
期日：平成28年7月17日(日)
場所：相模原ギオンスタジアム

<男子>
1 2 3 4 5 6 7 8 備考

100ｍ 岩崎浩太郎② 魚里　 勇介④ 渡邊　 壮史④ 佐川オタビオ② 林　 謙太郎③ 矢橋　 寛明② 倉本　 龍也③ 若杉　 俊佑①

(-0.6) 東海大　10″45 筑波大　10″47 東海大　10″53 順大　10″56 日大　10″67 中京大　10″67 日大　10″73 中京大　10″75

200ｍ 清水隆太郎③ 今野　 恭佑② 小澤　 優太① 平田　 勝己④ 鷹合　 耕甫③ 日沼　 凌介④ 小池　 龍緯④ 平尾　 裕希②

(+0.4) 東海大　20″77 東海大　20″97 順大　21″04 中京大　21″14 日体大　21″31 東海大　21″32 中京大　21″35 日大　DNS

小林　 直己④ 酢崎　 充洋③ 小林　 将大④ 板鼻　 航平④ 山木　 伝説③ 野口　 直人④ 岸本　 昂大③ 野村　 一輝②

東海大　46″55 日大　46″78 東海大　47″25 順大　47″26 日大　47″31 順大　47″32 日体大　47″49 中京大　47″62

時田　　　光③ 川村　 雅俊① 竹林　　　守③ 有馬　　　龍① 小川　 智也① 櫻岡　 流星① 山田　 蒼大③ 林　　　貴裕① 前田　 悠生③　 9着　1′53″61

日体大　1′50″25 日大　1′51″44 東海大　1′51″82 日体大　1′51″84 日体大　1′51″96 日大　1′52″78 中京大　1′52″86 順大　1′53″15 湯崎　 容生③　10着　1′53″73

小笠原　 柊④ 梅谷　 健太② 髙田凛太郎① 城西　　　廉③ 藤田　 黎士① 森田　 佳祐③ 畔柳　 隼弥④ 金子　 智哉①

東海大　3′47″５４ 順大　3′49″93 東海大　3′51″45 順大　3′52″12 筑波大　3′52″31 筑波大　3′53″84 東海大　3′54″35 日大　3′56″29

大手 　敬史④ 小松　 陽平① 白永　 真彦③ 吉岡　 幸輝② 上野　　　勇④ 馬場スタン恵② 清水目大貴④ 宮本　 甲斐④

日体大　14′35″37 東海大　14′37″70 日体大　14′37″79 順大　14′41″09 日大　14′42″79 順大　14′44″71 日大　14′45″57 東海大　14′46″28

110ｍＨ 岡崎　 正樹④ 藤井　 亮汰② 石川　 周平③ 川村　 直也②　筑波大 久保　 祐樹③　中京大 西　　　恭平③ 鐵口　　　蓮④ 米山　 貴彬③

（+0.3） 東海大　13″90 順大　13″95 筑波大　14″13 東海大　14″33 日体大　14″47 東海大　14″75

濱村　 一輝① 高橋　　　塁① 鈴木　 勇人④ 米村　 竜星② 岩本　　　武② 橋本　 孝興④ 相馬　 大賞① 武居　　　颯① 勝元　 森羅②　12着　53″26

日大　51″73 筑波大　51″75 日体大　51″84 中京大　52″08 順大　52″49 日大　52″50 東海大　52″51 東海大　52″69 浅子　 隆一①　15着　53″51

宮城　 壱成④ 小林　 和弥③ 川瀬　 宙夢② 才記　 壮人④ 新　　　涼汰③ 足立　 直哉② 齋藤　 零司① 小松　 力歩① 續木　 悠也②　13着　9′40″67

東海大　8′49″18 東海大　8′55″00 筑波大　9′01″40 筑波大　9′03″76 順大　9′05″50 東海大　9′05″72 筑波大　9′18″16 日体大　9′18″19 松本　　　諒③　14着　9′50″19

太田　　　蒼① 中澤　　　優② 蛭子屋雄一② 佐々木慎吾③ 尾畑　 元佳③ 津川　 拓実④ 橋本　　　陸① 角田　 滉貴① 長谷川裕貴④　 9位　1m95

東海大　2m11 東海大　2m08 中京大　2m05 中京大　2m00 東海大　2m00 日体大　2m00 日大　2m00 順大　1m95 佐野　 攻貴①　13位　1m90

来間　 弘樹③ 澤　　　慎吾② 小木曽優作③ 堀川　 晴海③ 船本　 稜矢④ 鈴木　 康太③ 高田　　　凌④ 髙橋　 義貴③ 東海大　4ｍ80 内田　 涼太①　12位　4m80

順大　5m40 日大　5m30 中京大　5m30 日体大　5m20 日体大　5m20 中京大　5m20 中京大　5m00 植松　 倫理④　筑波大　4ｍ80 渡邊　　　壮②　15位　4m60

小田　 大樹③ 山本　 凌雅③ 土屋　 裕輝③ 高政　 侑也③ 川島　 鶴槙② 稲川　 尚汰① 野村　 智也② 折口　 力弥③

日大　7m71(+0.9) 順大　7m66(+2.4) 東海大　7m58(+1.6) 東海大　7m56(+1.4) 順大　7m48(+1.4) 順大　7m48(+1.2) 東海大　7m40(+1.3) 日体大　7m32(+2.1)

中山　 昂平④ 井関　 慶人② 川島　 鶴槙② 辻田　 達也② 織田 　海斗② 池畠旭佳瑠④ 和多利瑛洋④ 矢野　 佑馬③

中京大　15m78(+1.1) 東海大　15m58(+1.4) 順大　15m53(+0.2) 順大　15m30(+1.9) 中京大　15m29(+1.1) 東海大　15m23(+1.2) 中京大　15m17(+2.6) 日大　15m05(+1.7)

石山　　　歩② 赤間　 祐一③ 幸田　 和記④ 川口　 哲生② 井上拳史郎② 伊藤　 大悟② 秋場　 康太① 奥野　 風摩④ 寒河江　 翼①　12位　12m88

中京大　16m00 筑波大　15m74 日大　15m56 日大　15m09 東海大　14m90 順大　14m79 日大　14m78 筑波大　14m65 田代　 寛治①　15位　11m38

川尻　 涼介③ 近藤　　　廉④ 谷口兼次郎④ 石山　　　歩② 小高　 輝久④ 篠崎　 拓郎③ 杉田　 駿斗② 長谷川祥大①

中京大　48m50 順大　48m44 東海大　48m25 中京大　47m79 東海大　46m02 順大　45m95 日体大　43m98 筑波大　43m61

植松　 直紀④ 中浴　 孝哉③ 藤岡 　眞也③ 岡野　 敬史④ 松原　 拓矢④ 東浦　 貫太② 林　 真暉人③ 古旗　 崇裕②

中京大　67m34 東海大　64m35 順大　61m61 順大　61m39 日大　58m87 中京大　58m41 東海大　58m39 中京大　56m26

相原　 大聖③ 高橋　 大地④ 森　　　　 秀② 柿島　　　裕④ 堀内　 遥平① 佐藤　 俊介③ 濱崎　 康平③ 神田　 基樹②

日大　72m69 日大　71m34 日大　71m18 東海大　68m51 中京大　66m53 順大　65m31 中京大　64m11 日体大　63m71

総合順位 大学 総合得点
1 東海大学 206.5
2 順天堂大学 126
3 中京大学 111.5
4 日本大学 111
5 日本体育大学 73
6 筑波大学 69

大庭　 達也④　10位　42m27

梅山　 陽介③　10位　54m50

佐々木愛斗①　13着　48″18

棒高跳

走高跳

予) 佐川オタビオ② 1組 1着　10″52(+1.4)
予)　北風　 優貴④ 2組 6着　11″07(+1.0)
予)　最上　 功己② 3組 6着　11″08(+0.9)

予)　小澤　 優太② 1組 2着 21″20(+1.3)
予)　管野 　大輔③ 2組 5着　22″37(+0.9)
予)　最上　 功己② 3組 5着　22″19(+1.6)

14″24

3000ｍＳＣ

安斎　　　宰④　14着　4′07″27

山田　　　攻②　13着　15′10″05

やり投

ハンマー投

円盤投

砲丸投

三段跳 関　　　智哉①　14位　13ｍ65(+1.3)　

東海大　39″30

東海大　3′10″54 筑波大　3′11″61

森田　 祥天③　10位　63m15

日大　40″36 順大　40″86

走幅跳

第29回六大学対校陸上競技選手権大会
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<男子対校の部　決勝結果>
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