
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

1 早 　大 119 21 24 21 10 1 12 12 18 89 30 3 8 28 20 51

2 東海大 111 9 26 2 4 7 39 21 3 48 60 2 5 13 52 34

3 筑波大 106.5 1 7 7 20 3 26.5 32 10 38 58.5 4 11 22 25 45.5

4 日 　大 84 5 3 23 2 12 35 4 33 47 2 8 23 46 5

5 中 　大 56 25 1 6 2 12 10 46 10 3 1 10 9 24

6 国士大 53.5 9 8 1 4.5 19 12 18 23.5 2 0 6 2.5 45

7777 順　 大順　 大順　 大順　 大 51.551.551.551.5 8888 4444 2222 2222 13.513.513.513.5 15151515 7777 16161616 28.528.528.528.5 2222 2222 13131313 16161616 18.518.518.518.5

8 山梨学大 41 20 21 41 0 1 0 8 5 28

5m00

能登谷雄太④ 土井　 翔太③桜井　　　駿①

川村　 卓也④　予5)　22″12(-2.9)川村　 卓也④　予5)　22″12(-2.9)川村　 卓也④　予5)　22″12(-2.9)川村　 卓也④　予5)　22″12(-2.9)

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ

信時　 一輝③　DSQ信時　 一輝③　DSQ信時　 一輝③　DSQ信時　 一輝③　DSQ

山梨学大　1:05′36″ 東海大　1:05′36″ 早大　1:05′39″ 東海大　1:06′16″

平賀　 翔太③

設楽　 啓太②

400mH

棒高跳

4×400mR
慶大 東海大

10000mW
笹川　 友輝②

山梨学大　40′49″18

七尾　　　紘③七尾　　　紘③七尾　　　紘③七尾　　　紘③ 沼辺 　翔太② 知念　　　雄③　決16)　14m65知念　　　雄③　決16)　14m65知念　　　雄③　決16)　14m65知念　　　雄③　決16)　14m65
砲丸投

宮内　 育大③ 菅原　 和紀④ 鈴木　 悠平③

日大　16m93 東海大　16m52

西澤　 直希④　決9)　4m80西澤　 直希④　決9)　4m80西澤　 直希④　決9)　4m80西澤　 直希④　決9)　4m80

早大　5m20 慶大　5m20 日体大　5m10 日大　5m10 国士大　5m00 早大　5m00 福原　 大地③　決16)　4m70福原　 大地③　決16)　4m70福原　 大地③　決16)　4m70福原　 大地③　決16)　4m70

横山　 貴春④　筑波大

鈴木　 惇也③　日体大

早大

3′12″09 3′12″53 3′12″60

佐小田孝一④

筑波大　2m19 東海大　2m16 順大　2m16順大　2m16順大　2m16順大　2m16

川島　 龍一①　予5)　53″38川島　 龍一①　予5)　53″38川島　 龍一①　予5)　53″38川島　 龍一①　予5)　53″38

中大　52″04

鈴木　 基文④　決11)  43′24″67鈴木　 基文④　決11)  43′24″67鈴木　 基文④　決11)  43′24″67鈴木　 基文④　決11)  43′24″67

早大　43′03″98 本田　 健人②　決16)　44′41″25本田　 健人②　決16)　44′41″25本田　 健人②　決16)　44′41″25本田　 健人②　決16)　44′41″25

伏見　 嘉恭④　DNS伏見　 嘉恭④　DNS伏見　 嘉恭④　DNS伏見　 嘉恭④　DNS

志賀　　　旭④　予13)　9′30″78志賀　　　旭④　予13)　9′30″78志賀　　　旭④　予13)　9′30″78志賀　　　旭④　予13)　9′30″78

松下　 祐樹②　DNS松下　 祐樹②　DNS松下　 祐樹②　DNS松下　 祐樹②　DNS

国士大　52″51

日体大

3′12″99 3′14″50

中大 法大

足澤 　徳人④

日大　9′04″18

日大　1:05′11″

法大　50″09 日体大　50″36 筑波大　50″94

岸本　 鷹幸③ 水野　 龍彦③ 渡邉　　 諒④

設楽　 悠太②

早大　28′58″83 東洋大　29′04″61

東洋大　51″18 早大　51″37 筑波大　51″76

早大　13′58″39 東洋大　13′59″16

刀祢健太郎④田村　 優宝② 松枝　　 翔④ 元村　 大地② 市川宗一郎③

5000m
藤本　　 拓④ 村澤　 明伸③ 大迫　 　傑② 

西郷　 貴之①　決24)　14′36″54西郷　 貴之①　決24)　14′36″54西郷　 貴之①　決24)　14′36″54西郷　 貴之①　決24)　14′36″54東海大　14′03″66国士大　13′49″69 東海大　13′49″91 早大　13′50″32 明大　13′57″64

小林　 直生③

順大　1′51″68順大　1′51″68順大　1′51″68順大　1′51″68 筑波大　1′52″68

粟津　 良介④

早大　1′53″01 日体大　1′53″19 日大　1′53″33 日体大　1′54″54
800m

岡　　　昇平③岡　　　昇平③岡　　　昇平③岡　　　昇平③ 中村　 康宏③ 岡崎　 達郎④

明大　1′52″75

慶大　20″62 日体大　20″78

200m

(-0.0) 法大　20″95 東海大　21″30 早大　21″32

川面　 聡大④

中大　20″56 法大　20″59

竹下　　裕希①

河合　 元紀④ 浜野　 大蔵③　予6)　10″78(-1.0)浜野　 大蔵③　予6)　10″78(-1.0)浜野　 大蔵③　予6)　10″78(-1.0)浜野　 大蔵③　予6)　10″78(-1.0)

中大　10″87

中大　21″80 浜野　 大蔵③　予4)　21″91(-1.6)浜野　 大蔵③　予4)　21″91(-1.6)浜野　 大蔵③　予4)　21″91(-1.6)浜野　 大蔵③　予4)　21″91(-1.6)

田嶋　 和也③

場所：日本大学陸上競技場(ハンマー投)

場所：国立競技場神宮外苑周回コース（ハーフマラソン）

6666 7777 8888 以降順大生以降順大生以降順大生以降順大生

河合　 元紀④ 中村　 圭佑②　予4)　21″90(-3.4)中村　 圭佑②　予4)　21″90(-3.4)中村　 圭佑②　予4)　21″90(-3.4)中村　 圭佑②　予4)　21″90(-3.4)

久保田裕是④

小林　 雄一④ 山縣　 亮太① 羽根　 聖也④ 小林　 靖典②

4444 5555

女部田　 亮②山縣　 亮太① 羽根　 聖也④

第90回関東学生陸上競技対校選手権大会

＜決勝結果＞
期日：平成23年5月14日(土)～15日(日)・21日(土)～22日（日）

場所：国立競技場

＜男子＞

本橋　 秀章③

中大　10″50 慶大　10″60 日体大　10″60

九鬼　　  巧①

1111 2222 3333

100ｍ 川面　 聡大④

長島　 正憲③
400m

廣瀬　 英行④ 牧野　　  武③ 伊堂　　 駿③

早大　10″67 中大　10″83 早大　10″84 慶大　10″85(-2.6)

吉﨑　 晋介①　予6)　49″44吉﨑　 晋介①　予6)　49″44吉﨑　 晋介①　予6)　49″44吉﨑　 晋介①　予6)　49″44

慶大　46″16 早大　47″36 東海大　47″47 日大　47″51 早大　47″67 中大　47″74 日体大　47″99 筑波大　1′48″77

鈴木　 大介③

皆川　 雄太④ 大迫　　　傑② 中元　 健二④

佐藤慧太郎③

松本　 圭介③ 松井　 一樹③ 新川　 翔太①

城西大　1′58″68

浦野　 晃弘③ 鬼塚　 祐志③

田鎖　 慶大④　予9）　4′06″08田鎖　 慶大④　予9）　4′06″08田鎖　 慶大④　予9）　4′06″08田鎖　 慶大④　予9）　4′06″08

早大　3′53″57 国士大　3′53″60

古市　 真也①　予6)　1′56″15古市　 真也①　予6)　1′56″15古市　 真也①　予6)　1′56″15古市　 真也①　予6)　1′56″15

川上　 遼平④ 新庄　 翔太① 田中　 秀幸③　決12)　3′59″59田中　 秀幸③　決12)　3′59″59田中　 秀幸③　決12)　3′59″59田中　 秀幸③　決12)　3′59″59

中大　3′54″48 佐藤　 優太③　予4）　3′54″10佐藤　 優太③　予4）　3′54″10佐藤　 優太③　予4）　3′54″10佐藤　 優太③　予4）　3′54″10東洋大　3′53″60

10000m

早川　　  翼③ ガンドゥ・ベンジャミン③ 柏原　 竜二④

早大　3′53″141500ｍ

八木　 勇樹④ 岡﨑　 達郎④

鎧坂　 哲哉④ 矢澤　　 曜④ 設楽　 啓太②

藤本　　  拓④

山梨学大　29′09″98

田中　 秀幸③　決20)　14′31″99田中　 秀幸③　決20)　14′31″99田中　 秀幸③　決20)　14′31″99田中　 秀幸③　決20)　14′31″99

松枝　 　翔④

ガンドゥ・ベンジャミン③ 早川　　　翼③

日大　14′03″57

早大　3′53″21 国士大　3′53″32 法大　3′53″46

日大　28′49″40 東洋大　28′56″37東海大　28′41″26

岩崎　 祐樹②　決28)　32′33″86岩崎　 祐樹②　決28)　32′33″86岩崎　 祐樹②　決28)　32′33″86岩崎　 祐樹②　決28)　32′33″86

東洋大　29′08″39

田村　 優宝② 矢澤　　  曜④

大池　 達也③　決22)　30′22″46大池　 達也③　決22)　30′22″46大池　 達也③　決22)　30′22″46大池　 達也③　決22)　30′22″46

的場　 亮太④　決11)　29′41″42的場　 亮太④　決11)　29′41″42的場　 亮太④　決11)　29′41″42的場　 亮太④　決11)　29′41″42

日大　28′58″50

田村　 優典④ 堀　　　正樹③　決11)　1:07′41″堀　　　正樹③　決11)　1:07′41″堀　　　正樹③　決11)　1:07′41″堀　　　正樹③　決11)　1:07′41″

山梨学大　1:06′17″ 早大　1:06′21″ 城西大　1:06′24″ 的場　 亮太④　決24)　1:09′25″的場　 亮太④　決24)　1:09′25″的場　 亮太④　決24)　1:09′25″的場　 亮太④　決24)　1:09′25″

オンディバコスマス④

森田　 俊一④森田　 俊一④森田　 俊一④森田　 俊一④

順大　14″54順大　14″54順大　14″54順大　14″54 筑波大　14″68

秋山　 大輔③ 丸山　 祐貴④  予6)　14″89(+1.0)丸山　 祐貴④  予6)　14″89(+1.0)丸山　 祐貴④  予6)　14″89(+1.0)丸山　 祐貴④  予6)　14″89(+1.0)猪野　 泰介③

青野　 大地④ 長岩　 大樹④

山梨学大　40′53″99

110mH 大室　 秀樹③ 今関　 真悟④

(-1.6) 筑波大　14″14 法大　14″22 国武大　14″23

矢澤　　  航② 川内　 裕太④ 日野　 勇輝④

伏島　 祐介③

岩崎　 裕亮③

早大　14″27 早大　14″86 神田　 大陽③　予5)　14″92(-0.0)神田　 大陽③　予5)　14″92(-0.0)神田　 大陽③　予5)　14″92(-0.0)神田　 大陽③　予5)　14″92(-0.0)

東洋大　42′23″75

勝木　 隼人③ 今滝　 耕作④ 木村　 洋介①木村　 洋介①木村　 洋介①木村　 洋介①

野澤　 啓佑② 加藤 　誠也① 三宅　 修司④ 小林 　　貢④

三浦　 孝宗④ 藤田　 恵輔④　順大藤田　 恵輔④　順大藤田　 恵輔④　順大藤田　 恵輔④　順大戸邉   直人② 尾又　 平朗④ 髙山　　　豊②髙山　　　豊②髙山　　　豊②髙山　　　豊② 元吉　 雄基①

山梨学大　41′38″99

東洋大

3′15″283′15″283′15″283′15″28

40″49

順大順大順大順大

筑波大

東洋大　41′47″02

3′15″14

東海大　14″69

順大　42′28″67順大　42′28″67順大　42′28″67順大　42′28″67東海大　41′47″80

山梨学大　8′57″99 法大　8′58″25

山領　　　駿④ 末山　 貴文④ 岡島　 秀平④

東海大　8′59″27

東海大　2m13

辻　　　将也④

三段跳
長谷川大悟④ 松下　 翔一④ 川上　 博之③

東海大　16m19(+2.6) 筑波大　16m05(+1.6)

笹瀬　 弘樹④ 川島　　　優①

野島　 克幸④ 月原　　  聡④

戸村　　　柊①　決17）14ｍ26（+1.5） 戸村　　　柊①　決17）14ｍ26（+1.5） 戸村　　　柊①　決17）14ｍ26（+1.5） 戸村　　　柊①　決17）14ｍ26（+1.5） 

中大　15m71(+1.7) 順大　15m45（+2.8）順大　15m45（+2.8）順大　15m45（+2.8）順大　15m45（+2.8） 法大　15m33(+0.2)

東海大　46m63

山﨑　 幸太④ 赤羽　 力也④赤羽　 力也④赤羽　 力也④赤羽　 力也④

筑波大　15m64

保坂雄志郎②

田邊　 秀将④ 久次米裕介④

国士大　15m75 筑波大　15m66

東海大　46m89

知念　　　雄③知念　　　雄③知念　　　雄③知念　　　雄③
ﾊﾝﾏｰ投

廣瀬　 健一④廣瀬　 健一④廣瀬　 健一④廣瀬　 健一④ 須加　 幸生③ 柏村　 亮太②

順大　61m94順大　61m94順大　61m94順大　61m94 東海大　61m18 日大　61m15

飯塚　 篤之③　決  9)　64m29飯塚　 篤之③　決  9)　64m29飯塚　 篤之③　決  9)　64m29飯塚　 篤之③　決  9)　64m29

内田　　 守③ 坂本　 宏樹③　決14)　52m97坂本　 宏樹③　決14)　52m97坂本　 宏樹③　決14)　52m97坂本　 宏樹③　決14)　52m97

筑波大　59m18 国武大　58m14 日大　58m11 国武大　57m91

木村　　  圭② 加藤　 拓也④

筑波大　67m25 日大　64m53日大　71m80 日大　67m82

今田　 直弥③ 齋藤　 文孝①

国士大　6810点

ディーン元気② 神崎　 真悟④ 眞里谷健司② 新井　 涼平②

早大　79m10 早大　73m47

NGR

筑波大　72m61

十種競技
高橋　　  尚④ 能登谷雄太④ 松下　 祐樹②松下　 祐樹②松下　 祐樹②松下　 祐樹②

筑波大　7035点 国士大　6992点 順大　6859点順大　6859点順大　6859点順大　6859点

千葉　 大喜③千葉　 大喜③千葉　 大喜③千葉　 大喜③

日大　6573点

やり投

走高跳

有田　 壮志④ 今井　　　佑④

円盤投
堤　　　雄司④

走幅跳
嶺村　 鴻汰①

国士大　72m24

順大　60m89順大　60m89順大　60m89順大　60m89

中大　15m94(+1.7)

相澤　　  翔②

東海大　6538点 筑波大　6505点

堂本　 貴之②

山梨学大　8′56″92

皆川　 澄人③ 小西　 康道③

野口　　  徹④

3000mSC
山口　 浩勢② 丹治　 史弥④ 代田　 修平②

城西大　8′53″74 筑波大　8′55″82 中大　8′56″84

穂積　 泰央④　決15）　5484点穂積　 泰央④　決15）　5484点穂積　 泰央④　決15）　5484点穂積　 泰央④　決15）　5484点

岩田　　　純③　決20)　57m35岩田　　　純③　決20)　57m35岩田　　　純③　決20)　57m35岩田　　　純③　決20)　57m35

清水　　　弥④　決22)　54m00清水　　　弥④　決22)　54m00清水　　　弥④　決22)　54m00清水　　　弥④　決22)　54m00

順大　6488点順大　6488点順大　6488点順大　6488点

津布久　 卓③

筑波大　7m70（+2.8） 東海大　7m66(+1.9) 東海大　7m66(+5.1) 大東大　7m58(+1.4)

国士大　51m48

吉田　 貴大③

ディーン元気② 沼辺 　翔太②

東海大　2m10

小林　　  快①

嘉山　 大介③

早大　46m73

法大　7m53(+1.9) 早大　7m52(+2.8)

日大　15m87(+1.0)

小野　 真弘④

筑波大　49m65 筑波大　48m85 日大　48m15 国士大　45m46

順大　15m46順大　15m46順大　15m46順大　15m46 東海大　15m36

板垣　 太一②

日大　16m10

小野　 真弘④ 前田　　　奎③

4×100ｍ
R

中大　 慶大 早大 法大 城西大 大東大

40″57

西海　　　亮①　決14)　7m28(+1.8)西海　　　亮①　決14)　7m28(+1.8)西海　　　亮①　決14)　7m28(+1.8)西海　　　亮①　決14)　7m28(+1.8)

黒木　 晃平④　決15)　40m85黒木　 晃平④　決15)　40m85黒木　 晃平④　決15)　40m85黒木　 晃平④　決15)　40m85

40″10 40″24

中津川真一②

戸谷　 隼人④ 林　　　風汰②

39″30 39″63 39″78 40″06

知念　　　豪②　決13)　44m80知念　　　豪②　決13)　44m80知念　　　豪②　決13)　44m80知念　　　豪②　決13)　44m80

東洋大　7m43(+2.5) 佐久田健人②　決15)　7m27(+2.4)佐久田健人②　決15)　7m27(+2.4)佐久田健人②　決15)　7m27(+2.4)佐久田健人②　決15)　7m27(+2.4)

順大　15m21(+4.2)順大　15m21(+4.2)順大　15m21(+4.2)順大　15m21(+4.2)

犬伏　 拓巳③

日大

日大　7m46(+1.0)

順大　2m05順大　2m05順大　2m05順大　2m05

順大　予5）　40″54順大　予5）　40″54順大　予5）　40″54順大　予5）　40″54

榎本　 優太③　国士大

戸谷　 隼人④ 越川　 大紀②越川　 大紀②越川　 大紀②越川　 大紀②

3′17″46

2m052m052m052m05

小野田学登④小野田学登④小野田学登④小野田学登④


