
期日： 平成２４年９月１４日（金）～１５日（土）

場所： 国立競技場

日本大学陸上競技場(ハンマー投)

【男子】【男子】【男子】【男子】

100ｍ 平野　 浩大② 予２） 10″88（-1.4） 円盤投 小岩　 晴樹② 決２） 46m03

　 決７） 10″95（-0.2） 渡邉　 優斗① 決10） 39m04

佐々木靖典② 予５） 11″39（-3.0）

小池　 雄作① 予６） 11″50（-3.6） ハンマー投 堀　　　健斗① 決２） 54m87

中田　 直太① 決７） 49m64

400ｍ 吉﨑　 晋介② 予４） 49″12

川本　 稜佑② 予７） 49″60 十種競技 関口　 紘樹① 決２) 6364点 ◎

浦部　 恭平① 予４） 49″75 100m 11″39(+0.8) 〈776〉

宮内　 智成① 予５） 50″49 走幅跳 6m73（+0.8） 〈750〉◎

砲丸投 10m12 〈493〉

800ｍ 新安　 直人① 予１） 1′53″13 走高跳 1m80 〈627〉○

決１） １′52″14 400m 51″72 〈737〉

古市　 真也② 予５）　 1′55″65 110mH 15″63（-0.3） 〈775〉

黒川　 大地① 予６） 1′56″53 円盤投 28m95 〈444〉◎

鵜生川督人① 予４） 1′57″39 棒高跳 3m30 〈431〉◎

やり投 50m47 〈596〉

110ｍH 安藤　 優介② 予２） 14″73（-0.4） 1500m 4′31″53 〈735〉◎

決３） 14″29（+2.5）

原　　　佑弥① 予２） 14″80（-1.6） 山村　 昴平② 決５) 5997点

大田　　　醇② 予７） 15″33（-0.5） 100m 11"69(+0.8) 〈713〉◎

飯久保智洋① 予６） 15″52（-0.7） 走幅跳 7m09（-0.3） 〈835〉◎

砲丸投 11m48 〈575〉

400ｍH 成瀬　 元気① 予３） 54″21 走高跳 2m10 〈896〉

内藤　 頼隆② 予３） 55″01 400m DQ 〈0〉

竹中　 勇人① 予６） 55″24 110mH 16″37（-0.3） 〈692〉

川島　 龍一② 予３） 55″35 円盤投 33m11 〈526〉

高江　 健斗① 予６） 59″88 棒高跳 4m00 〈617〉◎

やり投 46m07 〈531〉

10000ｍＷ 松井　 拓矢② 決１） 44′32″96 1500m 4′51″03 〈612〉

後藤　 秀斗① 決４） 47′17″25

浦田　 楓馬① 　 DNS 村中　 智彦① 決１１) 5485点

100m 11″70(+0.8) 〈771〉◎

走高跳 川端　 哲矢① 決５） 2m00 走幅跳 6m60（+3.1） 〈720〉◎

小池　　　輝① NM 砲丸投 9m36 〈447〉◎

川﨑　 和也② DNS 走高跳 1m89 〈705〉

400m 53″67 〈653〉

棒高跳 高橋　 祐介① 決１） 4m80 110mH 16″91（+0.1） 〈634〉

佐々木孝行② 決７） 4m50 円盤投 NM 〈0〉

石川　 文貴② NM 棒高跳 3m30 〈431〉◎

やり投 51m66 〈613〉◎

走幅跳 谷山　 宗敬② 決１） 7m26（＋0.7） 1500m 4′59″08 〈571〉

三段跳 戸村　　　柊② 決４） 14m89（+0.1）

小池　　　輝① 決１８） 13m98（+1.5）

村山　 凌一① 決２５） 13m59（+0.2）
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【女子】【女子】【女子】【女子】

100ｍ 山崎　 真理① 予１） 12″45（+0.4） 走高跳 本村　 明夏② 決１２） 1m50

決３） 12″88（-2.1） 三倉　　　茜① NM

佐藤　 美紗② 予１） 12″63（-0.4）

決７） 13″00（-2.1） 三段跳 千葉　 汐里① NM

200ｍ 佐藤　 美紗② 予２） 25″70（+1.6） ハンマー投 犬伏　 志歩① 決３） 43m52

山崎　 真理① 予３） 26″58（-1.4）

七種競技 小林　　　彩① 決１０) 3708点

400ｍ 北根万由佳① 予３） 58″17 100mH 16″63(-1.0) 〈639〉

決４） 58″95 走高跳 1m40 〈512〉

砲丸投 8m10 〈406〉

800ｍ 北根万由佳① 予１） 2′13″56 200m 28″39（-2.1） 〈600〉

決２） 2′12″53 NGR 走幅跳 4m70（+1.2） 〈479〉

土屋　 優実① 予３） 2′18″45 やり投 22m78 〈435〉

決８） 2′20″63 800m 2′34″52 〈637〉

田中　 友理① 予３） 2′21″34

　

1500ｍ 田中　 友理① 予１） 4′47″53 4×100mR 山崎①・佐藤② 予５） 50″00

決５） 4′44″43 佐々木②・武内②

小山 　香子① 予２） 4′48″47

決６） 4′46″89

篠田由貴子② 予４） 4′48″86

決９） 4′50″90

北井　　　萌① 予９） 4′58″10 NGR 大会新記録

木村真里重② 予１２） 5′34″78 ◎ 自己新記録

○ 自己タイ記録

400ｍH 佐藤 ちなみ① 予４） 1′06″39


