
期　日：平成24年6月8日（金）～10日（日）

場　所：長居陸上競技場

＜男子＞＜男子＞＜男子＞＜男子＞
２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ 中村　 圭佑③ 予 4） 20″96（0.0） 円盤投円盤投円盤投円盤投 知念　　　豪③ 決 8） 51ｍ05

８００ｍ８００ｍ８００ｍ８００ｍ 岡　　　昇平④ 予 1） 1′50″11 ハンマー投ハンマー投ハンマー投ハンマー投 知念　　　雄④ 決15） 59ｍ46
決 3） 1′48″51

新安　 直人① 予 8） 1′54″70 ＜女子＞＜女子＞＜女子＞＜女子＞
３０００ｍSC３０００ｍSC３０００ｍSC３０００ｍSC 後潟華奈子④ 決 5） 10′15″09

走高跳走高跳走高跳走高跳 髙山　　　豊③ 決10） 2ｍ05
走高跳走高跳走高跳走高跳 前田　 愛純④ 決 1） 1ｍ80 ☆ ◎

走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳 西海　　　亮② 決 5） 7ｍ65（+1.4）
やり投やり投やり投やり投 川述　　　優③ 決 6） 53ｍ62

＜男子卒業生＞＜男子卒業生＞＜男子卒業生＞＜男子卒業生＞
１００ｍ１００ｍ１００ｍ１００ｍ 草野　 誓也 予 6） 10″83（-0.9） ３０００ｍSC３０００ｍSC３０００ｍSC３０００ｍSC 武田　　　毅 決 2） 8′35″27

（H22年卒・ぴえろ）

菊池　 敦郎 決12） 8′55″21
２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ 高瀬　　　慧 予 1） 20″67（0.0） （H22年卒・NTN）

（Ｈ23年卒・富士通） 決 1） 20″42（0.0）
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ出場決定

走高跳走高跳走高跳走高跳 久保田　 聡 決 3） 2ｍ15
髙平　 慎士 予 1） 20″66（+0.9） （H17年卒・ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ）

（H19年卒・富士通） 決 3） 20″56（0.0）
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ出場決定

棒高跳棒高跳棒高跳棒高跳 小野寺　 晃 決 4） 5ｍ22
８００ｍ８００ｍ８００ｍ８００ｍ （H15年卒・宮城陸協）

牧野　 康博 予 2） 1′50″28
（H23年卒・ﾕﾃｨｯｸ） 決 4） 1′48″98 小野寺　 亮 決 6） 5ｍ22

（H19年卒・宮城陸協）

１５００ｍ１５００ｍ１５００ｍ１５００ｍ 永田　 純也 決 7） 5ｍ22
井野　　　洋 予 1） 3′45″81 （H23年卒・横浜市陸協）

（H20年卒・富士通） 決 2） 3′45″84
髙橋　 友輝 NM

関戸　 雅輝 予 7） 3′46″76 （H22年卒・郡大TF荒牧）
（H22年卒・NTT西日本） 決10） 3′52″82

走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳 菅井　 洋平 決 2） 7ｍ76（0.0）
５０００ｍ５０００ｍ５０００ｍ５０００ｍ （H20年卒・ﾐｽﾞﾉ）

村上　 康則 決15） 14′03″71
（H18年卒・富士通）

三段跳三段跳三段跳三段跳 山本　　 雄介 決 8） 15ｍ77（+1.0）
（H16年卒・小島ﾌﾟﾚｽ）

１００００ｍ１００００ｍ１００００ｍ１００００ｍ
松岡　 佑起 決 7） 28′31″50

（H20年卒・大塚製薬） 円盤投円盤投円盤投円盤投 池田　 達弥 決17） 45ｍ71
（H20年卒・きらめきAC）

小野　 裕幸 DNF
（Ｈ21年卒・日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

ハンマー投ハンマー投ハンマー投ハンマー投 野口　 裕史 決 2） 71ｍ22
（H18年卒・群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）

１１０ｍH１１０ｍH１１０ｍH１１０ｍH
八幡　 賢司 予 2） 13″80（-0.2） 廣瀬　 健一 決10） 62ｍ03

（H15年卒・ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ） 準 3） 13″76（+2.4） （Ｈ24年卒・ﾁｰﾑｱｲﾏ）
決 1） 13″72（-0.6）

＜女子卒業生＞＜女子卒業生＞＜女子卒業生＞＜女子卒業生＞
古川裕太郎 予 1） 13″88（-1.1） ４００ｍ４００ｍ４００ｍ４００ｍ 堤　 真由 予 5） 55″90

（H20年卒・小島ﾌﾟﾚｽ） 準 7） 13″95（+0.5） （H18年卒・ﾁｰﾑｱｲﾏ）

森田　 俊一 予 5） 14″13（-1.1）
（H24年卒・J．VIC） ５０００ｍ５０００ｍ５０００ｍ５０００ｍ 稲富　 友香 決19） 16′31″95

（H20年卒・ﾜｺｰﾙ）

４００ｍH４００ｍH４００ｍH４００ｍH
今関　 雄太 予 2） 50″89 １００００ｍ１００００ｍ１００００ｍ１００００ｍ 稲富　 友香 決17） 34′01″78

（H22年卒・渋谷幕張高教） 準 3） 49″49 （H20年卒・ﾜｺｰﾙ）
決 4） 49″50

出浦　 教行 予 3） 51″29 三段跳三段跳三段跳三段跳 本多　　　綾 決17) 11ｍ61（+0.4）
（H22年卒・ﾁｰﾑｱｲﾏ） 準 6） 50″31 （Ｈ23年卒・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ）

吉田　 和晃 予 6） 51″34 ☆・・・順大記録
（H22年卒・大阪ｶﾞｽ） ◎・・・自己新記録

武田　 健太 予 7） 51″59
（H21年卒・日本陸送）

小池　 崇之 予 4） 51″63
（H19年卒・ﾐｽﾞﾉ）

第96回日本陸上競技選手権大会第96回日本陸上競技選手権大会第96回日本陸上競技選手権大会第96回日本陸上競技選手権大会
兼　第30回オリンピック競技会（2012/ロンドン）代表選手選考競技会兼　第30回オリンピック競技会（2012/ロンドン）代表選手選考競技会兼　第30回オリンピック競技会（2012/ロンドン）代表選手選考競技会兼　第30回オリンピック競技会（2012/ロンドン）代表選手選考競技会

本学学生・卒業生結果一覧本学学生・卒業生結果一覧本学学生・卒業生結果一覧本学学生・卒業生結果一覧

（H21年卒・ｽｽﾞｷ浜松AC）


