
期日： 令和元年7月13日(土)
場所： 千葉県総合スポーツセンタ陸上競技場

フリガナ 順位 校名 総合 短距離 中距離 長距離 障害 リレー 跳躍 投擲 優勝 トラック トラック順位 フィールド フィールド順位 １年 ２年 ３年 ４年 M1 M2

トウカイ 1 東海大 178.5 22 22 18 22 10 43.5 41 9 94 2 84.5 1 29 51 46 32 6 2

ニホン 2 日大 152 30 14 30 8 15 26 29 3 97 1 55 2 25 45 34 30 0 0

ジュンテンドウ 3 順大 142 25 22 10 18 15 30 22 4 90 3 52 3 5 34 36 50 2 0

ツクバ 4 筑波大 90.5 12 7 5 16 8 17.5 25 1 48 4 42.5 4 19 9 17 23 14 0

チュウオウ 5 中京大 65 14 0 0 5 10 21 15 1 29 6 36 5 0 23 14 18 0 0

ニホンタイイク 6 日体大 49 4 7 9 3 8 6 12 1 31 5 18 6 3 6 18 6 8 0

第32回六大学対校陸上競技選手権大会
決勝結果一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 順大生結果・補足

予）根本　 万大③　10.59（0.0）　1組1着Q
予）木下　 裕貴③　10.63（0.0）　2組2着Q
予）藤田　 祥平③　10.98（0.0）　3組6着(-0.7) 東海大　10.55 順大　10.55PB 順大　10.62 中京大　10.63 日大　10.67 筑波大　10.69 日大　10.70 日体大　10.72

100m 田村　紀樹③ 根本　万大③ 木下　裕貴③ 杉本　大騎② 田中　佑典③ 岡田　和士② 堤　　剛④ 田中　壮一郎③

予）小澤　 優太④　21.12（+0.1）　1組1着Q
予）瀬尾　 英明①　21.43（-1.1）　2組1着Q
予）鷲尾　 智樹②　22.28（0.0）　　3組6着(-1.6) 順大　21.28 中京大　21.57 筑波大　21.7 東海大　21.73 日大　21.84 日体大　22.16 日大　22.59 　

200m 小澤　優太④ 佐藤　智博② 薬師寺　亮M1 髙松　祐孝④ 森　　佑貴④ 林　　拓優② 村上　亮人③

宮野　一輝④ 染谷　　翔④ 　49.21　1組4着
金田　 理希①　49.81　3組5着東海大　47.39 日大　47.64 日大　47.94 日大　48.02 順大　48.11 筑波大　48.16

梅谷　穗志亜② 井上　大地② 渡邉　楽久④ 小泉　拓海③ 松岡　知紀①

中京大　48.18 東海大　48.42

800m
高山　裕樹② 三上　椋平③ 根本　大輝② 大月　海世③ 村里　春樹① 尻屋　友誠③ 田口　雄貴②

400m
生亀　幸輝② 藤原　将司③

岡　裕一朗③
吉村　 佳祐M2　1.56.08　3組3着

日大　1.51.31 順大　1.51.99 順大　1.52.80 日体大　1.53.35 日大　1.54.28 東海大　1.54.82 日大　1.55.11 筑波大　1.55.17

小林　竜也①

森　優太④　3.55.40　9着東海大　3.50.65 東海大　3.51.20 順大　3.51.37 筑波大　3.51.38 東海大　3.52.18 順大　3.52.28PB

市村　朋樹② 花牟礼　隆太① 原田　凌輔② 相澤　拓実④ 脇坂　進之介①

日体大　3.52.31 筑波大　3.55.27

3000m
河野　遥伎④ 関沼　和暁③ 山本　起弘② 小林　陸大③ 松尾　拓実③ 猿橋　拓己③ 竹村　拓真①

1500m
藤曲　寛人④ 藤本　珠輝①

宇留田　竜希① 四釜　 峻佑①　8.36.81　10着
荒木　 勇人①　8.50.68　15着
白鳥　 優人①　8.53.51　16着東海大　8.27.89 日大　8.29.77 日大　8.30.16 日大　8.30.21 日体大　8.31.73 筑波大　8.32.72 東海大　8.33.07 東海大　8.33.87

山口　大我③ 予）森田　 翔音②　14.74（-0.9）　1組5着
予）山口　 大我③　14.63（-0.7）　2組4着ｑ
予）八代　 貢輝③　14.59（-0.8）　3組2着Q(-1.6) 東海大　14.14 東海大　14.25 東海大　14.39 筑波大　14.52 順大　14.58 筑波大　14.69 日大　14.79 順大　14.86

110mH 河嶋　亮太③ 吉田　昂央④ 鈴木　祐成② 阿部　龍斗① 八代　貢輝③ 久保田　太一① 山下　朋紀①

400mH
新城　雄基M1 岩﨑　崇文④ 三好　蓮④ 髙橋　舞羽② 濱村　一輝④ 小野　浩介③ 大串　弦徳② 岩渕　颯耶①

浅子　 隆一④　53.65　1組5着
筑波大　51.32 順大　51.73 順大　52.06 中京大　52.09 日大　52.18 日体大　52.33 日大　52.74 東海大　53.07

今村　真路①
清水　陽斗①　9.29.45　11着

日大　9.00.67 順大　9.03.37 東海大　9.08.26 日体大　9.08.53 日大　9.13.76 順大　9.15.20

川上　瑠美梨① 榎本　大倭② 杉本　将太① 小松　直生③ 大倉　真亜玖②

筑波大　9.17.70 東海大　9.22.71

4×100mR
順大 日大 東海大 日体大 中京大 筑波大

3000mSC
森下　舜也③ 杉山　魁声②

根本③-瀬尾①－小澤④-木下③
39.42 40.16 40.2 40.47 40.67 40.85

油井M2-松岡①-天野①-染谷④
3.10.24 3.10.56 3.13.14 3.13.51 3.14.35 3.15.01

日大 順大 中京大 筑波大 東海大
4×400mR

日体大

吉野　 晋平①　2ｍ00　9位
今井　 朋樹①　2ｍ00　11位
髙橋　 宗聖②　1m95　15位東海大　2m10 日大　2m10 中京大　2m00

棒高跳
石川　拓磨④ 渡邊　宥磨① 林　　大樹④ 奥　　吏玖② 小木曽　光④

走高跳
渡辺　尚② 平塚　玄空④ 福岡　秀太③

高橋　翔大④ 髙橋　義貴M2 菅　颯一郎②筑波大4ｍ80 石丸　 颯太③　4ｍ80　10位
内田　 涼太④　4ｍ80　13位中京大　5m20 日大　5m10 日体大　5m10 順大　5m00 吉田賢明③日大4ｍ80

走幅跳
伊藤　孝太郎③ 津藤　広夢② 宮内　勝史④ 高山　倭④ 畑中　慎也③ 稲川　尚汰④ 川﨑　海渡① 藤内　雄大②

錦織　　　岳①　NM
東海大　7m64(+0.6) 順大　7m62(+2.2) 筑波大　7m54(+.17) 日大　7m52(+1.2) 日大　7m38(+2.6) 順大　7m35(+3.0) 東海大　7m23(+2.0) 筑波大　7m21(+.1.8)

外所　晴貴①
大坂　 智哉③　全B

順大　15m61(0.0)PB 東海大　15m44(+1.8) 順大　15m39(+0.3) 筑波大　15m36(+.1.8) 東海大　15m29(+1.8) 東海大　14m76(+1.4)
三段跳

大坂　智哉③ 一戸　和成③ 野﨑　千皓④ 松田　基① 石川　龍佑②

順大　14m47(+0.5)

砲丸投
岩佐　隆時③ 國司　裕通② 寒河江　翼④ 夏井　勇輝① 岩本　高希② 田代　寛治④ 甲斐　達也②

福島　弦也④ 津曲　章太③

髙野　 一路③　13ｍ81　10位
東海大　16m52 日大　14m94 順大　14m71PB 東海大　14m58 日大　14m50 順大　14m41 東海大　14m36 筑波大　14m17

谷中　宏太朗④

篠﨑　 亮介②　42ｍ39　10位
田村　 勇太④　42ｍ15　12位
寒河江　 翼④　41ｍ66　15位東海大　49m00 筑波大　7m96 筑波大　47m92 日大　47m53 中京大　47m41 東海大　46m42

円盤投
飛川　龍雅② 髙橋　史門③ 長谷川　祥大④ 阿部　敏明② 中井　康二③

日体大　44m88

今井　慎太朗①

ハンマー投
伊東　優成④ 山本　令央③ 中村　美史② 岩田　知大④ 福田　翔大① 石川　諒② 富永　天平③

菊池　颯太③ 田中　豪④

藤本　 圭吾④　55ｍ03　9位
順大　62m51 日大　59m42 中京大　59m41 筑波大　59m33 日大　58m54 順大　58m41 筑波大　56m32 東海大　56m16

岩﨑　瑞生④

福岡　　　駿①　55ｍ27　13位
笹木　 駿佑①　53ｍ34　15位日体大　67m48 東海大　66m80 東海大　66m22 中京大　65m97 筑波大　65m60 日体大　63m12

やり投
山田　舜M1 山口　智弘② 佐道　隼矢M1 相澤　潤一郎③ 小山　水晶③

東海大　60m46

元木　虎太郎③紺野　岬② 谷場　雅之M1

井戸田　魁④ 藤井　稜真① 太田　蒼④

中京大　2m05 筑波大　2m05 東海大　2m05

順大　63m07

日大　45m51

中京大　14m59(+1.6)

中京大　5m00 東海大　5m00 東海大　4m90

高橋　佳五③　東海大　2ｍ00
橋本　　陸④　日大　2ｍ00


