
期日：平成26年5月16日(金)・17日(日)・24日(土)～25日（日）

場所：熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

        日産スタジアム　    日産ｽﾀｼﾞｱﾑ付設周回コース（ハーフマラソン）

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 優勝数 １年 ２年 ３年 ４年

1 日大 136.5 9 21 12 17.5 0 7 17 46 7 66.5 63 5 15 12 44 58.5

2 順大 110 7 5 12 1 8 2 48 17 10 30 65 4 33 16 17 42

3 東洋大 74 15 6 23 0 19 6 5 0 0 74 5 2 12 14 15 27

4 東海大 66 6 0 12 0 0 1 29 18 0 66 47 1 1 29 25 10

5 筑波大 59 0 0 0 9 0 0 28 12 10 9 40 0 2 5 17 35

日大　６４４５

村中　 智彦　３年 田代　 和也　３年
　決１１　村山　 凌一　３年　６２９２

順大　６５０９順大　７２４８ 筑波大　７００７ 日大　６８０７ 法大　６７１２ 国士大　６６８８ 筑波大　６５７６

筑波大　７０ｍ４０ 日大　７０ｍ１１ 　決２５　佐藤　 俊介　１年　５９ｍ５２　

十種競技
川﨑　 和也　４年 谷　 浩二朗　４年 栗原　 彰理　２年 久山　 陽大　４年 右代　 啓秋　２年 白幡十夢良　４年

小椋　 健司　１年 大島　 知之　３年 滑川　 晃平　３年 　決２２　森田　 祥天　１年　６０ｍ９８　

日体大　７４ｍ６６ 筑波大　７４ｍ２３ 中大　７２ｍ４０ 国士大　７１ｍ９５ 日大　７１ｍ７９ 日大　７１ｍ５１
やり投

恵良　 友也　３年 園田　 健太　３年 森　　　　誉　２年 小南　 拓人　１年 齋藤　 文孝　４年

鈴木　 勝輝　４年
　決１３　岡野　 敬史　２年　５５ｍ９８

日大　６１ｍ７６ 東海大　６１ｍ６８ 順大　６０ｍ７５ 国武大　６０ｍ１９ 順大　６０ｍ００ 日大　５９ｍ７１ 国武大　５９ｍ５１ 国武大　５８ｍ９０

法大　４６ｍ０３　 　決１５　近藤　　　廉　２年　４２ｍ９７　

ﾊﾝﾏｰ投
佐藤　 一濤　４年　 名城　 政臣　３年 堀　　　健斗　３年 森本　 涼太　4年 藤岡　 眞也　１年 秋場　 賢太　４年 谷池　 功樹　３年　

武田　 一城　３年 花田　 優平　４年 　決９　小岩　 晴樹　４年　４５ｍ９６　

日大　５３ｍ４８ 順大　５０ｍ６１ 東海大　５０ｍ１３　 国士大　４９ｍ８２ 国士大　４８ｍ９２　 日大　４８ｍ７０ 日大　４８ｍ６８　

筑波大　１５m９４ 筑波大　１５ｍ４１ 　決１９　堀口　 哲平　２年　１２ｍ３０

円盤投
秋場　 賢太　４年 小林　寛雅　４年 安保　 建吾　３年 谷口真太郎　４年 中村　 太地　４年 安部　 宏駿　３年

武田　 歴次　１年 森下　 大地　２年 奥野　 風摩　２年 　決１０　小林　 寛雅　４年　１４ｍ９５

国士大　１７ｍ２１ 日大　１６ｍ７５ 国士大　１６ｍ７２ 東海大　１６ｍ５０ 日大　１６ｍ３８ 日大　１６ｍ３６
砲丸投

佐藤　 征平　４年 筒井　 崇広　３年 中村　 太地　４年 大坂　将央　４年 鈴木　 愛勇　３年

　決１１　青野　 祐也　２年　１５m３１（+２．２）
順大　１６m１６（+３.４） 順大　１５m９４（+１.１） 東海大　１５m９２（+２.６） 筑波大　１５m９１（+１.４） 東海大　１５m８８（+２.５） 日大　１５m６７（+１.３） 筑波大　１５m５３（+３．２） 平国大　１５m３５（+３．４）

東海大　７ｍ２９(－１．９)

三段跳
山本　 凌雅　1年 戸村　　　柊　４年 王野　 祐貴　２年 米澤　　宏明　4年 黒田　 寛亮　4年 有松　 今日　4年 犬井　 亮介　1年 中村　 涼太　4年

小田　 大樹　１年 土屋　 裕輝　１年

順大　７ｍ８４（－０．８） 筑波大　７ｍ７６（－１．４） 順大　７ｍ６２（＋０．６） 東海大　７ｍ５５（－０．６） 筑波大　７ｍ４９（－０．１） 順大　７ｍ４８（－０．６） 日大　７ｍ３８（－１．４）

国武大　４ｍ９０ 筑波大　４ｍ９０

走幅跳
毛呂　 泰紘　２年 嶺村　 鴻汰　４年 高政　 知也　３年 松原　　　奨　３年 米沢　 宏明　４年 西海　　　亮　４年　

走高跳
元吉　 雄基　４年　東海大　２ｍ０５
津川　 拓実　２年　日体大　２ｍ０５
高須賀俊徳　４年　法大　　 ２ｍ０５

　決１１　小池　　　輝　３年　２ｍ０５
　決　　　 川端　 哲也　３年　ＮＭ
　決　 　　成冨　　　創　２年　ＮＭ

棒高跳
日体大　５ｍ３０ 順大　５ｍ３０ 順大　５ｍ１０ 日大　５ｍ００ 日体大　５ｍ００ 順大　４ｍ９０

10000mW 　決２４　後藤　 秀斗　３年　４５′４４″８４

4×100mR
東洋大  順大　

4×400mR 　予６　吉﨑・川本・板鼻・油井　３′１３″６８

山学大　４３′３９″３３東洋大　３９′２３″５８

　予１７  相浦　　　亮  ３年　９′５０″８６

和島　　　寛　４年 野口 　直人　２年 　予５　内藤　 頼隆　４年　５２″８９

3000mSC

400mH
橋本　 孝興　４年 加藤　 誠也　４年 清水　翔太　３年 須貝　　　充　３年 坂梨　 雄亮　１年

国士大　１４″１８ 法大　１４″３０ 法大　１４″３４ 国武大　１４″３４

柴田　 広樹　４年

筑波大　１４″３６ 法大　ＤＮＦ

　決１９　聞谷　 賢人　２年　３０’０３”０５

　決１６　田中　 孝貴　３年　６６′４６″
　決　　　西郷　 貴之　４年　ＤＮＦ

110mH 太田　 和彰　４年　日大　  １３″８４
増野　 元太　３年　国武大 １３″８４

尾形　 晃広　３年 川口　 逸人　４年 山口　 裕之　４年 札場　 大輝　３年 　予６　安藤　 優介　４年　１４″９５（－３．６）
　予４　降矢　 恭平　１年　１４″７７（－２．９）
　準決８　原　　　佑弥　３年　１４″７５（＋２．５）(-1.5)

5000ｍ
エノックオムワンバ　３年 大六野　秀畝  ４年 ダニエル・ムイバ・キトニ―　３年 八木沢　元樹　４年

　決１０　松村　 優樹　４年　２９’２０”３１

金井　 大旺　１年腰山　 高弘　４年

1500ｍ
エノックオムワンバ　３年 八木沢元樹　４年 　予１１　的野　 遼大　４年　３′５８″７７

山学大　３′４８″６ 明大　３′５２″２３ 　予４　村島　　　匠　１年　３′５９″７７日体大  ３′５２″５４ 明治大　３′５３″１３ 中央大　３′５４″２１

200ｍ

(－0.6) 早大　２１″４１

400m
加藤　 修也　１年 油井　 快晴　１年 小林　 直己　２年 佐藤　 拓也　３年

早大　４７″２５ 順大　４７″　２８

＜男子１部＞

第93回関東学生陸上競技対校選手権大会
＜決勝結果＞

　予５　古市　 真也　４年　１′５６″１６

　準決７　白石　 浩之　２年　１′５７″０２

6 7 以降順大生

　予６　吉崎　 晋介　4年　４８″８８日大　４８″００明大　４７″８７

東洋大　１′５０″３３

5 8

　予７　川本　 稜佑　4年　４９″１７佐藤挙太郎　２年

　予５　北風　 優貴　２年　１０″９５
　予７　佐々木靖典　４年　１０″８４
　準決９　小池　 雄作　３年　１０″９４東洋大　１０″０５  GR,=UR,=KR 日大　１０″２１

1 2 3 4

猶木　 雅文　３年

尾上　　　暢　３年 出口　　　翔　３年 森本 ジュンジ　４年

西村　 定喜　３年 福永　 拓也　３年

800ｍ
川元　　　奨　４年 岡田隆之介　４年 三武　　　潤　２年 田中　　　言　３年 平塚　 祐介　３年

日大　１′４８″８９ 日大　１′４９″３５ 　早大　１′４９″８１ 城西大　１′４９″９８

横山　 直弘　３年

中大　４８″１３

早大　１′５１″３８ 平国大　１′５２″４７

城西大　４７″８５

日大

順大　３′５３″３４ 東洋大　３′５３″６４

東洋大　４１′３２″２３ 順大　４１′５９″３８ 平国大　４２′２５″０３

大東大

順大　４０′５３″７５

３９″１２ ３９″３１

城西大 日体大中大 法大

須田　 隼人　２年 女部田　 祐　３年

(+1.6)

東洋大　３９′１８″７１

100ｍ 桐生　 祥秀　１年 ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ　飛鳥　３年 大瀬戸一馬　２年

日大　１′４６″９７ GR

九鬼　　　巧　４年 山口　 竜哉　３年

猶木　 雅文　３年 小林　 将一　３年 森　　　雅治　２年 　早大　１′４９″８１ 三原　 浩幸　４年

法大　１０″２７ 早大　１０″３０ 城西大　１０″３４

平野　 直人　４年 木村　 賢太　３年 竹下　 裕希　４年 　予４　北風　 優貴　２年　２１″３０（＋０．９）

早大　１０″３７ 中大　１０″３７ 中大　１０″４０

中大　２０″６２ 東洋大　２０″９０ 大東大　２０″９４ 中大　２０″９６ 早大　２０″９６ 国武大　２１″２２ 早大　２１″４２ 　予５　北川　　　翔　１年　２１″２６（＋１．１）

加藤　　　光　４年 前野　 貴行　４年 安齋　　　宰　２年 長浜　 雄一　４年 三宅　 一輝　３年 武藤　 健太　３年

東海大　４７″２９ 早大　４７″８０

国士大　３′５４″９３

10000m
村山　 絋太　４年 井上　 大仁　４年 ダニエル・ムイバ・キトニ―　３年 文元　　　慧　４年 横手　　　健　３年 服部　 勇馬　３年 市田　　　孝　４年 柳　　　利幸　３年

城西大 ２８’５４”８５ 山学大　２８’５５”８７ 日大　２８’５７”０５ 明大　２９’００”９３ 明大　２９’０７”２０ 東洋大　２９’０９”６５ 大東大　２９’０９”６９ 早大　２９’１１”２９

ハーフマラソン
井上　 大仁　４年 田口　 雅也　４年 高久　　　龍  ４年 松村　 優樹　４年 淀川　 弦太　４年 佐藤　 孝哉　２年 井戸　 浩貴　２年 植木　 章文　４年　

山梨大　６４′０７ 東洋大　６４′１０″ 東洋大　６４′２３″ 順大　６４′５６″ 東洋大　６４′５９" 山学大　６５′０５″ 早大　６５′１３″ 大東大　６５′２０″

順大　８′５５″６８ 東海大　８′５５″７７ 早大　８′５７″６０ 東海大　８′５９″６８ 中大　９′００″１９ 大東大　９′００″４３ 法大　９′０１″３４ 山梨学大　９′０２″９０

４０″０１ ４０″４７ ４１″１８

松永　 大介　２年 西塔　 拓己　４年 小林　　　快　4年 木村　 洋介　４年 山下　 優嘉　１年 山田　 康太　２年

早大　３９′２７″９０

明大 大東大 東海大　

齋藤　　　凱　２年 中尾　　　譲　２年　

３９″５４ ３９″９１ ４０″０１

３′０７″９３ ３′０８″５１ ３′０９″００ ３′０９″４１

中大 日体大 日大 早大 東洋大

３′３０″００ ＮＭ

佐藤　　　凌　２年 中島　 大輔　１年 平　　　龍彦　３年 山下　 義弘　２年 村田　 祥人　２年 村岡　 健也　３年

３′０７″０２ ３′０７″０８

東海大　２ｍ１６ 日大　２ｍ１６　 筑波大　２ｍ１３　 東洋大　２ｍ１０ 東海大　２ｍ１０　 筑波大　２ｍ１０

山本　 智貴　４年 石川　 文貴　４年 来間　 弘樹　１年 石橋　 隆也　３年 船本　 稜矢　２年 高橋　 祐介　３年 井上　 昂紀　４年 米原　 博章　３年 　

中大　５１″６９ 日大　５１″６９ 順大　５２″０５ 　予６　平戸木公太　１年　５３″８６

出口　　　遼　４年 中野　　　光　２年　 大久保誠吾　４年 小山　 祐平　２年 　決１２　三宅 　隆友  ４年　９′１６″４３

日大　５０″３８ 筑波大　５０″４４ 国士大　５０″８０ 国士大　５０″８１ 中大　５１″１６

村島　　　匠　１年 高木登志夫　３年 高橋　 広夢 宮城　 壱成　２年

山学大　１３′３６″９６ 明大　１３′４４″１３ 日大　１３′４４″８５　 明大　１３′４７″１９

村山　 紘太　４年 横手　　　健　３年 服部　 勇馬　３年 服部　 弾馬　２年 　決２２　花澤　 賢人　１年　１４′２６″２０
　決３２　松枝　 博輝　３年　１４′５１″１６
　決　　　安齋　　　宰　２年　ＤＮＦ城西大　１３′４９″０４ 明大　１３′５２″６６ 東洋大　１３′５３″３３ 東洋大　１３′５５″４７



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 優勝数 １年 ２年 ３年 ４年

1 筑波大 105 0 13 0 7 0 7 21 49 8 27 70 4 19 42 12 25

2 中大 80.5 3 1 17 11 0 3 21.5 16 8 35 37.5 0 9 12 30.5 26

3 大東大 72 8 7 50 0 0 7 0 0 0 72 0 4 8 14 16 27

4 日体大 59.5 11 7 1 9 0 8 16.5 1 6 36 17.5 1 7 5 17 22.5

8 順大 35 0 20 5 0 0 0 0 10 0 25 10 1 5 0 13 17

国士大　４６８４ 中大　４６６１筑波大　５１７１ 中大　４８５６ 日体大　４８３７ 日大　４８３０ 東女体大　４８２７ 東学大　４７２４

早大　１ｍ６５

七種競技
松原　　　恵　２年 羽鳥　 玲奈　３年 中村　　　茜　４年 小谷野芽衣　３年 上谷　 茉綾　３年 高須賀眞子　４年 諏訪間恵美　４年

走高跳
伊藤　 明子１年　筑波大　１ｍ７０
菅沼　 美咲　３年　中大 　１ｍ７０

土川　 萌子　４年 予　依田友希奈　２年　ＮＭ

東海大　１ｍ７３ 聖学大　１ｍ７３ 中大　１ｍ７３ 筑波大　１ｍ７０ 筑波大　１ｍ７０

聖学院大

３′４３″１６ ３′４３″６０ ３′４３″７７ ３′４４″４８ ３′４４″４８ ３′４４″７１ ３′４８″０８ ３′５２″９５
4×400mR

日体大 都留文大　 青学大 筑波大 東学大

早大　５９″２１ 筑波大　５９″３３ 法大　５９″４５ 中大　５９″９８ 東学大　６０″６３ 東学大　６１″５５ 日体大　６０″８３ 青学大　４年　３１″３０
400mH

羽角　 彩恵　４年 伊藤　 明子　１年 川端　 涼夏１年 絹川　 友梨　４年 内山　 成実　１年 山下　 理花　３年 高橋　 美帆　４年 大森　 七瀬　４年

加藤　 玲奈　４年 照井 はるか　２年

大宅　　　楓　３年 北根万由佳　３年 山本　　　端　３年 予５　田中　 友里　２′１４″１８

日大　２′０３″９６ 順大　２′０４″２７ 筑波大　２′０６″８７ 筑波大　２′０７″３７
800ｍ

大森　 郁香　４年 伊藤　 美穂　４年 谷本有紀菜　４年 平野　 綾子　　２年 山田　　はな　２年

東学大　２′０８″７６ 日体大　２′０９″６３ 順大　２′１０″４３

東女体大　２４″７９

小枝　 理奈　２年

中村　 孝美　４年

森岡　 美紅　２年 羽角　 彩恵　４年

中大　２′１０″８２

東洋大　３４′５７″４５ 日体大　３５′０５″８６

田山　 満理　４年 二瓶　 優奈　３年

200ｍ 塩谷　寛美　２年 高森　 真帆　１年 長谷川美里　４年 牧野　 百恵　２年 松本沙耶子　１年

青木栄美花　４年 伊藤　 明子　１年

都留大　２４″５４

＜女子１部＞

金原　 莉沙　４年

筑波大　５４ｍ１６ 中大　５１ｍ９６ 国士大　５１ｍ５７ 国士大　５０ｍ７１ 筑波大　４９ｍ４５ 東女体大　４８ｍ０８ 聖学院大　４７ｍ０８ 東学大　４６ｍ５９

円盤投
知念　 莉子　　３年 磯部恵美利　４年

二方恵里奈　２年　 小池　 礼華　２年
やり投

久世　 生宝　２年 高橋　　　唯　２年 島袋　 優美　３年 斉藤真理菜　１年 鈴木　 愛弓　４年

柴沼　 千晴　３年 小林　　　恵　４年 樋川　 仁子　３年 決１０　清水　真実　２年　４０ｍ４７

中大　４３ｍ８６ 国士大　４２ｍ５６ 中大　４１ｍ４２

河相  郁美　４年 藤森　 夏美　１年 辻川美乃利　１年

筑波大　４６ｍ６９ 東女体大　４６ｍ０２ 筑波大　４５ｍ４１ 順大　４５ｍ２２ 筑波大　４４ｍ９２

大熊　　　菫　４年 　日体大　３ｍ４０ 清和大　３ｍ４０ 生島 弥歩　筑波大　１年　３ｍ３０日体大　３ｍ６５ 日体大　３ｍ５０ 早大　３ｍ５０

　茨城大　３ｍ４０ 小田嶋怜美　３年 藤井　 瑞紀　日女体大　１年　３ｍ３０

棒高跳
蕪野　 亜紀　１年 福島沙和子　３年 小山　 智子　３年 上原 あずさ　３年 山内　 裕香　３年

清和大　３ｍ７０

10000m
菊地　 優子　４年 疋田　 裕巳　４年 決２０　横馬　岬　４年　３６′５０″７７

大東大　３３′４４″７２ 白鳳大　３３′４６″８７ 玉川大　３３′４６″９９ 中大　３３′４７″１６ 大東大　３４′１８″９７ 大東大　３４′２９″２１

福内　 櫻子　３年 鈴木 ひとみ　４年 篠塚　 麻衣　４年 田山　 絵理　４年

予９  　西野　まほ　２年　４′４２″１２

順大　４′２９″７８ 東農大　４′３０″１１ 大東大　４′３０″６８ 立大　４′３１″３１ 日体大　４′３２″２９ 順大　４′３３″６０ 筑波大　４′３５″６７ 大東大　４′３６″４５

8 以降順大生

1500ｍ
伊藤　 美穂　４年 飯野　 摩耶　３年　 森　 智香子　４年 出水田眞紀　１年 高木　 佑里　４年 小林　 美貴　３年 谷本有紀菜　２年

1 2 3 4 5 6 7

池内英里香　４年

安西 この実　２年

福嶋　 美緒１年 準決５　佐藤　 美紗　４年　２４″８８（－０．３）

(＋0.7) 駿河大　２３″９２ 青学大　２４″２６ 日体大　２４″３２ 日体大　２４″５２

川﨑　 文香　４年

平国大　２４″６０ 都留大　２４″７７

100ｍ 土井　 杏南　１年 藤森　 安奈　２年 松本沙耶子　１年 高森　 真帆　１年 塩谷　 寛美　２年 島田　 沙絵　２年 池内英里香　４年 赤司 かずみ　４年 予４　　佐藤　 美紗　４年　１２″６７（-３．４）

(＋0.7) 大東大　１１″５９ GR 青学大　１１″９３ 都留文大　１２″００ 青学大　１２″０４ 駿河台大　１２″１０ 青学大　１２″１２ 都留文大　１２″２３ 城西大　１２″２６

400m
川端　 涼夏　３年 池嶋　 祥子　３年 大森　 郁香　４年 利藤野乃花　１年 工藤　 裕実　６年 新宅　 麻未　３年

法大　５６″００　 都留文大　５６″０７　 日大　５６″１２　 東学大　５６″７３　 慶大　５６″９１　 中大　５７″１５　 東学大　５７″３０　 青学大　５７″３９　

青学大　１４″１０ 横国大　１４″１１ 早大　１４″１４

100mH 田邉 ちひろ　４年 福部　 真子　１年 萩原　　 さや　４年 川村　 涼伽　２年 大村　 美香　１年

東学大 東女体大 筑波大

小柳　 結莉　３年 予５　佐々木里菜　４年　１４″７６

(＋2.7) 城西大　１３″６３ 日体大　１３″７８ 慶大　１４″０１ 中大　１４″０４

４７″９３ ５９″７９

中大　１４″３９

4×100mR
青学大 大東大 都留文大 埼大

内海　 智香　３年 風巻　 七海　１年 佐野　　　恵　２年

４６″１１ ４６″５８ ４６″８５ ４７″４９ ４７″６７

三段跳
宮坂　　　楓　４年 剱持　 早紀　２年 加藤　 玲奈　４年 森本麻里子　２年 一村　　リサ　３年 決１２　萩原　 瑞生　１年　１１ｍ７８(＋１．３)

横国大　１２ｍ９４（＋１．１） 筑波大　１２ｍ８０（＋５．０） 東海大　１２ｍ６７（＋２．５） 日女体大　１２ｍ６７（＋１．８） 電通大　１２ｍ５３（＋１．１） 東海大　１２ｍ３１（＋４．０） 中大　１２ｍ０５（＋１．４） 国士大　１２ｍ０２（＋１．７）

ﾊﾝﾏｰ投
勝山　 眸美　２年 大﨑　　 かな　４年 松崎　　　鈴　４年 犬伏　 志歩　３年 鳥越　 美穂　４年

筑波大　６０ｍ５６　GR，KR 筑波大　５５ｍ５５ 国士大　５２ｍ８７ 順大　５０ｍ４６ 東女体大　４９ｍ９６ 国士大　４８ｍ２３

佐藤　 真央　３年 小川　 瑞紀　４年 大和　 観月　１年 決１４　清水　真実　２年　３６ｍ５９

藤沼　 朱音　１年

流経大　４７ｍ９８ 流経大　４７ｍ９３

3000mSC
宮本　 淳美　４年 丹羽　 七海　１年

順大　１０′５３″６８

東学大　５ｍ７１（＋２．０）

吉岡奈津希　３年

清野　 華菜３年 決　大竹　 彩音　１年　DNS

森　 智香子　４年 瀬川　 帆夏　２年 大塚　 菜穂　３年

麻妻　 優萌　１年

小林　 美貴　３年 篠田由貴子　４年

岩崎　 幸菜　１年　

杉浦　 澄美　１年

中大 駿河大

大東大　９′５８″９８ UR 大東大　１０′２８″８７ 大東大　１０′３１″３２ 中大　１０′４１″４３ 中大　１０′４４″３４ 順大　１０′５５″１３

横国大　５ｍ８７（＋０．４） 平成国大　５ｍ７７（－１．０） 横国大　５ｍ７４（－０．７） 中大　５ｍ７１（ー０．７)

鈴木　 翔子　３年

東学大　１１′０２″４２

森岡　 美紅　２年 大窪海音香　３年
走幅跳

宮坂　　　楓　４年 淺野 えりな　４年 山田　　　優　２年

横国大　６ｍ０４（ー０．６） 中大　５ｍ９３（－０．３） 筑波大　５ｍ９１（－１．９）

東女体大　１３ｍ６８ 東海大　１３ｍ５８ 筑波大　１３ｍ３３
砲丸投

松田　 昌己　３年 齋藤　 早紀　２年 長沼　　　瞳　１年 樋川　 仁子　３年 知念　 莉子　３年 成毛　 真理　４年 佐賀依里子　３年 決１０　犬伏　 志歩　１２ｍ８９

国士大　１４ｍ９６ 東女体大　１４ｍ２７ 国士大　１４ｍ０３ 中大　１３ｍ９１ 筑波大　１３ｍ７２ 決１９　藤森　 夏美　１１ｍ９４



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 優勝数

1 筑波大院 23 7 0 0 3 0 0 6 7 0 10 13 6

2 日大院 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 3

3 国士大院 8 0 2 6 0 0 0 0 0 0 8 0 2

4 順大院 8 0 0 0 0 3 0 2 3 0 3 5 1

4 東大院 8 2 0 3 0 3 0 0 0 0 8 0 1

　決　　東中　 友哉M１　　NM

早大院　6449 東学大院　６２６４ 東学大院　６２６４ 東海大院　６０７０
十種競技

石井　 裕人　M２ 三村　 瑞樹　M1 岩科　　　怜　M２ 中嶋　 俊文　M１

日大院　７４ｍ２８　 筑波大院　６９ｍ０１ 順大院　６２ｍ８４ 筑波大院　５５ｍ３１ 埼大院　５２ｍ４８ 群大院　４８ｍ３５
やり投

今田　 直弥　Ｍ２ 眞里谷健司　Ｍ１ 山瀬　 貴雅　Ｍ１ ホアン テウェン　Ｍ１ 遠島　 隆行　Ｍ２ 須田　　　光　Ｍ１

筑波大院　６５ｍ５４　GR 東学大院　５４ｍ０６ 筑波大院　４８ｍ７７ 順大院　４２ｍ９４ 横国大院　３９ｍ８０

筑波大院　３８ｍ０２ 東大院　３６ｍ２６ 東学大院　３４ｍ４８

ﾊﾝﾏｰ投
保坂雄志郎　Ｍ１ 角田　 光洋　Ｍ１ 水島　　　淳　Ｍ１ 山瀬　 貴雅　Ｍ１ 久治　 佑樹　Ｍ２

須田　　　光　Ｍ１ 水島　　　淳　Ｍ１ 佐々木　 駿　Ｍ２ 角田　 光洋　Ｍ１

日大院　５０ｍ４３ 東海大院　４８ｍ８１ 筑波大院　４８ｍ３０ 順大院　４３ｍ５７ 群大院　４０ｍ００

埼大院　１１ｍ２４ 首都大院　１１ｍ２２ 東大院　ＮＭ

円盤投
犬伏　 拓巳　Ｍ２ 中津川真一　Ｍ 前田　　　奎　Ｍ２ 山瀬　 貴雅　Ｍ１

砲丸投
宮内　 育大　Ｍ２ 黒田　 章裕　Ｍ１ 須田　　　光　Ｍ１ 角田　 光洋　Ｍ１ 遠島　 隆行　Ｍ２

日大院　１７ｍ１８ 順大院　１５ｍ００ 群馬大　１３ｍ１３ 東学大院　１１ｍ６５

酒井　 美孝　Ｍ１ 佐々木　 駿　Ｍ２

筑波大院　７ｍ０８(－０．５)

200ｍ

5000ｍ

110mH

(-1.5)

近藤　 崇裕　Ｍ１

筑波大院　４８″１５ GR

筑波大院　７ｍ０６(＋０．１)

＜男子３部＞

横国大員　７ｍ３９(＋０．１)　ＧＲ 横国大院　７ｍ２２(－０．１) 東海大院　７ｍ２０(－１．０) 横国大院　７ｍ１７(＋０．４)

松浦　　　農　Ｍ１ 大枝　 優介　Ｍ１ 中　 宗一郎　Ｍ１

近藤　 健一　M1
10000mW

走幅跳

佐久間貴弘　M１ 増田　 結心　M１

順大院　４４′５７″６４ 東大院　４８′４０″３４

棒高跳
青柳　 達也　Ｍ２

東大院　４９′２０″３８

以降順大生

池上　 聖史　Ｍ１

100ｍ 伊藤　 太一　Ｍ１ 竹井　 尚也　Ｍ１ 西村　 三郎　Ｄ１

1 2 3 4 5 86 7

川人　 敏志　Ｍ１

(-2.0) 茨城大院　１０″９２　 東大院　１０″９９　 筑波大院１１″１０　 筑波大院　１１″３７

東工大院　３’５７”８５　 国士大院　４’０２”５６
1500ｍ

柴田　 幸樹　Ｍ１ 池上　 聖史　Ｍ１

国士大院　１４′５４″９０

佐渡　 夏紀　Ｍ２常磐　 春輝　Ｍ２新津　 裕大　M1 清水　　　樂　Ｍ２ 小西　 康道　Ｍ２

山梨大院　６ｍ８３(＋０．６) 東大院　６ｍ７３(＋０．６)

大室　 秀樹　Ｍ２ 粟野　 祐弥　Ｍ２ 赤木健太郎　Ｍ１ 川邊　 凱仁　Ｍ２ 布田　 健人　Ｍ１ 志田　　　望　Ｍ２ 小久保翔太　Ｍ１

筑波大院　１４″８５ 日体大院　１４″５１　 日体大院　１４″７７ 筑波大院　１４″７８ 横国大院　１４″８８　 東学大院　１５″１６　

早大院　４ｍ５０ 茨城大院　４ｍ３０ 東学大院　ＮＭ

三村　 瑞樹　Ｍ１石井　 裕人　M２

三段跳
松下　 翔一　Ｄ１ 清水　　　樂　Ｍ２ 益本　　　悟　Ｍ２ 横山　 巧機　Ｍ２ 中　 宗一郎　Ｍ１

筑波大院　１５ｍ３９（-0.5) 横国大院　１４ｍ８０(0.0) 日体大院　１４ｍ７４(0.0) 東学大院　１４ｍ４７(-0.4) 筑波大院　１３ｍ９１(-0.2)　

東大院　１５″６３

400mH
山田　 淳史　Ｍ１ 赤木健太郎　Ｍ１ 依田　 幸裕　Ｍ２

東海大院　５１″７５ 日体大院　５２″７９ 山梨大院　５４″３２

西村　 三郎　Ｄ１ 伊藤　 太一　Ｍ１

筑波大院　２１″７９（＋１．２） 茨城大院　２１″９１（＋２．４）

400m

800ｍ
嶋岡　 浩明　Ｍ１ 川﨑　 正悟　Ｍ１

上智大院　１′５６″９２ 千葉大院　１′５７″７３

東大院　６８′１６″
ハーフマラソン

秋山　 太陽　Ｍ２

走高跳
衛藤　　　昂　Ｍ２ 石橋　 哲也　Ｍ１

3000mSC
国士大院　９′２０″２８ 山梨学院大院　１０′０５″０２

池上　 聖史　Ｍ１

筑波大院　２ｍ２４ 順大院　１ｍ９３

上條　 俊之　Ｍ１


