
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 院

1 早大 69 8 16 13 3 8 11 10 48 21 3 3 24 18 16

2 日大 69 7 18 6 3 35 31 38 1 14 7 39 3

3 中京大 67 12 12 13 17 1 12 37 18 5 20 24 5

4 東海 60 3 6 8 5 28 10 22 38 1 6 10 20 19

5555 順大順大順大順大 58585858 8888 10101010 4444 2222 5555 5555 12121212 9999 3333 34343434 21212121 5555 10101010 14141414 11111111 13131313

6 筑波 48 9 5 4 2 15 9 4 20 24 1 8 12 26

7 中大 47 8 7 9 16 6 1 40 7 3 18 1 12

8 福岡大 28 6 2 20 8 20 1 19 9

飯塚飯塚飯塚飯塚　 　 　 　 篤之篤之篤之篤之③③③③　　　　決決決決12121212）　）　）　）　66666666mmmm50505050

七尾七尾七尾七尾　　　　　　　　　　　　紘紘紘紘③③③③予予予予21212121）　）　）　）　55555555ｍｍｍｍ14141414

越川越川越川越川　 　 　 　 大紀大紀大紀大紀②②②②　　　　決決決決　　　　19191919）　）　）　）　15151515mmmm05050505（（（（++++3333....0000））））

赤羽赤羽赤羽赤羽　 　 　 　 力也力也力也力也④④④④　　　　決決決決　　　　23232323）　）　）　）　14141414mmmm99999999（（（（++++1111....5555））））

山瀬山瀬山瀬山瀬　 　 　 　 貴雅貴雅貴雅貴雅②②②②　　　　決決決決22222222))))　　　　42424242mmmm52525252

丸山丸山丸山丸山　 　 　 　 祐貴祐貴祐貴祐貴④④④④　　　　予予予予7777））））14141414″″″″77777777（（（（++++0000....8888））））

伏見伏見伏見伏見　 　 　 　 嘉恭嘉恭嘉恭嘉恭④④④④　　　　予予予予4444）　）　）　）　51515151""""34343434

順大順大順大順大　　　　予予予予6666）　）　）　）　3333′′′′11111111″″″″52525252

藤田藤田藤田藤田　 　 　 　 恵輔恵輔恵輔恵輔④④④④　　　　決決決決20202020）　）　）　）　2222mmmm00000000

東海大　15m78 法大　15m77 慶大　15m69 国士大　15m63

和地　 奏多② 三村 　幸輝② 秋本 　壯樹③

伊藤 　太一④

砲丸投
豊里　　  健④ 宮内 　育大③ 中村 　太地①

鹿屋体大　16m74 日大　16m53 国士大　15m98

星陵大　15m61（+1.9）

有田　 壮志④ 皆川　 澄人③

山本 　聖途② 松澤 ジアン 成治① 近藤　 清貴②

中京大　5m15 早大　5m10 筑波大　5m10

中京大 東海大 慶大 日大

400mH

4×400mR
中大 早大　

立命大　50"12 至学館大　50"57

青学大　14′07″47

福岡大　29′23″99 早大　29′29″45

国士大　51"56

東海大　13"98

法大　49"82 中京大　49"90 中大　50"06

岸本 　鷹幸③ 安部 　孝駿② 舘野　 哲也② 小西 　勇太③ 天野 　裕太③

大迫　　　傑② 窪田　　  忍② 佐藤　 佑輔③

駒大　13′54″00 創学大　13′54″76 早大　13′55″22 駒大　13′56″62 順大順大順大順大　　　　14141414′′′′02020202″″″″65656565 中大　14′04″30

800ｍ

5000ｍ
村山　 謙太① ｼﾞｮｾﾌ･ｵﾝｻﾘｺﾞ①

慶大　1′50″24 東北学大　1′51″17 岐阜経大　1′52″17 早大　1′52″47筑波大　１′49″00 日大　1′49″22 順大順大順大順大　　　　1111′′′′49494949″″″″49494949 日体大　1′49″97

笹村 　直也②

大東大　46″90

鈴木　 慶太② 久我アレキサンデル④

羽根 　聖也④ 伊藤 　太一④

(+0.0) 中大　20"67 中京大　20"87 立命大　21"07 日体大　21"11 茨城大　21"14

200ｍ 飯塚 　翔太② 屋貝 　博文③ 堀江新太郎③

4×100mR

鈴鹿高専　2m22 順大順大順大順大　　　　2222mmmm19191919 東海大　2m19

東洋大　42′18″17

衛藤　　昂S①

10000mW
東海大　41′42″70 山梨学大　42′10″02

39″32

走高跳

早大　5m40 福岡大　5m30 中京大　5m30
棒高跳

笹瀬 　弘樹④ 原田　 尚明④

松下松下松下松下　 　 　 　 祐樹祐樹祐樹祐樹②②②②

新井  涼平② 長谷川鉱平③

順大順大順大順大　　　　6770677067706770点点点点

大体大　68m19

十種競技
国士大　7289点 中京大　7206点

ディーン 元気② 今田 　直弥③ 佐藤 寛大M①
やり投

早大　75m71 日大　75m63 仙台大　74m35

知念知念知念知念　　　　　　　　　　　　雄雄雄雄③③③③ 欅田  祥太③ 浅野　 和正④

松田 　史也④

鹿屋体大　61ｍ04 中京大　59ｍ79順大順大順大順大　　　　62626262ｍｍｍｍ69696969

国士大　70m95 大体大　70m45

筑波大　61ｍ37

齋藤 　文孝①

廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬　 　 　 　 健一健一健一健一④④④④

日大　68m56 早大　68m36

保坂雄志郎②

神崎 　真悟②

同大　15m56（+0.9）浜松大　15m61（+1.4）

中村　 一裕③

安藤 　太一③

米沢茂友樹②

順大順大順大順大　　　　15151515mmmm29292929

石﨑 　　 暁② 七尾七尾七尾七尾　　　　　　　　　　　　紘紘紘紘③③③③

日大　64ｍ36 鹿屋体大　63ｍ43

中平 圭祐M②

中津川真一②

岡部 　優真③ 長谷川大悟④ 山﨑　 幸太④
三段跳

小野 　真弘④

福岡大　16m30（+1.5）

順大順大順大順大　　　　61616161ｍｍｍｍ13131313

円盤投

筑波大　15m73（+0.7）

秋場　 堅太①

ﾊﾝﾏｰ投

堤　　雄司④ 犬伏 　拓巳③ 桜井　  徹M①

松下 　翔一④ 高橋　 卓磨③ 松下　　 元④

東海大　7ｍ58（+1.7）日大　7ｍ60（+0.6）
走幅跳

西海西海西海西海　　　　　　　　　　　　亮亮亮亮①①①①

福岡大　7ｍ65（+1.5） 東北福大　7ｍ64（+0.6）

辻　　　将也④

順大順大順大順大　　　　7777ｍｍｍｍ54545454（（（（++++0000....7777））））大東大　7ｍ93（+1.5） 天理大　7ｍ72（+1.6）東海大　7ｍ90（+0.8）

小西 　康道③ 佐々木　秀④

順大順大順大順大　　　　2222mmmm13131313 東海大　2m13中京大　2m13

中京大　5m20

土井　 翔太③ 横山　 貴春④ 西澤西澤西澤西澤　 　 　 　 直希直希直希直希④④④④

順大順大順大順大　　　　5555mmmm10101010

39″6139″6139″6139″61

小野田学登小野田学登小野田学登小野田学登④④④④ 舟瀬 　勇太④

39″65 39″88 39″89

戸邉 　直人②

3′07″853′06″65 3′07″58 3′08″82

東　　　孝一④

筑波大　2m13

奈良産大　9′03″39

中大

木村 　洋介木村 　洋介木村 　洋介木村 　洋介①①①①　　　　DSQDSQDSQDSQ

上田 勝也上田 勝也上田 勝也上田 勝也MMMM②②②② 長岩 　大樹④

順大順大順大順大　　　　42424242″″″″29292929″″″″52525252

鈴木 　基文鈴木 　基文鈴木 　基文鈴木 　基文④④④④　　　　DSQDSQDSQDSQ井上　 宗治③

山梨学大　43″12″10 びスポ大　43′14″93

慶大

大迫　 祥太④山口 　浩勢②

龍谷大　9′10″26

天野 　正治④

順大順大順大順大 法大 日大

関学大　9′04″19城西大　9′03″06

小林　 　貢④

中大　50"76

早大

記野 　友晴④

京産大

三宅 　修司④

福岡大　51"45

横山 　　 築④

東学大　43″12″62 日体大　43′43″16

丸尾　 知司②

40″17

村上 　格④

3′08″16

筑波大 愛教大

立命大　14"30

田村 　優宝③

中大　9′08″53 日大　9′09″63

森田森田森田森田　 　 　 　 俊一俊一俊一俊一④④④④

筑波大　14"12 順大順大順大順大　　　　14141414""""26262626

和戸 　達哉③ 大室 　秀樹③

早大　14"23(+0.0) 青学大　13"80

110mH 佐藤　大志③ 秋山　 大輔③ 三田　恭平②

梅木 　侑介②

山本　 修平① 矢野　 圭吾②

立命大　3′51″07

的野的野的野的野　 　 　 　 遼大遼大遼大遼大①①①①

平賀 　翔太③

丹治 　史弥④今崎　 俊樹③

出岐　 雄大④

日大　14′04″86

順大順大順大順大　　　　3333′′′′49494949″″″″09090909 筑波大　3′51″51

田中田中田中田中　 　 　 　 秀幸秀幸秀幸秀幸③③③③ 棟方 　雄己④

流経大　3′51″17

東海大　21"19 順大順大順大順大　　　　21212121""""21212121 東北福大　21"34

岡﨑　達郎④

早大　29′33″57 日体大　29′35″42 大東大　29′38″88

市田　　　宏①

廣瀨 　英行④牧野　　　武③

DNS

茨城大　10″80

田嶋　 和也③ 中村中村中村中村　 　 　 　 圭佑圭佑圭佑圭佑②②②② 渡邉 和也M①

早大　47″75

籾木 　勝吾②

中京大　47″05

中島 　雅遼③

神戸大　10″86

100ｍ 小谷 　優介④

(-1.9) 立命大　10″51 慶大　10″54 順大順大順大順大　　　　10101010″″″″70707070

山縣　 亮太① 草野 誓也草野 誓也草野 誓也草野 誓也MMMM②②②②

1111 2222 3333 66664444 5555 順大生結果順大生結果順大生結果順大生結果・・・・補足補足補足補足

ハンマー投予選：KKWING投擲競技場

第80回日本学生陸上競技対校選手権大会
＜決勝結果＞

期日：平成23年9月9日(金)～11日（日）
場所：KKWING

＜男子＞

京教大　10″74 関学大　10″75

伊藤 　太一④ 田口　 博崇④

中京大　10″81

88887777

九鬼　 靖太④ 吉坂 　直人① 森本　 克貴②

早大　46″61 東北福大　46″85

日大　28′45″74 創学大　29′05″46

愛教大　46″33 日体大　46″59

中村　康宏③ 川元　　  奨① 岡岡岡岡　　　　　　　　　　　　昇平昇平昇平昇平③③③③ 松本　圭介③

中野 弘幸M① 長島　 正憲③ 浦野 　晃弘③ 渡邉 和也M①

平国大　7600点 中京大　7576点

東海大　16m24（+0.5）

大体大　65ｍ68

音部　 拓仁④ 中村　 明彦③

柏村　 亮太②

NGR

赤穂　 弘樹④

下野伸一郎③

髙山髙山髙山髙山　　  　　  　　  　　  豊豊豊豊②②②② 元吉 　雄基①

3′06″00 3′06″12 3′06″61

西塔　拓己①勝木 　隼人③ 青野 　大地④

三浦 　孝宗④

平田　 啓介②

丹治 　史弥④

中京大

38″85 39″29

日大　29′25″07

中京大　13"99

矢澤　　航② 今関　 真悟④

法大　13"88

関学大　6999点 順大順大順大順大　　　　6925692569256925点点点点

高橋　　　尚④ 広野　 雄大④ 林田 章紀林田 章紀林田 章紀林田 章紀MMMM②②②②

ｼﾞｮｾﾌ･ｵﾝｻﾘｺﾞ①

1500ｍ
大迫　　　傑②

筑波大　7068点

3000mSC

東海大　2m16

中大　15m84（+3.4） 筑波大　15m73（+1.1）

監物 　稔浩③

知念知念知念知念　　　　　　　　　　　　豪豪豪豪②②②②　　　　決決決決14141414))))　　　　45454545mmmm84848484

400m

中西　 拓郎③

城西大　3′47″70環太平洋大　3′46″91

岡﨑 　達郎④

早大　3′45″06 早大　3′45″17

10000m
ｶﾞﾝﾄﾞｩ･ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ③

村田　　　龍M② 二枚田一平③

筑波大　9′04″95

吉田 　貴大③代田 　修平②

拓殖大　9′10″29

中大路佳寿③

尾又 　平朗④

※※※※川面 聡大川面 聡大川面 聡大川面 聡大④④④④（（（（中大中大中大中大）　）　）　）　DSQDSQDSQDSQ

秋元秋元秋元秋元　 　 　 　 延大延大延大延大ＭＭＭＭ②②②②　　　　準準準準6666）　）　）　）　21212121""""41414141（（（（++++0000....7777））））

川村川村川村川村　 　 　 　 卓也卓也卓也卓也④④④④　　　　予予予予6666）　）　）　）　21212121""""81818181（（（（++++0000....4444））））

※※※※立命大立命大立命大立命大　　　　DSQDSQDSQDSQ

髙橋髙橋髙橋髙橋　 　 　 　 友輝友輝友輝友輝MMMM②②②②　　　　決決決決12121212）　）　）　）　5555mmmm00000000

国士大　55m52 日大　51m66 流経大　50m42 筑波大　49m38 日大　49m02 東海大　48m12 東海大　46m76 中大　46m62 小林小林小林小林　 　 　 　 寛雅寛雅寛雅寛雅①①①①　　　　決決決決19191919）　）　）　）　44444444mmmm78787878


