淳史③ 照井　 大介② 幸田　 剛史② 和田　    陸②

(0.0) 日大　21″75 順大　21″88順大　21″88順大　21″88順大　21″88 日体大　22″50

200m 戸塚　 聖也③ 浜野　 大蔵④浜野　 大蔵④浜野　 大蔵④浜野　 大蔵④ 堀川　 純也①

2組　(+1.1) 順大　10″90順大　10″90順大　10″90順大　10″90 筑波大　11″18 日体大　11″40

100m 佐々木靖典②佐々木靖典②佐々木靖典②佐々木靖典② 久保　 圭祐① 白井　 優作③

1組　(+0.5) 順大　10″98順大　10″98順大　10″98順大　10″98 日大　11″00 日体大　11″15 筑波大　11″21 中京大　11″32

5555 6666 7777 8888

100m 高橋那央之④高橋那央之④高橋那央之④高橋那央之④ 岩波 　秀鷹② 出口　 貴大③ 田中　 新也① 向井　 智哉②

第25回六大学対校陸上競技選手権大会
決勝結果一覧

＜オープンの部＞

＜男子＞

1111 2222 3333 4444


