
★★★100m ★★★4×100mR
平野　 浩大④ 予2 10”80(-0.9) 平野④、小池(雄)③

決1 10”49(+1.6) ◎ 北風②、佐々木(靖)④ 決5 40”62
小池　 雄作③ 予3 10”96(-1.5)
佐々木靖典④ 予6 11”21(-1.1)

★★★4×400mR
田中(智)③、川本④

浦部③、川﨑④ 決4 3’11”70
★★★200m
北風　 優貴② 予3 21”89(-1.0)

決7 21”80(+2.0) ★★★走高跳
佐々木靖典④ 予4 22”46(-1.4) 小池　　　輝③ 決3ﾀｲ 2m05
石田翔太郎② 予5 23”08(-0.9) 川端　 哲矢③ 決6 2m05

川崎　 和也④ 決11 1m95

★★★400m（タイムレース） ★★★棒高跳
田中　 智也③ 決5 47”82 ◎ 石川　 文貴④ 決4ﾀｲ 5m00
浦部　 恭平③ 決8 48”04 ◎ 来間　 弘樹① 決6 5m00
板鼻　 航平③ 決16 49”16 高橋　 祐介③ 決12 4m80

★★★800m（タイムレース） ★★★走幅跳
前田　 悠生① 決13 1’55”77 高政　 知也③ 決1 7m62(+1.7)
古市　 真也④ 決15 1’57”15 武安　 良和④ 決5 7m33(+1.7)
栗原　 勇貴① 決16 1’57”60 北川　　　翔① 決16 6m32(+0.7)

★★★1500m（タイムレース） ★★★三段跳
田邊　卓也① 決10 3’59”46 戸村　　　柊④ 決2 15m61(+1.5)
佐野　正明① 決11 4’00”81 清水　　　駿③ 決9 14m59(+0.6) ◎
安齋　　 宰② 決17 4’05”82 宮下　 昇大④ 決10 14m59(+1.3)

★★★5000m ★★★砲丸投
稲田　 翔威③ 決4 14’28”73 ◎ 小林　 寛雅④ 決8 14m94
田中　 孝貴③ 決3 14’27”90 堀　　　健斗③ 決12 13m21
西澤　 卓弥② 決13 15’12”10 堀口　 哲平② 決13 12m91

★★★110mH ★★★円盤投
原　　　佑弥③ 予2 14”55(0.0) 小岩　 晴樹④ 決9 45m72

決4 14”22(+1.5) 小林　 寛雅④ 決10 45m58
降矢　 恭兵① 予2 14”73（-1.6) 近藤　　　廉② 決13 41m05

決6 14”33(+1.5) ◎
安藤　 優介④ 予3 14”65(-1.5)

★★★ハンマー投
藤岡　 眞也① 決6 58m97

★★★400mH（タイムレース） 岡野　 敬史② 決11 55m37
野口　 直人② 決2 52”60 梅山　 陽介① 決14 51m84
内藤　 頼隆④ 決5 53”14
平戸木公太① 決7 53”80

★★★やり投
山瀬　 貴雅M1 決3 65m62

★★★3000mSC 森田　 祥天① 決6 61m21
松本　　　諒① 決5 9’21”46 佐藤　 俊介① 決10 58m13
山下　 智貴② 決8 9’22”67
山下　 克尚② 決12 9’50”53

◎・・・自己新記録
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★★★100m ★★★1500m

大田　　  醇④ 3着 11”30(-1.7) 川合　 健太① 2着 3’56”50 ◎

田栗　 輝洋② 4着 11”31(-1.6) 吉田　 将平③ DNS

村島　　  匠① DNS

★★★200m

川本　 稜佑④ 1着 22”19（-1.9) ★★★5000m

吉崎　 晋介④ 3着 22”80(-1.8) 齊藤　　 航③ 1着 14’42”00

西川　 弘貢③ DNS

★★★400m 作田　 直也② 4着 14’52”80

川本　 稜佑④ 1着 47”93

吉崎　 晋介④ 5着 49”20 ★★★110mH

大田　　  醇④ 2着 15”04(-0.9)

★★★800m 飯久保智洋③ 2着 14”82(-0.7)

白石　 浩之② DNS

湯崎　 容生① 2着 1’57”97 ★★★400mH

川島　 龍一④ 2着 53”65

第27回六大学対校陸上競技選手権大会
オープンの部　本学結果一覧

◎・・・自己新記録


