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コンディション情報

大会総務 小野田　隆　 トラック審判長 植田准次
跳躍審判長 植田准次 投てき審判長 植田准次

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2019/10/19 10:00 曇 20.0 91.0 南西 0.1

11:00 曇 20.5 91.0 北 0.1
12:00 雨 20.0 91.0 北東 0.3
13:00 曇 20.0 91.0 東 0.5
14:00 曇 20.5 91.0 北 0.4
15:00 曇 20.5 91.0 北東 0.1
16:00 曇 20.0 95.0 北東 0.1
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競技場
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ト ラ ッ ク 審 判 長 植田准次

跳 躍 審 判 長 植田准次

投 て き 審 判 長 植田准次

記 録 主 任 鈴木康雄

日付 種目

小関　三四郎(1) 10.86 朝田　航平(3) 11.07 山本　悠生(1) 11.10 津々　諒太(2) 11.42 金田　隼弥(1) 11.47 深津　義士(2) 11.57
神奈川・一橋大学 東　京・一橋大学 和歌山・名古屋大学 岡　山・一橋大学 富　山・名古屋大学 愛　知・名古屋大学
朝田　航平(3) 49.54 蔵　啓太(2) 50.07 小島　七洋希(1) 50.39 春木　健杜(1) 50.64 若林　亮平(3) 51.01 津々　諒太(2) 51.10
東　京・一橋大学 愛　知・名古屋大学 愛　知・名古屋大学 愛　知・名古屋大学 東　京・一橋大学 岡　山・一橋大学
堀内　省吾(1) 1:56.12 清﨑　佑(2) 1:56.44 安井　遥祐(1) 1:57.72 福澤　元己(3) 1:57.74 小林　篤生(3) 1:58.19 中村　光志(3) 1:59.49
東　京・一橋大学 福　岡・一橋大学 大　阪・名古屋大学 東　京・一橋大学 福　井・名古屋大学 愛　知・名古屋大学
星　寿幸(4) 4:06.48 清﨑　佑(2) 4:06.76 福澤　元己(3) 4:07.40 長谷川　和紀(3) 4:07.85 勝田　哲史(3) 4:08.79 斎藤　雄大(2) 4:11.81
埼　玉・一橋大学 福　岡・一橋大学 東　京・一橋大学 三　重・名古屋大学 愛　知・名古屋大学 三　重・名古屋大学
森川　陽之(2) 14:52.00 勝田　哲史(3) 15:00.15 高島　良平(4) 15:14.04 和田　慎太郎(3) 15:17.76 山口　雄大(4) 15:23.29 大倉　和樹(4) 16:06.98
広　島・名古屋大学 GR 愛　知・名古屋大学 東　京・一橋大学 三　重・名古屋大学 千　葉・一橋大学 東　京・一橋大学
佐藤　勇介(3) 14.98 宮原　翔太(2) 15.37 後藤　直哉(2) 16.11 池野　和(4) 16.68 田中　佑資(3) 16.81 昔農　侑大(3) 20.76
東　京・一橋大学 長　野・名古屋大学 愛　知・名古屋大学 長　崎・一橋大学 埼　玉・一橋大学 北海道・名古屋大学
一橋大学 42.54 名古屋大学 42.63
津々　諒太(2) 金田　隼弥(1)
朝田　航平(3) 山本　悠生(1)
小関　三四郎(1) 後藤　直哉(2)
佐藤　勇介(3) 小島　七洋希(1)
名古屋大学 3:23.40 一橋大学 3:23.98
春木　健杜(1) 若林　亮平(3)
小島　七洋希(1) 堀内　省吾(1)
昔農　侑大(3) 小関　三四郎(1)
蔵　啓太(2) 池野　和(4)
佐藤　勇介(3) 1m65 阿保　朗楽(4) 1m65 清原　和真(3) 1m65 中村　拓己(1) 1m60 宮原　翔太(2) 1m20
東　京・一橋大学 宮　城・一橋大学 愛　知・名古屋大学 東　京・一橋大学 長　野・名古屋大学

後藤　直哉(2) 1m20
愛　知・名古屋大学

松戸　春樹(3) 6m60(+0.3) 有我　友希(2) 6m56(+0.4) 中村　拓己(1) 6m52(+0.2) 清原　和真(3) 6m41(+0.1) 倉嶋　崇(2) 6m37(-0.5) 清原　敬介(1) 5m92(+0.2)
千　葉・一橋大学 愛　知・名古屋大学 東　京・一橋大学 愛　知・名古屋大学 静　岡・一橋大学 愛　知・名古屋大学
諏訪　玄樹(2) 13m31(+0.5) 田中　佑資(3) 13m18(+0.3) 池野　和(4) 12m87(+0.3) 中村　拓己(1) 12m82(+0.4) 清原　和真(3) 12m61(+0.5) 清原　敬介(1) 11m92(+0.2)
岐　阜・名古屋大学 埼　玉・一橋大学 長　崎・一橋大学 東　京・一橋大学 愛　知・名古屋大学 愛　知・名古屋大学
中村　龍彦(1) 11m31 佐藤　勇介(3) 9m91 田中　佑資(3) 9m40 立花　悠馬(2) 9m20 小坂井　克也(1) 8m81 松戸　春樹(3) 8m26
埼　玉・名古屋大学 東　京・一橋大学 埼　玉・一橋大学 北海道・名古屋大学 愛　知・名古屋大学 千　葉・一橋大学
中村　龍彦(1) 27m61 立花　悠馬(2) 26m95 小坂井　克也(1) 23m57 阿保　朗楽(4) 23m53 辻　智史(2) 21m24 佐藤　勇介(3) 20m62
埼　玉・名古屋大学 北海道・名古屋大学 愛　知・名古屋大学 宮　城・一橋大学 秋　田・一橋大学 東　京・一橋大学
田中　佑資(3) 50m35 辻　智史(2) 46m10 松岡　幹也(1) 45m71 林　航生(2) 41m12 小坂井　克也(1) 39m55 柳生　憲伸(1) 5m77
埼　玉・一橋大学 秋　田・一橋大学 愛　知・名古屋大学 東　京・一橋大学 愛　知・名古屋大学 愛　知・名古屋大学
尾山　智沙(3) 12.77 小林　はづき(1) 12.83 森畑　愛(3) 13.72 小池　里歩(1) 14.17
埼　玉・津田塾大学 GR 愛　知・名古屋大学 GR 東　京・津田塾大学 愛　知・名古屋大学
尾山　智沙(3) 59.83 水谷　優希(1) 1:03.31 近藤　由梨(3) 1:06.34 小池　里歩(1) 1:06.94
埼　玉・津田塾大学 神奈川・一橋大学 愛　知・名古屋大学 愛　知・名古屋大学
増渕　朱里(3) 2:28.98 島崎　温香(2) 2:29.56 谷　英美子(2) 2:33.96 近藤　由梨(3) 2:35.12
栃　木・津田塾大学 愛　知・名古屋大学 東　京・一橋大学 愛　知・名古屋大学
斉藤　栞(3) 4:52.54 笹木　晴奈(3) 4:52.86 牧　花恵(2) 4:53.23 菅　さくら(1) 5:26.27
愛　知・名古屋大学 福　島・津田塾大学 神奈川・津田塾大学 三　重・名古屋大学
名古屋大学 52.35 一橋大学 52.92
小池　里歩(1) 森畑　愛(3)
小林　はづき(1) 尾山　智沙(3)
中村　友香(1) 高橋　碧衣(2)
鎌田　友美(2) 神田　実侑(3)

小林　はづき(1) 5m38(-0.3) 森畑　愛(3) 4m97(+0.3) 中村　友香(1) 4m54(-0.9) 尾山　智沙(3) 4m25(+0.2)
愛　知・名古屋大学 東　京・津田塾大学 愛　知・名古屋大学 埼　玉・津田塾大学
高橋　碧衣(2) 8m27 森畑　愛(3) 8m08 澁谷　美紀(2) 7m58 鎌田　友美(2) 5m38
宮　城・津田塾大学 東　京・津田塾大学 愛　知・名古屋大学 石　川・名古屋大学

凡例  GR:大会記録

第49回　一橋大学・名古屋大学対抗陸上競技大会　第25回　一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会 【19691801】
物産フードサイエンス1969知多スタジアム 【222010】
2019/10/19 ～ 2019/10/19

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月19日
男子100m
風：+0.7

10月19日 男子400m

10月19日 男子800m

10月19日 男子1500m

10月19日 男子5000m

10月19日
男子110ｍH(1.067m)

風：-0.4

10月19日 男子4×100mR

10月19日 男子走高跳

10月19日 男子4×400mR

10月19日 男子走幅跳

10月19日 男子三段跳

10月19日 男子砲丸投(7.260kg)

10月19日 男子円盤投(2.000kg)

10月19日 男子やり投(0.800kg)

10月19日
女子100m
風：+0.7

10月19日 女子400m

10月19日 女子800m

10月19日 女子1500m

10月19日 女子4×100mR

10月19日 女子走幅跳

10月19日 女子砲丸投(4.000kg)



第49回　一橋大学・名古屋大学対抗陸上競技大会　第25回　一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会 【19691801】 新・タイ記録一覧表
物産フードサイエンス1969知多スタジアム 【222010】 出力時刻 2019/10/19 16:12
2019/10/19 ～ 2019/10/19

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 10月19日 大会記録 男 一般 5000m 決　勝 1 1 14:52.00 森川　陽之(2) 名古屋大学(広　島)

2 10月19日 大会記録 女 一般 100m 決　勝 1 1 12.77 +0.7m/s 尾山　智沙(3) 津田塾大学(埼　玉)

3 10月19日 大会記録 女 一般 100m 決　勝 1 2 12.83 +0.7m/s 小林　はづき(1) 名古屋大学(愛　知)



対校得点表(男子)

種目 一橋大学 名古屋大学
100m 14 7

400m 9 12

800m 14 7

1500m 15 6

5000m 7 14

110mH 11 10

4×100mR 6 3

4×400mR 3 6

トラック合計 79 65

走高跳 14 7

走幅跳 12 9

三段跳 12 9

砲丸投 10 11

円盤投 6 15

やり投 14 7

フィールド合計 68 58

総合得点 147 123

総合順位 1 2

対校得点表(女子)
種目 一橋大学 名古屋大学
100m 6 4

400m 7 3

800m 6 4

1500m 5 5

4×100mR 2 4

トラック合計 26 20

走幅跳 4 6

砲丸投 7 3

フィールド合計 11 9

総合得点 37 29

総合順位 1 2



男子100m

大会記録(GR)                 10.72     新浜　太郎(名古屋大学)                1999 10月19日 12:00 決　勝

決　勝　

(風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｾﾞｷ ｻﾝｼﾛｳ 神奈川

1 5 231 小関　三四郎(1) 一橋大学 10.86
ｱｻﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東　京

2 3 210 朝田　航平(3) 一橋大学 11.07
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ 和歌山

3 4 401 山本　悠生(1) 名古屋大学 11.10
ﾂﾂ ﾘｮｳﾀ 岡　山

4 7 225 津々　諒太(2) 一橋大学 11.42
ｶﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 富　山

5 6 403 金田　隼弥(1) 名古屋大学 11.47
ﾌｶﾂ ﾖｼﾋﾄ 愛　知

6 2 402 深津　義士(2) 名古屋大学 11.57



オープン男子100m

10月19日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｶﾞｻｷ ｶｽﾞﾔ 静　岡 ｵｵｳﾁ ｼﾝﾔ 愛　知

1 6 437 伊ヶ崎 一哉(2) 名古屋大学 11.25 1 3 449 大内 慎也(4) 名古屋大学 11.61
ﾊﾘｳ ｼｮｳﾍｲ 愛　知 ｸﾗｼﾏ ﾀｶｼ 静　岡

2 4 486 針生　祥平(1) 名古屋大学 11.28 2 7 223 倉嶋　崇(2) 一橋大学 11.71
ｽﾐﾔ ﾖｼｷ 愛　知 ｲﾅﾐ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛　知

3 460 角屋 喜基(M1) 名古屋大学 DNS 3 4 461 稲見 英和(5) 名古屋大学 11.72
ｵｷｼﾞﾏ ﾕｳｷ 愛　知 ﾐﾔｼﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 愛　知

2 404 沖島　祐輝(3) 名古屋大学 DNS 2 492 宮地　一宏 愛知陸協 DNS
ﾏﾙﾁ ﾏｻﾄ 愛　知 ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 愛　知

5 438 丸地 正人(4) 名古屋大学 DNS 5 443 伊藤 裕也(M1) 名古屋大学 DNS
ｶﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 富　山 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 東　京

7 403 金田　隼弥(1) 名古屋大学 DNS 6 221 若林　亮平(3) 一橋大学 DNS
ﾌｶﾂ ﾖｼﾋﾄ 愛　知 ﾔﾏﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 愛　知

8 402 深津　義士(2) 名古屋大学 DNS 8 408 山原　光太朗(3) 名古屋大学 DNS

3組 (風:+0.6) 4組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾗﾔ ｾｲﾘｭｳ 三　重 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ 愛　知

1 1 459 原屋 正龍(2) 名古屋大学 11.75 1 2 496 長谷川　有希 POWER MAX 11.11
ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾀｶ 愛　知 ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 愛　知

2 6 494 山田　純貴 東三河AC 11.76 2 5 450 新海 涼司(4) 名古屋大学 11.15
ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 愛　知 ｿｳﾏ ｼｭｳｽｹ 三　重

3 7 473 伊藤 駿一郎(4) 名古屋大学 11.99 3 4 468 相馬 秀亮(1) 名古屋大学 12.25
ﾀﾆ ｱﾂｼ 神奈川 ｼﾓﾑﾗ ﾊﾙｶ 愛　知

4 2 491 谷　篤 横浜市陸協 12.12 3 499 下村　遼 愛知陸協 DNS
ｱﾜﾀ ﾖｳｽｹ 愛　知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 愛　知

5 5 405 粟田　洋祐(2) 名古屋大学 12.13 6 4004 小林　陽介(4) 名古屋大学 DNS
ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 愛　知 ｽｽﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ 愛　知

6 4 472 岩井 宏樹(M1) 名古屋大学 12.14 7 455 鈴木 日向(M2) 名古屋大学 DNS
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾔ 愛　知 ｻｶﾖﾘ ﾅｵﾔ 愛　知

3 441 鈴木 翔也(2) 愛知淑徳大学 DNS 8 474 酒寄 直哉(4) 名古屋大学 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 東　京

8 234 中村　拓己(1) 一橋大学 DNS

5組 (風:-0.4) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾄ 岐　阜 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ 愛　知

1 6 448 森　信人(4) 名古屋大学 11.92 1 496 長谷川　有希 POWER MAX 11.11 +0.1
ｼﾝﾀﾆ ﾃﾂﾔ 広　島 ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 愛　知

2 8 493 新谷　哲也 鶴学園クラブ 12.21 2 450 新海 涼司(4) 名古屋大学 11.15 +0.1
ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 愛　知 ｲｶﾞｻｷ ｶｽﾞﾔ 静　岡

3 3 4006 佐藤　晃平(4) 名古屋市立大学 12.27 3 437 伊ヶ崎 一哉(2) 名古屋大学 11.25 +0.6
ﾏﾂｵｶ ﾐｷﾔ 愛　知 ﾊﾘｳ ｼｮｳﾍｲ 愛　知

4 7 431 松岡　幹也(1) 名古屋大学 12.36 4 486 針生　祥平(1) 名古屋大学 11.28 +0.6
ﾏﾂｵ ﾖｼﾉﾘ 三　重 ｵｵｳﾁ ｼﾝﾔ 愛　知

5 2 498 松尾　頼憲 IseTC 12.49 5 449 大内 慎也(4) 名古屋大学 11.61 +0.5
ﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛　知 ｸﾗｼﾏ ﾀｶｼ 静　岡

5 5 485 茂田　孝弘(4) 名古屋大学 12.49 6 223 倉嶋　崇(2) 一橋大学 11.71 +0.5
ﾔｷﾞｭｳ ｹﾝｼﾝ 愛　知 ｲﾅﾐ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛　知

7 4 432 柳生　憲伸(1) 名古屋大学 12.86 7 461 稲見 英和(5) 名古屋大学 11.72 +0.5
ﾊﾗﾔ ｾｲﾘｭｳ 三　重

8 459 原屋 正龍(2) 名古屋大学 11.75 +0.6

凡例  DNS:欠場



オープン男子200m

10月19日 10:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.8) 2組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｾﾞｷ ｻﾝｼﾛｳ 神奈川 ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 愛　知

1 5 231 小関　三四郎(1) 一橋大学 22.12 1 5 472 岩井 宏樹(M1) 名古屋大学 23.82
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ 愛　知 ﾊﾗﾔ ｾｲﾘｭｳ 三　重

2 4 496 長谷川　有希 POWER MAX 23.34 2 2 459 原屋 正龍(2) 名古屋大学 24.54
ｽｽﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ 愛　知 ｿｳﾏ ｼｭｳｽｹ 三　重

2 455 鈴木 日向(M2) 名古屋大学 DNS 3 3 468 相馬 秀亮(1) 名古屋大学 24.60
ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀ 愛　知 ﾐﾔｼﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 愛　知

3 4002 市川　雄太 POWER MAX DNS 4 492 宮地　一宏 愛知陸協 DNS
ﾌｶﾂ ﾖｼﾋﾄ 愛　知 ｶﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 富　山

6 402 深津　義士(2) 名古屋大学 DNS 6 403 金田　隼弥(1) 名古屋大学 DNS
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 東　京 ｼﾓﾑﾗ ﾊﾙｶ 愛　知

7 221 若林　亮平(3) 一橋大学 DNS 7 499 下村　遼 愛知陸協 DNS
ﾔﾏﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 愛　知

8 408 山原　光太朗(3) 名古屋大学 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｾﾞｷ ｻﾝｼﾛｳ 神奈川

1 231 小関　三四郎(1) 一橋大学 22.12 +0.8
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ 愛　知

2 496 長谷川　有希 POWER MAX 23.34 +0.8
ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 愛　知

3 472 岩井 宏樹(M1) 名古屋大学 23.82 +0.4
ﾊﾗﾔ ｾｲﾘｭｳ 三　重

4 459 原屋 正龍(2) 名古屋大学 24.54 +0.4
ｿｳﾏ ｼｭｳｽｹ 三　重

5 468 相馬 秀亮(1) 名古屋大学 24.60 +0.4

凡例  DNS:欠場



男子400m

大会記録(GR)                 48.98     小田　将矢(名古屋大学)                2016 10月19日 11:15 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東　京

1 5 210 朝田　航平(3) 一橋大学 49.54
ｸﾗ ｹｲﾀ 愛　知

2 4 406 蔵　啓太(2) 名古屋大学 50.07
ｺｼﾞﾏ ﾅﾐｷ 愛　知

3 2 407 小島　七洋希(1) 名古屋大学 50.39
ﾊﾙｷ ﾀｹﾄ 愛　知

4 6 409 春木　健杜(1) 名古屋大学 50.64
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 東　京

5 3 221 若林　亮平(3) 一橋大学 51.01
ﾂﾂ ﾘｮｳﾀ 岡　山

6 7 225 津々　諒太(2) 一橋大学 51.10



オープン男子400m

10月19日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 愛　知 ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 愛　知

1 4 472 岩井 宏樹(M1) 名古屋大学 51.10 1 3 4006 佐藤　晃平(4) 名古屋市立大学 53.31
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 東　京 ﾊﾗﾔ ｾｲﾘｭｳ 三　重

2 221 若林　亮平(3) 一橋大学 DNS 2 5 459 原屋 正龍(2) 名古屋大学 53.88
ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 長　野 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 愛　知

3 434 降籏 賢人(M2) 名古屋大学 DNS 3 4 215 鈴木　健司(3) 一橋大学 54.42
ｺﾔﾏ ﾜﾀﾙ 愛　知 ｲﾅﾊﾞ ｹﾝﾄ 愛　知

5 436 小山 航(4) 名古屋大学 DNS 4 6 463 稲葉 健人(1) 名古屋大学 57.28
ﾔﾏﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 愛　知

6 408 山原　光太朗(3) 名古屋大学 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 愛　知

1 472 岩井 宏樹(M1) 名古屋大学 51.10
ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 愛　知

2 4006 佐藤　晃平(4) 名古屋市立大学 53.31
ﾊﾗﾔ ｾｲﾘｭｳ 三　重

3 459 原屋 正龍(2) 名古屋大学 53.88
ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 愛　知

4 215 鈴木　健司(3) 一橋大学 54.42
ｲﾅﾊﾞ ｹﾝﾄ 愛　知

5 463 稲葉 健人(1) 名古屋大学 57.28

凡例  DNS:欠場



男子800m

大会記録(GR)               1:55.61     井上　博人(名古屋大学)                2009 10月19日 12:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 東　京

1 3 235 堀内　省吾(1) 一橋大学 1:56.12
ｷﾖｻｷ ﾕｳ 福　岡

2 5 222 清﨑　佑(2) 一橋大学 1:56.44
ﾔｽｲ ﾖｳｽｹ 大　阪

3 6 416 安井　遥祐(1) 名古屋大学 1:57.72
ﾌｸｻﾞﾜ ﾓﾄｷ 東　京

4 7 218 福澤　元己(3) 一橋大学 1:57.74
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 福　井

5 2 415 小林　篤生(3) 名古屋大学 1:58.19
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼ 愛　知

6 4 414 中村　光志(3) 名古屋大学 1:59.49



オープン男子800m

10月19日 12:40 決　勝

決　勝　5組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛　知 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 北海道

1 3 478 安藤　秀行(M1) 名古屋大学 2:00.47 1 5 232 金川　亮太(1) 一橋大学 2:00.20
ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 愛　知 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉｱ 岐　阜

2 7 462 塚本 亮司(4) 名古屋大学 2:01.14 2 6 418 遠藤　乃碧(1) 名古屋大学 2:00.83
ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾄ 岐　阜 ﾐﾔﾓﾄ ﾁｶﾗ 千　葉

3 5 448 森　信人(4) 名古屋大学 2:01.92 3 4 236 宮本　力(1) 一橋大学 2:04.45
ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 長　野 ﾎｼ ﾋｻﾕｷ 埼　玉

4 2 434 降籏 賢人(M2) 名古屋大学 2:02.57 4 7 207 星　寿幸(4) 一橋大学 2:04.58
ｶｻﾞﾄ　ﾋﾛｷ 千　葉 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 三　重

4 239 風戸　啓希 千葉陸協 DNS 2 417 斎藤　雄大(2) 名古屋大学 DNS
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 東　京 ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 愛　知

6 240 斉藤　和輝 東京陸協 DNS 3 447 小川　瑞貴(M1) 名古屋大学 DNS
ｸﾗ ｹｲﾀ 愛　知 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀ 愛　知

8 406 蔵　啓太(2) 名古屋大学 DNS 8 4002 市川　雄太 POWER MAX DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 愛　知 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 愛　知

1 5 435 河上 匠(M1) 名古屋大学 2:03.93 1 2 481 伊藤 佑太(4) 名古屋大学 2:06.55
ﾓｳﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 三　重 ｲﾀｲ ｹﾝｼﾞ 愛　知

2 3 471 毛利 健太郎(1) 名古屋大学 2:08.97 2 4 466 板井 憲史(1) 名古屋大学 2:12.15
ﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛　知 ﾌﾅｿｺ ﾉﾘﾕｷ 愛　知

3 6 485 茂田　孝弘(4) 名古屋大学 2:11.30 3 6 444 舟底 範行(2) 名古屋大学 2:15.24
ｶﾜｶﾐ ﾁｶﾗ 愛　知 ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 愛　知

4 8 458 河上 知良(3) 名古屋大学 2:12.27 3 447 小川　瑞貴(4) 名古屋大学 DNS
ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 愛　知 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 愛　知

5 7 4006 佐藤　晃平(4) 名古屋市立大学 2:13.45 5 489 齋藤　俊介(4) 名古屋大学 DNS
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 愛　知

2 445 鈴木 智大(2) 名古屋大学 DNS
ｱﾏｲｹ ｼｭﾝｽｹ 岐　阜

4 446 天池 駿介(2) 名古屋大学 DNS

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾖｻｷ ﾕｳ 福　岡

1 7 222 清﨑　佑(2) 一橋大学 2:19.36
ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾄ 岐　阜

2 5 448 森　信人(4) 名古屋大学 2:20.10
ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛　知

3 3 478 安藤　秀行(M1) 名古屋大学 2:20.78
ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 愛　知

4 2 450 新海 涼司(4) 名古屋大学 2:21.25
ｺﾔﾏ ﾜﾀﾙ 愛　知

5 4 436 小山 航(4) 名古屋大学 2:24.50
ﾌｸｻﾞﾜ ﾓﾄｷ 東　京

6 6 218 福澤　元己(3) 一橋大学 2:30.84
ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 東　京

8 235 堀内　省吾(1) 一橋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



男子1500m

大会記録(GR)               3:56.42     斎藤　和輝(一橋大学)                  2013 10月19日 10:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎｼ ﾋｻﾕｷ 埼　玉

1 4 207 星　寿幸(4) 一橋大学 4:06.48
ｷﾖｻｷ ﾕｳ 福　岡

2 2 222 清﨑　佑(2) 一橋大学 4:06.76
ﾌｸｻﾞﾜ ﾓﾄｷ 東　京

3 6 218 福澤　元己(3) 一橋大学 4:07.40
ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 三　重

4 3 419 長谷川　和紀(3) 名古屋大学 4:07.85
ｶｯﾀ ﾃﾂﾌﾐ 愛　知

5 5 420 勝田　哲史(3) 名古屋大学 4:08.79
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 三　重

6 1 417 斎藤　雄大(2) 名古屋大学 4:11.81



オープン男子1500m

10月19日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 北海道 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 北海道

1 15 232 金川　亮太(1) 一橋大学 4:08.04 1 232 金川　亮太(1) 一橋大学 4:08.04
ﾄﾀﾞｶ ﾕｳﾀ 埼　玉 ﾄﾀﾞｶ ﾕｳﾀ 埼　玉

2 6 233 戸髙　裕太(1) 一橋大学 4:10.70 2 233 戸髙　裕太(1) 一橋大学 4:10.70
ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 愛　知 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 愛　知

3 12 435 河上 匠(M1) 名古屋大学 4:12.86 3 435 河上 匠(M1) 名古屋大学 4:12.86
ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾄ 岐　阜 ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾄ 岐　阜

4 13 448 森　信人(4) 名古屋大学 4:13.55 4 448 森　信人(4) 名古屋大学 4:13.55
ﾏﾂｲ ﾔｻﾄ 愛　知 ﾏﾂｲ ﾔｻﾄ 愛　知

5 4 477 松井 弥郷(1) 愛知淑徳大学 4:15.85 5 477 松井 弥郷(1) 愛知淑徳大学 4:15.85
ﾐﾔﾓﾄ ﾁｶﾗ 千　葉 ﾐﾔﾓﾄ ﾁｶﾗ 千　葉

6 11 236 宮本　力(1) 一橋大学 4:20.86 6 236 宮本　力(1) 一橋大学 4:20.86
ﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛　知 ﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛　知

7 17 485 茂田　孝弘(4) 名古屋大学 4:31.94 7 485 茂田　孝弘(4) 名古屋大学 4:31.94
ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 愛　知 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 愛　知

8 8 237 宮本　龍二(1) 一橋大学 4:33.93 8 237 宮本　龍二(1) 一橋大学 4:33.93
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ 愛　知

9 3 482 山田 将也(1) 名古屋大学 4:34.34
ﾌﾅｿｺ ﾉﾘﾕｷ 愛　知

10 18 444 舟底 範行(2) 名古屋大学 4:38.23
ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 愛　知

1 490 鈴木　健弘(M1) 名古屋大学 DNS
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 東　京

2 240 斉藤　和輝 東京陸協 DNS
ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ 愛　知

5 483 國司　寛人(D2) 名古屋大学 DNS
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 愛　知

7 480 水野 裕貴(2) 名古屋大学 DNS
ｶｻﾞﾄ　ﾋﾛｷ 千　葉

9 239 風戸　啓希 千葉陸協 DNS
ｱﾏｲｹ ｼｭﾝｽｹ 岐　阜

10 446 天池 駿介(2) 名古屋大学 DNS
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 愛　知

14 465 近藤 利哉(4) 名古屋大学 DNS
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 愛　知

16 489 齋藤　俊介(4) 名古屋大学 DNS
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 三　重

19 417 斎藤　雄大(2) 名古屋大学 DNS
ﾏﾁﾀﾞ ｹﾞﾝ 三　重

20 476 町田 弦(3) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



男子5000m

大会記録(GR)              14:57.44     大垣　秀介(一橋大学)                  2009 10月19日 14:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 広　島

1 3 423 森川　陽之(2) 名古屋大学 14:52.00 GR
ｶｯﾀ ﾃﾂﾌﾐ 愛　知

2 5 420 勝田　哲史(3) 名古屋大学 15:00.15

ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 東　京

3 2 206 高島　良平(4) 一橋大学 15:14.04

ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 三　重

4 1 425 和田　慎太郎(3) 名古屋大学 15:17.76

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 千　葉

5 4 208 山口　雄大(4) 一橋大学 15:23.29

ｵｵｸﾗ ｶｽﾞｷ 東　京

6 6 203 大倉　和樹(4) 一橋大学 16:06.98

凡例  GR:大会記録



オープン男子5000m

10月19日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞﾄﾓ ﾕｳｷ 宮　崎 ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾔ 愛　知

1 1 227 長友　勇気(2) 一橋大学 15:46.07 1 18 440 小松 遼矢(4) 名古屋大学 15:47.48

ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 愛　知 ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 広　島

2 4 435 河上 匠(M1) 名古屋大学 15:49.55 2 20 423 森川　陽之(2) 名古屋大学 15:51.75

ﾎｼﾉ ﾀﾞｲｷ 愛　知 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 愛　知

3 12 451 星野 大輝(2) 愛知淑徳大学 15:53.64 3 5 480 水野 裕貴(2) 名古屋大学 16:27.48

ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ 岐　阜 ﾂﾈﾓﾘ ｼｭﾝﾀ 愛　知

4 20 454 中島 滉太(1) 名古屋大学 15:54.78 4 17 467 常森 駿太(2) 名古屋大学 16:31.75

ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 愛　知 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 愛　知

5 14 462 塚本 亮司(4) 名古屋大学 15:57.56 5 15 237 宮本　龍二(1) 一橋大学 16:34.64

ｻﾄｳ ｹｲ 愛　知 ﾖｺｲ ｹｲﾔ 愛　知

6 18 424 佐藤　圭(2) 名古屋大学 15:58.33 6 13 433 横井 奎哉(3) 名古屋大学 16:36.49

ｲｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ 三　重 ｻｲﾄｳ ﾐｷﾄｼ 愛　知

7 3 457 飯田 康平(M1) 名古屋大学 15:58.50 7 1 479 齋藤 幹峻(4) 名古屋大学 16:36.71

ﾌｸｲ ﾘｭｳﾏ 千　葉 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ 群　馬

8 5 229 福井　隆真(2) 一橋大学 16:07.28 8 8 475 内田　朊秀(3) 名古屋大学 16:37.54

ﾄﾀﾞｶ ﾕｳﾀ 埼　玉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 愛　知

9 22 233 戸髙　裕太(1) 一橋大学 16:10.01 9 7 465 近藤 利哉(4) 名古屋大学 16:52.70

ﾔﾏﾅｶ ﾕｳ 東　京 ｲﾏｵｶ ﾕｳﾄ 三　重

10 2 209 山中　優(4) 一橋大学 16:12.15 10 4 470 今岡 佑斗(1) 名古屋大学 17:23.72

ｶﾔﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 千　葉 ｵﾊｼ ﾓﾄｷ 愛　知

11 7 211 萱原　亮太(3) 一橋大学 16:30.09 11 16 442 大橋 基希(1) 名古屋大学 17:36.27

ｺｳﾉ ﾀﾂｷ 愛　媛 ｵｵｴ ﾀｶｼ 愛　知

12 21 204 河野　樹(4) 一橋大学 17:34.63 12 14 453 大江 崇(3) 名古屋大学 17:54.51

ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 宮　城 ﾒｶﾞ ｼｭｳ 兵　庫

16 226 寺田　倖太朗(2) 一橋大学 DNF 13 11 469 妻鹿 崇(1) 名古屋大学 17:59.37

ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀ 東　京 ﾅｶﾞﾐﾈ ｺｳｲﾁﾛｳ 愛知

17 214 清水　康太(3) 一橋大学 DNF 14 12 4001 長峰　康一郎 名大倶楽部 20:19.36

ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ 愛　知 ﾓｳﾘ ﾊﾙﾄ 宮　城

6 483 國司　寛人(D2) 名古屋大学 DNS 6 220 毛利　陽人(3) 一橋大学 DNF
ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 愛　知 ｱﾏｲｹ ｼｭﾝｽｹ 岐　阜

8 490 鈴木　健弘(M1) 名古屋大学 DNS 2 446 天池 駿介(2) 名古屋大学 DNS
ｶｻﾞﾄ　ﾋﾛｷ 千　葉 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛﾐﾂ 愛　知

9 239 風戸　啓希 千葉陸協 DNS 3 452 森下　紘光(1) 名古屋大学 DNS
ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 三　重 ﾊﾞﾊﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ 愛　知

10 425 和田　慎太郎(3) 名古屋大学 DNS 9 484 馬場口　博誉(3) 名古屋大学 DNS
ﾓｳﾘ ﾊﾙﾄ 宮　城 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀ 東　京

11 220 毛利　陽人(3) 一橋大学 DNS 10 214 清水　康太(3) 一橋大学 DNS
ｼｹﾞﾀ ﾅｵﾀｶ 大　阪 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川

13 421 重田　直賢(1) 名古屋大学 DNS 19 217 田中　遼太郎(3) 一橋大学 DNS
ｵｵｸﾗ ｶｽﾞｷ 東　京

15 203 大倉　和樹(4) 一橋大学 DNS
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川

19 217 田中　遼太郎(3) 一橋大学 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞﾄﾓ ﾕｳｷ 宮　崎

1 227 長友　勇気(2) 一橋大学 15:46.07
ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾔ 愛　知

2 440 小松 遼矢(4) 名古屋大学 15:47.48
ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 愛　知

3 435 河上 匠(M1) 名古屋大学 15:49.55
ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 広　島

4 423 森川　陽之(2) 名古屋大学 15:51.75
ﾎｼﾉ ﾀﾞｲｷ 愛　知

5 451 星野 大輝(2) 愛知淑徳大学 15:53.64
ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ 岐　阜

6 454 中島 滉太(1) 名古屋大学 15:54.78
ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 愛　知

7 462 塚本 亮司(4) 名古屋大学 15:57.56
ｻﾄｳ ｹｲ 愛　知

8 424 佐藤　圭(2) 名古屋大学 15:58.33

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子110ｍH(1.067m)

大会記録(GR)                 14.81     前里　優介(名古屋大学)                2004 10月19日 10:00 決　勝

決　勝　

(風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 東　京

1 5 213 佐藤　勇介(3) 一橋大学 14.98
ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 長　野

2 2 412 宮原　翔太(2) 名古屋大学 15.37
ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾔ 愛　知

3 4 411 後藤　直哉(2) 名古屋大学 16.11
ｲｹﾉ ﾜﾀﾙ 長　崎

4 3 202 池野　和(4) 一橋大学 16.68
ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 埼　玉

5 7 216 田中　佑資(3) 一橋大学 16.81
ｾｷﾉｳ ﾕｳﾀﾞｲ 北海道

6 6 410 昔農　侑大(3) 名古屋大学 20.76



オープン男子400mH(0.914m)

10月19日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｶﾂ ﾖｼﾋﾄ 愛　知

2 402 深津　義士(2) 名古屋大学 DNS 1
ｾｷﾉｳ ﾕｳﾀﾞｲ 北海道

3 410 昔農　侑大(3) 名古屋大学 DNS 2
ﾏﾙﾁ ﾏｻﾄ 愛　知

4 438 丸地 正人(4) 名古屋大学 DNS 3
ｲｹﾉ ﾜﾀﾙ 長　崎

5 202 池野　和(4) 一橋大学 DNS 4
ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 愛　知

6 450 新海 涼司(4) 名古屋大学 DNS 5
ｵｷｼﾞﾏ ﾕｳｷ 愛　知

7 404 沖島　祐輝(3) 名古屋大学 DNS 6

7

8

凡例  DNS:欠場



オープン男子3000mSC

10月19日 13:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾁﾀﾞ ｹﾞﾝ 三　重 ﾏﾁﾀﾞ ｹﾞﾝ 三　重

1 4 476 町田 弦(3) 名古屋大学 10:26.00 1 476 町田 弦(3) 名古屋大学 10:26.00

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 三　重 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 三　重

2 1 419 長谷川　和紀(3) 名古屋大学 10:53.90 2 419 長谷川　和紀(3) 名古屋大学 10:53.90

ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 長　野 ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 長　野

3 5 434 降籏 賢人(M2) 名古屋大学 11:11.44 3 434 降籏 賢人(M2) 名古屋大学 11:11.44

ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ 群　馬

2 475 内田　朊秀(3) 名古屋大学 DNS
ﾎｼﾉ ﾀﾞｲｷ 愛　知

3 451 星野 大輝(2) 愛知淑徳大学 DNS

凡例  DNS:欠場



男子4×100mR

大会記録(GR)                 41.43     一橋大学                              2014 10月19日 14:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 一橋大学 225 津々　諒太(2) ﾂﾂ ﾘｮｳﾀ 42.54
210 朝田　航平(3) ｱｻﾀﾞ ｺｳﾍｲ
231 小関　三四郎(1) ｵｾﾞｷ ｻﾝｼﾛｳ
213 佐藤　勇介(3) ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

2 3 名古屋大学 403 金田　隼弥(1) ｶﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 42.63
401 山本　悠生(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ
411 後藤　直哉(2) ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾔ
407 小島　七洋希(1) ｺｼﾞﾏ ﾅﾐｷ



オープン男子4×100mR

10月19日 14:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 燃えろコバヤシ 449 大内 慎也(4) ｵｵｳﾁ ｼﾝﾔ 44.57
473 伊藤 駿一郎(4) ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ
437 伊ヶ崎 一哉(2) ｲｶﾞｻｷ ｶｽﾞﾔ
450 新海 涼司(4) ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ

4 名大OB DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 燃えろコバヤシ 40155 大内 慎也(4) ｵｵｳﾁ ｼﾝﾔ 44.57
伊藤 駿一郎(4) ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ
伊ヶ崎 一哉(2) ｲｶﾞｻｷ ｶｽﾞﾔ
新海 涼司(4) ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ

凡例  DNS:欠場



男子4×400mR

大会記録(GR)               3:19.13     名古屋大学                            2016 10月19日 15:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 名古屋大学 409 春木　健杜(1) ﾊﾙｷ ﾀｹﾄ 3:23.40

407 小島　七洋希(1) ｺｼﾞﾏ ﾅﾐｷ
410 昔農　侑大(3) ｾｷﾉｳ ﾕｳﾀﾞｲ
406 蔵　啓太(2) ｸﾗ ｹｲﾀ

2 4 一橋大学 221 若林　亮平(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 3:23.98

235 堀内　省吾(1) ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳｺﾞ
231 小関　三四郎(1) ｵｾﾞｷ ｻﾝｼﾛｳ
202 池野　和(4) ｲｹﾉ ﾜﾀﾙ



オープン男子4×400mR

10月19日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 実はみんな同い年 450 新海 涼司(4) ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 3:30.45 1 6 No.2じゃだめなんですか？ 460 角屋 喜基(M1) ｽﾐﾔ ﾖｼｷ 3:25.69

461 稲見 英和(5) ｲﾅﾐ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 472 岩井 宏樹(M1) ｲﾜｲ ﾋﾛｷ
481 伊藤 佑太(4) ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 455 鈴木 日向(M2) ｽｽﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ
4006 佐藤　晃平(4) ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 478 安藤　秀行(M1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ

2 3 ぎゅっとe～それと、わたる800エントリーした？～ 436 小山 航(4) ｺﾔﾏ ﾜﾀﾙ 3:30.68 2 7 中距離一年（女子選手募集中） 471 毛利 健太郎(1) ﾓｳﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 3:41.25

448 森　信人(4) ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾄ 416 安井　遥祐(1) ﾔｽｲ ﾖｳｽｹ
437 伊ヶ崎 一哉(2) ｲｶﾞｻｷ ｶｽﾞﾔ 466 板井 憲史(1) ｲﾀｲ ｹﾝｼﾞ
462 塚本 亮司(4) ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 477 松井 弥郷(1) ﾏﾂｲ ﾔｻﾄ

3 2 ボズイ重工(株） 218 福澤　元己(3) ﾌｸｻﾞﾜ ﾓﾄｷ 3:31.06 3 2 ファンクラブ代表 449 大内 慎也(4) ｵｵｳﾁ ｼﾝﾔ 3:49.41

222 清﨑　佑(2) ｷﾖｻｷ ﾕｳ 458 河上 知良(3) ｶﾜｶﾐ ﾁｶﾗ
203 大倉　和樹(4) ｵｵｸﾗ ｶｽﾞｷ 480 水野 裕貴(2) ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ
207 星　寿幸(4) ﾎｼ ﾋｻﾕｷ 420 勝田　哲史(3) ｶｯﾀ ﾃﾂﾌﾐ

4 6 わたるとあきらを送る会 219 松戸　春樹(3) ﾏﾂﾄﾞ ﾊﾙｷ 3:34.90 4 5 三重やんやん 419 長谷川　和紀(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 3:50.12

216 田中　佑資(3) ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 433 横井 奎哉(3) ﾖｺｲ ｹｲﾔ
234 中村　拓己(1) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 476 町田 弦(3) ﾏﾁﾀﾞ ｹﾞﾝ
223 倉嶋　崇(2) ｸﾗｼﾏ ﾀｶｼ 457 飯田 康平(M1) ｲｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ

5 5 暴君と家来たち 405 粟田　洋祐(2) ｱﾜﾀ ﾖｳｽｹ 3:35.60 5 4 名大マテ工 403 金田　隼弥(1) ｶﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 3:59.36

485 茂田　孝弘(4) ﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 424 佐藤　圭(2) ｻﾄｳ ｹｲ
418 遠藤　乃碧(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾉｱ 454 中島 滉太(1) ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ
415 小林　篤生(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 425 和田　慎太郎(3) ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

6 4 ボズウチ重工(株） 236 宮本　力(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾁｶﾗ 3:44.92 3 熊とその他 DNS
232 金川　亮太(1) ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
233 戸髙　裕太(1) ﾄﾀﾞｶ ﾕｳﾀ
237 宮本　龍二(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 No.2じゃだめなんですか？ 40164 角屋 喜基(M1) ｽﾐﾔ ﾖｼｷ 3:25.69

岩井 宏樹(M1) ｲﾜｲ ﾋﾛｷ
鈴木 日向(M2) ｽｽﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ
安藤　秀行(M1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ

2 実はみんな同い年 40158 新海 涼司(4) ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 3:30.45

稲見 英和(5) ｲﾅﾐ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
伊藤 佑太(4) ｲﾄｳ ﾕｳﾀ
佐藤　晃平(4) ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ

3 ぎゅっとe～それと、わたる800エントリーした？～ 40157 小山 航(4) ｺﾔﾏ ﾜﾀﾙ 3:30.68

森　信人(4) ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾄ
伊ヶ崎 一哉(2) ｲｶﾞｻｷ ｶｽﾞﾔ
塚本 亮司(4) ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ

4 ボズイ重工(株） 40171 福澤　元己(3) ﾌｸｻﾞﾜ ﾓﾄｷ 3:31.06

清﨑　佑(2) ｷﾖｻｷ ﾕｳ
大倉　和樹(4) ｵｵｸﾗ ｶｽﾞｷ
星　寿幸(4) ﾎｼ ﾋｻﾕｷ

5 わたるとあきらを送る会 40173 松戸　春樹(3) ﾏﾂﾄﾞ ﾊﾙｷ 3:34.90

田中　佑資(3) ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ
中村　拓己(1) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ
倉嶋　崇(2) ｸﾗｼﾏ ﾀｶｼ

6 暴君と家来たち 40162 粟田　洋祐(2) ｱﾜﾀ ﾖｳｽｹ 3:35.60

茂田　孝弘(4) ﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
遠藤　乃碧(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾉｱ
小林　篤生(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ

7 中距離一年（女子選手募集中） 40159 毛利 健太郎(1) ﾓｳﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 3:41.25

安井　遥祐(1) ﾔｽｲ ﾖｳｽｹ
板井 憲史(1) ｲﾀｲ ｹﾝｼﾞ
松井 弥郷(1) ﾏﾂｲ ﾔｻﾄ

8 ボズウチ重工(株） 40172 宮本　力(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾁｶﾗ 3:44.92

金川　亮太(1) ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
戸髙　裕太(1) ﾄﾀﾞｶ ﾕｳﾀ
宮本　龍二(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ

凡例  DNS:欠場



男子走高跳

大会記録(GR)                  2m01     福富　一喜(一橋大学)                  2002 10月19日 13:10 決　勝    

決　勝　

ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 東　京 － － ○ ○ × － r

1 4 213 佐藤　勇介(3) 一橋大学 1m65
ｱﾎﾞ ｱｷﾗ 宮　城 － － ○ × ○ × × ×

2 2 201 阿保　朗楽(4) 一橋大学 1m65
ｷﾖﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 愛　知 ○ － × × ○ × ○ × × ×

3 5 427 清原　和真(3) 名古屋大学 1m65
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 東　京 － ○ × × ○ × × － ×

4 6 234 中村　拓己(1) 一橋大学 1m60
ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 長　野 ○ r

5 1 412 宮原　翔太(2) 名古屋大学 1m20
ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾔ 愛　知 ○ － × × ×

5 3 411 後藤　直哉(2) 名古屋大学 1m20

ｺﾒﾝﾄ
1m50 1m60 1m65 1m70 1m75

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20



オープン男子走高跳

10月19日 13:10 決　勝    

決　勝　

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 愛　知 ○ ○ ○ × × ×

1 1 464 齊藤 千也(2) 愛知淑徳大学 1m60
ｺﾔﾏ ﾜﾀﾙ 愛　知

2 436 小山 航(4) 名古屋大学 DNS

1m50 1m55 1m60 1m65
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例  DNS:欠場



オープン男子棒高跳

10月19日 10:30 決　勝    

決　勝　

愛　知 ○ ○ × ○ × × ×

1 4 4003 Corentin Cottron 愛知陸協 4m20
ﾀﾃﾏﾂ ｺｳﾔ 愛　知 － × ○ × × ○ × × ×

2 2 495 立松　昴也(1) 愛知学院大学 4m20
ﾎｿﾀﾞﾏｻﾋﾛ 愛　知 × ○ × ○ × × ×

3 3 497 細田　真広 愛知陸協 4m00
ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 愛　知

1 473 伊藤 駿一郎(4) 名古屋大学 DNS

4m00 4m20 4m40
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

3m80

凡例  DNS:欠場



男子走幅跳

大会記録(GR)                  7m29     石川　和也(名古屋大学)                1993 10月19日 11:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾄﾞ ﾊﾙｷ 千　葉 6m49 6m18 6m60 6m60 6 6m60 6m38 6m28 6m60
1 4 219 松戸　春樹(3) 一橋大学 -0.8 +0.2 +0.3 +0.3 +0.7 0.0 +0.5 +0.3

ｳｶﾞ ﾄﾓｷ 愛　知 × 6m28 6m56 6m56 5 6m09 6m47 × 6m56
2 3 413 有我　友希(2) 名古屋大学 -0.1 +0.4 +0.4 +0.4 +0.5 +0.4

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 東　京 × 6m36 － 6m36 3 6m52 6m41 × 6m52
3 6 234 中村　拓己(1) 一橋大学 -0.4 -0.4 +0.2 0.0 +0.2

ｷﾖﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 愛　知 × 5m55 6m32 6m32 2 4m92 5m93 6m41 6m41
4 5 427 清原　和真(3) 名古屋大学 -0.3 -0.4 -0.4 +0.4 +0.1 +0.1 +0.1

ｸﾗｼﾏ ﾀｶｼ 静　岡 6m37 6m06 × 6m37 4 － × 6m11 6m37
5 2 223 倉嶋　崇(2) 一橋大学 -0.5 +0.1 -0.5 +0.7 -0.5

ｷﾖﾊﾗ ｹｲｽｹ 愛　知 5m88 × × 5m88 1 × × 5m92 5m92
6 1 422 清原　敬介(1) 名古屋大学 -0.1 -0.1 +0.2 +0.2



オープン男子走幅跳

10月19日 11:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾐﾔ ﾖｼｷ 愛　知 6m77 6m73 6m88 6m88 4 6m88
1 8 460 角屋 喜基(M1) 名古屋大学 0.0 -0.1 +0.1 +0.1 +0.1

ｺﾔﾏ ﾜﾀﾙ 愛　知 5m94 6m31 6m26 6m31 3 6m31
2 10 436 小山 航(4) 名古屋大学 -0.3 +0.8 +0.2 +0.8 +0.8

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 愛　知 6m20 5m94 5m89 6m20 2 6m20
3 6 464 齊藤 千也(2) 愛知淑徳大学 +0.3 +0.6 +0.3 +0.3 +0.3

ﾏﾂｵ ﾖｼﾉﾘ 三　重 5m74 5m72 － 5m74 1 5m74
4 3 498 松尾　頼憲 IseTC 0.0 +0.6 0.0 0.0

ｲｶﾞｻｷ ｶｽﾞﾔ 静　岡

1 437 伊ヶ崎 一哉(2) 名古屋大学 DNS
ｼﾝﾀﾆ ﾃﾂﾔ 広　島

2 493 新谷　哲也 鶴学園クラブ DNS
ｵｵｳﾁ ｼﾝﾔ 愛　知

4 449 大内 慎也(4) 名古屋大学 DNS
ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 愛　知

5 450 新海 涼司(4) 名古屋大学 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 東　京

7 234 中村　拓己(1) 一橋大学 DNS
ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 愛　知

9 443 伊藤 裕也(M1) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



男子三段跳

大会記録(GR)                 14m74     伊藤　裕也(名古屋大学)                2016 10月19日 14:40 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾜ ｹﾞﾝｷ 岐　阜 13m04 12m65 13m31 13m31 6 12m73 12m43 × 13m31
1 5 426 諏訪　玄樹(2) 名古屋大学 +0.5 +0.4 +0.5 +0.5 +0.5 +0.1 +0.5

ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 埼　玉 13m18 13m11 13m12 13m18 5 × × × 13m18
2 4 216 田中　佑資(3) 一橋大学 +0.3 +0.1 +0.4 +0.3 +0.3

ｲｹﾉ ﾜﾀﾙ 長　崎 12m78 × 12m85 12m85 4 12m87 12m84 12m74 12m87
3 6 202 池野　和(4) 一橋大学 +0.3 +0.4 +0.4 +0.3 +0.2 +0.6 +0.3

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 東　京 12m42 12m68 × 12m68 3 12m82 12m43 × 12m82
4 2 234 中村　拓己(1) 一橋大学 +0.5 0.0 0.0 +0.4 +0.1 +0.4

ｷﾖﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 愛　知 11m68 12m61 × 12m61 2 12m29 12m44 × 12m61
5 3 427 清原　和真(3) 名古屋大学 +0.4 +0.5 +0.5 +0.4 +0.2 +0.5

ｷﾖﾊﾗ ｹｲｽｹ 愛　知 × × 11m23 11m23 1 × 11m92 × 11m92
6 1 422 清原　敬介(1) 名古屋大学 0.0 0.0 +0.2 +0.2



オープン男子三段跳

10月19日 14:40 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾐﾔ ﾖｼｷ 愛　知 13m46 12m66 14m01 14m01
1 1 460 角屋 喜基(M1) 名古屋大学 +0.6 0.0 +0.7 +0.7

ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 愛　知 13m06 13m75 － 13m75
2 2 443 伊藤 裕也(M1) 名古屋大学 +0.6 +0.2 +0.2



男子砲丸投(7.260kg)

大会記録(GR)                 13m31     中村　友昭(名古屋大学)                2002 10月19日 10:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾋｺ 埼　玉

1 5 429 中村　龍彦(1) 名古屋大学 × 10m64 × 10m64 6 10m09 11m01 11m31 11m31

ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 東　京

2 6 213 佐藤　勇介(3) 一橋大学 9m67 9m61 9m91 9m91 5 × × 9m86 9m91

ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 埼　玉

3 4 216 田中　佑資(3) 一橋大学 7m85 9m40 8m51 9m40 4 8m52 8m79 9m11 9m40

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾏ 北海道

4 3 430 立花　悠馬(2) 名古屋大学 8m55 9m20 8m40 9m20 3 8m83 × × 9m20

ｺｻﾞｶｲ ｶﾂﾔ 愛　知

5 1 428 小坂井　克也(1) 名古屋大学 7m10 7m79 8m07 8m07 1 8m05 8m47 8m81 8m81

ﾏﾂﾄﾞ ﾊﾙｷ 千　葉

6 2 219 松戸　春樹(3) 一橋大学 8m23 × 7m67 8m23 2 － － 8m26 8m26



オープン男子砲丸投(7.260kg)

10月19日 10:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾀﾞﾅﾘ ﾄｼﾏｻ 東　京

1 2 230 定成　俊政 東京陸協 8m00 8m47 × 8m47 8m47

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 東　京

1 241 山口　航平 東京陸協 DNS

凡例  DNS:欠場



男子円盤投(2.000kg)

大会記録(GR)                 39m76     近藤　旭(名古屋大学)                  1999 10月19日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾋｺ 埼　玉

1 3 429 中村　龍彦(1) 名古屋大学 × 26m10 27m21 27m21 27m61 26m76 26m11 27m61

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾏ 北海道

2 5 430 立花　悠馬(2) 名古屋大学 × × × 26m95 × 25m39 26m95

ｺｻﾞｶｲ ｶﾂﾔ 愛　知

3 1 428 小坂井　克也(1) 名古屋大学 23m57 × 22m16 23m57 20m68 17m54 23m55 23m57

ｱﾎﾞ ｱｷﾗ 宮　城

4 4 201 阿保　朗楽(4) 一橋大学 － － 17m77 17m77 20m20 23m53 × 23m53

ﾂｼﾞ ｻﾄｼ 秋　田

5 2 224 辻　智史(2) 一橋大学 20m24 18m93 18m42 20m24 20m55 19m35 21m24 21m24

ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 東　京

6 6 213 佐藤　勇介(3) 一橋大学 － － － × × 20m62 20m62



オープン男子円盤投(2.000kg)

10月19日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 岡　山

1 4 488 多賀　駿介(M1) 名古屋大学 31m78 31m55 32m75 32m75 32m75

ﾏﾂｵ ﾖｼﾉﾘ 三　重

2 3 498 松尾　頼憲 IseTC 31m07 32m23 × 32m23 32m23

ｻﾀﾞﾅﾘ ﾄｼﾏｻ 東　京

3 1 230 定成　俊政 東京陸協 26m55 × × 26m55 26m55

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 東　京

4 2 241 山口　航平 東京陸協 × 23m78 23m74 23m78 23m78



男子やり投(0.800kg)

大会記録(GR)                 61m93     矢部　尚史(一橋大学)                  2016 10月19日 12:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 埼　玉

1 6 216 田中　佑資(3) 一橋大学 46m44 50m35 × 50m35 6 46m02 44m65 47m07 50m35

ﾂｼﾞ ｻﾄｼ 秋　田

2 4 224 辻　智史(2) 一橋大学 × 43m40 43m21 43m40 5 44m77 46m10 44m23 46m10

ﾏﾂｵｶ ﾐｷﾔ 愛　知

3 5 431 松岡　幹也(1) 名古屋大学 38m39 38m55 42m07 42m07 4 45m71 41m44 42m33 45m71

ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 東　京

4 2 228 林　航生(2) 一橋大学 × 32m94 37m14 37m14 3 35m13 41m12 － 41m12

ｺｻﾞｶｲ ｶﾂﾔ 愛　知

5 3 428 小坂井　克也(1) 名古屋大学 × 36m97 36m24 36m97 2 39m55 38m88 27m01 39m55

ﾔｷﾞｭｳ ｹﾝｼﾝ 愛　知

6 1 432 柳生　憲伸(1) 名古屋大学 × 5m77 × 5m77 1 × × × 5m77



オープン男子やり投(0.800kg)

10月19日 12:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾎﾞ ｱｷﾗ 宮　城

1 7 201 阿保　朗楽(4) 一橋大学 39m41 38m65 － 39m41 4 39m41

ﾏﾂﾄﾞ ﾊﾙｷ 千　葉

2 6 219 松戸　春樹(3) 一橋大学 － 28m97 33m68 33m68 3 33m68

ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 静　岡

3 4 439 冨田 尚希(1) 名古屋大学 25m44 × × 25m44 2 25m44

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｷﾋﾛ 愛　知

4 1 456 松永 幸大(M2) 名古屋大学 × 12m01 14m05 14m05 1 14m05

ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛　知

2 478 安藤　秀行(M1) 名古屋大学 DNS
ｵｵｳﾁ ｼﾝﾔ 愛　知

3 449 大内 慎也(4) 名古屋大学 DNS
ﾏﾁﾀﾞ ｹﾞﾝ 三　重

5 476 町田 弦(3) 名古屋大学 DNS
ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 滋　賀

8 487 西田　亮也(M2) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100m

大会記録(GR)                 12.93     羽島　美香(一橋大学)                  2002 10月19日 12:00 決　勝

決　勝　

(風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾔﾏ ﾁｻ 埼　玉

1 4 253 尾山　智沙(3) 津田塾大学 12.77 GR
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ 愛　知

2 3 402 小林　はづき(1) 名古屋大学 12.83 GR
ﾓﾘﾊﾀ ｱｲ 東　京

3 6 259 森畑　愛(3) 津田塾大学 13.72
ｺｲｹ ﾘﾎ 愛　知

4 5 401 小池　里歩(1) 名古屋大学 14.17

凡例  GR:大会記録



オープン女子100m

10月19日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:+0.1) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾅｴ 愛　知 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾅｴ 愛　知

1 4 432 宮崎　紗苗(1) 椙山女学園大学 12.84 1 432 宮崎　紗苗(1) 椙山女学園大学 12.84 +0.1
ｺｲｽﾞﾐ ｶｵﾘ 愛　知 ｺｲｽﾞﾐ ｶｵﾘ 愛　知

2 2 439 小泉　加緒莉(3) 名古屋市立大学 13.36 2 439 小泉　加緒莉(3) 名古屋市立大学 13.36 +0.1
ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ 千　葉 ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ 千　葉

3 5 254 神田　実侑(3) 津田塾大学 13.85 3 254 神田　実侑(3) 津田塾大学 13.85 +0.1
ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 宮　城 ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 宮　城

4 6 260 高橋　碧衣(2) 津田塾大学 14.15 4 260 高橋　碧衣(2) 津田塾大学 14.15 +0.1
ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ 愛　知

1 410 徳永　菜津美(3) 名古屋大学 DNS
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 愛　知

3 436 山崎　杏実(2) 名古屋市立大学 DNS
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾎ 石　川

7 422 長谷川　詩歩(4) 名古屋大学 DNS
ｶﾏﾀ ﾄﾓﾐ 石　川

8 411 鎌田　友美(2) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン女子200m

10月19日 10:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:+0.2) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞｳﾗ ﾅｵ 愛　知 ｽｷﾞｳﾗ ﾅｵ 愛　知

1 4 434 杉浦　奈央(2) 愛知淑徳大学 26.32 1 434 杉浦　奈央(2) 愛知淑徳大学 26.32 +0.2
ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾅｴ 愛　知 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾅｴ 愛　知

2 3 432 宮崎　紗苗(1) 椙山女学園大学 26.73 2 432 宮崎　紗苗(1) 椙山女学園大学 26.73 +0.2
ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾓﾓｶ 愛　知 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾓﾓｶ 愛　知

3 6 438 久保寺　桃花(1) 愛知淑徳大学 28.75 3 438 久保寺　桃花(1) 愛知淑徳大学 28.75 +0.2
ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ 千　葉 ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ 千　葉

4 5 254 神田　実侑(3) 津田塾大学 28.94 4 254 神田　実侑(3) 津田塾大学 28.94 +0.2
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾎ 石　川 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾎ 石　川

5 2 422 長谷川　詩歩(4) 名古屋大学 29.34 5 422 長谷川　詩歩(4) 名古屋大学 29.34 +0.2



女子400m

大会記録(GR)                 58.88     尾山　智沙(一橋大学)                  2018 10月19日 11:15 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾔﾏ ﾁｻ 埼　玉

1 6 253 尾山　智沙(3) 津田塾大学 59.83
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 神奈川

2 4 252 水谷　優希(1) 一橋大学 1:03.31
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ 愛　知

3 5 404 近藤　由梨(3) 名古屋大学 1:06.34
ｺｲｹ ﾘﾎ 愛　知

4 3 401 小池　里歩(1) 名古屋大学 1:06.94



女子800m

10月19日 12:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｽﾌﾞﾁ ｱｶﾘ 栃　木

1 6 257 増渕　朱里(3) 津田塾大学 2:28.98
ｼﾏｻﾞｷ ﾉﾄﾞｶ 愛　知

2 5 405 島崎　温香(2) 名古屋大学 2:29.56
ﾀﾆ ｴﾐｺ 東　京

3 4 250 谷　英美子(2) 一橋大学 2:33.96
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ 愛　知

4 3 404 近藤　由梨(3) 名古屋大学 2:35.12



オープン女子800m

10月19日 12:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｷ ﾊﾅｴ 神奈川 ﾏｷ ﾊﾅｴ 神奈川

1 4 261 牧　花恵(2) 津田塾大学 2:36.54 1 261 牧　花恵(2) 津田塾大学 2:36.54
ｾｷ ﾅﾅｺ 東　京 ｾｷ ﾅﾅｺ 東　京

2 6 256 関　菜々子(3) 津田塾大学 2:41.82 2 256 関　菜々子(3) 津田塾大学 2:41.82
ﾀｶﾊｼ ﾘﾎ 新　潟 ﾀｶﾊｼ ﾘﾎ 新　潟

3 8 265 高橋　梨帆(1) 津田塾大学 2:42.66 3 265 高橋　梨帆(1) 津田塾大学 2:42.66
ﾏﾂｳﾗ ｻｴ 愛　知 ﾏﾂｳﾗ ｻｴ 愛　知

4 7 440 松浦　咲笑(3) 椙山女学園大学 2:51.46 4 440 松浦　咲笑(3) 椙山女学園大学 2:51.46
ｻｻｷ ｵﾈ 新　潟

1 264 佐々木　恩愛(1) 津田塾大学 DNS
ｻｻｷ ﾊﾙﾅ 福　島

2 255 笹木　晴奈(3) 津田塾大学 DNS
ﾔﾏｼﾀ ﾅﾎ 愛　知

3 431 山下　南帆(4) 愛知淑徳大学 DNS
ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ 愛　知

5 407 斉藤　栞(3) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



女子1500m

大会記録(GR)               4:28.58     鈴木　亜由子(名古屋大学)              2010 10月19日 10:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ 愛　知

1 3 407 斉藤　栞(3) 名古屋大学 4:52.54
ｻｻｷ ﾊﾙﾅ 福　島

2 4 255 笹木　晴奈(3) 津田塾大学 4:52.86
ﾏｷ ﾊﾅｴ 神奈川

3 2 261 牧　花恵(2) 津田塾大学 4:53.23
ｽｶﾞ ｻｸﾗ 三　重

4 1 408 菅　さくら(1) 名古屋大学 5:26.27



オープン女子1500m

10月19日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾘﾓﾄ ｺﾄﾘ 愛　知 ｱﾘﾓﾄ ｺﾄﾘ 愛　知

1 11 416 有本　琴里(2) 名古屋市立大学 5:15.37 1 416 有本　琴里(2) 名古屋市立大学 5:15.37
ﾆﾜ ﾊﾙｶ 三　重 ﾆﾜ ﾊﾙｶ 三　重

2 10 430 丹羽　遙香(4) 名古屋大学 5:15.81 2 430 丹羽　遙香(4) 名古屋大学 5:15.81
ﾅｶﾞﾅﾜ ﾓｴ 愛　知 ﾅｶﾞﾅﾜ ﾓｴ 愛　知

3 5 433 長縄　萌(1) 椙山女学園大学 5:17.01 3 433 長縄　萌(1) 椙山女学園大学 5:17.01
ｲﾄｳ ﾕﾒﾉ 愛　知 ｲﾄｳ ﾕﾒﾉ 愛　知

4 2 406 伊藤　夢乃(3) 名古屋大学 5:17.81 4 406 伊藤　夢乃(3) 名古屋大学 5:17.81
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳ 愛　知 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳ 愛　知

5 12 435 早川　有羽(1) 椙山女学園大学 5:19.24 5 435 早川　有羽(1) 椙山女学園大学 5:19.24
ﾏﾂｵｶ ﾀｴｶ 静　岡 ﾏﾂｵｶ ﾀｴｶ 静　岡

6 1 258 松岡　妙佳(3) 津田塾大学 5:20.39 6 258 松岡　妙佳(3) 津田塾大学 5:20.39
ｷﾘﾔﾏ ﾅﾅｺ 岐　阜 ｷﾘﾔﾏ ﾅﾅｺ 岐　阜

7 9 427 桐山　菜奈子(3) 愛知淑徳大学 5:26.94 7 427 桐山　菜奈子(3) 愛知淑徳大学 5:26.94
ｾｷ ﾅﾅｺ 東　京 ｾｷ ﾅﾅｺ 東　京

8 15 256 関　菜々子(3) 津田塾大学 5:27.91 8 256 関　菜々子(3) 津田塾大学 5:27.91
ﾎﾘｴ ｱｵｲ 新　潟

9 13 266 堀江　葵衣(1) 津田塾大学 5:40.03
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾎ 石　川

4 422 長谷川　詩歩(4) 名古屋大学 DNF
ﾀｸﾞﾁ ﾌﾐｶ 愛　知

3 415 田口　史佳(3) 椙山女学園大学 DNS
ﾔﾏｼﾀ ﾅﾎ 愛　知

6 431 山下　南帆(4) 愛知淑徳大学 DNS
ﾐｳﾗ ｻｴ 三　重

7 429 三浦　紗瑛(3) 名古屋女子大学 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄｺ 愛　知

8 421 渡部　琴子(3) 金城学院大学 DNS
ｼﾐｽﾞ ﾅﾅﾐ 愛　知

14 428 清水　夏波(3) 名古屋市立大学 DNS
ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 愛　知

16 418 下山田　絢香(2) 椙山女学園大学 DNS
ｱｵｷ ｴﾘ 愛　知

17 420 青木　恵理(3) 椙山女学園大学 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



オープン女子3000m

10月19日 13:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾊﾙﾅ 福　島 ｻｻｷ ﾊﾙﾅ 福　島

1 1 255 笹木　晴奈(3) 津田塾大学 10:37.40 1 255 笹木　晴奈(3) 津田塾大学 10:37.40

ｵｵｲﾜ ﾚｲﾅ 愛　知 ｵｵｲﾜ ﾚｲﾅ 愛　知

2 13 263 大岩　令奈(1) 津田塾大学 10:47.53 2 263 大岩　令奈(1) 津田塾大学 10:47.53

ﾀｸﾞﾁ ﾌﾐｶ 愛　知 ﾀｸﾞﾁ ﾌﾐｶ 愛　知

3 10 415 田口　史佳(3) 椙山女学園大学 11:08.85 3 415 田口　史佳(3) 椙山女学園大学 11:08.85

ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅﾐ 埼　玉 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅﾐ 埼　玉

4 5 267 松本　みなみ(1) 津田塾大学 11:16.81 4 267 松本　みなみ(1) 津田塾大学 11:16.81

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄｺ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄｺ 愛　知

5 12 421 渡部　琴子(3) 金城学院大学 11:19.51 5 421 渡部　琴子(3) 金城学院大学 11:19.51

ﾆﾜ ﾊﾙｶ 三　重 ﾆﾜ ﾊﾙｶ 三　重

6 4 430 丹羽　遙香(4) 名古屋大学 11:24.61 6 430 丹羽　遙香(4) 名古屋大学 11:24.61

ｱｵｷ ｴﾘ 愛　知

2 420 青木　恵理(3) 椙山女学園大学 DNS
ｷﾘﾔﾏ ﾅﾅｺ 岐　阜

3 427 桐山　菜奈子(3) 愛知淑徳大学 DNS
ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 愛　知

6 418 下山田　絢香(2) 椙山女学園大学 DNS
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾎ 石　川

7 422 長谷川　詩歩(4) 名古屋大学 DNS
ｶﾜﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 岐　阜

8 419 川邊　のぞみ(3) 名古屋大学 DNS
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳ 愛　知

9 435 早川　有羽(1) 椙山女学園大学 DNS
ｱｶｼ ﾘｶ 神奈川

11 251 明石　りか(1) 一橋大学 DNS
ｲﾄｳ ﾕﾒﾉ 愛　知

14 406 伊藤　夢乃(3) 名古屋大学 DNS
ｽｶﾞ ｻｸﾗ 三　重

15 408 菅　さくら(1) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



女子4×100mR

大会記録(GR)                 50.13     名古屋大学                            2002 10月19日 14:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 名古屋大学 401 小池　里歩(1) ｺｲｹ ﾘﾎ 52.35
402 小林　はづき(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ
409 中村　友香(1) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ
411 鎌田　友美(2) ｶﾏﾀ ﾄﾓﾐ

2 4 一橋大学 259 森畑　愛(3) ﾓﾘﾊﾀ ｱｲ 52.92
253 尾山　智沙(3) ｵﾔﾏ ﾁｻ
260 高橋　碧衣(2) ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ
254 神田　実侑(3) ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ



オープン女子4×400mR

10月19日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 出会いワンチャンあるかも！Presented by Nanako! 252 水谷　優希(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 4:36.87

261 牧　花恵(2) ﾏｷ ﾊﾅｴ
256 関　菜々子(3) ｾｷ ﾅﾅｺ
265 高橋　梨帆(1) ﾀｶﾊｼ ﾘﾎ

2 5 山の上A 408 菅　さくら(1) ｽｶﾞ ｻｸﾗ 4:48.23

435 早川　有羽(1) ﾊﾔｶﾜ ﾕｳ
433 長縄　萌(1) ﾅｶﾞﾅﾜ ﾓｴ
416 有本　琴里(2) ｱﾘﾓﾄ ｺﾄﾘ

3 4 微分積分いい気分♪ 250 谷　英美子(2) ﾀﾆ ｴﾐｺ 4:48.48

255 笹木　晴奈(3) ｻｻｷ ﾊﾙﾅ
266 堀江　葵衣(1) ﾎﾘｴ ｱｵｲ
263 大岩　令奈(1) ｵｵｲﾜ ﾚｲﾅ

4 3 山の上B 430 丹羽　遙香(4) ﾆﾜ ﾊﾙｶ 4:48.77

407 斉藤　栞(3) ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ
406 伊藤　夢乃(3) ｲﾄｳ ﾕﾒﾉ
415 田口　史佳(3) ﾀｸﾞﾁ ﾌﾐｶ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 出会いワンチャンあるかも！Presented by Nanako! 40175 水谷　優希(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 4:36.87

牧　花恵(2) ﾏｷ ﾊﾅｴ
関　菜々子(3) ｾｷ ﾅﾅｺ
高橋　梨帆(1) ﾀｶﾊｼ ﾘﾎ

2 山の上A 40167 菅　さくら(1) ｽｶﾞ ｻｸﾗ 4:48.23

早川　有羽(1) ﾊﾔｶﾜ ﾕｳ
長縄　萌(1) ﾅｶﾞﾅﾜ ﾓｴ
有本　琴里(2) ｱﾘﾓﾄ ｺﾄﾘ

3 微分積分いい気分♪ 40176 谷　英美子(2) ﾀﾆ ｴﾐｺ 4:48.48

笹木　晴奈(3) ｻｻｷ ﾊﾙﾅ
堀江　葵衣(1) ﾎﾘｴ ｱｵｲ
大岩　令奈(1) ｵｵｲﾜ ﾚｲﾅ

4 山の上B 40168 丹羽　遙香(4) ﾆﾜ ﾊﾙｶ 4:48.77

斉藤　栞(3) ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ
伊藤　夢乃(3) ｲﾄｳ ﾕﾒﾉ
田口　史佳(3) ﾀｸﾞﾁ ﾌﾐｶ



オープン女子走高跳

10月19日 13:10 決　勝    

決　勝　

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 愛　知 － － － － ○ × ○ × × ×

1 3 409 中村　友香(1) 名古屋大学 1m50
ｶﾏﾀ ﾄﾓﾐ 石　川 － － × ○ ○ × × ×

2 1 411 鎌田　友美(2) 名古屋大学 1m40
ｺｲｹ ﾘﾎ 愛　知 － － ○ × × ×

3 2 401 小池　里歩(1) 名古屋大学 1m35
ｵｸﾞﾗ ﾎﾉﾐ 愛　知 ○ × × ×

4 5 441 小倉　保野実(1) 名古屋女子大学 1m15
ﾅｶｲ ﾐｽﾞｷ 愛　知 － － － － × × ×

4 437 仲井　瑞紀(1) 椙山女学園大学 NM

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m20 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m15

凡例  NM:記録なし



オープン女子棒高跳

10月19日 10:30 決　勝    

決　勝　

ﾉﾅｶ ｺﾅﾂ － ○ × ○ × × ×

1 1 413 野中　小夏(2) 愛知淑徳大学 2m50
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐｷ 愛　知 ○ × ○ × × ×

2 2 412 澁谷　美紀(2) 名古屋大学 2m40

2m20 2m40 2m50 2m63
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属



女子走幅跳

大会記録(GR)                  5m61     荒俣　夏樹(名古屋大学)                2002 10月19日 11:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ 愛　知 5m38 5m35 － 5m38 4 － 4m98 5m26 5m38
1 3 402 小林　はづき(1) 名古屋大学 -0.3 +0.9 -0.3 0.0 -0.6 -0.3

ﾓﾘﾊﾀ ｱｲ 東　京 × 4m97 － 4m97 3 3m73 4m83 4m94 4m97
2 4 259 森畑　愛(3) 津田塾大学 +0.3 +0.3 -0.2 +0.4 -0.2 +0.3

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 愛　知 4m54 4m46 4m34 4m54 2 － － － 4m54
3 1 409 中村　友香(1) 名古屋大学 -0.9 +0.7 +0.4 -0.9 -0.9

ｵﾔﾏ ﾁｻ 埼　玉 － 4m07 － 4m07 1 4m25 × 4m25 4m25
4 2 253 尾山　智沙(3) 津田塾大学 +0.3 +0.3 +0.6 +0.2 +0.2



オープン女子走幅跳

10月19日 11:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 愛　知 × 4m46 × 4m46 1 4m46
1 2 424 鈴木　美帆(2) 椙山女学園大学 0.0 0.0 0.0

ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉ 愛　知

1 417 小島　一乃(3) 椙山女学園大学 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン女子三段跳

10月19日 14:40 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｲ ﾐｽﾞｷ 愛　知 10m45 10m51 10m31 10m51
1 3 437 仲井　瑞紀(1) 椙山女学園大学 +0.6 -0.1 +0.4 -0.1

ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 愛　知 9m83 9m61 × 9m83
2 2 424 鈴木　美帆(2) 椙山女学園大学 +0.5 +0.2 +0.5

ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉ 愛　知 9m54 9m53 9m64 9m64
3 1 417 小島　一乃(3) 椙山女学園大学 +0.3 +0.1 +0.4 +0.4



女子砲丸投(4.000kg)

大会記録(GR)                 10m43     大西　美佐歩(名古屋大学)              2016 10月19日 10:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 宮　城

1 4 260 高橋　碧衣(2) 津田塾大学 8m27 7m65 7m26 8m27 4 6m89 7m47 7m78 8m27

ﾓﾘﾊﾀ ｱｲ 東　京

2 2 259 森畑　愛(3) 津田塾大学 6m97 7m42 7m06 7m42 2 × 7m27 8m08 8m08

ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐｷ 愛　知

3 3 412 澁谷　美紀(2) 名古屋大学 7m13 7m58 × 7m58 3 － － － 7m58

ｶﾏﾀ ﾄﾓﾐ 石　川

4 1 411 鎌田　友美(2) 名古屋大学 5m09 4m96 5m38 5m38 1 － － － 5m38



オープン女子円盤投(1.000kg)

10月19日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃｼﾏ ﾓｴﾉ 愛　知

1 1 426 手島　萌乃(3) 椙山女学園大学 31m93 30m09 26m31 31m93 31m93



オープン女子やり投(0.600kg)

10月19日 12:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅ 愛知

1 4 423 山口　葉菜(3) 愛知淑徳大学 32m51 36m05 35m06 36m05 4 36m05

ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐｷ 愛　知

2 3 412 澁谷　美紀(2) 名古屋大学 31m08 33m99 28m79 33m99 3 33m99

ﾑﾗﾀ ﾕｶ 三重

3 2 414 村田　由華(1) 愛知淑徳大学 26m35 33m51 29m29 33m51 2 33m51

ｱﾘﾓﾄ ｺﾄﾘ 愛　知

4 1 416 有本　琴里(2) 名古屋市立大学 × 14m79 12m97 14m79 1 14m79


