
期日： 平成28年9月02日(金)～04日（日）

場所： 熊谷スタジアム

第85回日本学生陸上競技対校選手権大会
＜決勝結果＞

＜男子＞

1 2 3 4 5 6 7 8 順大生結果・補足

東洋大　１０″０８ 法政大　１０″２８ 関西学院大　１０″３０ 法政大　１０″３４ 日本大　１０″３４ 筑波大　１０″４３ 東北大　１０″４４ 中央大　１０″４５

100ｍ
（+1.1）

桐生　 祥秀③ 長田　 拓也④ 多田　 修平② 大瀬戸一馬④ 大嶋　 健太① 魚里　 勇介④ 宮崎　 幸辰④ 竹田　 一平②

200m 桐生　 祥秀③ 川瀬　 孝則④ 橋元　 晃志④ 山下　　　潤① 小池　 祐貴③ 魚里　 勇介④ 谷口耕太郎④ 西端　 公志②

(-0.1) 東洋大　２０″６０ 日本体育大　２０″８２ 早稲田大　２１″０１ 筑波大　２１″０２ 慶應義塾大　２１″２７ 筑波大　２１″２７ 中央大　２１″３０ 関西学院大　２１″３４

ウォルシュジュリアン② 小林　 直己④ 山木　 伝説③ 板鼻　 航平④ 堀井　 浩介④ 加藤　 修也③ 酢崎　 充洋③ 古川　 慶次②

東洋大　４５″９３ 東海大　４６″８７ 日本大　４６″８９ 　順大　４６″９３ 城西大　４６″９７ 早稲田大　４７″０３ 日本大　４７″１８ 新潟医療福祉大　４７″６８

三武　　　潤④ 市野　 泰地④ 田母神一喜① 村島　　　匠③ 新安　 直人M1 齋藤　 未藍③ 渡邊　 悠弥④ 白石　 浩之④

日本大　１′４９″１８ 岐阜経済大　１′４９″２１ 中央大　１′４９″５８ 順大　１′５０″０９ 順大　１′５０″１４ 青山学院大　１′５０″８４ 日本大　１′５０″９３ 順大　１′５６″３７

齋藤　 雅英① 舟津　 彰馬① 林　 竜之介④ 才記　 壮人④ 田母神一喜① 仲村　 尚毅③ 冨原　　　拓① 大手　 敬史④

早稲田大　３′５０″０１ 中央大　３′５０″７０ 東海大　３′５０″９０ 筑波大　３′５１″９４ 中央大　３′５２″２５ 関西学院大　３′５２″３１ 中央大　３′５２″４６ 日本体育大　３′５２″４８

パトリックマセンゲワンヴィ② 石川　 颯真④ 一色　 恭志④ 新迫　 志希① 平　　　和真④ 田村　 和希③ 關　　　颯人① 鬼塚　 翔太①

日本大　１３′５１″９９ 日本大　１３′５３″８６ 青山学院大　１３′５４″６０ 早稲田大　１３′５５″３４ 早稲田大　１３′５７″７０ 青山学院大　１３′５８″１６ 東海大　１３′５９″６９ 東海大　１４′０２″６８

パトリックマセンゲワンヴィ② ドミニクニャイロ② 武田凛太郎④ ジェフリギチア② 井戸　 浩貴④ 富安　　　央③ 松井　 将器M1 上田　 健太③

日本大　２９′００″５１ 山梨学院大　２９′０８″３８ 早稲田大　２９′２５″９５ 第一工業大　２９′４６″１５ 早稲田大　２９′４６″４１ 日本体育大　２９′４８″６７ 東京工業大　２９′４８″７５ 山梨学院大　２９′５８″３７

110mH 高山　 峻野④ 古谷　 拓夢② 栗城アンソニー② 金井　 大旺③ 鍵本　 真啓③ 矢田　　　弦④ 竹吉　 大記④ 野本　 周成③

(-1.9) 明治大　１４″０２ 早稲田大　１４″０９ 国際武道大　１４″１１ 法政大　１４″２５ 立命館大　１４″３２ 東京学芸大　１４″４０ 早稲田大　１４″４６ 早稲田大　１４″５０

上野　 晃平④ 野口　　直人④ 濱井　 涼介④ 山本　 竜大① 鍜治木　 崚③ 髙田　 一就① 坂梨　 雄亮③ 田辺将大良④

同志社大　４９″６９ 順大　５０″１３ 法政大　５０″５１ 日本大　５０″５５ 城西大　５０″８８ 法政大　５０″９０ 中央大　５０″９２ 中央大　５１″０８

塩尻　 和也② 石橋　 安孝④ 宮城　 壱成④ 三上　 嵩斗② 矢ノ倉　 弦③ 大木　 皓太① 野田　 一輝① 中野　　　光④

順大　８′３８″２７ 東海大　８′４３″９２ 東海大　８′４４″０６ 東海大　８′４６″３８ 山梨学院大　８′４９″０４ 早稲田大　８′５４″１８ 順大　８′５４″９７ 大東文化大　８′５６″８２

中央大 筑波大 日本大 法政大 東海大 日本体育大 大東文化大 東洋大

３８″９２ ３９″２３ ３９″４４ ３９″５１ ３９″６３ ３９″７５ ３９″７７ ４８″７１

東洋大 日本大 法政大 城西大 順大 大東文化大 早稲田大 駿河台大

３′０５″４８ ３′０６″４２ ３′０６″６０ ３′０６″７６ ３′０６″９０ ３′０６″９３ ３′０７″０１ ３′０９″４８

山西　 利和③ 及川　 文隆③ 山田　 康太④ 野田　 明宏③ 菅浪　 裕也③ 塩島　 亮太④ 楜澤　 湧希③ 青山　 福泉②

京都大　４０′３８″０１ 東洋大　４０′４９″８５ 順大　４１′１０″５０ 明治大　４１′５３″９２ びわこスポ大　４１′５８″３３ 明治大　４２′３０″３９ 国士舘大　４２′３５″６６ 東学大　４３′１５″４６

松本　 修一② 中島　 大輔③ 蛭子屋雄一② 瀬古　 優斗① 山口　 航平④

福岡大　２m２１ 日本大　２m１８ 中京大　２m１５ 中京大　２m１５ 摂南大　２m１０

　　真野　 友博②　　　　　大田　 和宏③　　　　　水谷　　　來②
　　福岡大　　　　　　　　　 金沢星陵大　　　　　　 中京大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２m１０

鈴木　 康太③ 山方　 諒平M2 来間　 弘樹③ 植松　 倫理④ 澤　　　慎吾② 髙田　　　凌④ 桃原　　　傑④ 山本　 智貴M2

中京大　５m４５ 大阪教育大　５m４０ 　順大　５m４０ 筑波大　５m３０ 日本大　５m３０ 中京大　５m３０ 福岡大　５ｍ２０ 日本体育大　５ｍ２０

城山正太郎④ 山川　 夏輝③ 小田　 大樹③ 藤原　 駿也④ 山本　 凌雅③ 毛呂　 泰紘④ 佐久間滉大② 坂田銀次郎③

東海大北大　７m９３（＋０．２） 日本大　７m９２（－０．８） 日本大　７m８９（＋０．２） 広島経済大　７m８８（＋０．６） 順大　７m８４（＋０．１） 順大　７m８０（－０．５） 法政大　７m７５（＋２．２） 法政大　７m６６（－０．６）

山本　 凌雅③ 中山　 昂平④ 宮田　 弘輝④ 青野　 祐也④ 髙橋　 佑悟③ 川島　 鶴槙② 森下　 浩平④ 許田　 悠貴②

　順大　１６m５８(０.０) 中京大　１５m９２(-０.６) 関西大　１５m９１(-１.８) 　順大　１５m９１(+０.５) 立命館大　１５m９０(+１.４) 　順大　１５m８５(+１.０) 関西学院大　１５m８５(+０.４) 鹿屋体育大　１５m７３(+０.５)

武田　 歴次③ 森下　 大地④ 鈴木　 愛勇M1 幸長　 慎一① 村上　　　輝③ 赤間　 祐一③ 米沢茂友樹M2 石山　　　歩②

日本大　１７m６０ 筑波大　１７m５４ 日本大　１７m１９ 四国大　１６m８５ 国士舘大　１６m７４ 筑波大　１６m５８ 東海大　１６m１２ 中京大　１５m７６

米沢茂友樹M2 安藤　　　夢② 安部　 宏駿M1 幸長　 慎一① 谷口真太郎M2 鈴木　 佑弥③ 川尻　 涼介③ 小林　 寛雅M2

東海大　５６m３９ 東海大　５２ｍ４４ 日本大　５０m６５ 四国大　５０m５８ 国士舘大　４９m６９ 日本大　４８m６７ 中京大　４８m３８ 　順大院　４８m２９

大阪体育大　７０m８１

内堀　 弘樹③ 植松　 直紀④ 墨　　　訓煕M1 奥村　 匡由④ 金原　 裕太④ 岡野　 敬史④ 篠田　 大貴④ 藤岡　 眞也③

九州共立大　６５m７３ 中京大　６５m３１ 中京大　６５m１１ 流通経済大　６３m５２ 京都産業大　６２m７１ 順大　６２m３４ 岐阜経済大　６２m１０ 順大　６１m８９

降矢　 恭平③　予）１４″３１　４着　準）　１４″２１　７着
藤井　 亮汰②　予）１４″２１　３着　準）　１４″７３　８着
田上　　　駿①　予）１４″３１　５着　準）　１４″１６　４着

續木　 悠也②　予）９′１６″２２　６着
塩尻　 和也②　予）８′５７″３０　４着
野田　 一輝①　予）８′５８″５７　５着

小池　　　輝M1　２m０５　２６位
角田　 滉貴①　NM

野口　 直人④　予）５０″５４　１着
勝元　 森羅②　予）５１″８９　６着

川崎　 和也M2 潮﨑　　　傑② 柏倉　 飛鳥④ 右代　 啓欣④ 坂本都志記④ 森本　 公人M1 下司　 剛久④ 乾　　　颯人②

中村　 克也③ 森　　　　 秀② 寒川建之介④ 水野　 佑哉② 小南　 拓人③ 中澤　　　密M2 小椋　 健司③ 冨安　 浩太④

九州共立大　７７m７９ 日本大　７４m７２ 大阪体育大　７４m７１ 岐阜経済大　７４m６１

佐川オタビオ②　 予）１０″５２　　３着
　　　　　　　　　　   準）１０″７２　　８着
犬塚　　　渉①     予）１０″６５　　５着

10000ｍ

北川　 貴理②　　予）４７″２９　２着
油井　 快晴③　　予）４７″７９　３着

新安　 直人M1 予）１′５１″０１ １着 準）１′５１″００　２着
白石　 浩之④　予）１′５４″６３ ３着 準）１′５０″３８　２着
村島　　　匠③　予）１′５１″７９ １着 準）１′５１″７８　１着

梅谷　 健太②　　予）４′０１″８２　12着
安斎　　　宰④　　予）DNS

塩尻　 和也②　DNS

予）　４０″１０　３着

高政　 知也M1　７m３３（+０.４）　２１位

近藤　　　廉④　予）１４m７６　２２位

800m

1500ｍ

5000ｍ

400ｍ

400mH

三段跳

棒高跳

3000mSC

4×100ｍR

走幅跳

北川　　　翔③　予）　２１″５３　７着
犬塚　　　渉①　予）　２１″２３　３着　準）　２１″４５　３着
小澤　 優太①　予）　２１″１１　１着　準）　２１″４５　６着

栃木　　　渡③　　３０′４９″１７　１６着
花澤　 賢人③　　３１′１５″３０　２０着
塩尻　 和也②　　DNS

予）　３′０８″３７　１着

後藤　 秀斗M1　４４′４１″６０　１３着

村中　 智彦M1　７０６８点　１１位十種競技

ハンマー投

円盤投

やり投

10000ｍW

4×400mR

走高跳

砲丸投

近藤　　　廉④　　予）４８ｍ９０
　　　　　　　　　　　決）NM
篠崎　 拓郎③　　予)４５m９７　16位

梅山　 陽介③　予）５４m６１　２６位

鹿屋体育大　７２１７点順大　７６６５点 日本大　７４２２点 東京学芸大　７４００点 国士舘大　７２２７点 大阪教育大　７１４５点 関西学院大　７１４４点 皇學館大　７１１８点

国士舘大　７３m０４ 大阪大　７２m１４ 日本大　７１m６７


