
　　　　　　　　　　　

　　　  日産ｽﾀｼﾞｱﾑ付帯投てき場(２週目の円盤投のみ)

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 日大 132 28 15 15 7 12 10 42 3 77 52 4 7 50 41 22

2 順大 105.5 4 1 7 7 2 1 39.5 27 17 22 66.5 3 8 14 30 52.5

3 筑波大 85 6 5 5 8 45 3 13 24 48 2 13 11 27 27

4 中大 66 30 6 7 15 8 58 8 1 5 12 7 27

5 東洋大 60.5 1.5 5 26 7 17 4 60.5 0 1 8 6.5 19 23

浅田　 侑嗣③ 加藤　 拓也③ 百木田雄亮④

早大　77m98 国士大　76m70 順大　69m73 国士大　69m56 中大　68m66 東海大　68m16

大坂　 将央③

東海大  16m35日大　16m37日大　16m50 国士大  15m77 明大　15m72   日大  16m38　　

西宮　 弘規③ 沼辺　 翔太④鈴木　 愛勇②筒井　 崇広② 佐藤　 征平③ 佐藤　 一桐④

筑波大　15m61（+2.0） 順大　15m60（+3.1） 東海大　15m51（+4.2） 日体大　15m48（+0.8） 日体大　15m47（+0.3） 日大　15m47（+2.4）

山下　 航平① 越川　 大紀④ 王野　 裕貴① 安部　 弘志③ 土岐　 泰徳④ 蛸谷　 竜一④

棒高跳

砲丸投

三段跳

やり投

米澤　 宏明③ 戸村　　　柊③

筑波大　15m92（+0.8） 順大　15m62（+3.4）

国士大　16m57

日大　1゜ 05′03 日体大　1゜ 05′13

鈴木　 優人④ 安齋　　　宰①　決10) 　4′01″94

城西大　8′41″93 東洋大　8′44″08 法大　8′46″87 筑波大　8′47″95 東海大　8′48″23 山梨学大　8′48″24

井上　 大仁③ 田口　 雅也③ 竹ノ内佳樹③ 甲斐　 翔太④

日体大　1゜ 04′25　 法大　1゜ 04′38 東洋大　1゜ 04′38 日体大　1゜ 04′39 山梨学大　1゜ 04′47 東洋大　1゜ 04′55
ハーフマラソン

本田　　　匠④ 関口　 頌悟③ 大津　 顕杜④ 鈴木　 悠介④

400mH
宮尾幸太郎④野澤　 啓佑④

110mH 矢澤　　　航④

以降順大生

北風　 優貴①　予6）　21″62(+2.5)

中村　 圭佑④  準5)  10″63(-0.6)

3000mSC

舘野　 哲也④松下　 祐樹④ 加藤　 誠也③永野　 佑一③

日大　52″03

場所：日本大学陸上競技場(ハンマー投)
　　　  日産ｽﾀｼﾞｱﾑ付設周回コース（ハーフマラソン）

第92回関東学生陸上競技対校選手権大会

決勝結果

期日：平成25年5月18日(土)～19日(日)・25日(土)～26日（日）
場所：国立競技場

＜男子＞

1 2 3 4 5 6 7 8

100ｍ 山縣　 亮太③ 飯塚　 翔太④ ケンブリッジ飛鳥② 女部田　 亮④ 大瀬戸一馬① 野川　 大地④ 九鬼　　 巧③ 村吉　 星児④

(-1.4) 慶大　10″30 中大　10″50 日大　10″57 中大　10″61 法大　10″64 城西大　10″67 早大　10″69 筑波大　60″07 北風　 優貴①　予7)  10″95(-2.4)

200ｍ 山縣　 亮太③ ケンブリッジ飛鳥② 中村　 圭佑④猶木　 雅文② 谷口耕太郎① 大瀬戸一馬①

(-0.5) 慶大　20″41 日大　20″73 順大　20″89中大　20″81 中大　20″87 法大　20″96

400m
山崎　 謙吾③ 木村　　　淳④ 小林　 直己① 近藤　 崇裕④ 柳澤　 純希④ 水谷　 祐己③ 愛敬彰太郎① 相山　 征之④ 吉﨑　 晋介③  予4）　48″68

日大　46″31 中大　47″02 東海大　47″13 筑波大　47″33 日大　47″45 日大　47″54 早大　47″61 城西大　48″17 板鼻　 航平①　予6）　49″04

800ｍ
新安　 直人②酒井　 槙志②三武　　　潤① 吉田　 貴洋②甲斐　 研人④川本　　　奨③ 平塚　 祐介② 尾上　　　暢② 白石　 浩之①　準8）　2′00″10

順大　1′55″54国士大　1′53″67日大　1′50″08　 早大　1′52″86日体大　1′51″83日大　1′49″56 城西大　1′51″31 東洋大　1′51″32 
古市　 真也③　予4）　1′55″84

1500ｍ
エノック・オムワンバ② 松枝　 博輝② 三宅　 一輝② 廣瀬　 大貴④ 齋藤　 真也③

山梨学大　3′39″16 NGR 順大　3′49″63 中大　3′49″67 明大　3′50″07

服部　 弾馬① 久保田和真②

青学大　3′51″83 青学大　3′52″67 仲野 　光博④　予 8)　3′54″07東洋大　3′50″67 東洋大　3′50″91

5000ｍ
エノック・オムワンバ② 大迫　　　傑④ ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾑｲﾊﾞ・ｷﾄﾆｰ② 服部　 翔太④ 大六野秀畝③ 山口　 浩勢④ 久保田和真② 矢野　 圭吾④

山梨学大　13′31″54 早大　13′34″30 日大　13′35″21 日体大　13′50″01 明大　13′50″13 城西大　13′55″85 青学大　13′56″69 日体大　13′59″20

10000m
エノック・オムワンバ② ダニエル・ムイバ・キトニー② 設楽　 悠太④ 服部　 翔大④ 設楽　 啓太④ 大六野秀畝③ 西池　 和人③ 矢野　 圭吾④

齋藤　 陽平③

国士大　51″22日大　50″63

山梨学大　28′15″80 日大　28′21″30 東洋大　28′31″14 日体大　28′36″03 東洋大　28′40″44 明大　28′41″10

須貝　　　充②

永井　 良祐④ 西村　 厚志④ 池上　 聖史④

法大　28′59″35 日体大　29′00″02

早大　50″29 中大　51″02順大　50″61 筑波大　51″23早大　50″99

増野　 元太② 伊郷　 明敏④ 佐々木　 洸④ 吉岡　 駿貴③

橋本　 孝興③

山口　 浩勢④ 小池　 寛明④ 田子　 祐輝④ 津田　 修也② 石橋　 安孝①

国士大　8′50″99

馬場　 和樹③

(+0.4) 法大　13″72 早大　13″92 国武大　14″01 国武大　14″06 明治大　14″09 中大　14″13

早川　 恭平④

中坪　　　章③ 山田　 康太①　決14）　43′56″62

順大　41′44″46

筑波大　14″24

野口　 直人①　予4）　52″42

川島　 龍一③　予6）　53″35

山梨学大　41′52″90 松井　 拓矢③　決17）　44′40″91

筑波大　14″16

青学大　8′48″28

割田　 仁志④ 木村　 洋介③

日体大　5m20 筑波大　5m10 筑波大　5m10 筑波大　5m00

山本　 智貴③ 植松　 倫理① 米原　 博章②

筑波大

仁和　 光一③ 笹川　 友輝④ 松永　 大介① 松崎　 鷹樹③

東洋大　40′14″29 明大　41′12″84 山梨学大　41′24″23 東洋大　41′27″37 東洋大　41′29″57 城西大　41′41″70

4×100mR
中大 早大 法大 慶大 日大

10000mW
西塔　 拓己③

城西大 順大

38″75 38″81 39″31 39″34 39″35 39″46 39″57

4×400mR
日体大東海大中大 筑波大 明大

3′06″73 3′07″83

日大 早大

3′08″263′04″96 3′07″07 3′08″10

走高跳
戸邉　 直人④ 佐藤　　　凌① 髙山　　　豊④ 元吉　 雄基③

3′09″293′08″99

中村　　　仁② 菅　　　隆徳④ 順大　2m05

国武大　7m36(+0.0) 筑波大　7m22(-1.1)

津川　 拓実① 成富　　　創①　決12) 　2m00

筑波大　2m25 GR 東海大　2m16 順大　2m16 東海大　2m10 日大　2m10 高須賀俊徳③

石川　 文貴③  決　9）　5m00

高橋　 祐介②　決12）　4m80

髙田　 貴明② 楠川　 祥生④

法大　2m05 日体大　2m05

日大　5m00

走幅跳
毛呂　 康紘① 嶺村　 鴻汰③ 髙政　 知也② 西海　　　亮③ 山田　 真也③ 松原　　　奨②

順大　7m74(+0.6) 筑波大　7m69(-1.2) 順大　7m67(-0.8) 順大　7m40(-0.3) 国武大　7m39(-1.2) 東海大　7m38(-0.8)

倉永　 忠彦④　決10　15m31（+1.9）

中村　 太地③ 黒田　 章裕④  NM

安部　 宏駿② 中津川真一④ 中村　 太地③

小林　 寛雅③  NM東海大  15m44

東海大　48m62 国士大　48m57 東海大　47ｍ69
円盤投

知念　　　豪④ 小林　 寛雅③ 米沢茂友樹③ 秋場　 堅太③

桑原　 裕幸③

安保　 建吾② 小岩　晴樹③　決10）　45m31

順大　51m99 順大　49m16 東海大　48m84 日大　48m71 日大　48m68

保坂雄志郎④ 堀　　　健斗②  決11）　56m71
ﾊﾝﾏｰ投

柏村　 亮太④ 森本　 涼太③ 知念　　　豪④

日大　66m54 国武大　61m03 順大　60m92

佐藤　 一濤③

中大　60m52 筑波大　60m28

南　　　建吾③

松下　 祐樹④ 谷　 浩二朗③ 相澤　　　翔④ 川﨑　 和也③

恵良　 友也②ディーン　元気④ 新井　 涼平④ 吉村　 拓哉④

秋場　 堅太③ 髙橋慧二朗④

山瀬　 貴雅④  決10)  66m50

日大　60m19 東海大　60m02 中澤　 正道④　決12）　56m53日大　60m74

日体大　66m74 東海大　66m59

十種競技
山村　 昴平③

順大　7330点 筑波大　7316点 順大　6806点 日大　6727点筑波大　7201点 順大　7041点

堂本　 貴之④ 猪狩　 大輔④ 久山　 陽大③

日体大　6644点 法大　6636点

笹瀬　 由樹②         国武大　5m00

石橋　 隆也②             日大　5m00

黒木　 大地④         日体大　5m00

影山　 湧亮④ 桜井　　　駿③
毛呂　 康紘①　決11）　4m90

松村　 和樹③　決20）　1゜ 07′00
岩崎　 祐樹④　決26）　1゜ 07′51
稲田　 翔威②　決27）　1゜ 08′11

安藤　 優介③  準8)  14″85(-3.5)
原　　　佑弥②  予4)  14″80(-1.7)
大田　　　醇③  予7)  15″42(-0.1)

三宅　 隆友③　決12）　9′02″71
林　　　　 優④　予13）　9′19″79
相浦　　　亮②　予15）　9′34″81

竹下　 裕希③　　　　　早大　21″10

小林　 将一②　　　東洋大　21″10

東洋大　 順大　予6）　3′11″66

小澤　 一真④　決21）　14′28″23
松枝　 博輝②　決31）　15′06″02

安齋　　　宰①  　  　DQ

松村　 優樹③　決15）　29′27″37
西郷　 貴之③　決17）　29′32″90
小澤　 一真④　決19）　29′36″06

39″65


