
　　　　　　　　　　　

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 １年 ２年 ３年 ４年

1 東海 108 15 2 18 2 6 13 37 15 56 52 7 28 16 44

2 筑波 99.2 12 10 11 8 38.2 14 6 41 52.2 3 25 14 31.2 21

3 早大 88 23 7 18 3 8 16 13 59 29 3 18 16 31 15

4 順大 83.2 13 10 4 19 2 3 5.2 20 7 51 25.2 2 14.2 27 39

5 日大 79.2 3 12 4 4 6.2 50 23 56.2 2 21 32 14 8.2

6 中大 64 30 6 7 14 7 57 7 1 15 7 26 2

7 国士 48.2 12 3 13.2 18 2 15 31.2 2 1.2 28 12

8 東洋 41 6 21 6 7 1 40 0 6 1 22 12

9 明大 39 20 14 2 3 39 0 1 2 29 8

10 法大 35.2 2 7 14 5 7.2 28 7.2 1 6.2 8 15 1

11 慶大 32 9 10 8 5 19 13 1 8 6 8

12 山学 31 18 13 31 0 2 3 21 7

13 国武 24 8 4 9 3 8 13 1 4 8 12

14 城西 23 1 8 9 4 1 22 1 2 8 1 1 8

15 平国 22 3 1 1 17 4 1 1 1 14 4

16 上武 11 6 5 11 0 6 5

棒高跳
笹瀬　 弘樹③

東海大 7m50 (+1.5)

早大　5m00早大　5m20 筑波大　5m00

田中　 裕丸②宮岸　　　暖④
走幅跳

日浦　 誠治②

日大 7m33 (-1.3)

順天堂大学

榎本　優太②　国士大

能登谷雄太③

国士大　28′38″69 東海大　28′47″37

2m00

菅　　　正嘉④ 佐藤　 庸平④

国士大　2m05

国武大 7m23 (-0.5) 筑波大 7m22 (+1.5) 城西大 7m20 (-0.8)

横山 　貴春③西澤　 直希③

大枝　 優介①松下　 翔一③

順大　5m00 平成国大　4m70

三村　 和樹②

国士大　6818点 東洋大　6792点 松下　 祐樹① 決13) 6508点

野口　　　徹③ 八木　 奨兵④ 千葉　 大喜② 決11) 6681点

平成国大　7018点 平成国大　6982点 国武大　6825点

佐々木　 翼④平岡　　優季③ 東　　  悠矢④
十種競技

音部　 拓仁③ 染谷　 幸喜④ 佐藤　　　支④

平成国大　7339点 順大　7198点 筑波大　7130点

金子佑太朗③ 山崎　　 信③神崎　 真悟③

筑波大　66m56 国士大　66m19早大　67m58
やり投

ディーン元気① 加藤　 拓也③ 井上　　順仁④

国武大　69m21日大　71m39

今田　 直弥② 眞里谷健司①

筑波大　68m34日大　69m15

順大　59m80 日大　59m39 国武大　58m70

坂部 　昌良④

国武大　58m36

柏村　 亮太① 吉田　 浩二④ 中原　 健太④ 前田　　和信④知念　　　雄② 須加　 幸生②

順大　64m25 東海大　60m47 日大　60m18

円盤投

ﾊﾝﾏｰ投

国士大　51m18

大山　 祐史④堤　　　雄司③ 小野　 真弘③ 犬伏　 拓巳②

筑波大　50m88 日大　49m60 国士大　48m22 日大　46m21

ディーン元気①

慶大　15m63 国士大　15m37 日大　15m28 順大　15m23

仲松美勇士クリシュナ①

早大　45m96日大　45m97

砲丸投
宮内　 育大② 菅原　 和紀③ 仲松美勇士クリシュナ①

日大　16m23 東海大　15m89 日大　15m79

水野　 裕輔③

筑波大 15m62 (+2.3) 法大 15m49 (+2.9) 中大 15m48 (+2.8)

戸谷　　隼人③

田邊　 秀将③

山本　　　格④

中大 15m25 (+4.3) 国士大 15m13 (+3.5)

山﨑　 幸太③

秋本　 壯樹② 鈴木　 悠平① 七尾　　　紘②

三段跳
松下　 翔一③ 塩見　 将輔④ 伊藤　 太一④

筑波大 15m68 (+0.3) 東海大 15m63 (+1.6)

3′07″48 3′08″05 3′18″173′13″223′08″81 3′12″58 3′12″763′08″61

40″71

筑波大学 東海大学 中央大学 慶応義塾大学

4×100mR

NUR　NKR　NGR

法政大学 早稲田大学日本大学

40″1439″55

中央大学 早稲田大学 東海大学

38″54 39″54

鈴木　 基文③

慶応義塾大学 城西大学

山梨学大　42′08″90

40″27 40″31 40″44

平成国大　43′17″07

法政大学

日大　42′15″65

順天堂大学 予6) 40″44国士舘大学 日本大学

本田　 健人① 決18) 45′07″46明大　42′23″85 順大　42′31″77
10000mW

青野　 大地③ 足澤　 徳人③ 小林　 友貴④

山梨学大　41′16″34 東洋大　41′46″32 東海大　41′54″74

早大　9′04″80

南　　　雄斗② 決10) 43′40″62

順大　9′00″79

長岩　 大樹③ 小坂　 拓磨③ 松本　 知大②大竹　 洋平③

3000mSC
城西大　8′47″94 日大　8′59″30 山梨学大　8′59″96

元村　 大地①

東海大　8′57″02

伏島　 祐介②

法大　8′51″87 東洋大　8′54″39

東洋大　52″60 染岡　 陽平④ 予3) 52″95東洋大　51″72

山口　 浩勢① 末山　 貴文③ 小池　 寛明① 工藤　 皓平①

中大　51″89

須田　 京介④

中野　　　竜③

中大　52″03 東海大　52″59

三浦　 祐矢④ 三宅　 修司③ 岩崎　 裕亮② 里舘　 敬博④ 予5) 52″94
400mH

岸本　 鷹幸② 渡邉　　　諒③ 伏見　 嘉恭③ 山田　 淳史①

法大　50″89 筑波大　51″07 順大　51″38

110mH 川内　　裕太③ 森田　 俊一③

(-0.3) 国武大　13″84 順大　14″06 順大　14″06 明大　14″76 法大　14″78

早大　1゜04′50

的場　 亮太③ 決11) 1゜05′00金子　 太郎④

佐々木　 洸①日野　 勇輝③

仲間　 孝大④ 決29) 1゜07′43東海大　1゜04′15 中大　1゜04′49

竹中　　　航③

山梨学大　1゜03′31 東洋大　1゜03′32 早大　1゜03′40山梨学大　1゜03′30

オンディバ
  コスマス③ 高瀬　 無量④ 大津　 翔吾④ 平賀　 翔太②

田中　 秀幸②

日大　28′27″18 明大　28′34″12 東洋大　28′35″14 早大　28′35″75

村澤　 明伸②

大迫　　　傑① 伊藤　 正樹③

5000ｍ
長谷川裕介④

10000m
ガンドゥ　ベンジャミン② 鎧坂　 哲哉③ 柏原　 竜二③

早大　13′44″10 東洋大　13′46″55 順大　13′47″12

日大　3′52″61

松本　　　翔④

上武大　3′54″08東海大　3′52″67明大　3′52″04

山崎　 亮平③

明大　3′52″44

田村　 優宝① 藤本　 剛士④

東洋大　3′51″91

川上　 遼平③

上武大　1′52″37 筑波大　1′52″74
800ｍ

粟津　 良介③ 牧野　 康博④ 中村　 康宏②

筑波大　1′51″94 明大　1′52″95

岡　　　昇平②柳澤　 崇宏③

順大　1′52″99

慶大　47″30

小西　 志朗④高瀬　　　慧④ 袴田　 千尋④ 廣瀨　 英行③

早大　47″43

伊堂　　　駿② 佐藤慧太郎② 浦野　 晃弘②

阪本　 大樹① 中野　 涼司④

高瀬　　　慧④ 川面　 聡太③

東海大　47″32 筑波大　47″35

順大　21″15 中大　21″22

松島　 大翔②

200ｍ

慶大　12″93 法大　35″48

(-0.5) 中大　20″76 筑波大　21″02 早大　21″06

中大　10″64 早大　10″80

東海大　21″37 平成国大　21″76 平成国大　21″78

渡邊　 侑平④袴田　 千尋④ 寺田　 優志①飯塚　  翔太① 安孫子充裕④ 江里口匡史④

早大　10″38 中大　10″60

100ｍ 江里口匡史④ 飯塚　 翔太① 川面　 聡太③

(-1.4) 中大　10″58

4 5

河合　 元紀③ 久保田裕是③

1 2 3

＜男子1部＞

第89回関東学生陸上競技対校選手権大会

決勝結果

期日：平成22年5月15日(土)～16日(日)・22日(土)～23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)
場所：国立競技場神宮外苑周回コース（ハーフマラソン）

本橋　 秀章② 小林　 雄一③

6 7

筑波大　47″69

8 以降順大生

本塩　　　遼② 塚越健太郎④ 予4) 10″80 (+0.7)

鶴田　　　賢② 予5) 49″09早大　47″69

城西大　54″75

川村　 卓也③ 準5) 21″54 (-0.3)

中村　 圭佑① 予8) 11″07 (±0.0)

浜野　 大蔵② 予7) 21″69 (+1.1)

安孫子充裕④

東海大　29′01″42

1500ｍ
田中　 佳祐④ 岡﨑　 達郎③

400m

明大　1′51″53 順大　1′51″76

順大　46″83 東海大　47″00

城西大　3′50″04 早大　3′51″90

永田　　純也④　決)　NM

越川　 大紀① 決15) 14m65 (-1.9)

志賀　　　旭③ 決14) 9′38″11

藤田　 恵輔③ 決11) 2m00

小澤　 一真① 決28) 30′51″71

丸山　 祐貴③ 予7) 14″95 (+0.1)

髙山　　 豊①   決) NM

東海大　44m31

早大　4m80

松島　 大翔②

志方　 文典①

大石　 港与④ 猪俣　 英希④

順大　1′53″97

刀祢健太郎③

中原　　　大②

城西大　13′47″89

松尾　 修平③ 予5) 48″74

石井　 格人② 決25) 14′14″84

有馬　 啓司② 予12) 3′55″47

田中　 秀幸② 決20) 29′58″26

辻　　　明宏④

川上　 博之②

筑波大　4m90

渡辺　 真也④

走高跳

戸邉　　直人① 尾又　 平朗③ 内田　　　渉④

筑波大　2m20 東海大　2m13 東海大　2m10 東海大　2m05 笹嶋　達也①　法大

安藤　 大地②

飯田　拓也④　日大

小林　祥典③　筑波大

石橋　 哲也②　順大

梅田　 卓朗③

佐々木潤一郎④　決)　DNS

佐久田健人① 決15) 7m06 (+2.1)

坂井　 陽一④ 決25) 6m30 (+0.1)

赤羽　 力也③ 決14) 14m70 (+1.5)

筑波大　15m10

今泉　 真人③

清水　　 弥③　決)　NM

飯塚　篤之② 決17) 58m72

知念　　　豪① 決13) 43m00

法大 15m08 (+4.5)

時岡　 祥孝③ 佐藤　 優樹③ 決11) 43m52

廣瀬　 健一③

早大　28′56″89

慶大 7m52 (+0.4)

影山　 湧亮① 土井 　翔太②

国士大　5m00

筑波大 7m21 (+0.1)

塩谷　潤一②

4×400mR

藤田　 勝也④

早大　71m89

順大　60m35

東海大 7m34 (±0.0)

知念　　　雄② 決12) 14m39

黒木　 晃平③ 決16) 42m68

ハーフマラソン

大池　 達也② 決) DSQ

早大　14″50

早川　　　翼②

藤本　　　拓③ 鎧坂 　哲哉③

国士大　13′38″68 明大　13′39″31

矢澤　　　曜③ 川上　 遼平③

東海大　13′39″65 上武大　13′43″31

中大　1゜03′52　

和田　 朋之④

深川　 貴司④ 矢澤　　　航① 川邉　 凱仁②

法大　14″08 筑波大　14″43



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 1年 2年 3年 4年

1 筑波 145 28 13 11 37 56 52 93 10 32 37 27 38

2 中大 128 19 24 22 13 23 11 16 78 34 4 6 31 23 55

3 日体 74 8 10 13 10 25 7 1 41 32 3 9 29 23

4 順大 68 8 18 3 22 10 7 29 32 1 21 4 16 27

5 国士 54 10 1 37 6 10 38 4 17 14 19

6 平国 51 19 5 14 9 4 47 4 2 4 8 6 24

7 城西 34 12 17 5 34 1 12 7 6 9

8 早大 31.5 9 7 8.5 2 5 24.5 7 16 2 5

9 東学 28 6 7 2 7 2 4 22 2 11 4 13

10 都留文 26.5 3 2 9 7.5 5 21.5 5 5 6 8

第89回関東学生陸上競技対校選手権大会
決勝結果

期日：平成22年5月15日(土)～16日(日)・22日(土)～23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)

＜女子＞
1 2 3 4 5 6 7 8 以降順大生

100m
（-1.2）

髙橋萌木子④ 岡部　 奈緒④ 田代　 成美① 中野　　　瞳② 立山　 紀恵② 斉藤　　 歩④ 堅木公美世③ 橋本奈央子③

平成国大　11″67 筑波大　11″90 城西大　11″99 筑波大　12″00 筑波大　12″01 平成国大　12″13 中大　12″22 宇都宮大　12″53

NGR

佐野布由実③ 蔭山　　　愛② 須磨加奈江④ 渡辺　 美里② 橋本奈央子③ 菅谷　 萌緑④　予 5)　25″62(-1.0)200ｍ 髙橋萌木子④ 岡部　 奈緒④ 田代　 成美①

(+1.1) 平成国大　23″74 筑波大　24″23 城西大　24″49 筑波大　24″51 早大　24″58 日体大　24″80 日体大　24″95 宇都宮大　25″07

400m
池田　 有希④ 田子　　　雅④ 清水　 佳奈③ 蔭山　　　愛② 利根川由佳④ 須磨加奈江④ 笹本　　　絢④ 鈴木　 千夏③ 菅谷　 萌緑④　予 4）　56″80　

都留文大　56″18 都留文大　56″27

笹本　　　絢④ 沖田　 磨依④ 財津　 絵美①　予 5)　2′16″79島田夏名子④

青学大　54″48 中大　54″55 中大　55″06 早大　55″46 中大　55″70 日体大　55″94

木村　 朝美④ 渡辺　 美保②

800m

真下まなみ① 野村友香里④ 吉澤　 彩夏③

筑波大　2′04″95 中大　2′06″03 日体大　2′07″78 平成国大　2′09″70 中大　2′10″18 日女体大　2′11″65 都留文大　2′12″58 順大　2′13″01 望月　 晴佳②　DNS

NGR

1500m
野村友香里④ 伊澤菜々花① 土井友里永④ 山本　　ゆき④ 吉澤　 彩夏③ 峰村 いずみ② 渡辺　 美保② 中村奈津美① 望月　 晴佳②　決11）　4′35″94

中大　4′21″03 順大　4′22″86 東学大　4′27″20 筑波大　4′27″54 日体大　4′28″75 中大　4′29″80 中大　4′30″85 大東大　4′31″14 沖田　 磨依④　予 5）　4′36″05

5000m
伊澤菜々花① 土井友里永④ 須黒なつ美④ 北村　 沙織③ 白滝　 成美② 櫻井　  秀巳③ 櫻井　 香織④ 齊藤　 千聖④ 来栖　　　梓①　決18)　17′04″58

順大　16′26″36 東学大　16′31″81 日体大　16′32″13 順大　16′33″33 日大　16′33″36 日体大　16′34″93 玉川大　16′35″04 城西大　16′35″52

10000m
齊藤　 千聖④ 山田　 美紀② 白滝　 成美② 北村　 沙織③ 須黒なつ美④ 大江茉莉香② 高田　 晴奈③ 井上　　　藍③ 石橋　歩巳①　決13）　35′06″94

城西大　33′57″12 城西大　33′57″64 日大　33′58″92 順大　34′00″62 日体大　34′11″60 白鷗大　34′13″19 白鷗大　34′14″20 城西大　34′19″90

100mH 木村　 文子④ 紫村　 仁美② 清水　 浩実③ 川崎　　　葵① 寺田　ゆず④ 山田 めぐみ④ 水村明日香② 川舩　 愛美④

(-2.5) 横国大　13″72 早大　13″99 平成国大　14″02 都留文大　14″06 都留文大　14″14 中大　14″24 平成国大　14″33 青学大　14″42

400mH

田子　　　雅④ 米田　 知美② 水村明日香② 赤司このみ② 矢野　 美幸③ 鈴木　 翔子④ 西野　 愛梨① 加藤　 苑美④ 児玉　千紘②　予 5)　65″67

中大　56″94 中大　58″57 平成国大　58″74 立大　59″60 中大　59″83 順大　60″15 東学大　60″31 横国大　60″48

NGR

10000mW

岡田久美子① 加賀友果子① 道口　　　愛④ 大里亜梨佐③ 鳥羽　 詩織① 森本　 結香④ 保坂　 菜月④ 宮本　 美希① 関根　菜月②　決10）　50′49″44

立大　45′23″83 東学大　47′02″29 国士大　47′27″12 城西大　48′05″92 国士大　48′24″07 日女体大　48′36″16 日女体大　48′55″31 千商大　50′46″94

NGR NGR NGR

4×100mR

筑波大学 平成国際大学 日本体育大学

NKR NKR

中央大学 日本女子体育大学 早稲田大学 都留文科大学 東京女子体育大学 順天堂大学　予 4)　48″18

44″87 45″09 45″90 46″06 46″28 46″33 46″84 47″45

4×400mR

中央大学 青山学院大学 早稲田大学 都留文科大学 日本体育大学 筑波大学 平成国際大学 日本女子体育大学 順天堂大学　予 4)　3′53″30

3′39″59 3′40″09 3′40″65 3′42″29 3′42″85 3′45″01 3′47″66

NGR

走高跳
金井　　　 瞳① 大澤沙佑子④ 高橋　　　圭④ 長　 明日香③ 野添　 七瀬② 河合　 玲美④　日体大 井上　七海①　東学大 中嶋　 文望①　中大 前田　愛純②　決 9)　1ｍ60

筑波大　1m70 中大　1m65 順大　1m65 日大　1m65 順大　1m65 1m60

棒高跳
榎本　 優子① 青島　 綾子② 住石　 智子③ 田中亜希子① 田中　 万智① 多久優麗花② 長谷部初衣① 新藤　 朝美③

筑波大　3m80 日体大　3m70 日体大　3m60 群大　3m60 平成国大　3m50 日大　3m40 順大　3m40 国士大　3m20

走幅跳
中野　　　瞳② 木村　 文子④ 武田　 瑠南③ 小林　 悠香③ 清水　 珠夏① 野澤　 美佳③ 溝口　 理紗③ 篠原　 未有③ 赤石　 　笑③　決23)　5ｍ28 (-0.1)

筑波大 6m18 (-0.6) 横国大 6m17 (+1.1) 日体大 5m93 (±0.0) 都留文 5m79 (+1.6) 中大 5m77 (+0.9) 中大 5m74 (+0.9) 日大 5m64 (+2.1) 中大 5m60 (-1.3) 西谷  萌未②　DNS

三段跳
前田　 和香② 本多　　　綾④ 篠原　 未有③ 大坂阿玖里② 武田　 瑠南③ 旭　　　恵美④ 下山　 友里③ 遠藤　 園子③ 中村絵美子③　NM

筑波大 12m97 (-1.2) 順大 12m87 (+1.4) 中大 12m43 (+1.7) 筑波大 12m35 (+1.9) 日体大 12m32 (+0.7) 順大 12m24 （+0.4） 早大 12m20 (-0.8) 茨城大 12m03 (+0.6)

砲丸投
蛭田　 伶菜④ 茂山　 千尋③ 大谷優貴乃③ 竹山　 知佳② 佐藤　 明美④ 佐藤 あずさ④ 西澤　　　結③ 菅原　　　純③ 鳥飼　 順花③　決14）　12ｍ35

筑波大　14m91 国士大　14m81 国士大　14m29 中大　14m00 国士大　13m87 筑波大　13m69 日女体大　13m57 東女体大　13m22

円盤投
髙橋　 亜弓③ 北垣　 真里③ 日下　 望美② 小野祐紀子② 菅原　　　純③ 瀬谷　 智美④ 新井　 美保④ 高橋　 優奈③

筑波大　49m15 筑波大　44m65 筑波大　44m43 国士大　42m67 東女体大　42m27 国士大　41m98 中大　41m20 中大　39m96

ハンマー投
糸滿　 みや① 弓削真理子④ 小倉佑佳里③ 小野祐紀子② 川田紗友莉④ 竹山　 知佳② 武富　 麻衣① 小嶋　 美波④

筑波大　50m21 茨城大　49m74 順大　49m22 国士大　47m87 日体大　45m21 中大　44m65 日体大　43m48 日体大　42m60

やり投
宮本理陽子④ 右代　 織江② 柴　　　奏子② 原田 あゆみ④ 川述　　　優① 鈴木　 美華④ 小山由希子③ 福島 さゆり③

筑波大　52m45 国士大　50m51 筑波大　49m42 早大　49m17 順大　49m02 聖学院大　48m72 筑波大　47m82 日女体大　45m79

七種競技
山田めぐみ④ 本多　　　綾④ 長島　 一菜④ 赤井　 涼香② 山崎　 芽衣② 岡野恵梨子④ 八木　 萌梨② 西田　 亜貴①

中大　5236点 順大　5099点 国士大　4725点 中大　4725点 東学大　4643点 中大　4607点 横国大　4565点 日体大　4557点



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

1 順大院 30 13 2 3 6 4 2 24 4 6

2 筑波大院 11 3 3 5 6 5 2

3 国武大院 10 3 4 3 7 3 3

4 山梨大院 8 8 8 2

5 国士大院 8 1 4 3 1 4 2

6 東大院 8 5 1 2 5 3 1

7 横国大院 7 3 2 2 3 4

8 東海大院 6 6 6 2

9 東工大院 5 3 2 5 0 1

9 日体大専 5 5 5 0 1

第89回関東学生陸上競技対校選手権大会
決勝結果

期日：平成22年5月15日(土)～16日(日)・22日(土)～23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)

場所：国立競技場神宮外苑周回コース（ハーフマラソン）

＜男子3部＞

1 2 3 4 5 6 7

100m
（-3.3）

草野　 誓也M① 鍵山　 和志M① 箕輪　 哲志M①

NGR

順大院　10″83 順大院　11″18 横国大院　11″27

NGR

200ｍ
(-1.9)

秋元　延大M① 石井　達哉M① 箕輪　 哲志M①

順大院　21″28 順大院　21″66 横国大院　22″12

400m
大岐　 亮平M① 佐藤　 正淑M② 前田　　　慧M②

順大院　48″89 宇都宮大院　49″44 横国大院　49″45

三村　 達也M① 原　　　平大M② 金城　 隆寛M①

宇都宮大院　49″47 早大院　49″85 国武大院　49″85

800m
竹内　 邦明M② 石井　 佑介M① 及川　 将太M①

青学大院　1′58″10 千葉大院　1′58″35 筑波大院　1′58″52

1500ｍ

笠原　　　慧M① 及川　 将太M① 徳永　 雅之M①

東工大院　3′57″99 筑波大院　4′07″01 東理大院　4′07″28

NGR NGR NGR

5000ｍ

有賀　　　健M① 依田　 崇弘D③ 宮崎　 大佑M①

筑波大院　14′30″49 東大院　14′44″18 国士大院　15′17″04

NGR

10000ｍ

依田　 崇弘D③ 笠原　　　慧M①

東大院　30′45″71 東工大院　32′12″69

NGR

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ
木戸　 大介M②

国武大院　1°09″25

110mH
（-2.3）

下道　 翔太M① 鈴木　 秀幸S① 小川　 弘明M① 右代　 啓祐M②

NGR NGR NGR NGR

国武大院　14″37 日体大専　14″38 国武大院　14″53 順大院　14″89 国士大院　15″32

小野　　　学M①

400mH

木村　 大輔S① 小野　　　学M① 岩木　 佑太M①

NGR NGR NGR

日体大専　52″19 順大院　54″14 群大院　54″21 順大院　DNF

千葉　 佳裕M②

10000mW
上田　 勝也M① 山口　 貴史M①

順大院　41′52″41 東学大院　43′50″56

4×100mR
順天堂大学院

40″16

4×400ｍR
順天堂大学院

3′15″77 3′21″60

宇都宮大学院

東海大院　2m05 日大院　2m00 横国大院　2m00

NGR EGR EGR

田村 　雅樹M②

山梨大院　1m90

棒高跳
渡辺　　　翔D② 高橋　 友輝M① 右代　 啓祐M② 村田　　　龍M①

走高跳

鈴木　 修平M② 武石　 健吾M① 福良　　　翔M②

国士大院　5m00 順大院　4m80 国士大院　4m80 国士大院　4m20

走幅跳
渡辺　 貴司M① 清水　　　悠M① 武安光太郎M②

筑波大院 7m12 (+0.9) 筑波大院 7m06 (+0.9) 東大院 6m87 (+0.7)

福良　　　翔M② 田村　 雅樹M②

横国大院 6m59 (+0.3) 山梨大院 6m58 (+1.1)

三段跳
矢代　 雄紀M② 丸　　　嵩弘M② 福良　　　翔M②

東海大院 15m10 (+0.5) 順大院 14m80 (-2.4) 横国大院 14m38 (-2.6)

本間　 敬一M② 陳　　　洋明M② 田村　 雅樹M② 苅山　　　靖D②

横国大院 14m22 (+1.4) 国士大院 13m80 (+0.2) 山梨大院 13m60 (+0.5) 筑波大院 13m14 (-2.1)

砲丸投
久保田尊士M② 持永　　　新D① 東谷　　　洵M②

山梨大院　12m46 東大院　11m60 横国大院　11m31

相川　 悠貴M① 加藤木龍太M① 田村　 祐太M①

筑波大院　10m94 流経大院　10m91 群大院　10m78

円盤投

町田　　　慎M② 久保田尊士M② 田村 　祐太M① 加藤木龍太M①

NGR

持永　　　新D①

国武大院　47m38 山梨大院　34m53 群大院　34m42 筑波大院　32m93 流経大院　30m46 東大院　30m04

坂口　 将太M②

ハンマー投

久保田尊士M②

NGR

山梨大院　45m36

NGR

高橋　 良輔M②

やり投

矢野　 恵大M② 加藤木龍太M① 東谷　　　洵M②

早大院　66m42 流経大院　60m30 横国大院　60m08 順大院　59m66 筑波大院　56m86

熊谷　 直樹M①

常深　 貴之M①

NGR NGR

十種競技

村田　　　龍M① 林田　 章紀M① 中嶋　 祐介M① 坂口　 将太M② 相川　 悠貴M①
国士大院　7181点

順大院　6975点　 東学大院　6287点 東大院　6080点 筑波大院　5866点 筑波大院　5456点 筑波大院　5135点

持永　　　新D①



期日：平成22年5月15日（土）～16日（日）・22日（土）～23日（日）

場所：国立競技場

　　　 日本大学陸上競技場（ハンマー投）

　　　 国立競技場神宮外苑周回コース(ハーフマラソン)

【１部男子】

100m 塚越健太郎④ 予　4） 10″80 (-0.7) 走高跳 石橋　 哲也② 決  6） 2m00

中村　 圭佑① 予　8） 11″07 (±0.0) 藤田　 恵輔③ 決11） 2m00

高山　　　豊① NM

200m 高瀬　　　慧④ 予　2） 21″37(+0.2)

準　3） 21″17(+0.7) 棒高跳 西澤　 直希③ 決　5） 5m00 ○

決　4） 21″15(-0.5) ◎ 永田　 純也④ NM

川村　 卓也③ 予　2） 21″48(+0.5) 佐々木潤一郎④ DNS

準　5） 21″54(-0.3)
浜野　 大蔵② 予　7） 21″69(+1.1)

走幅跳 佐久田健人① 決15） 7m06 (+2.1)

坂井　 陽一④ 決25） 6m30 (+0.1)

400m 高瀬　　　慧④ 予  1） 47″27

決  1） 46″83 ◎

松尾　 修平③ 予  5） 48″74 三段跳 赤羽　 力也③ 決14） 14m70 （+1.5）

鶴田　　　賢② 予  5） 49″09 越川　 大紀① 決15） 14m65 （-1.9）

800m 牧野　 康博④ 予　1） 1′53″80 砲丸投 七尾　　　紘② 決　7） 15m23 ◎

準　1） 1′52″64 知念　　　雄② 決12） 14m39

決　2） 1′51″76

柳澤　 崇宏③ 予　3） 1′54″55

準　3） 1′51″97 円盤投 佐藤　 優樹③ 決11） 43m52

決　7） 1′52″99 知念　　　豪① 決13） 43m00

岡　　　昇平② 予　1） 1′53″32 黒木　 晃平③ 決16） 42m68

準　2） 1′52″75

決　8） 1′53″97

ハンマー投 知念　　　雄② 決  1） 64m25 ◎日本選手権A

廣瀬　 健一③ 決  3） 60m35

1500m 有馬　 啓司② 予12） 3′55″47 吉田　 浩二④ 決  5） 59m80

5000m 田中　 秀幸② 決　7） 13′47″12 ◎日本選手権A やり投 飯塚　 篤之② 決17） 58m72

石井　 格人② 決25） 14′14″84 ◎ 清水　　　弥③ NM

10000m 田中　 秀幸② 決20） 29′58″26 十種競技 染谷　 幸喜④ 決  2） 7198点

小澤　 一真① 決28） 30′51″71 1日目 100m 11″15 (+1.4) 827 ◎

走幅跳 6m66 (+1.0) 734

 砲丸投 12m68 648

ハーフマラソン 的場　 亮太③ 決11） 1゜05′00 走高跳 1m90 714 ○

仲間　 孝大④ 決29） 1゜07′43 400m 50″40 796 ◎

大池　 達也② DSQ 2日目 110mH 14″74 (+0.9) 881 ◎

円盤投 31m86 501

棒高跳 4m50 760

110mH 森田　 俊一③ 予  1） 14″08 （+1.1） やり投 54m62 657 ◎

決  2） 14″06 （-0.3） 1500m 4′40″04 680

深川　 貴司④ 予  1） 14″49 （-1.4）

決  3） 14″06 （-0.3） ◎ 千葉　 大喜② 決11） 6681点 ◎

丸山　 祐貴③ 予  8） 14″95 （+0.1） 1日目 100m 11″33 (-0.9) 789 ◎

走幅跳 7m00 (+1.3) 814 ◎

砲丸投 10m20 498

400mH 伏見　 嘉恭③ 予　1） 52″08 走高跳 1m80 627 ○

決　3） 51″38 400m 50″15 808 ◎

里舘　 敬博④ 予　5） 52″94 2日目 110mH 15″54 (-0.6) 785 ◎

染岡　 陽平④ 予　3） 52″95 円盤投 32m73 518 ◎

棒高跳 3m80 562 ○

やり投 50m62 598 ◎

3000mSC 須田　 京介④ 予　4） 9′00″55 1500m 4′39″79 682

決　7） 9′00″79

志賀　　　旭③ 予14） 9′38″11 松下　 祐樹① 決13） 6508点 ◎

1日目 100m 11″24 (+2.5) 808

走幅跳 7m04 (+2.8) 823

10000mW 鈴木　 基文③ 決　7） 42′31″77 ◎ 砲丸投 8m64 404

南　　　雄斗② 決10） 43′40″62 走高跳 １m85 670

本田　 健人① 決18） 45′07″46 400m 51″18 761

2日目 110mH 15″05 (-1.3) 843

円盤投 27m30 412 ◎
4×100mR 塚越④・高瀬④ 棒高跳 3m60 509

川村③・浜野② 予  6） 40″44 やり投 46m84 542
1500m 4′31″32 736

4×400mR 松尾③・森④
川村③・高瀬④ 予  3） 3′11″64 ｲﾝｶﾚA
松尾③・森④ ◎ …自己新記録

川村③・高瀬④ 決　6） 3′12″76 ○ …自己記録タイ

第89回関東学生陸上競技対校選手権大会

＜本学結果一覧＞



【 女 子 】

200m 菅谷　 萌緑④ 予　5） 25″62 (-1.0) ◎ 走高跳 高橋　　　圭④ 決　3） 1ｍ65
野添　 七瀬② 決　5） 1ｍ65
前田　 愛純② 決　9） 1ｍ60

400m 菅谷　 萌緑④ 予  4） 56″80

棒高跳 長谷部初衣① 決  7） 3ｍ40
800m 沖田　 磨依④ 予　3） 2′13″04

準　4) 2′11″79 ◎ｲﾝｶﾚA

決　8） 2′13″01 走幅跳 赤石　　　笑③ 決23） 5ｍ28 (-0.1)
財津　 絵美① 予　5） 2′16″79 西谷　 萌未② DNS
望月　 晴佳② DNS

三段跳 本多　　　綾④ 決　2） 12ｍ87 (+1.4) ◎日本選手権A

1500m 伊澤菜々花① 予  2） 4′31″79 旭　　　恵美④ 決　6） 12ｍ24 (+0.4)
決  2） 4′22″86 中村絵美子③ NM

望月　 晴佳② 予  3） 4′34″94
決11） 4′35″94

沖田　 磨依④ 予  5） 4′36″05 砲丸投 鳥飼　 順花③ 決14） 12ｍ35

5000m 伊澤菜々花① 決　1） 16′26″36 ハンマー投 小倉佑佳里③ 決　3） 49ｍ22 ◎
北村　 沙織③ 決　4） 16′33″33 ◎ｲﾝｶﾚB

来栖　　　梓① 決18） 17′04″58
やり投 川述　　　優① 決　5） 49ｍ02 ☆

10000m 北村　 沙織③ 決  4） 34′00″62 ◎ｲﾝｶﾚA

石橋　 歩巳① 決13） 35′06″94 七種競技 本多　　　綾④ 決　2） 5099
1日目 100mH 14″51 (+1.2) 907

走高跳 1ｍ66 806
400mH 鈴木　 翔子④ 予　2） 60″09 砲丸投 11ｍ13 604 ◎

決　6） 60″15 200m 26″58 (-1.5) 747
児玉　 千紘② 予　5） 65″67 2日目 走幅跳 5ｍ91 (+0.4) 822

やり投 33ｍ58 545
800m 2′31″97 668

10000mW 関根　 菜月② 決10） 50′49″44 ◎ｲﾝｶﾚA

4×100mR 菅谷④・池村④
飯塚②・本多④ 予  4） 48″18

4×400mR 菅谷④・鈴木④
池村④・村松④ 予　4） 3′53″30

【３部男子】

100m 草野　 誓也M① 決  1） 10"83 (-3.3) NGR  棒高跳 髙橋　 友輝M① 決　2） 4ｍ80
鍵山　 和志M① 決　2） 11"18 (-3.3)

三段跳 丸　　　嵩弘M② 決　2） 14m80 (-2.4)
200m 秋元　 延大M① 決　1） 21″28 (-1.9) NGR  

石井　 達哉M① 決　2） 21″66 (-1.9)
やり投 熊谷　 直樹M① 決　4） 59m66

400m 大岐　 亮平M① 決　1） 48"89
十種競技 林田　 章紀M① 決　2） 6975点 NGR

1日目 100m 11″03 （+1.6） 854
110mH 小野　　　学M① 決　4） 14"89 (-2.3) NGR 走幅跳 6m81 （+0.4） 769

砲丸投 11m09 551
走高跳 １m80 627

400mH 小野　　　学M① 決　2） 54″14 ◎NGR 400m 49″80 824
千葉　 佳裕M② DNF 2日目 110mH 15″28 （-1.4） 816

円盤投 31m34 491
棒高跳 4m20 673

10000mW 上田　 勝也M① 決　1） 41′52″41 やり投 54m77 659
1500m 4′35″22 711

4×100mR 鍵山M①・草野M①
石井M①・秋元M① 決　1） 40"16

◎ …自己新記録
4×400mR 大岐M①・千葉M② ☆ …順大新記録

石井M①・秋元M① 決　1） 3′15″77 NGR …大会新記録


