
第91回関東学生陸上競技対校選手権大会第91回関東学生陸上競技対校選手権大会第91回関東学生陸上競技対校選手権大会
＜男子3部決勝結果＞＜男子3部決勝結果＞＜男子3部決勝結果＞

期日：平成24年5月12日(土)～13日(日)・19日(土)～20日（日）期日：平成24年5月12日(土)～13日(日)・19日(土)～20日（日）
場所：国立競技場場所：国立競技場
場所：日本大学陸上競技場(ハンマー投)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）場所：国立競技場神宮外苑周回コース（ハーフマラソン）場所：国立競技場神宮外苑周回コース（ハーフマラソン）

＜男子＞＜男子＞

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 以降順大生以降順大生以降順大生以降順大生1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 以降順大生以降順大生以降順大生以降順大生

100ｍ 九鬼 　靖太M① 青木　 邦成M②青木　 邦成M②青木　 邦成M②青木　 邦成M② 西田　 昂広M②

(-1.3)

100ｍ 九鬼 　靖太M① 青木　 邦成M②青木　 邦成M②青木　 邦成M②青木　 邦成M② 西田　 昂広M②

筑波大院　10″80 順大院　11″04順大院　11″04順大院　11″04順大院　11″04 東大院　11″18(-1.3) 筑波大院　10″80 順大院　11″04順大院　11″04順大院　11″04順大院　11″04 東大院　11″18

200m 安部　    文隆M① 九鬼 　靖太M① 滑川　 智登M②200m
(-0.3)

安部　    文隆M① 九鬼 　靖太M① 滑川　 智登M②

群大院　22″19 筑波大院　22″30 茨城大院　22″33(-0.3) 群大院　22″19 筑波大院　22″30 茨城大院　22″33

田中　 嘉法M②
400m

田中　 嘉法M②
400m

田中　 嘉法M②

電通大院　50"99電通大院　50"99

松尾　 圭浩M① 渡邉　 拓也M② 山岡　 卓弥M① 清沢　 創一M①
800m

松尾　 圭浩M① 渡邉　 拓也M② 山岡　 卓弥M① 清沢　 創一M①
800m

筑波大院　1′54″19 東大院　1′54″85 日大院　1′56″36 東学大院　2′00″94筑波大院　1′54″19 東大院　1′54″85 日大院　1′56″36 東学大院　2′00″94

伊藤　 和麻M② 仲間　 孝大M②仲間　 孝大M②仲間　 孝大M②仲間　 孝大M② 丹治　 史弥M①
5000m

伊藤　 和麻M② 仲間　 孝大M②仲間　 孝大M②仲間　 孝大M②仲間　 孝大M② 丹治　 史弥M①
5000m

早大院　NGR　14′28″12 順大院　14′34″15順大院　14′34″15順大院　14′34″15順大院　14′34″15 筑波大院　15′30″89早大院　NGR　14′28″12 順大院　14′34″15順大院　14′34″15順大院　14′34″15順大院　14′34″15 筑波大院　15′30″89

伊藤　 和麻M② 仲間　 孝大M②仲間　 孝大M②仲間　 孝大M②仲間　 孝大M②
10000m

伊藤　 和麻M② 仲間　 孝大M②仲間　 孝大M②仲間　 孝大M②仲間　 孝大M②
10000m

NGR 早大院　29′39″91 NGR 順大院　30′03″01NGR 順大院　30′03″01NGR 順大院　30′03″01NGR 順大院　30′03″01NGR 早大院　29′39″91 NGR 順大院　30′03″01NGR 順大院　30′03″01NGR 順大院　30′03″01NGR 順大院　30′03″01

110mH 粟野　 祐弥S① 中村　 卓磨M②110mH 粟野　 祐弥S① 中村　 卓磨M②

日体大専　14″43(+0.5) 電通大院　15″08(+0.9)タイムレース決勝 日体大専　14″43(+0.5) 電通大院　15″08(+0.9)

武井　 隼児M② 鈴木　 大地M②鈴木　 大地M②鈴木　 大地M②鈴木　 大地M② 伊藤　 成晃M① 高木　 海平M①
400mH

武井　 隼児M② 鈴木　 大地M②鈴木　 大地M②鈴木　 大地M②鈴木　 大地M② 伊藤　 成晃M① 高木　 海平M①

筑波大院　53″30 順大院　55″55順大院　55″55順大院　55″55順大院　55″55 東工大院　56″56 東大院　58″28
400mH

筑波大院　53″30 順大院　55″55順大院　55″55順大院　55″55順大院　55″55 東工大院　56″56 東大院　58″28

3000mSC 丹治　 史弥M①3000mSC 丹治　 史弥M①

タイムレース決勝 NGR 筑波大院　8′56″84タイムレース決勝 NGR 筑波大院　8′56″84

10000mW
早川　 晃司M② 大竹　 良徳M② 田口　 雄介M①田口　 雄介M①田口　 雄介M①田口　 雄介M①

10000mW
早川　 晃司M② 大竹　 良徳M② 田口　 雄介M①田口　 雄介M①田口　 雄介M①田口　 雄介M①

東大院　44′37″79 筑波大院　45′46″07 順大院　45′46″73順大院　45′46″73順大院　45′46″73順大院　45′46″73東大院　44′37″79 筑波大院　45′46″07 順大院　45′46″73順大院　45′46″73順大院　45′46″73順大院　45′46″73

4×400mR
電通大院

4×400mR
電通大院

3′20″433′20″43

古川　 佑生M② 比留間修吾M① 松山　 直輝M②
走高跳

古川　 佑生M② 比留間修吾M① 松山　 直輝M②
走高跳

日体大院　2m00 東海大院　1m95 東学大院　1m90日体大院　2m00 東海大院　1m95 東学大院　1m90

木村　 考宏M① 木下　 明彦M② 小玉　　　 恒M②
棒高跳

木村　 考宏M① 木下　 明彦M② 小玉　　　 恒M②
棒高跳

国武大院　4m20 千葉大院　NM 国武大院　NM国武大院　4m20 千葉大院　NM 国武大院　NM

山口　 大地M② 栗原　 　　諒M② 西田　 昂広M② 相前　 有哉M① 林　　  陵平M① 金子　 航太M②
走幅跳

山口　 大地M② 栗原　 　　諒M② 西田　 昂広M② 相前　 有哉M① 林　　  陵平M① 金子　 航太M②
走幅跳

国士大院　7m33(+0.7) 東学大院　7m14(+2.6) 東大院　7m11(+2.4) 国士大院　7m10(+2.6) 筑波大院　6m87(+1.8) 国武大院　6m56(+3.3)国士大院　7m33(+0.7) 東学大院　7m14(+2.6) 東大院　7m11(+2.4) 国士大院　7m10(+2.6) 筑波大院　6m87(+1.8) 国武大院　6m56(+3.3)

相前　 有哉M① 松島　 一司M② 林　　  陵平M①
三段跳

相前　 有哉M① 松島　 一司M② 林　　  陵平M①
三段跳

国士大院　15m00(+0.1) 筑波大院　14m76(-0.7) 筑波大院　14m71(+1.2)国士大院　15m00(+0.1) 筑波大院　14m76(-0.7) 筑波大院　14m71(+1.2)

久次米裕介M① 本間　 勝人M② 村木　 瑞穂M① 持永　　新D③ 相川　 悠貴D① 加賀美昌宏M②
砲丸投

久次米裕介M① 本間　 勝人M② 村木　 瑞穂M① 持永　　新D③ 相川　 悠貴D① 加賀美昌宏M②

筑波大院　15m07 国武大院　12m91 群大院　12m34 東大院　11m96 筑波大院　11m82 上武大院　11m73
砲丸投

筑波大院　15m07 国武大院　12m91 群大院　12m34 東大院　11m96 筑波大院　11m82 上武大院　11m73

小野　 真弘M① 桜井　　　徹M② 北林　 峰明M① 久次米裕介M① 相川　 悠貴D①
円盤投

小野　 真弘M① 桜井　　　徹M② 北林　 峰明M① 久次米裕介M① 相川　 悠貴D①

筑波大院　NGR　51m16 流経大院　44m95 千葉大院　40m45 筑波大院　38m83 筑波大院　33m16
円盤投

筑波大院　NGR　51m16 流経大院　44m95 千葉大院　40m45 筑波大院　38m83 筑波大院　33m16

ﾊﾝﾏｰ投
前田　 和信M② 小林　 龍太M① 村木　 瑞穂M① 加藤　 和樹M① 久治　 佑樹M①

ﾊﾝﾏｰ投
前田　 和信M② 小林　 龍太M① 村木　 瑞穂M① 加藤　 和樹M① 久治　 佑樹M①

国武大院　56m75 筑波大院　54m64 群大院　50m30 東学大院　44m10 横国大院　38m76
ﾊﾝﾏｰ投

国武大院　56m75 筑波大院　54m64 群大院　50m30 東学大院　44m10 横国大院　38m76

やり投
後藤　　  歩M② 石川淳太郎M①

やり投
後藤　　  歩M② 石川淳太郎M①

国武大院　63m93 東学大院　51m80国武大院　63m93 東学大院　51m80

十種競技
坂口　 将太D② 持永　　　新D③ 木村　 考宏M① 相川　 悠貴D①

十種競技
坂口　 将太D② 持永　　　新D③ 木村　 考宏M① 相川　 悠貴D①

筑波大院　6308点 東大院　5779点 国武大院　5735点 筑波大院　5632点筑波大院　6308点 東大院　5779点 国武大院　5735点 筑波大院　5632点

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 筑波大院 31 5 3 4 3 2 3 8 3 17 11 71 筑波大院 31 5 3 4 3 2 3 8 3 17 11 7

2 国武大院 12 3 8 1 11 32 国武大院 12 3 8 1 11 3

3 東大院 9 1 2 3 1 2 6 13 東大院 9 1 2 3 1 2 6 1

4444 順大院順大院順大院順大院 9999 2222 4444 2222 1111 99994444 順大院順大院順大院順大院 9999 2222 4444 2222 1111 9999

5 電通大院 8 3 2 3 5 25 電通大院 8 3 2 3 5 2


