
ト ラ ッ ク 審 判 長 榊原　茂

跳 躍 審 判 長 櫻井　一美

投 て き 審 判 長 櫻井　一美

記 録 主 任 石鎚　一則

日付 種目

澤　薫(4) 10.64 藤井　佳祐(4) 10.72 安藤　滉一(3) 10.86 橋本　太翔(4) 10.92 木下　将一(1) 10.93 阿久津　大貴(2) 10.94 庄司　渓(4) 10.94 山下　拓也(4) 10.97
京都大 東北大 京都大 名古屋大 大阪大 東京大 京都大 名古屋大
澤　薫(4) 21.57 長谷川　有希(4) 21.86 本司　澄空(3) 21.87 聲高　健吾(1) 21.92 久新　陽一郎(4) 21.99 白鳥　海知(3) 22.25 安藤　滉一(3) 22.26 大衡　竜太(4) 22.27
京都大 名古屋大 九州大 東京大 北海道大 東北大 京都大 東北大
佐藤　弘樹(4) 48.18 嶋田　健太郎(4) 48.32 志賀　颯(1) 48.40 水戸部　慶彦(4) 48.67 小谷　哲(2) 48.80 小原　幹太(2) 49.39 平松　力(2) 49.51 浅井　良(1) 49.70
大阪大 名古屋大 大阪大 東北大 京都大 京都大 大阪大 京都大
川口　航汰(3) 2:01.31 砂原　健汰(4) 2:01.92 安部　光騎(3) 2:01.92 佐藤　宏夢(3) 2:01.99 小畑　皓恭　(3) 2:02.13 土屋　維智彦(2) 2:02.71 小野　康介(2) 2:03.45 渡辺　壮流(4) 2:08.10
東北大 名古屋大 大阪大 東北大 北海道大 京都大 東京大 大阪大
酒井　洋明(2) 3:52.50 近藤　秀一(3) 3:55.14 吉岡　龍一(1) 3:57.44 清原　陸(1) 3:57.55 荒田　啓輔(3) 3:57.64 金綱　航平(2) 4:01.48 妹背　雄太(4) 4:04.21 河上　匠(3) 4:04.81
北海道大 東京大 九州大 京都大 東北大 北海道大 東京大 名古屋大
近藤　秀一(3) 14:43.72 酒井　洋明(2) 14:55.51 尾﨑　拓(4) 14:55.85 岩見　直弥(4) 14:58.63 竹鼻　大貴(3) 15:04.90 柴田　裕平(4) 15:05.51 阿部　飛雄馬(2) 15:08.07 松浦　崇之(2) 15:12.74
東京大 北海道大 京都大 九州大 北海道大 京都大 東京大 東北大
真野　悠太郎(3) 14.34 岩瀬　累(4) 14.46 本間　貴裕(4) 14.58 手石　雅人(4) 14.76 田中　俊輔(2) 14.81 小野　貴裕(2) 15.03 工藤　翼(4) 15.13 田中　伸幸(4) 15.41
名古屋大 GR 名古屋大 =GR 大阪大 名古屋大 大阪大 京都大 東北大 京都大
真野　悠太郎(3) 50.74 小田　将矢(4) 51.76 上野　和樹(4) 52.30 壹岐　晃平(4) 53.06 田里　康介(3) 54.04 富樫　直斗(2) 54.48 石坂　優人(4) 55.51 加地　拓弥(1) 55.65
名古屋大 GR 名古屋大 GR 名古屋大 九州大 大阪大 北海道大 北海道大 東北大
樫山　直生(2) 9:21.01 立野　佑太(2) 9:24.04 土田　侑秀(3) 9:28.68 西　慶一郎(4) 9:33.43 吉田　晃一郎(3) 9:35.78 阿部　飛雄馬(2) 9:35.80 島田　潤(4) 9:40.19 木村　秀(1) 9:42.00
大阪大 東北大 京都大 大阪大 九州大 東京大 北海道大 東北大
山西　利和(4) 20:20.05 中川　岳士(4) 20:34.24 高野　圭太(3) 21:37.17 古川　誠也(2) 22:04.83 寺島　智春(1) 22:13.92 佐伯　元春(4) 22:21.99 堀江　駿(3) 22:25.37 及川　一真(3) 22:40.06
京都大 北海道大 京都大 大阪大 東北大 名古屋大 東京大 東北大
京都大学 40.74 名古屋大学 41.10 大阪大学 41.32 東京大学 41.52 九州大学 41.53 北海道大学 41.87 東北大学 43.80
加藤　寿昂(1) GR 岩瀬　累(4) 加地　涼太郎(3) 井上　昴(1) 田上　優太(3) 渡辺　典仁(4) 白鳥　海知(3)
安藤　滉一(3) 小田　将矢(4) 佐藤　弘樹(4) 聲高　健吾(1) 本司　澄空(3) 久新　陽一郎(4) 芦田　周平(1)
庄司　渓(4) 長谷川　有希(4) 木下　将一(1) 影山　優輔(2) 西岡　宰(4) 山野　将明(4) 大衡　竜太(4)
澤　薫(4) 山下　拓也(4) 藤本　唄司(3) 阿久津　大貴(2) 宮内　隆輝(3) 白石　直之(2) 藤井　佳祐(4)
名古屋大学 3:14.61 東北大学 3:15.95 京都大学 3:16.94 大阪大 3:17.06 東京大学 3:17.45 九州大学 3:19.10 北海道大学 3:22.78
嶋田　健太郎(4) GR 白鳥　海知(3) 小谷　哲(2) 志賀　颯(1) 小嶋　健太郎(3) 西岡　宰(4) 山本　誉(2)
小田　将矢(4) 水戸部　慶彦(4) 浅井　良(1) 平松　力(2) 河野　太郎(4) 本司　澄空(3) 久新　陽一郎(4)
長谷川　有希(4) 羽根田　佑真(2) 加藤　陸至(4) 岩松　尚杜(3) 兄井　啓太郎(4) 吉村　史(3) 安部　晋吾(4)
真野　悠太郎(3) 岩波　発彦(3) 小原　幹太(2) 佐藤　弘樹(4) 長久　将(4) 壹岐　晃平(4) 小畑　皓恭　(3)
羽田　充宏(1) 2m04 山下　一也(3) 2m04 大賀　春輝(3) 2m01 田中　祥平(4) 1m90 赤塚　智弥(2) 1m90 廣瀬　達也(4) 1m90
大阪大 東北大 大阪大 東北大 東京大 名古屋大

小山　航(2) 1m90 竹田　風馬(4) 1m90 北嶋　諒太郎(2) 1m90
名古屋大 京都大 九州大

三宅　功朔(2) 4m80 杉山　翔馬(4) 4m50 高橋　昇之(3) 4m50 生野　雄大(4) 4m20 大曲　和輝(2) 4m00 安部　晋吾(4) 4m00 珍坂　涼太(4) 4m00 澤　薫(4) 3m80
東京大 北海道大 東北大 大阪大 大阪大 北海道大 京都大 京都大
中谷　豪汰(3) 7m41(+0.6) 角屋　喜基(3) 7m39(+1.3) 橋本　太翔(4) 7m31(+0.7) 木下　将一(1) 7m28(-0.7) 伊藤　裕也(3) 7m17(+0.7) 木下　秀明(3) 7m04(+0.6) 栗原　怜也(1) 6m88(0.0) 高橋　昇之(3) 6m74(-0.1)
大阪大 名古屋大 名古屋大 大阪大 名古屋大 東京大 東京大 東北大
中谷　豪汰(3) 14m83(-0.2) 伊藤　裕也(3) 14m61(-0.2) 浜島　裕亮(3) 14m45(+0.2) 木下　秀明(3) 14m42(-0.5) 平木　基人(3) 14m38(-0.3) 吉國　利啓(3) 14m34(+0.6) 三神　惇志(2) 14m30(-0.3) 藤　悠里(3) 14m29(-0.1)
大阪大 名古屋大 名古屋大 東京大 東京大 大阪大 京都大 九州大
楠　哲也(3) 13m47 赤坂　健太朗(4) 12m65 濱崎　拳介(1) 12m34 重吉　比呂(3) 12m04 野村　琢真(3) 11m60 深谷　侑生(3) 11m47 土井　雅人(4) 11m33 佐竹　俊哉(3) 10m97
東北大 北海道大 九州大 大阪大 大阪大 名古屋大 東京大 東京大
楠　哲也(3) 42m61 赤坂　健太朗(4) 38m25 大橋　悟(2) 37m70 西田　亮也(4) 35m07 諏訪　雄山(2) 34m96 佐竹　俊哉(3) 34m17 多賀　駿介(3) 33m40 平島　敬也(2) 32m36
東北大 北海道大 京都大 名古屋大 九州大 東京大 名古屋大 京都大
浅野　智司(4) 43m96 野尻　英史(3) 38m24 野村　琢真(3) 37m53 大橋　悟(2) 37m06 笹島　史好(4) 36m79 横浜　立(3) 36m24 多賀　駿介(3) 33m14 加藤　輝仁(4) 31m89
京都大 東北大 大阪大 京都大 北海道大 北海道大 名古屋大 東京大
西田　亮也(4) 62m09 栗林　篤(3) 59m35 楠　哲也(3) 59m06 中山　奎吾(3) 56m31 浅野　智司(4) 55m66 野村　琢真(3) 54m11 加藤　敦貴(3) 53m33 釜谷　智貴(3) 51m85
名古屋大 名古屋大 東北大 京都大 京都大 大阪大 名古屋大 大阪大

男子総合 名古屋大 96.5点 大阪大 84点 京都大 71.5点 東北大 64.5点 北海道大 44点 東京大 34.5点 九州大 25点
男子トラック 名古屋大 59点 京都大 53点 大阪大 43点 東北大 32点 北海道大 25点 東京大 21点 九州大 19点

男子フィールド 大阪大 41点 名古屋大 37.5点 東北大 32.5点 北海道大 19点 京都大 18.5点 東京大 13.5点 九州大 6点
凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

第６８回全国七大学対校陸上競技大会兼第２８回全国七大学対校女子陸上競技大会 
知多運動公園陸上競技場 【222010】・パロマ瑞穂スタジアム 【221010】 
2017/07/29 ～ 2017/07/30

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月30日
男子100m 
風：+0.1

7月30日
男子200m 

風：0.0

7月30日 男子400m

7月30日 男子800m

7月30日 男子1500m

7月30日 男子5000m

7月30日
男子110ｍH(1.067m) 

風：+1.0

7月30日 男子400mH(0.914m)

7月30日 男子3000mSC(0.914m)

7月30日 男子走高跳

7月30日 男子棒高跳

7月30日 男子5000mW

7月30日 男子4×100mR

7月30日 男子4×400mR

7月30日 男子走幅跳

7月30日 男子三段跳

7月30日 男子砲丸投(7.260kg)

対抗得点

7月30日 男子円盤投(2.000kg)

7月29日 男子ハンマー投(7.260kg)

7月30日 男子やり投(0.800kg)


