
期日： 平成29年9月15日(金)～17日（日）
場所： 相模原陸上競技場

東海大Ｂ

大東大　52.24

法大　14.24 東洋大　14.30 駿河台大　14.30 国武大　14.38 国武大　14.42 東海大　14.44 青学大　14.45

山本真二郎① 鈴木　勝治① 村山裕太郎①

順大　53.65 東洋大　55.01 日大　56.77

日大　2ｍ00

遠山　航平①

日大　53.07

高木　才叶②

山口　大我① 予 3)15.06(-0.6)
今井　淳平① 予 3)15.02(+0.7)
八代　貢輝① 準 5)14.49(+1.1)

順大B小杉②・浅子②・鈴木①・樫浦① 予 4)3.19.76
3.14.26 3.14.74 3.17.47

佐藤　俊介② 定常　　誠 ② 三好　　　蓮① 予 3)54.42、浅子　隆一② 予 4)54.22
鈴木　崇広① 予 5)55.22、小杉　　　力② 準 8)56.21城西大　52.77 国武大　53.40

日大　7ｍ25（+1.7）

稲川　尚汰② 相川　心平② 宮内　勝史②

内田　涼太②　NM
石丸　 颯太①　NM

伊藤　泰佑② 決 24)6.63(+0.3)

中村　海斗②（法政大） 坂本　和真②（法政大） 原田　　陸②

三段跳
上坂　樹稀② 竹石　賢人① 一戸　和成① 大坂　智哉① 羽實　壮里② 荒賀　崇碩① 瀧谷　京輔① 舘　　一樹②

日大　15ｍ00（+0.7） 千商大　14ｍ79（+1.5） 順大　14ｍ79（+1.5） 日大　14ｍ78（+2.9）

200m
（+2.5）

勝瀬　健大② 樋口　一馬 ① 若林　康太② 中村　拓都② 井上　翔遥① 飯塚　拓巳① 東川　隼人② 藤堂　誉志①

5000m
布川理稀雄① 渡邉　雄図① 平井　陽大① 浅野　有紀② 飯嶌　友哉① 鈴木　恒介① 羽田　智哉②

小林廉太朗② 小山　駿介①

順大　48.41 東洋大　48.50 大東大　48.51 東経大　48.57 東海大　48.62 中大　48.70 日大　49.24

日体大　4.01.29

大月　海世①

400m
染谷　　翔② 吉津　拓歩① 吉野　颯太① 星野　蒼太① 直江　航平②

西村　陽貴② 卜部　和喜①鈴木　恒介①三浦　隆寛①

根本　 万大① 予 1）21.45（+2.3）Q
法大　21.27 法大　21.39 駿河台大　21.53 東洋大　21.64 筑波大　21.66 中大　21.87 立大　21.96 中大　22.03

村冨浩太朗① 予 6）49.30

三上　 椋平① 予 3)1.56.24
塩田　哲平① 予 4)1.57.00

鈴木　顕人① 予 17)4.09.73

柴田　隆平①

東海大　14.47.58 東海大　14.48.95 東農大　14.49.08 大東大　14.51.88 創価大　14.54.91 東海大　14.56.19 東海大　15.00.31 東農大　15.01.27

林　　貴裕② 川村　雅俊② 山田　翔雅①

熊木　達也②

東経大　4.02.49

山梨学大　1.55.71 筑波大　1.55.97 國學院大　1.56.12 日大　1.56.47 東洋大　1.56.61 順大　1.57.90 日大　1.59.93 日大　2.01.52

薄田健太郎① 佐々木亮介① 松本　真弥②

国士大　6965 日体大　6538 順大　6511 東海大　6506 国武大　6394 慶大　6230

ハンマー投
山本　令央① 大島　崇弘② 岩﨑　瑞生② 小野　　翼② 陶山　雄太①

十種競技
篠原　頌実② 田中　廉人① 柴田　一瞬① 大胡　　温②

やり投
佐藤　悠樹②間山　優大②

国士大　66m18国士大　66m59 東経大　62m69

国士大　43m11

走幅跳
秋山　翔飛② 佐野　悠太② 畑中　慎也①

関東学園大　4ｍ80 東海大　4ｍ70

国武大　7ｍ55（+4.3） 日体大　7ｍ46（+3.9） 順大　7ｍ２９（+2.7）

棒高跳
落合　拓磨② 石橋　和也① 佐藤　啓太② 高橋　翔大② 上原　　響②

筑波大　7ｍ24（+1.9）

日大　57m56 流経大　56m77 東海大　56m70 日大　55m90 東海大　55m58 上武大　54m85 国武大　54m59 順大　54m32

日大　7ｍ18（+1.6） 日体大　7ｍ16（+2.0） 東海大　7ｍ１5（+2.3）

順大　45m45 筑波大　45m17 流経大　44m47 東海大　44m44

都鳥　一樹① 決 16)44.48.98
東洋大　41.28.25 山梨学大　41.33.65 山梨学大　41.42.83 順大　41.46.62 平成国大　41.47.00 東洋大　42.09.24 山梨学大　42.12.99 順大　42.31.43

田代　寛治② 決 16)12.75
髙野　一路① 決 28)10.95

石塚　恒祐② 決 12)41.07
寒河江　翼② NM東海大　46m09 国武大　45m57

須合　紘平① 伊藤孝太郎①

国士館　15ｍ62（+2.4）東海大　15ｍ20（+1.4）東海大　15ｍ10（+1.9） 順大　15ｍ01（+1.7）

天野　光汰②

東海大　43m10

中本　地洋② 岩瀬　拓実② 福留　大成②

猪瀬　和希① 決 16)53.02
国士大　61m68 日体大　60m10 中大　55m78

栄野比ホセ② 飯嶌　将治① 伊東　優成②

中大　58m89

塚本　淳司②

藤本　圭吾① 決 13)51.16

中村　 僚真① 準 5）10.80（+2.0）
法大　10.43 大東大　10.59 順大　10.65 東海大　10.67

高良　留佳②

土佐　尚暉②

国武大　2ｍ00国武大　2ｍ11

中大Ａ 日体大Ａ 明大 城西大Ａ 法大

布川理稀雄①

平成国大　4.00.19日大　3.59.79

東海大　58m85

吉田　昂央② 吉間　海斗① 児玉　健太② 柿原仁一郎② 五十嵐　礼② 石田トーマス東② 河嶋　亮太①

岩本　知樹①池田　直貴②

東海大　14.20

400mH
城西大　51.59

藤井　琉成② 野口　友輝② 黒田　佳祐②

宗田　龍生②

東海大　4.02.32日大　4.01.72

山﨑　拓真②

鈴木　琢丸①

東洋大　4.02.19東海大　3.59.33

小沼　優生②
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800m
瀬戸口大地①

1500m

3.18.59

4ｍ70

石川　昌弥②

筑波大　14m33 日大　14m32 筑波大　14m22 平成国大　14m11 日体大　13m58国士大　15ｍ17 法大　15m16 東海大　15m06

岩佐　隆時① 谷中宏太朗② 金井　嵩幸② 羽生田　智① 林　　優太①

駿河台大Ａ

坂﨑　　翔① 成岡　大輝① 鈴木　　匠①

高橋　佳五①(東海大)

2ｍ00

渡邊　　成② 村冨浩太朗①

鈴木　智成①（国武大）

10000mW

4×400mR
東海大Ａ 中大Ｂ 順大Ａ 大東大Ａ 東経大Ａ

3.17.803.13.69

川越　広弥②

40.34 40.58 40.70 41.10 41.11

菊池　颯太①

日大　２ｍ08 東海大　2ｍ05 東経大　2ｍ05

3.13.25

山口　峻平②

国士大　6228

長沼　　元②

100m
（+1.8）

勝瀬　健大② 高橋　雄樹② 小澤　優太② 伊藤孝太郎①

砲丸投
風張鼓太郎②

円盤投

110mH
（+1.9）

4×100ｍR

走高跳
平塚　玄空② 太田　　蒼 鈴木　海平②

日大　5ｍ20 清和大　5ｍ10 日大　5ｍ00 東海大　5ｍ00

塩畑　亮佑② 田村　勇太② 高橋　史門① 石井　光一②

元木虎太郎①

竹村　　剛② 川端　一輝②

千商大　6065

中野　　昴②

大石　雄貴②

根本①・中村①・八代①・藤田① ﾀｲﾑﾚｰｽ 予 3)41.33



日体大　12.18 大東大　12.33

上垣　　遥① 今野　妃菜①

半田　水晶② 甲斐　利枝②

山梨学大　1.02.99

稲垣　千潤①(日体大)石岡　柚季②(日女体大)

久岡　璃紗①

慶大　5ｍ46（-2.5）

成城大　11ｍ31（+1.1）

青山　夏実②(日女体大)中西　美早②(日女体大)

比嘉　和希① 土肥　愛基①

順大　4.50.70

駿河大　14.15 山梨学大　14.17 日女体大　14.23

深澤　葉月② 菅野　杏子① 岡戸　朝海①

日体大　1.03.09 国士大　1.03.93 平成国大　1.04.30 山梨学大　1.04.60

3.49.61 3.50.85 3.52.23 3.55.99

1ｍ65

筑波大　41ｍ16 東女体大　40ｍ36

1ｍ60

日女体大　3ｍ40 清和大　3ｍ30

日体大　11ｍ80（+0.8） 日体大　11ｍ31（+1.2）

駿河台大　57.57 駿河台大　57.77
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日体大　11.88 日体大　11.95 青学大　11.99 山梨学大　12.06 青学大　12.13

伊藤　有那① 齋藤　莉奈② 佐々木　梓① 斉田　果歩①

10000mW

100mH
(+1.5)

中島　 未貴② 竹内　真弥①

吉田　佳純① 比嘉　和希①

江添　真子② 太田　麻香② 木村　優希②

東海大　4.45.37

坂本　尚子①

日体大　4.49.56ウェルネス大　4.48.46

垣屋　琴美②

日体大　58.20 山梨学大　58.90

秦野　南美① 中村　美紅①

熊谷　友花 ②

筑波大　13.86

100m
(+1.7)

湯淺佳那子② 福田　真衣①

400m
山梨学大　56.65 日体大　57.30

順大　41ｍ87

吉田　　葵 ① 山本　早姫①

浅水　千歩② 臼井　　優① 森岡　樹生② 清家　明香① 駒形　侑乃②

佐々木　天②

和喜田美咲① 佐々木明日香②

日女体大　5ｍ59（-1.9）

日大　11ｍ91（+1.4）

佐野英里佳① 菊地　梨紅② 奥村　紗帆①

平成国大　11ｍ59（+0.8） 立大　11ｍ41（+0.5）

拓大　4.39.32

広沢　真愛② 齋藤　莉奈② 芝田　望笑①

日体大　25.30

東農大　4.51.95

佐藤　理子①

日体大　2.24.50

五十嵐音羽①

斉田　果歩①

武藤　直子②

山本　早姫①

山梨学大　2.11.77 日体大　2.12.88 日体大　2.14.98 順大　2.16.25 日体大　2.16.95 日体大　2.17.37 日体大　2.17.74

駿河台大A山梨学大 青学大B 国士大A

東女体大　14.28 大東大 14.37 駿河台大　14.38

バルアミティラ①

順大　4.40.80

200m
(+3.5）

佐々木　絢①

山梨学大　24.56 日体大　24.80 青学大　24.81 大東大　25.02

獨協大　50.23.43 中大　54.41.46 東農大　57.38.76 獨協大　58.20.18 立大　61.43.56

山本　香織② 大山　茜里②

佐々木　梓① 鶴田　玲美②

日体大　24.33 山梨学大　24.54

400mH

1500ｍ

1 2 3

5ｍ46（-2.0）

順大　4.50.92

今井　瑛子②

筑波大　5ｍ45（-2.0） 国士大　5ｍ41（-1.5）

池口　風音②茂　　沙織②藤田　和音①

物江　来夢②

日体大　1.04.86

4

有馬　京花① 菊地　梨紅② 志村　美希① 吉田かれん①

中大　1.02.21

山田　夏葵②

800m
戸谷　温海① 陣在ほのか①

＜女子＞

村山　詩織②

後藤明日香② 古川　杏奈①

七種競技
橋本　春菜① 冨満　美月① 草間　恵海②

やり投げ

円盤投
酒井梨々華②

東女体大　43ｍ34

ハンマー投
関口　清乃② 金子　明奈①

流経大　50ｍ78筑波大　56ｍ12 流経大　52.60

東女体大　41ｍ41

筑波大　4616

日体大B 青学大A

45.76 45.94 46.70

3000m
五島　莉乃② 佐野英里佳① 奥村　紗帆① 小汲　紋加① 鈴木　真実① 笹川　葉名① 木下友梨菜②

中大　9.28.06 拓大　9.33.52 東海大　9.46.49 玉川大　9.47.08 玉川大　9.51.54 拓大　9.54.75 中大　9.59.02
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4×100mR

青学大　5ｍ56（-1.0）日女体大　5ｍ76（0.0）

4×400mR
日体大A 駿河台大A 青学大B 山梨学大 中大

日体大　3ｍ50

日体大B 青学大A 大東大A

走高跳
古谷　舞羽①

清和大　3ｍ75

安宅　伽織①

日体大　3ｍ70

久保　愛菜② 佐原　幸奈①

日体大　1ｍ68 日女体大　1ｍ65 順大　1ｍ65

兼川　乃衣② 鈴木　小街① 池田　佳代①(日女体大)　

46.86 47.09 47.35 47.36

3.43.22 3.45.61 3.46.58

砲丸投
海老原佑香② 清水　捺帆② 秋山　尚子② 山下　優衣① 小林日菜子② 甲斐　利枝② 佐藤　芹香②

棒高跳

走幅跳
竹内　真弥①

三段跳
茂　　沙織② 小林　　結② 佐野　琴美① 武石　一紗① 松本　涼花①

筑波大　11ｍ98（+2.2）

順大　4334 千商大　4319 日体大　4191 東女体大　3964

日女体大　13ｍ52 東女体大　13m25 東女体大　12ｍ89 東女体大　12ｍ87 聖学院大　12ｍ54 東女体大　12ｍ28 東女体大　11ｍ96

杉田　実咲② 安宅　紗那②

田中　永夏①

清和大　47ｍ90

筑波大　48ｍ47 中大　45ｍ43 山梨学大　43ｍ74

東女体大　4397 日体大　4397

日女体大　41ｍ39 国士大　41ｍ22

小舘　充華① 鈴木　綾夏②

鴫原　佳蓮① 尾形奈那美① 織田　真央② 羽澤　知歩②

松井　玲奈②

東女体大　47ｍ74 流経大　47ｍ37 東女体大　47ｍ37

国士大　42ｍ92 聖学院大　42ｍ49 上武大　42ｍ35 東女体大　42ｍ32

腰高　里歩① 佐藤　芹香②松井　美波①

海老原佑香② 藤原　千春①

酒井莉々華②
阿部　 冬彩① 決 9)42m83

土井　愛香②(日体大)　鈴木　美帆②(日体大)　芳賀　彩音①(東女体大)　田島梨紗乃②(国士大)　笠原　奈菜②(順大)

3ｍ10

中村　 栞里② 予 4)1.05.45
山本　唯弥② 準 7)1.05.25

甲斐　 夏輝② 決 15)10m76

北島　美季①(作新学院大)

1ｍ55
廣中　 三春① 決 10)1m55

石田　詩織②

東女体大　11ｍ85

武井　仁美②

中大　3927

日体大　5ｍ39（-2.0）

大槻　優渚②

47.51

中大

大東大　14.46

吉田のぞみ①

玉川大　10.00.72
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中嶋　 彩画① 予 7)26.24(+2.4)

小宮山　 悠② 予 8)5.03.37

田中　 美帆② 決 19)10.30.90
今野　 妃菜① 決 22)10.44.56

永富　美柚 ②

東女体大　25.39

根本　美咲①

三輪ダリヤ①

東女体大　40ｍ18

藤田　梨那①

中大　47ｍ32

阿久津実夏②

筑波大　39ｍ34

徳田沙那子

東女体大　11ｍ29（+1.3）

色摩　咲恵①


