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100ｍ 作華　　　陸② 齋藤　 瑛斗② 武井　 順一② 北風　 優貴④ 鈴木　 健人④ 井上　　　成④ 田中　 亮斗② 山根　 達矢③

（+3.1） 日体大　10″55 東海大　10″56 東海大　10″60 順大　10″61 順大　10″92 国士舘大　10″96 国士舘大　10″98 日体大　11″09

200ｍ 小澤　 優太① 日沼　 凌介④ 武居悠一郎③ 阿蘇　　　匠② 石井　 克弥④ 最上　 功己② 木下　 来星④ 佐藤　　　武③

（-0.1） 　順大　21″66 東海大　21″83 東海大　22″8 日体大　22″27 国士舘大　22″53 順大　22″62 日体大　22″75 国士舘大　22″76

小林 　将大④ 板鼻　 航平④ 佐々木愛斗① 大良　 浩輝① 山下翔太郎② 船戸　 大輔① 岡本　 怜登② 五十嵐健太②

東海大　47″12 順大　47″25 順大　47″58 東海大　47″97 日体大　48″23 日体大　48″93 国士舘大　49″46 国士舘大　50″73

時田　　　光③ 手塚　 将弥② 宇野澤光耀① 山本　 一郎③ 北川　 翔也③ 梅谷　 健太② 永井　　　聡② 高橋　 遼④

日体大　1′52″92 日体大　1′53″81 国士舘大　1′57″64 東海大　1′57″93 順大　1′58″24 順大　1′58″50 国士舘大　1′59″11 東海大　 2′00″69

酒匂　 郁海② 畔柳　 隼弥④ 大川　 隼平② 廻谷　　　賢① 小笠原　 柊④ 栗原　 勇貴③ 山田　　　航② 石川　 智康①

日体大　3′52″30 東海大　3′54″41 国士舘大　3′56″48 日体大　3′57″05 東海大　3′57″49 順大　3′59″36 順大　4′02″07 国士舘大　4′04″93

川端　 千都③ 松尾淳之介① 阪口　 竜平① 森　　　湧暉④ 大手　 敬史④ 八巻　 雄飛③ 室伏　 穂高② 渡部　 勇人④ 藤曲　 寛人① 鈴木　 雄人① 星川賢二郎③ 内山　　　武② 花澤　 賢人③

東海大　14′08″86 東海大　14′11″26 東海大　14′23″72 順大　14′26″68 日体大　14′29″71 国士舘大　14′33″48 日体大　14′34″17 国士舘大　14′35″00 順大　14′44″45 順大　14′47″69 国士舘大　15′24″33 国士舘大　15′40″18 順大　ＤＮＳ

中島　 怜利① 金原　 弘直② 聞谷　 賢人④ 中園　 誠也① 小松　 巧弥④ 小野木　 俊④ 藤江　 千紘② 垂水　　　隆③ 井筒　 幸一④ 阿部　 直人④ 甲斐　 智樹④ 小林　　　聖② 福田　 有馬① 春日　 千速③

東海大　29´46″02 順大　29´52″06 順大　29´53″06 東海大　29´54″61 日体大　29´55″05 日体大　26´56″76 国士舘大　30´19″71 東海大　30´24″33 国士舘大　30´49″37 国士舘大　30´50″32 順大　30´56″67 順大　31´11″45 国士舘大　31´25″96 東海大　ＤＮＳ

110ｍＨ 玉置　 将吾② 鈴川 　雅人② 高本竜太郎④ 荒井　　　司③ 吉野健太郎③ 三浦　 碧葉③ 鳥谷峯裕也② 岡崎　 正樹④

（-1.8） 順大　14″63 日体大　15″04 東海大　15″06 国士舘大　15″30 日体大　15″44 順大　15″65 国士舘大　15″96 東海大　ＤＮＳ

勝元　 森羅② 染谷　　　翔① 霜山　 直哉③ 北村　 貴嗣② 奥原　 直毅④ 浅野　 拓弥④ 宮野　 一輝①

順大　52″84 順大　53″44 日体大　53″85 日体大　54″95 国士舘大　56″23 国士舘大　57″45 東海大　57″97

國行　 麗生③ 小松　 力歩① 新　　　涼汰③ 足立　 直哉② 鼠田　 章宏① 多喜端夕貴② 金児　 夏希③ 木村　 理来① 小林　 和弥③ 杉本　 恭吾① 松本　　　諒③ 白永　 智彦① 佐川　 元太④ 大泉　　　奨②

東海大　9′03″91 日体大　9′06″66 順大　9′14″25 東海大　9′16″42 国士舘大　9′18″65 国士舘大　9′25″13 国士舘大　9′25″29 東海大　9′31″76 東海大　9′34″13 国士舘大　9′43″19 順大　9′43″83 日体大　9´47″49 日体大　9´53″09 日体大　ＤＮＳ

宮下　 正尊① 井上　　　稜② 初雁　 直人②

国士舘大　44′28″69 国士舘大　44′58″69 順大　46′43″16

稱原　 慎平③ 小池　　　輝⑤ 太田　　　蒼① 間宮　 祐輔④ 松鵜竜次郎④ 長谷川裕貴④ 山崎　 朗生③

東海大　2m11 順大　2m11 東海大　2m08 日体大　1m95 日体大　1m95 順大　1m95 国士舘大　1m90

山本　 智貴⑥ 堀川　 晴海③ 濱崎　　　優④ 田代　　　丈② 杉山　　　聡③ 渡辺　　　壮② 松本　 真吾④

日体大　5m30 日体大　4m90 日体大　4m80 東海大　4m70 東海大　4m70 順大　4m40 国士舘大　4m20

北川　　　翔③ 佐藤　 智紀④ 竹谷　 大輝④ 高橋　 直也③ 田中　 凌平④ 村田　 遼介③ 野本健太郎④ 川島　 鶴槙② 橋本　 裕太①

順大　7m20(-0.3) 順大　7m02(+0.5) 国士舘大　6m86(+2.4) 東海大　6m74(+1.3) 国士舘大　6m26(+1.3) 東海大　ＮＭ 順大　ＤＮＳ 順大　ＤＮＳ 国士舘大　ＤＮＳ

青野　 祐也④ 辻田　 達也② 山下　 祐樹③ 添田　 緑瑳③ 小川　 宏海② 中西　 修平① 谷　　　馨④ 風見　 優太③

順大　15m96(+3.5) 順大　15m25(+2.8) 国士舘大　15m14(+2.8) 東海大　15m04(+2.6) 国士舘大　14m79(+1.9) 東海大　14m40(+2.6) 日体大 NM 日体大　ＤＮＳ

風張鼓太郎① 戸辺　 誠也② 濱谷　 元軌④ 田代　 寛治① 寒河江 　翼① 小高　 輝久④

国士舘大　13m99 国士舘大　13m98 東海大　13m91 順大　12m66 順大　12m43 東海大　ＤＮＳ

谷口兼次郎④ 松木　 拓也④ 大庭　 達也④ 木村　 和貴④ 鈴木　 恒太② 小林　 寛雅⑥ 松本　 行矢② 石塚　 恒祐① 潮田　 洋希② 鶴之園充幸貴④

東海大　45m66 東海大　44m27 順大　41m49 日体大　37m79 日体大　36m99 順大　ＮＭ 順大　ＤＮＳ 順大　ＤＮＳ 日体大　ＤＮＳ 日体大　ＤＮＳ

大井 　道志④ 伊東　 優成① 酒井　 海斗② 岩崎　 瑞生① 河崎　 省吾①

東海大　54m52 順大　49m88 国士舘大　45m10 東海大　45m10 日体大　38m18

関　　　和紀④ 山崎　 元気③ 塚本　 惇司① 福田　 貴之③ 萩原敬太朗② 富田　 佳輝③ 工藤　 辰郎②

国士舘大　73m45 東海大　66m85 国士舘大　62m24 日体大　56m25 日体大　50m72 順大　44m73 東海大　ＮＭ
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第52回四大学対校陸上競技大会
<男子OPの部　決勝結果>
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