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伊藤　 正樹③

円盤投 ＮＧＲ 小野　 真弘③国士大　55m10　

国士大　29'47"63村上　　　格③

筑波大　49m58

城西大　13"39川面　 聡大③中大　DSQ渡邉　 和也④

筑波大　5m10

岐阜経大　1'53"53中元　 健二③
柳本　 拓也②横山　 拓也④大東大　9'06"06日本大学順天堂大学3'11"72佐藤　 庸平④　東海大
中京大　52"10

横山　 貴春③

国士大　3'53"29長谷川裕介④上武大　14'14"56

古川　　佑生④　日体大2m10
松下　　　元③

日大　29'22"83

豊里　　　健③ 浜松大　15m64　(+1.0)菅原　 和紀③辻　　　明宏④ 福島翔太郎④塩見　 将輔④ 中大　15m90 (+0.5) 筑波大　15m80 (+2.5)日大　49m90 国武大　48m08 中京大　46m17東海大　15m84 宮木　 淳平③ 東海大　15m36仲松美勇士クリシュナ①知念　　　雄②
田中　　　充③ 船瀬　 勇太③

山口　浩勢① 池上　 聖史① 末山　 貴文③
西嶌　 晃一④ 福良　　　翔M②西村　 達弥M②

大経大　8'58"22山下　　　洸④ 木村　 哲也④

河合　 元紀③岡﨑　 達郎③ 中京大　48"00東海大　47"22 中大　21"10

14"07

順大　21"07立命大　21"06
東学大　43'48"87

堤　　　雄司③ 大山　 祐史④宮内　 育大② 鈴木　 悠平②関谷　 良介④犬伏　 拓巳②日大　17m10 和地　 奏多①九情大　15m89

日野　 勇輝③小西　 勇太②
八木　 勇樹③

水野　 龍彦②
早大　29'00"15 中原　　　大②鎧坂　 哲哉③ 東海大　14'13"28田村　 優宝① 中原　　　大②
西本　 夏樹② 染岡　 陽平④　予3)　52"72

牧野　 康博④ 岡　　　昇平②ガンドゥベンジャミン②中村　 康宏②三岡　 大樹④ 田中　 秀幸② 決)　DNF早川　　　翼②
川面　 聡大③ 中大　10"96順大　20"74 本塩　　　遼②4444 5555安孫子充裕④ 塚越健太郎④ 小谷　 優介③ 女部田　 亮① 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   日本大学陸上競技場(ﾊﾝﾏｰ投予選)＜男子＞ 1111 2222 3333 6666 7777 8888第79回日本学生陸上競技対校選手権大会第79回日本学生陸上競技対校選手権大会第79回日本学生陸上競技対校選手権大会第79回日本学生陸上競技対校選手権大会

決勝結果一覧決勝結果一覧決勝結果一覧決勝結果一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期日：平成22年9月10日(金)～12日(日) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 場所：国立競技場
1500ｍ

以降順大生以降順大生以降順大生以降順大生100ｍ 江里口匡史④ 草野 誓也M① 順大　10"85200m(-3.4) 早大　10"62 順大　10"71 中大 10"76 筑波大　10"85秋元 延大M①小林　 雄一③ 順大　20"85飯塚　 翔太① 立命大　10"87川村　 卓也③高瀬　　　慧④ 堀江新太郎②(+3.8) 法大　20"52 中大　20"70400m 廣瀬　 英行③ 高瀬　　　慧④ 浦野　 晃弘② 中野　 弘幸④ 金子　　　暁③ 袴田　 千尋④ 上田　 祐貴④京産大　47"19 松尾　 修平③ 予6）　48"58柳澤　 崇宏③ 予3) 1'55"38東北福祉大　48"28800m 木村　 考志慶大　46"30 順大　46"59 早大　46"76 森田　 将也M②愛教大　47"05順大　1'49"88 筑波大　1'50"74 明大　1'50"88 広島経大　1'51"18 順大　1'51"38 早大　1'51"50 奈良大　1'52"05粟津　 良介③ 久我アレキサンデル③東海大　3'51"67 田中　 秀幸② 決21)　14'55"11　田中　 佳祐④ 八木　 勇樹③ 松本　　　翔④ 岡﨑　 達郎③ 藤本　 剛士④平田　 啓介① 監物　 稔浩②矢澤　　　曜③ 早大　14'07"20 城西大　14'11"575000m 佐藤　 優太② 予6) 3’56"01 城西大　3'48"91 早大　3'49"00 明大　3'49"53 早大　3'49"55 城西大　3'50"92 環太平洋大　3'51"16東海大　28'57"72 奈良産大　28'59"96京産大　14'01"90 早大　14'03"92 日大　14'04"61 明大　14'05"54南　　　雄斗② 勝木　 隼人②10000ｍ ガンドゥ・ベンジャミン② 村澤　 明伸② 早川　　　翼② ジャクソン・クアライ③ 平賀　 翔太②日大　28'26"72 東海大　28'45"1610000mW 長岩　 大樹③ 小林　 友貴④ 上田 勝也M① 城西大　29'44"96東海大　43'27"52 東洋大　43'33"18 東海大　山梨学大　42'58"26 東海大　43'09"28 順大　43'13"29 順大　43'26"26森田　 俊一③大室　 秀樹② 矢澤　　　航①　法政大 順大　43'33"55深川　 貴司④ 小川　 弘明M① 丸山　　祐貴③　予7)　14"68(-0.5)今関　 真悟③今滝　 耕作③順大中大　50"95 国武大鈴木　 基文③
日体大　50"99400mH 13"76 14"01 14"02 舘野　 哲也① 伏見　　嘉恭③　予3)　51"74三宅　 修司③ 14"17 14"19中大　8'59"16 須田　 京介④　予9)　9'38"69　慶應義塾大学筑波大学40"08 棟方　 雄己③40"26中京大学 40"5639"83 40"01東海大学 立命館大学順天堂大学 中央大学

棒高跳 早大　5m40 関学大　5m30 群馬大　5m30
4×400mR 39"32 39"62

笹瀬　 弘樹③ 藤田　 恵輔③　決19)　2m05福岡大　5m20 2m102m10早大　5m10 順大　5m10永田　 純也④ 髙橋　 友輝M①有明　 侑哉③ 2m132m16 安藤　 大地②順大　5m30 佐久田健人① 決16) 7m27 (+1.8)東海大　7m46 (+0.5)坂井　 陽一④ 下野伸一郎② 皆川　 澄人② 辻　　　将也③大東大　7m44 (+0.9)順大　7m50 (+0.8)小川　 恭輔④慶大　7m66 (-0.3) 東　　　孝一④ 福岡大　7m47 (+0.9)天理大　7m54 (+0.4)東北福祉大　7m57 (+0.4) 関大　7m55 (+0.8)宮岸　　　暖④ 佐々木　 秀③三段跳 長谷川大悟③ 岡部　 優真②走幅跳 東海大　16m28 (+2.5) 日大　15m76　(+0.6)嘉山　 大介②山﨑　 幸太③ 松下　 翔一③林　　　武彦④
小野田学登③　決17)　2m05

砲丸投 鹿屋体大　16m79 筑波大　16m40福岡大　15m99 (+1.5) 日本橋学大　15m96 (+1．9)
中京大2m16衛藤　 昂⑤　鈴鹿高専

東海大　15m93 (+1.7)
3'08"24 3'09"67京都産業大学

国士大　49m20 七尾　　　紘②　決14)　14m74日大　15m39 知念　　　雄②　決17)　14m39新潟医福大　48m70日大　16m12 知念　　　豪①　決11)　44m75町田　　　慎 日大　45m91ﾊﾝﾏｰ投 中平 圭祐M① 田中　　透M② 赤穂　弘樹③ 順大　60m30土田　 祥太③
松田　 史也③野島　 克幸③ 廣瀬　 健一③ 柏村　 亮太①日大　60m25鹿屋体大　63m49 鹿屋体大　63m35 大体大　62m70 国武大　60m37村田　　龍M① 広野　 雄大③十種競技 荒木　 崇裕④順大　7520点染谷　 幸喜④ 大体大　69m09 大体大　68m86やり投 佐藤　 寛大④ ﾃﾞｨｰﾝ  元気① 榊原　 遼作④ 神崎　 真悟③ 高力　 裕也③仙台大　76m57　 早大　73m38 東海大　71m18 早大　70m87中村　 明彦② 平成国大　7025点 平成国大　6998点星稜大　66m66中京大　7480点 中京大　7197点 国士大　7149点 関学大　7093点 平岡　 優季③ 佐々木　 翼④順大　59m41 順大　58m33田原　 紘樹③吉田　 浩二④ 大教大　66m03音部　 拓仁③平成国大　6753点 林田　　章紀M① 決)　DNF山口　 文武③ 清水　　　弥③　決23)　58m50

走高跳
110mH(+0.7)

3'06"70 3'06"982m19
福岡大 49"57筑波大 順大岸本　 鷹幸②
高山　　　豊①中央大学

丸　　　嵩弘M② 決9)　15m57 (-0.6)赤羽　　力也③ 決21) 14m93 (+0.6)
順大 東海大3'06"99 3'07"04 金沢大 横国大4×100mR 早稲田大学 星稜大　50"81記野　 友晴③3000mSC 中京大　8'53"45 39"63 国士大　8'56"87立命大　50"43 中大　50"61佐藤　 大志②　青学大14"03

戸邉　 直人①　筑波大 3'07"47東海大学 日本大学
早大

早稲田大学 中京大学 法大　8'57"66法大　49"77 赤染　　　健④
尾又　 平朗③

城西大　8'53"98 東海大　8'54"40


