
（+0.3）

順位 校名 総合 短距離 中距離 長距離 障害 競歩 リレー 跳躍 投擲 混成 ﾄﾗｯｸ ﾌｨｰﾙﾄﾞ 優勝

1111 順大院順大院順大院順大院 27272727 10101010 6666 2222 3333 3333 3333 24242424 3333 7777

2 国武大院 15 3 3 9 6 9 5

3 筑波大院 15 2 4 6 3 6 6 3

4 日体大院 6.5 2 4.5 2 4.5 1

5 流通大院 9 9 0 9 1

6 東工大院 3 3 3 0 1

6 平国大院 3 3 0 0 1

群大院　37m29 流経大院　33m94 筑波大院　23m48流経大院　48m87 国士大院　38m14

NGR

円盤投

櫻井　　　徹M① 村田　　　龍M② 田村　 祐太M② 古田土賢大M② 相川　 悠貴M②

東海大院　6m97(+0.8) 日体大専　6m95(+0.7) 東大院　6m84(+2.2) 横国大院　6m68(-0.6)

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ

走幅跳
渡辺　 貴司M② 栗原　　　諒M① 熊野　 陽人M① 堂地　 鉄平S① 西田　 昂広M① 栗田　 貴文M①

順大院　1:10′28″順大院　1:10′28″順大院　1:10′28″順大院　1:10′28″

砲丸投

NGR

国武大院　14m83 流経大院　14m35 国士大院　12m38

順大院　5m00順大院　5m00順大院　5m00順大院　5m00 国武大院　4m70 平国大院　4m20坂口　 敦規M①　日体大院

筑波大院　11m74

筑波大院　14m50(0.0) 東大院　13m04(+0.4)

筑波大院　7m17(+0.9) 東学大院　7m11(-0.3)

200m
(-1.6)

秋元　 延大M②秋元　 延大M②秋元　 延大M②秋元　 延大M② 石井　 達也M②石井　 達也M②石井　 達也M②石井　 達也M② 青木　 邦成M①青木　 邦成M①青木　 邦成M①青木　 邦成M①

順大院　21″35順大院　21″35順大院　21″35順大院　21″35 順大院　21″93順大院　21″93順大院　21″93順大院　21″93 順大院　22″27順大院　22″27順大院　22″27順大院　22″27

800m
渡邉　 拓也M①

東大院　1′54″97

東学大院　5780点

田村　 祐太M②

群馬大院　11m38

順大院　10″51順大院　10″51順大院　10″51順大院　10″51 筑波院　10″79 順大院　10″86順大院　10″86順大院　10″86順大院　10″86 日体大専　10″87

平国大院　6789点 筑波大院　6276点 筑波大院　6127点 東大院　5920点

常深　 貴之M②

千葉大院　4696点

木下　 明彦M①
十種競技

矢内　 　寿M② 近江　 秀明M① 坂口　 将太D① 持永　　 新D② 中嶋 　祐介M②

筑波大院　5278点

やり投
後藤　 　歩M① 加藤木龍太M② 三樹 　遼輔M①

国武大院　63m24 流経大院　55m46 国士大院　51m06

NGR

NGR

本間　 勝人M① 桜井　 　徹M① 村田　　　龍M② 相川　 悠貴M②

国武大院　57ｍ17 流経大院　45ｍ25ﾊﾝﾏｰ投

前田　 和信M① 桜井　 　徹M①

髙橋　 友輝M②髙橋　 友輝M②髙橋　 友輝M②髙橋　 友輝M② 小玉　　　恒M① 矢内　　　寿M②奈良　 光基S①　日体大専

1m95

日体大院　2m00 日大院　2m00 松山　 直輝M①　東学大院走高跳

古川　 佑生M① 武石　 健吾M② 武井　 泰宏M①　首都大院

10000mW

40″1840″1840″1840″18
4×100mR

順天堂大学院順天堂大学院順天堂大学院順天堂大学院

順大院　41′56″10　順大院　41′56″10　順大院　41′56″10　順大院　41′56″10　 東学大院　45′38″11 東大院　45′56″53 筑波大院　48′35″56

（-0.1） 国武大院　14″32 順大院　14″88順大院　14″88順大院　14″88順大院　14″88 筑波大院　15″00 国武大院　15″18

400mH
武井　 隼児M① 木村　 大輔M①

筑波大院　53″24 日体大院　54″17

上田　 勝也M②上田　 勝也M②上田　 勝也M②上田　 勝也M② 山口　 貴史M② 早川　 晃司M① 大竹　 良徳M①

電通大院　15″74

110mH 下道　 翔太M② 小野　 　学M②小野　 　学M②小野　 　学M②小野　 　学M② 武井　 隼児M① 小川　 弘明M②

仲間　 孝大M①仲間　 孝大M①仲間　 孝大M①仲間　 孝大M①

順大院　30′15″69順大院　30′15″69順大院　30′15″69順大院　30′15″69

NGRNGRNGRNGR

中村　 卓磨M①

10000m

仲間　 孝大M①仲間　 孝大M①仲間　 孝大M①仲間　 孝大M①

東工大院　4′08″83

宇都宮大院　49″03
400m

金城　 隆寛M② 三村　 達也M②

国武大院　48″89

100ｍ 草野　 誓也M②草野　 誓也M②草野　 誓也M②草野　 誓也M② 岩村　 弘基M① 青木　 邦成M①青木　 邦成M①青木　 邦成M①青木　 邦成M① 渡辺　 敬志S①

場所：国立競技場神宮外苑周回コース（ハーフマラソン）

東大院　10″89

5555 6666

第90回関東学生陸上競技対校選手権大会

＜男子3部決勝結果＞

期日：平成23年5月14日(土)～15日(日)・21日(土)～22日（日）
場所：国立競技場
場所：日本大学陸上競技場(ハンマー投)

西田　 昂広M①

88887777

1500ｍ
笠原　　 慧M②

4444

NGRNGRNGRNGR

棒高跳

4m90

三段跳
松島　 一司M① 西田 　昂広M①

＜男子＞

1111 2222 3333


